２０１５年 開 催 実 績 表
医 療 ・介 護 戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／10（土）
15015
１／19（月）
15003

１／24（土）
15026

１／29（木）
15047

１／30（金）
15013
１／30（金）
15038

１／31（土）
15045
2／13（金）
15058

２／13（金）
15022
2／14（土）
15037

2／21（土）
15022

２／23（月）
15048

2／25（水）
15069

テ ー マ ・ 講

師

２０４０年を見据え、今何をすべきか
今後の医療制度改革の方向と戦略的な病院経営
国際医療福祉大学大学院 医療経営管理学科分野 教授 高橋 泰
大阪開催 講義＋電話による回収の実演
一般職員が出来る病院未収金回収マニュアル
－病院の風評を損なわずに、いかに未収金を減らし回収の極大化を図るか－
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘
医療・介護の連携と改革への対応を考える
－「地域包括ケア」実現に向けた改革の流れと病院経営－
厚生労働省 大臣官房審議官（医療介護連携担当） 吉田 学
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 院長 万代 恭嗣
医療法人財団寿康会 寿康会病院 理事長 猪口 雄二
厚生労働省
ＩＣＴ化の推進と番号制度・レセプトデータ活用
厚生労働省 大臣官房 参事官（情報政策担当） 鯨井 佳則
厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 保険システム高度化推進室 平野 景子
地域包括ケアシステム下において病院が生き残るための経営組織の整備と看護人財の育成
株式会社エフケイズコンサルツ 代表取締役
国際医療福祉大学大学院 講師 福田 啓造
保健医療ビッグデータ２０１５年の動向
リアルワールド・データ活用の最前線
厚生労働省 国立保健医療科学院 統括研究官 今井 博久
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹
株式会社医療情報総合研究所 代表取締役社長 大橋 青史
株式会社日本医療データセンター 代表取締役会長 木村 真也
新しい医療事故調査制度への対処要領
－法的観点を踏まえた事故調への現場対応－
井上法律事務所 弁護士／医療法務弁護士グループ代表 井上 清成
「急性期医療体制の更なる充実」「がん診療の特化」を掲げる
津山慈風会の１７０億円を投じる生き残り策と
各種データの収集・分析による１０年後の自院の将来ビジョン策定が急務
一般財団法人津山慈風会 総院長 藤木 茂篤
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平
【大阪開催】 法的知識・対応マニュアル・チェックリスト策定・Q＆A
病院の風評を損なわないハードクレーマー対策講座
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘
病床の稼働率アップのための『ベッドコントロール術』
～２０１５年１０月施行・新医療事故調査制度に備える～
ＪＡかみつが厚生連 上都賀総合病院 副院長・看護部長 齋藤 由利子
社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 看護部長 佐藤 久美子
社会医療法人美杉会 佐藤病院 理事・看護部長 高須 久美子
基幹病院の医療安全に求められていること
～２０１５年１０月施行・新医療事故調査制度に備える～
厚生労働大臣政務官（医療介護福祉担当 自民党衆議院議員） 橋本 岳
井上法律事務所 所長 弁護士 井上 清成
医療法人社団 札幌道都病院 理事・副院長 矢嶋 知己
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 副院長
日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 総合評価部会 小松 秀樹
＜厚生労働省／経済産業省／ヘルスソフトウェア推進協議会＞
医薬品・医療機器等の政府施策とヘルスソフトウェア法規制を踏まえた開発ガイドライン
－「薬事法改正の経緯」を踏まえた制度解説と医療産業施策の今後
－ヘルスソフトウェア法規制外に対する開発と取組み
厚生労働省 大臣官房 参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当） 磯部 総一郎
経済産業省 商務情報政策局 医療・福祉機器産業室長（併）国際展開推進室長 土屋 博史
一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協議会 運営会議議長 土居 篤博
地域包括ケアを支える
実効性・採算性の高い地域医療介護連携システムの構築と実践
－喫緊の紹介率・逆紹介率アップと急性期病院の生き残り戦略－
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 院長 関塚 永一
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開催日
２／27（金）

テ ー マ ・ 講

師

２０１５年の介護報酬改定徹底分析と新時代の介護経営戦略
15060

２／28（土）
15046

３／３（火）
15062

３／４（水）
15070

３／５（木）
15059

３／６（金）
15065

３／12（木）
15064

３／18（土）
15055

３／21（土）
15055

４／11（土）
15001
４／18（土）
６／13（土）
15002

４／20（月）
15131

厚生労働省 老健局 老人保健課 主査 天辰 優太 氏
株式会社川原経営総合センター 事業推進企画室 主任コンサルタント 成田 勝 氏
一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎｅｔ チーフアドバイザー 馬場 博 氏
社会福祉法人若竹大寿会 法人本部 本部長 石垣 修一 氏
ナースのためのレポートの書き方
－現場で求められる文章のルールと知識を伝授－
聖徳大学 学長特別補佐／医療法人社団友志会石橋総合病院 看護部統括
一般社団法人高齢者実践ケア教育研究所 水戸 美津子 氏
ネットワーク＆マネジメント
地域包括ケアシステムの構築方法－何をどうつなげ、作っていけばよいのか－
＜ゲスト＞兵庫県立大学大学院 経営研究科 教授 筒井 孝子 氏
社会福祉法人川崎聖風福祉会 事業推進部長 中澤 伸 氏
＜司 会＞国際医療福祉大学大学院 福祉援助工学分野 准教授 東畠 弘子 氏
２０１５年の介護報酬改定に対応した生き残り戦略
株式会社ウエルビー 代表取締役 青木 正人 氏
全国訪問介護協議会 会長／株式会社さくらケア・株式会社うめケア 代表取締役 荒井 信雄
氏
一般社団法人リハビリ・デイサービス協会 事務局長
株式会社日本介護ベンチャーコンサルティンググループ 代表取締役 斉藤 正行 氏
株式会社アライブメディケア 専務取締役 三重野 真 氏
２０２５年モデルの実現に向けた病院の機能分化と連携の推進
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室長補佐 高山 義浩 氏
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 神野 正博 氏
ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 副統括院長 西澤 延宏 氏
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 院長 副島 秀久 氏
診療記録を見直す！！
～法的に望ましい記載、そして診療情報の有効活用の仕方～
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 氏
国際医療福祉大学大学院 診療情報アナリスト養成分野 准教授 伊藤 由美 氏
＜消費税増税や報酬改定、高騰する維持費に直面する現場を改善＞
実践！病院のコスト適正化マネジメント
－最小労力で最大効果を発揮するデータ分析方法
－職員のコスト意識を高め利益の出る病院にする
株式会社日本経営 チームリーダー 木村 圭太 氏
株式会社日本経営 チームリーダー 土橋 洋之 氏
メディアスソリューション株式会社 常務取締役 古木 壽幸 氏
調剤報酬改定の影響を徹底検証！中小調剤薬局が生き残るため、今何をすべきか？
－激動の調剤薬局業界、再編の今を知る－
クラフト株式会社 執行役員 購買部 部長 原 靖明 氏
リーガル・アソシエイツ株式会社 代表取締役・司法書士 藤川 健司 氏
田口会計事務所 税理士 田口 益巳 氏
【医療・介護一体運営の医療法人の経営層必見！】
給食革命から始まるローコストオペレーション
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁 氏
医療法人・社会福祉法人 緑山会 理事長 齋藤 淳 氏
株式会社ＭＣシステム セントラルキッチン周南高原 事業部長 稗田 悟 氏
退院支援から、外来支援へ
～どう生きるかを地域でつなぎ、支える～
在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表 宇都宮 宏子 氏
慢性創傷管理の最前線
＜第１講義＞公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程長 溝上 祐子 氏
＜第２講義・大阪開催＞神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学 教授 寺師 浩人 氏
＜第２講義・東京開催＞杏林大学 医学部 形成外科 教授 大浦 紀彦 氏
＜第３講義＞総合病院国保旭中央病院 スキンケア相談室 看護師長
皮膚・排泄ケア認定看護師 加瀬 昌子 氏
どんな法改正にも耐えうる「体力のある企業」にするコツを伝授
訪問介護事業で、なぜ障害者総合支援法を避ける事業所が多いのか
まごのてグループ株式会社 専務取締役 廣瀬 吉史 氏
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開催日
４／23（木）
15010

４／25（土）
15042
４／27（月）
15119

４／28（火）
15114
４／28（火）
15138
４／30（木）
15118
４／30（木）
15129

５／９（土）
15043
５／９（土）
15123

５／15（金）
15099
５／16（土）
15134

５／２２（金）
15091
５／29（金）
15111
５／30（土）
15112
５／31（日）
15148

テ ー マ ・ 講

師

＜３時間半で詳しく解説＞
医療材料管理に役立つＥｘｃｅｌデータ分析スキル【拡大版】
～ＡＢＣ分析、在庫回転率評価、購入推移分析の考え方と手法～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
看護マネジメントリフレクションの活用と実践
～自分の看護管理・意思決定を振り返り、今後に活かす～
株式会社サフィール 代表取締役／看護管理総合教育研究センター 代表 河野 秀一 氏
－豊富なデータと具体的事例を公開－
医師人事評価制度の活用と導入法
～ビジョン、戦略の実現に向かって医師が動く仕組みを公開～
株式会社日本経営 戦略人事コンサルティングマネージャー 兄井 利昌 氏
現場職員が、みずから問題に気づきどんどん改善する！
１日５分で変わる ｢進化し続ける組織｣創りの方程式
患者サービス研究所 代表 三好 章樹 氏
医療・介護・健康分野のＩＣＴ化と新産業創出の将来像
内閣官房 健康・医療戦略室 参事官補佐 角田 亮平 氏
【毎回大好評のセミナー最新版 開催決定！】
医療ビジネススペシャリスト養成講座
（株）日本経営 課長代理 コンサルタント 濱中 洋平 氏
地域医療構想策定ガイドライン
学習院大学 経済学部長 教授 遠藤 久夫 氏
（厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」座長）
奈良県 医療政策部長 渡辺 顕一郎 氏
一般社団法人日本慢性期医療協会 会長／医療法人平成博愛会 博愛会記念病院 理事長 武久 洋三 氏
公益社団法人全日本病院協会 副会長／社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 神野 正博 氏
看護師のためのファシリテーション入門
～明日からのカンファレンス・ミーティング・委員会に活かせるスキルとノウハウ～
株式会社サフィール 代表取締役／看護管理総合教育研究センター 代表 河野 秀一 氏
集患、ＬＣＯから迫る病院経営改善メソッド
－急速に悪化する病院経営の原因はどこにあるのか－
株式会社メディカルクリエイト 代表取締役社長 遠山 峰輝 氏
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁 氏
社会福祉法人恩賜財団済生会 石川県済生会金沢病院 前常務理事 水戸 義招 氏
介護報酬改定のインパクトと介護事業経営の新戦略
全国訪問介護協議会 会長／株式会社さくらケア・株式会社うめケア 代表取締役 荒井 信雄 氏
一般社団法人地域ケア総合研究所 所長 竹重 俊文 氏
新総合事業の移行に向けたノウハウを知る
自治体はいつ、何を、サービス事業者は、どのように実施していけばよいのか
－ゲスト－ 厚生労働省 老健局 総務課 介護保険計画課・振興課併任 課長補佐 服部 真治 氏
稲城市 総務部長（前福祉部長） 石田 光広 氏
－司会－ 国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 准教授 東畠 弘子 氏
不当要求から病院・職員を守れ！
最新 患者クレーム対応術－対応マニュアルとチェックリスト－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 氏
病院・介護施設における人事評価制度構築とその運用
－人事評価制度の導入で職員のやる気を引き出し組織を活性化させる－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功 氏
病院・介護施設における賃金制度構築とその運用
－処遇の透明性を高め、職員に希望と活力を与える－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功 氏
薬剤師の訪問業務－２０２５年までに薬剤師ができること－
カネマタ薬局 代表取締役 高橋 眞生 氏
株式会社田無薬品 執行役員・薬局事業部長 三浦 輝久 氏
ｖｉｔａ 代表／タケダリールエステート株式会社 取締役 奥田 徳子 氏
うえまつ調剤薬局 轡 基治 氏
有限会社メディフェニックスコーポレーション 薬局つばめファーマシー 代表取締役 萩田 均司 氏
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開催日
６／12（金）
15170

６／12（金）
７／29（水）
15179

６／19（金）
15174
６／26（金）
７／31（金）
８／28（金）
９／25（金）
10／30（金）
11／27（金）
12／25（金）
15117
６／27（土）
15192

７／10（金）
15127
７／10（金）
７／31（金）
15175

７／13（月）
15219
７／15（水）
15177

７／17（金）
15122

７／17（金）
15193

７／20（月）
15216

テ ー マ ・ 講

師

ＩＣＴ×医療・ヘルスケア最新動向とドコモの事業戦略
（株）情報通信総合研究所 ソーシャルイノベーション研究部
社会公共システムグループ 主任研究員
（株）ＮＴＴドコモ メディカルＩＣＴ推進室 担当部長
（株）ＮＴＴドコモ ライフサポートビジネス推進部 ヘルスケア事業推進担当部長
変革が求められる薬局と薬剤師の将来像
－薬剤師の本質的な機能とは、ＩＣＴは薬局経営に何をもたらすのか－
厚生労働省 国立保健医療科学院 統括研究官
ファルメディコ株式会社 代表取締役社長 医師・医学博士
パナソニックヘルスケア株式会社 メディコム事業部 ヘルスケアシステム部 ヘルスケアサービス課長
株式会社ＥＭシステムズ 常務取締役 チェーン薬局本部長
【大阪開催決定 毎回大好評のセミナー最新版】
医療ビジネススペシャリスト養成講座
（株）日本経営 課長代理 コンサルタント
これからの地域包括ケアシステム時代に病院が勝ち残るために
病院看護体制の確立と人事・組織マネジメント～看護組織の再編と再整備の進め方～

宮下 啓子 氏
有田 浩之 氏
安部 成司 氏

今井
狭間
小野
國光

博久
研至
朝彦
宏昌

濱中 洋平 氏

株式会社エフケイズコンサルツ 代表取締役／国際医療福祉大学大学院 講師 福田 啓造
院長のクオリティタイム極大化が経営改善の鍵
病院経営人材育成により「データ活用術」と「伝える力」で組織を巻き込むムーブメントを起こせ！！
－集団の質を高め、行動の圧を上げるノウハウ大公開－
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平
プロコーチ 川野 操作 氏・大図 美由紀
地域包括ケア時代 今、なぜ介護ビジネス起業・新設か －訪問介護事業の優位性と起業ノウハウを大公開－
全国訪問介護協議会 会長／株式会社さくらケア 代表取締役 荒井 信雄
「事務総合職」育成プログラム
社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県支部 支部長 正木 義博
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 経営企画部 部長 中島 雄一
医療法人東和会 第一東和会病院 運営推進部長 行本 百合子
一般財団法人竹田健康財団 法人事務局長代理 兼 経営企画部長 東瀬 多美夫
～世界一の福祉先進都市・東京の実現に向けて！～
２０２５年を見据えた第６期東京都高齢者保健福祉計画と東京の地域包括ケアシステム
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 計画課長 横手 裕三子
今、最も強力な講師陣が集結
ヘルスケア・マーケティング濃縮集中講座
－ヘルスケア・ビジネスモデルの今後の戦略ポイントを示す－
マッキャンヘルスコミュニケーションズ ＣＫＯ （チーフ・ナレッジ・オフィサー、最高知識責任者） 西根 英一
マーケティング３．０研究所 所長／グロービス経営大学院 講師 松林 博文
株式会社スポルツ 代表取締役
国内唯一の海外健康ビジネスモデル紹介メールマガジンＨＢＷ（ヘルスビズウォッチ）発行人 大川 耕平
地域包括ケア時代に対応した新規事業開設セミナー
－地域包括ケア時代は単独事業では淘汰される！
－生き残りをかけた他業種展開！
全国訪問介護協議会 会長／株式会社さくらケア・株式会社うめケア 代表取締役 荒井 信雄
株式会社うめケア 中園 まどか
株式会社さくらケア 横溝 陽子
【大阪開催】 講義＋電話による回収の実演と法的手続のひな形付
一般職員が出来る病院未収金回収マニュアル
－病院の風評を損なわずに、いかに未収金を減らし回収の極大化を図るか－
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘
【大阪開催】
＜緊急提言＞ 脱！「預かり型デイ」
半日型(２回転)で専門化した機能改善型デイサービスへ挑戦！
稼働率９１.３％、利益率１０％ＵＰを実現する秘密大公開セミナー
株式会社船井総合研究所 医療・介護支援部 経営コンサルタント 今村 大樹
シャローム株式会社 専務取締役 俣木 泰和
株式会社船井総合研究所 医療・介護支援部 シニア経営コンサルタント 森田 英樹
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開催日
７／25（土）
15201

７／30（木）
15211

８／１（土）
15210

８／３（月）
15241

８／４（火）
15225
８／４（水）
15230

８／21（金）
15214
８／22（土）
15217

８／24（月）
15261
８／25（火）
15202
８／29（土）
15207
８／31（月）
15256

９／５（土）
15257
９／11（金）
15247
９／29（火）
15281

テ ー マ ・ 講

師

居場所が明らかになってくる今！ベース（基本）である経営の「出入」は確実に・・・？
～自院の診療機能の位置付け・役割を担うに、経営収支のポイントは抑えてますか～
～本音で仕事している「媚びないコンサルタントと現場一筋のマネージャー」～
株式会社ＹＭＭＯ 代表取締役 松田 欣之
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 事務部 次長 持田 勇治
株式会社パースジャパン 経営コンサルティング部 部長 佐藤 勝浩
現場が一番大好きな実務責任者が詳説
事務職幹部のための必須講座
臨床研修病院の保険診療講座／査定・減点分析講座／交通事故講座
株式会社互恵会大阪回生病院 医事部長 寺岡 秀男
２０１６年改定・２０２５年に向けての対策
迫られる中小病院の病棟再編成の決断と全員参加型による病院経営改革の実践
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高
医療法人愛誠会 昭南病院 法人事務局長 鶴田 光樹
スマホ連携で大変貌
米国、医療・ヘルスケアの１０年後と日本への影響
～アップル・グーグルのヘルスケア等豊富な事例を基に読み解く～
テクノロジージャーナリスト／コンサルタント 林 信行
２０２５年に向けた介護人材の総合的な確保方策と人材獲得競争を勝ち抜くための戦略
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 マンパワー企画係長 岸 英二
社会福祉法人若竹大寿会 法人本部 本部長 石垣 修一
【医療・介護・ヘルスケア×ＩＣＴ
～Ａｐｐｌｅの戦略／Ｗａｔｓｏｎ、Ｐｅｐｐｅｒ等人工知能、ロボットの影響と可能性～
（株）野村総合研究所 消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部 グループマネージャー 山田 謙次
ＩＴジャーナリスト 山崎 潤一郎
ソフトバンク（株）／ソフトバンクロボティクス（株） 首席エヴァンジェリスト 中山 五輪男
（株）イデアクエスト 代表取締役社長 ＣＥＯ 坂本 光広
（元ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株） ＣＯＯ）
【大阪開催】 法的知識・対応マニュアル・チェックリスト策定・Q＆A
病院の風評を損なわないハードクレーマー対策講座
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘
早期移行が求められる
新しい介護予防・日常生活支援総合事業－先行事例の徹底研究－
北杜市 市民部 介護支援課長 中嶋 登美子
流山市 健康福祉部 介護支援課長 早川 仁
上越市 健康福祉部 高齢者支援課 介護指導係長 細谷 早苗
和光市 保健福祉部長 東内 京一
２０１７年７月以降から段階導入
マイナンバー制度の施行に向けた状況と医療等分野における番号活用について
厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 室長補佐 芝 真理子
医療機関側専門弁護士のノウハウ
医療機関特有の労務トラブルの実例と対策 －労務紛争を回避する方法から具体的な法的対処を伝授－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治
コンサルタント・企業の方限定
地域包括ケア病棟転換のコンサルテーション方法をイチから教えます
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村 憲洋
結果にコミットする！指示･命令しなくても、職員がみずから業務を向上し続ける組織創りの方程式
医療安全・クレーム対策・接遇向上・・・、職員一人ひとりが、自律的に考え、動き、
総力を発揮する病院になる方法を、成功事例とともに大公開
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
２０２５年を見据えた、地域ニーズに応える医療機能分化と医療・介護連携の実践
北里大学医学部付属新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部門
包括ケア全人医療学 講師 荻野 美恵子
地域医療構想による病床再編と次回診療報酬改定の動向
株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役 中林 梓
医療機関への営業力アップセミナー
病院の事前期待をマネジメントして信頼と即決を促す「対話術」
－営業はまず病院のお困り事トップ３にアプローチせよ－
成果を出す営業は医療者の心に響く「会話の型」を持っている
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平
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開催日
10／３（土）
15284
10／６（火）
15274

10／７（水）
15258

10／22（木）
15301
10／23（金）
15306

10／24（土）
15302

10／26（月）
15297
10／27（火）
15318

10／27（火）
11／５（木）
11／６（金）
11／７（土）
15307
10／29（木）
15300

10／30（金）
15319

10／31（土）
11／21（土）
15078

10／31（土）
15325

11／4（水）
15305

テ ー マ ・ 講

師

医療事故調査制度の各種書式と実務対処
－事故調への現場対応のための各種書式と実務－
井上法律事務所 弁護士／医療法務弁護士グループ代表 井上 清成
【参入が加速する成長産業での狙い】
シリコンバレー発 ＩｏＴ×ヘルスケア ３社の戦略
～Ａｐｐｌｅ／Ｇｏｏｇｌｅ／Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ～
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表 アナリスト 宮本 和明
【もうシニアでは響かない！】
５０＋(ﾌｲﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ)世代の消費行動とビジネスチャンス
～劇的に進展する環境をとらえ、事業を成功させるための手法～
（株）博報堂 エルダーナレッジ開発 新しい大人文化研究所
統括プロデューサー 阪本 節郎
実経験に裏打ちされたノウハウ
患者トラブルへの対応とリスク管理のポイント
虎の門病院 事務部 次長 北澤 将
地域包括ケアを実践する訪問看護ステーション
訪問看護ステーションみけ 管理者 椎名 美恵子
聖路加国際病院訪問看護ステーション 所長 佐々木 佳子
佐賀県看護協会訪問看護ステーション 統括所長 馬場 美代子
病院では介護職の教育に困っていませんか
医療法人相生会 わかば病院 看護部長 小宮 美恵子
埼玉県済生会川口総合病院 副看護部長 各務 初恵
社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 理事
さつき会人材育成本部 本部長 看護部相談役 竹内 美佐子
病院再編・統合ケーススタディと公立病院の経営戦略
－次期改定、病棟再編等の最近のトピックを交え－
東日本税理士法人 社員 副所長／公認会計士・税理士／多摩大学大学院 客員教授 長 英一郎
－豊富なデータと具体的事例を公開－
医師一人ひとりを適切に評価する人事評価制度の導入・構築法
～医師との信頼関係を深化させモチベーションを向上させる具体策～
株式会社日本経営 戦略人事コンサルティングマネージャー 兄井 利昌
医師、コ・メディカルの行動を喚起するデータ活用と、行動を喚起する伝え方
医療専門職コンサルタントの「聞く力」と「伝える力」をマスターするセミナー

氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏

セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平 氏
＜３時間半で詳しく解説＞
医療材料管理に役立つＥｘｃｅｌデータ分析スキル【拡大版】
～ＡＢＣ分析、在庫回転率評価、購入推移分析の考え方と手法～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、 ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
ジェネリック医薬品２０８０で世界が変わる～次期改定から２０８０へのロードマップまで～
公益社団法人日本薬剤師会 相談役／日本ジェネリック医薬品学会 理事 漆畑 稔 氏
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与／日本ジェネリック医薬品学会 理事 増原 慶壮 氏
日本ジェネリック医薬品学会 代表理事／国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 氏
排泄管理の最前線
公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程長 溝上 祐子 氏
公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程
皮膚・排泄ケア学科 専任教員 津畑 亜紀子 氏
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 看護部 副看護師長 中西 由香 氏
地域医療構想に対応した病棟再編成と医療・介護の連携を実現した先進的病院経営
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高 氏
医療法人八女発心会 姫野病院 理事長 姫野 信吉 氏
東京大学 政策ビジョン研究センター 特任教授 尾形 裕也 氏
厚生労働省社会保障審議会医療部会委員
地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会座長代理
医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会委員
１２月１日施行に向けた備えは万全ですか？
「ストレスチェック」義務化に向けた企業の実務対応
株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 服部 英治 氏
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開催日
11／９（月）
15320
11／13（金）
15312

11／18（水）
15351

11／18（水）
15289
11／18（水）
15328

11／19（木）
12／10（木）
15332
11／19（木）
15357
11／28（土）
15333

11／30（月）
15317

12／１（火）
15327

12／４（金）
15220
12／５（土）
15220
12／11（金）
15362

12／12（土）
15190
12／12（土）
15378

テ ー マ ・ 講

師

医療法人・病院は税金を上手に払いなさい！
伊藤修一財産コンサルティング株式会社 代表取締役社長 伊藤 修一
地域包括ケア時代の安定した病院経営を目指して
全ての医療機関に共通する「ベットコントロール術」
一般財団法人 大阪府警察協会 大阪警察病院 事務次長（企画・診療部門）兼 入院センター長 小前 貴志
医療法人社団善衆会 善衆会病院 監理課長 兼 地域医療連携室長 舘野 晃一郎
【成長著しいモバイルヘルス】
ＩＴ×ヘルスケア、双方に係る法的留意点
～改正薬事法（医薬機法）のインパクトと実務対応～
ＧＶＡ法律事務所 弁護士 飛岡 依織
長年の経験と実績に基いた
病院未収金回収のノウハウと法的対応実務
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治
２０１６年４月調剤報酬改定が経営に与える影響を徹底検証！
転換期の医薬分業の行方を医療制度に精通し、医療現場の経験がある新進気鋭の研究者と
大手調剤薬局チェーン事業者が現場の視点で解説
～調剤報酬改定下の中小薬局のＭ＆Ａ戦略を探る～
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村 憲洋
クラフト株式会社 執行役員 購買部 部長 原 靖明
リーガル・アソシエイツ株式会社 代表取締役・司法書士 藤川 健司
株式会社コージーファーマーシー 代表取締役 高橋 一成
【全２回】 医療ビジネススペシャリスト養成講座
メディキャスト株式会社 課長代理 コンサルタント 濱中 洋平
２０１６年～２０２５年
今後１０年、医療・健康分野のＩＣＴトレンドと事業機会
早稲田大学大学院 商学研究科（ビジネススクール） 客員准教授 鶴谷 武親
病床の稼働率アップを達成するベッドコントロール術と入退院支援
関西医科大学附属枚方病院 看護部長 安田 照美
さいたま赤十字病院 相談支援課長兼看護師長 鈴木 勝美
ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 患者サポートセンター 入退院支援室 師長 中島 浩美
結果にコミットする！
指示・命令なしで、現場がみずから進化するようになる、組織活性化の方程式【ＨＩＴ-Ｂｉｔ】
－離職・休職・メンタルトラブルで困っている現場が、やりがいと誇りに満ちチームワークの良い現場になります－
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
地域医療構想と医療データの分析・活用最前線
東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 教授
医学部附属病院 クオリティマネジメントセンター長 伏見 清秀
独立行政法人国立がん研究センター がん対策情報センター がん統計研究部
がん医療費調査室長 石川 ベンジャミン 光一
病院・介護施設における人事評価制度構築とその運用
－人事評価制度の導入で職員のやる気を引き出し組織を活性化させる－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功
病院・介護施設における賃金制度構築とその運用
－処遇の透明性を高め、職員に希望と活力を与える－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功
病院経営における看護管理の実践－職場の活性化とナレッジマネジメントのポイント－
ＪＲ東京総合病院 看護部長 村山 輝子
公益財団法人星総合病院 総看護師長 佐藤 美重
ＮＴＴ東日本伊豆病院 看護部長 塩田 美佐代
看護師のためのファシリテーション入門
～明日からのカンファレンス・ミーティング・委員会に活かせるスキルとノウハウ～
株式会社サフィール 代表取締役／看護管理総合教育研究センター 代表 河野 秀一
２０１６年診療報酬・調剤報酬改定とこれからの在宅医療、薬局経営
医療法人南星会湘南なぎさ診療所 事務長 中村 哲生
ファルメディコ株式会社 代表取締役社長 医師・医学博士
一般社団法人日本在宅薬学会 理事長／医療法人大鵬会千本病院 院長代行 狭間 研至
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開催日
12／16（水）
15376

テ ー マ ・ 講

師

地域医療構想、２０１６年診療報酬改定を見越した
中小病院・診療所がとるべき在宅医療戦略
－地域で必要とされる在宅クリニックの運営ノウハウ－
株式会社メディヴァ 代表取締役社長 大石 佳能子 氏
株式会社メディヴァ コンサルタント 兼 医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック
在宅医療部 事務長 村上 典由 氏

株 式 会社 新 社 会 シ ス テ ム 総 合 研 究 所
ＴＥＬ (03)5532-8850
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