２０１６年 開 催 実 績 表
シルバー＆ヘルスケア戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／14（木）
16023
１／16（水）
16023
１／19（火）
16017
１／22（金）
16029
１／23（土）
16006
１／26（火）
16045

１／26（火）
16031

２／16（火）
16026

２／18（木）
16007
２／19（金）
16030
２／20（土）
2／26（金）
16037
２／26（金）
16069

テ ー マ ・ 講

師

２０１６年度診療報酬改定・新春特別企画
加速する医療制度改革の動きと病院の経営戦略
－どのような視点を持って、今後の変化に対処すべきか－
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
２０１６年診療報酬改定への対応と対策
－２０１６年診療報酬改定前にやっておくべきこと－
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
【規制緩和で利用範囲が拡大】
ドコモの医療ＩＣＴへの挑戦 ２０１６
～医療現場×スマホで生まれる新たな可能性と課題～
（株）ＮＴＴドコモ メディカルＩＣＴ推進室長 有田 浩之
【大阪開催】 講義＋電話でのよくある回収の実演と法的手続のひな形付
一般職員が明日から出来る病院未収金回収実務
－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
病院経営における看護管理の実践－看護ケアの向上と看護管理者の役割とは－
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 副院長 兼 看護部長 三浦 稚郁子
独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 看護部長 井出 志賀子
立正佼成会附属佼成病院 看護部長 根本 康子
２０１６年診療報酬改定で入院医療はどうなる
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹
（中医協「入院医療等の調査・評価分科会」会長）
東邦大学 医学部 医療政策・渉外部門 特任教授・名誉教授 小山 信彌
（中医協「ＤＰＣ評価分科会」会長）
公益社団法人 日本看護協会 常任理事（医療制度、診療報酬担当） 福井 トシ子
（前中央社会保険医療協議会 専門委員）
どこよりも速い！
２０１６年度薬価・調剤報酬改定の全容解説
－３年連続改定の“幕開け”、新薬、長期収載品、後発品、薬局への影響－
公益社団法人日本薬剤師会 相談役 漆畑 稔
日本調剤株式会社 常務取締役 深井 克彦
株式会社薬新 代表取締役 井高 恭彦
【未来予測、貴社のビジネスモデルは通用するのか？】
医療介護ヘルスケアビジネス戦略 ２０２５
～顧客（患者）情報の争奪戦が始まる～
（株）ＩＣＴソリューション・コンサルティング 代表取締役社長
（株）三菱総合研究所 アドバイザー（クロスインダストリ／ＩＣＴ） 冨永 孝
職場からみた「チーム医療」 と看護管理者の役割－病院経営における看護管理の実践－
医療法人財団献心会川越胃腸病院 非常勤顧問 前 理事兼務看護部長 池田 五十鈴
国際医療福祉大学 看護生涯学習センター・ 看護人材開発部 認定看護管理者 中村 くに子
聖路加国際大学聖路加国際病院 ナースマネジャー 黒川 寿美江
【大阪開催】法的知識・対応マニュアル・チェックリスト・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
～明日からスグに使える具体的手法／不安が軽減して自信をもって対応できる～
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘
経営トップ・企画室のための２０１６年診療報酬改定
－どのように病院内で企画・調整し対応していくのか－

氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏
氏
氏

氏
氏
氏
氏

氏

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
ＳＰＤも導入して共同購入にも参加した、でもなんでいつまでも材料費率が高いんだ！？
２０１６年度版 医療材料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
医療法人社団 あんしん会 四谷メディカルキューブ 経営管理部 サプライ課 課長 原田 育子 氏
東京女子医科大学医学部 医療・病院管理学 教授 上塚 芳郎 氏
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開催日
２／26（金）
16078

２／21（日）
2／27（土）
16036
３／2（水）
16084
３／10（木）
16077

３／10（木）
16097

３／11（金）
16091
３／12（土）
16094
３／14（月）
16107

３／19（土）
15362

３／31（木）
16103
４／2（土）
16118

４／８（金）
４／26（火）
16085
16135
４／9（土）
16053
４／19（火）
16098

テ ー マ ・ 講

師

「地域医療構想対策」 答えはここにあり！
～１０年後のあるべき姿をデータから～
超実践！病院経営情報分析ツール活用法
千葉大学医学部附属病院 病院長企画室長・病院長補佐・特任教授 井上 貴裕 氏
千葉県済生会習志野病院 企画戦略室 室長 兵藤 敏美 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
２０１６年診療報酬改定の説明と対策
－病院全体で考える２０１６年診療報酬改定対策－
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
２０１６年の診療報酬改定は、これでコンサルをやろう！
－これから２年間のネタの掘り起こしを徹底解説－
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
医療・ヘルスケア産業イノベーションの全容と事業構築上の課題・戦略
－医療ネットワーク社会の到来、環境変化で試される真の市場志向
－ＩＴとの融合で拡がるビジネスと展望
－診療報酬改定による医療機器市場への影響と挑戦
（一社）次世代社会システム研究開発機構 代表理事 森田 進
（株）ＤｅＮＡライフサイエンス 取締役 城戸 忠之
シーメンスヘルスケア（株） 医療政策室 室長
欧州ビジネス協会 医療機器委員会 診療報酬部会長 田中 良一
２０１６年診療報酬改定×在宅医療×調剤薬局
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
医事現場から見た
平成２８年度診療報酬改定の詳細と施設基準届出の実際
医療法人社団青雲会北野台病院 医事課長 鈴木 達也
全国病院経営管理学会 医事業務委員会 正幹事
高機能急性期病院にとっての平成２８年度診療報酬改定の留意点と対策
～高機能急性期病院が志向すべき方向性～
千葉大学医学部附属病院 病院長企画室長・病院長補佐・特任教授 井上 貴裕
保健・医療・福祉の多職種ＩＣＴ連携
～子育てから介護まで、今後求められること～
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推進室 課長補佐 岸 洋佑
東京大学 高齢社会総合研究機構 特任研究員／地方公共団体情報システム機構 理事 井堀 幹夫
弘前大学 研究戦略アドバイザー 工藤 憲一
職場の活性化とナレッジマネジメントのポイント－病院経営における看護管理の実践－
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
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
平成２８年度診療報酬改定とこれからの訪問看護事業
公益財団法人日本訪問看護財団 常務理事 佐藤 美穂子
ＬＥ在宅・施設 訪問看護ステーション
Ｌｉｆｅ Ｏｎ Ｖｉｔａｌ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ． 代表取締役 多江 和晃
セコム医療システム株式会社 訪問看護ステーション看護部 取締役部長 國本 陽子
＜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～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
病院から、暮らしの場へ「在宅療養移行」できてますか？
～ａｇｉｎｇ ｉｎin place （地域で暮らし続ける）を実現するために～
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
【他社と差別化する商品、サービスにチャレンジしたい方必見！】
モバイルヘルスのビジネスモデルと法務
～医療関連法規制、ＷＥＢ・アプリサービス特有のチェックポイントを解説～
ＧＶＡ法律事務所 弁護士 飛岡 依織
（株）スポルツ クリエイティブディレクター ＨｅａｌｔｈＢｉｚＷａｔｃｈ オーサー／
ｍＨｅａｌｔｈ Ｗａｔｃｈ 編集／Ｈｅａｌｔｈ Ａｐｐ Ｌａｂ 所長 渡辺 武友
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開催日
４／23（土）
６／25（土）
16009
４／27（水）
５／18（水）
16120
５／12（木）
16128

５／13（金）
６／10（金）
７／８（金）
８／５（金）
９／２（金）
10／７（金）
11／11（金）
12／２（金）
16079
５／13（金）
16134

５／19（木）
16137
５／20（金）
16123
５／23（月）
16156

５／25（水）
16151
５／27（金）
16136
５／27（金）
16140

５／29（日）
16150

６／18（土）
16167

６／23（木）
16199

テ ー マ ・ 講

師

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
＜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
＜第２講義・東京開催＞杏林大学 医学部 形成外科 教授
＜第３講義＞パナソニック健康保険組合 松下記念病院 副看護師長 皮膚・排泄ケア認定看護師
【全２回】 医療ビジネススペシャリスト養成講座

溝上
寺師
大浦
小林

祐子
浩人
紀彦
直美

氏
氏
氏
氏

メディキャスト株式会社 企画営業部 統括マネージャー 濱中 洋平 氏
２０１６年診療報酬改定から読み解く中小病院・クリニックの採るべき経営戦略
株式会社メディヴァ 取締役 コンサルティング事業部長 小松 大介 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
これからの病院人事戦略入門
＜病院が勝ち残るための人材育成と人的生産性の向上それによる人的経営基盤の確立に向け＞

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
人材確保難、問題職員の管理等、施設の問題からどう脱却するのか
最近の医療機関特有の人事労務トラブルと具体的対策
～３００を超える施設への支援実績から具体的にわかりやすく解説～
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
ビッグデータと IoT 時代のデジタルヘルスケア：生体情報センシングの未来予想図
アスタミューゼ株式会社 テクノロジーインテリジェンス部長 薬学博士 川口 伸明
現場がどれだけ活性化したか、定量評価しない管理者研修に意味がありますか？
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
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
現場感を踏まえ、地域包括ケアの仕上げをどうするのか
在宅医療における病診連携、医・介連携の実践
医療法人社団 至髙会 たかせクリニック 理事長 髙瀬 義昌
認知症の理解とケアの実践
医療法人社団翠会 和光病院 看護副部長 石川 容子
（認知症看護認定看護師）
東京都・広島県の地域医療構想と病院経営
医療法人社団直和会・社会医療法人社団正志会 理事長 猪口 正孝
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
広島県 健康福祉局長 笠松 淳也
薬局向け“生き残りをかけた”セミナー
調剤報酬改定を乗り切りたいなら、３つの訪問系事業を始めなさい！！
株式会社メディスト 代表取締役 薬剤師 萩原 光朗
ちしん医療介護パートナーズ株式会社 代表取締役 薬剤師
一般社団法人全国在宅医療介護地域振興協会 理事長 西塔 慎也
みんな楽らく訪問鍼灸院（訪問専門治療院） 院長 室岡 紘司
Ｈｗｃ－Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 代表取締役 大久保 悦次
看護師の確保定着と辞めない病院づくり
～厚労省、看護協会の取り組みから実践・成功事例まで～
公益社団法人日本看護協会 労働政策部 部長 橋本 美穂
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 看護部長 近藤 美知子
南相馬市立総合病院 副院長 看護部長 五十嵐 里香
医療ＩＣＴ化の政策最新動向と推進方策
－レセプト情報の利活用や医療情報ネットワークの展開
－病院、企業双方から見る問題点の解決に向けて
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
医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室 (併任) 室長補佐 吉村 健佑
東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 先端医療情報技術研究講座 准教授 高尾 洋之
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開催日
６／24（金）
16170

７／９（土）
16163
７／14（木）
16212

７／19（火）
16205

７／22（金）
16235

７／23（土）
16217

７／26（火）
16271
７／27（水）
16210

７／29（金）
16200
８／３（水）
16273

８／6（土）
16231

８／8（月）
16229

８／22（月）
16295

テ ー マ ・ 講

師

ビジョン･戦略を実現する 医師人事評価制度の導入・活用法
診療報酬改定や地域包括ケアシステム、地域医療構想が推進されるなか
病院はどう医師とベクトルを共有し、将来ビジョンを実現するのか
株式会社日本経営戦略人事コンサルティング チームリーダー 山根 匡博 氏
２０１６年度診療報酬改定の『薬剤関連点数変更』 に対する医療機関の対応とデータ分析
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高 氏
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学 氏
２０１８年度診療報酬・介護報酬同時改定を控えて
医療関係者として知っておきたい介護保険制度の見直し
ヒューマンライフケア（株） 顧問 兼 メディカル・テン 代表
公益社団法人京都府介護支援専門員会 顧問
京都聖母女学院短期大学 非常勤講師 宮坂 佳紀 氏
診療記録を見直す！！
～法的に望ましい記載、そして“退院時要約”の精度向上を目指す～
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
◆オンラインライブ中継による大阪・東京同時開催◆
講義＋電話でのよくある回収の実演と法的手続のひな形付
一般職員が明日から出来る病院未収金回収実務
－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 氏
医療事故調査制度の手直し強化措置への対策、更なる医療安全管理の向上を目指して
－既に実施済み病院の先例と共に新たな規約・書式とその運用、そして、今後の医師法２１条・刑法２１１条の改正動向も－
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 氏
地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの創出・活用方策
厚生労働省 老健局 振興課 課長補佐 加藤 康平 氏
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 係長 保科 佑樹 氏
上尾中央医科グループの実例に学ぶ
「診療報酬改定対策」「適時調査対策」「病棟構成」
３つの観点からの病院経営改善
上尾中央医科グループ 株式会社プリオ 統括本部長
医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院 事務局長 小林 洋一 氏
病院・介護施設における人事制度構築の具体的方法
～看護師・介護福祉士等に適した人事の仕組み～
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功 氏
国立病院機構における医療ＩＣＴ化の取り組みと大規模データベースの構築
独立行政法人国立病院機構 ＩＴ推進部 副部長 渡辺 宏樹 氏
独立行政法人国立病院機構 総合研究センター 診療情報分析部 副部長
ＩＴ推進部 医療情報データベース企画室長 堀口 裕正 氏
コンピュ－タチェックでどうなる審査
複雑な診療報酬と指導、監査対策のポイント
－外来を中心にイロハから解説します－
医療法人社団 永高会蒲田クリニック 事務局 栗林 令子 氏
患者本位のかかりつけ薬局への再編と地域包括ケア時代の薬剤師像
厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 医薬情報室長 紀平 哲也 氏
厚生労働省 国立保健医療科学院 統括研究官 今井 博久 氏
一般社団法人上田薬剤師会 会長 飯島 康典 氏
医療とマイナンバー・法改正が与える影響と今後の展望
～医療データ連携を阻む法制度上の課題～
株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
新潟大学 法学部 教授 鈴木 正朝 氏
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開催日
８／23（火）
16246

８／26（金）
16236

８／26（金）
16239
９／2（金）
16289

９／10（土）
16211

９／10（土）
16266

９／14（水）
９／23（金）
16230

９／26（月）
16308

１０／1（土）
16321

１０／1（土）
16323
１０／２（日）
16315

１０／5（水）
16201

テ ー マ ・ 講

師

医療・ヘルスケアビジネス ２０３０
～全体像と新規事業の機会／成長し続けるための条件～
（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
ヘルスケア担当部長／上席コンサルタント 山田 謙次 氏
（株）ＩＣＴソリューション・コンサルティング 代表取締役社長
（株）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝 氏
◆オンラインライブ中継による大阪・東京同時開催◆
病院の風評を損なわないハードクレーマー対策講座
～明日からスグに使える具体的手法／不安が軽減して自信をもって対応できる～
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘 氏
電子カルテ時代の審査･指導に強い組織作り
～医療ＩＣＴの進展が医療現場を大きく変える～
メディキャスト株式会社 メディプラザ事業統括マネージャー 大西 大輔 氏
【東京大学／ＣＰＩＧＩ／ＮＴＴ】
予防医療と最先端ＩＣＴ
～ゲノム医療、ＡＩ・ＩＣＴを活用した取り組み～
東京大学 医科学研究所 ヘルスインテリジェンスセンター 健康医療データサイエンス分野 教授 井元 清哉 氏
（特非）個人遺伝情報取扱協議会 理事長 ヤフー（株） 執行役員 コーポレート統括本部 別所 直哉 氏
日本電信電話（株） 研究企画部門 担当部長 医療健康ＩＣＴ チーフプロデューサー 是川 幸士 氏
【給食・医療機器保守メンテナンス】
ブラックボックス領域の最新ＬＣＯ手法
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁 氏
株式会社システムリサーチ 代表取締役 山尾 拓 氏
医療法人・社会福祉法人緑山会 理事長 齋藤 淳 氏
社会福祉法人緑山会 セントラルキッチン周南高原 事業部長 稗田 悟 氏
地域医療構想を受けた介護保険事業計画の策定
－市町村は在宅医療、訪問看護の体制をどうつくるのか－
稲城市 副市長 石田 光広 氏
長野県 駒ケ根市 地域保健課 介護予防係長 浜 達哉 氏
兵庫県 丹波健康福祉事務所（保健所） 所長 逢坂 悟郎 氏
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構 研究部 研究員兼研究総務部 次長 服部 真治 氏
「事務総合職」育成プログラム
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 氏
医療法人東和会 第一東和会病院 事務長 行本 百合子 氏
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 氏
社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県支部 支部長兼常務理事 正木 義博 氏
結果にコミットする！
管理者のマネジメント能力を飛躍的にアップして自律進化組織を創る方程式『ＨＩＴ－Ｂｉｔ』
－まったく新しい管理者育成で、組織体質を自在に変える－
患者サービス研究所 代表 三好 章樹 氏
＜出版記念特別セミナー＞
「解消！ポリファーマシー 上手なくすりの減らし方」の著者が現場薬剤師の機能と地域医療を変える力を力説
－キーワードは「処方の再設計」と「多職種連携」－
厚生労働省 国立保健医療科学院 統括研究官 今井 博久 氏
急性期病院経営 今何をなすべきか
千葉大学医学部附属病院 病院長企画室長・病院長補佐・特任教授 井上 貴裕 氏
～医療・介護・薬局向け採用戦略セミナー～
人材採用を効率よく安価に自社で進める方法～脱・人材紹介会社を目指してキャッシュを残す！～
株式会社メディスト 代表取締役 薬剤師 萩原 光朗 氏
株式会社ＳＫＹ 代表取締役 佐々木 一成 氏
同 人事兼広報責任者 小山 喜美香 氏
株式会社あかりファーマシー 代表取締役 薬剤師 岩野 寛樹 氏
Ｉｎｄｅｅｄ Ｊａｐａｎ株式会社より特別講師（講師は当日発表いたします）
患者中心の医療を実現するための医療経営の新しい視点
聖路加国際大学学長・聖路加国際病院院長 福井 次矢 氏
医療アナリスト（東大大学院 客員研究員） 浅野 信久 氏
株式会社ユヤマ 商品企画課 課長 家田 啓史 氏
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開催日
１０／13（木）
16319

テ ー マ ・ 講

師

【シリコンバレー最新レポート】
ＡＩ×ヘルスケアの最新技術と収益化戦略
－Ｇｏｏｇｌｅ・Ａｐｐｌｅのヘルスケアロードマップ
－リオ・オリンピックで活躍したフィットネス技術
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏

１０／15（土）
１１／12（土）

排泄管理の最前線
16260

１０／16（日）
16224

10／19（水）
11／16（水）
16338
10／20（木）
16311
10／22（土）
16301

10／25（火）
16309

10／29（土）
16318

１０／29（土）
１１／19（土）
16327
１１／1（火）
16328

１１／4（金）
16351

１１／5（土）
１１／6（日）
16368

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
パナソニック健康保険組合 松下記念病院 副看護師長 皮膚・排泄ケア認定看護師 小林
順天堂大学医学部附属練馬病院 看護部 師長 皮膚・排泄ケア認定看護師 貴田
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
【全２回】医療ビジネススペシャリスト養成講座

祐子 氏
直美 氏
寛子 氏

秀一 氏

日本経営Ｇｒ．メディキャスト株式会社 企画営業部 統括マネージャー 濱中 洋平
ヘルスケアにおける「継続支援」集中講座
株式会社スポルツ ディレクター 脇本 和洋
株式会社ウィット あすけん事業部 執行役員 天辰 次郎
介護予防と地域の専門職としての「リハ」
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構
研究部 研究員兼研究総務部 次長 服部 真治
石川県立高松病院 作業療法科 地域医療連携室 作業療法士・保健学博士 村井 千賀
奈良県生駒市 福祉健康部 高齢施策課 主幹 地域包括ケア推進室長 田中 明美
福岡県北九州市 保健福祉局 地域支援部認知症支援・介護予防センター 地域活動支援担当係長 髙橋 都子
福岡県北九州市 保健福祉局 総合保健福祉センター 地域リハビリテーション推進課 宮永 敬市
＜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
（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）
実践！病院の医療材料マネジメント
社会福祉法人北海道社会事業協会 経営企画室 室長 大元 誠
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センタ－ 業務班長 斎藤 知二
社会医療法人緑泉会 米盛病院 事業推進部 資材課 課長 日向 道子
上尾中央医科グループ 有限会社トータル・メディカル 購買管理支援室 リーダー 清水 学
在宅医療、２０１６年改定でどう変わった
－請求漏れ対策は、正しい理解から－
医療法人社団 永高会蒲田クリニック 顧問 栗林 令子
今やるべき「在宅復帰・在宅支援」に医療機関はどのように取り組むのか
―上尾中央医科グループの具体的事例に学ぶ－
一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 経営管理本部
株式会社プリオ 介護事業部 部長代理 菱沼 英明
一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 経営管理本部
株式会社プリオ 介護事業部 在宅サービス責任者 中川 兼治
２０１６年診療報酬改定フォローアップセミナー
９月末までの経過措置期間を終え７対１対策と病棟の行方
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長
公益社団法人全日本病院協会 副会長 神野 正博
医療法人財団寿康会 寿康会病院 理事長
中央社会保険医療協議会 委員 猪口 雄二
病棟再編成のデータ分析＆ストラテジー立案のための１日半集中講座
（株）ＭＭオフィスの工藤社長がファシリテーターとなり、新進気鋭の若手コンサルタント２人との
３人コラボによる１日半のデータ分析＆ストラテジー立案が学べる集中講座
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高
株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学
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開催日
１１／12（土）
16145

テ ー マ ・ 講

師

- 地域医療構想に立ち向かうための経営戦略 医療はマネジメントからマーケティングの時代へ
有限会社ドゥーダ 取締役
オペレーション・ジャパン株式会社 広報企画部長
ＤＤマーケティング株式会社 開発責任者
医療法人青心会 郡山青藍病院 常務理事

12／３（土）
16377

12／９（金）
16391

12／12（月）
16392
12／13（火）
16405

12／15（木）
16390

12／16（金）
16352

１２／18（日）
16225

12／19（月）
16400

清水 仁 氏
鈴木 弘志 氏
伊藤 司 氏
野中 俊英 氏

協賛：オムロンコーリン株式会社
医療の質と効率を高めて２０２５年体質をつくる
厚生労働副大臣（自民党衆議院議員） 橋本 岳
松阪市民病院 総合企画室 副室長 世古口 務
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
「天かける」「メディネットたんちょう」の先進的な医療・介護連携事業と課題解決の仕方
ＮＰＯ法人 天かける 理事長 伊藤 勝陽
ＮＰＯ法人 天かける 理事 佐野 弘子
市立釧路総合病院 副院長 長谷川 直人
病院・介護施設における人事賃金制度改革
～シンプルで持続可能な人事制度の構築と運用～
株式会社Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表取締役 篠塚 功
価格競争に巻き込まれないための
医療機関向けソリューションセールス実践法
病院の事前期待をマネジメントして院長、事務長の信頼と即決を促す
－病院営業はまず病院のお困り事トップ３にアプローチせよ－
メディテイメント株式会社 代表取締役
セコム医療システム 顧問 杉浦 鉄平
ヘルスケアＩＣＴの政策動向と事業展望
～事業創出、拡大を目指す上での課題と打破への鍵～
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 課長補佐 植木 貴之
デロイトトーマツコンサルティング（同） ライフサイエンス&ヘルスケア マネジャー 高瀬 宏文
（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 村上 伸一郎
療養病床、地域包括ケア病棟の行方
医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長
地域包括ケア病棟協会 会長 仲井 培雄
医療法人平成博愛会 博愛記念病院 理事長
一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 武久 洋三
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
２０１８年診療報酬・介護報酬ダブル改定を見据えた中小病院・クリニックの採るべき経営戦略
～ニーズの高まる在宅医療への関わり方と実践ノウハウ～
株式会社メディヴァ 取締役 コンサルティング事業部長 小松 大介
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

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