２０１７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
１／16（月）
17033
１／16（月）
17025

１／26（木）
17039
１／27（金）
17008

１／28（土）
17029

１／29（日）
17020

１／30（月）
17017

２／10（金）
16405

２／18（土）
17063

２／18（土）
２／25（土）
17030
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２０１８年ダブル改定の最重要視点・新春特別企画
人口減少社会に向け医療・介護はどう変わるのか
－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 医療福祉学部 学部長 高橋 泰 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
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 マネージャー 兄井 利昌 氏
新春特別企画
首都圏１都３県の地域医療構想とこれからの医業経営を考える
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 医政局地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室
地域医療構想策定支援専門官 伴 正海 氏
公益社団法人東京都医師会 副会長 猪口 正孝 氏
公益社団法人神奈川県医師会 理事 増沢 成幸 氏
公益社団法人千葉県医師会 理事 松岡 かおり 氏
一般社団法人埼玉県医師会 副会長 湯澤 俊 氏
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 氏
組織改革は精神論ではやりきれない！
「病院組織再生プロデューサー」と「最強のチームビルダー」が語る
病院・施設のための「最強のチームビルディング」
人と業績を同時に向上させる
今いる人、今ある力で起こせ！ジャイアントキリング
株式会社コーチングファームジャパン 代表取締役 石見 幸三 氏
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 氏
薬剤師の訪問業務
－これからの薬局の役割と訪問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
あけぼのファーマシーグループ 支援室 室長 坂本 岳志 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
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 氏
国立研究開発法人 国立がん研究センター
社会と健康研究センター 臨床経済研究室長 石川 ベンジャミン光一 氏
価格競争に巻き込まれないための
医療機関向け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 氏
今後の医療提供体制と亜急性期・療養病床の経営戦略
東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 教授 川渕 孝一 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 博愛記念病院 理事長 武久 洋三 氏
日揮株式会社 インフラ統括本部インフラプロジェクト本部
ヘルスケア事業部 部長代行 石川 忠男 氏
Ｑ＆Ａで学ぶ在宅医療の診療報酬
－２０１６年改定の疑義を徹底解説－
医療法人社団 永高会蒲田クリニック 顧問 栗林 令子 氏
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開催日
２／21（火）
17026

２／21（火）
17065

２／22（水）
17083
２／26（日）
17073

３／17（金）

３／24（金）
17094
３／25（土）
17086

３／28（火）
17093

３／29（水）
17031

３／31（金）
17107
４／13（木）
17116
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◆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
医療・ヘルスケアビジネス ２０２５－２０３０
－地域医療構想など環境変化に伴う事業機会の顕在化
－既存業界と新規参入側のとるべき戦略
（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／プリンシパル 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 インテリジェントデザイナー 冨永 孝 氏
今春、改正個人情報保護法施行
医療データの利活用・制度検討の最新動向
厚生労働省 サイバーセキュリティ・情報化審議官 大橋 秀行 氏
～患者に選ばれる新時代の診療所とは～
診療所の未来像
遠隔診療＋クラウド電子カルテ
クリニカル・プラットフォーム株式会社 代表取締役 鐘江 康一郎 氏
株式会社メドレー ＣＬＩＮＩＣＳマーケティング統括責任者 田中 大介 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）
医療機関の契約担当者が憶えておくべき契約実務の実際
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 業務班長 斎藤 知二 氏
経営戦略立案のための病院データ分析実践セミナー
病院経営コンサルタント２名のレクチャーのもと、受講者が実際のデータを使いながら、
経営戦略立案に必要な分析手法を学ぶ実践重視のセミナー
株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優 氏
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学 氏
未収金額を約３分の１に減少させた回収実例
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 氏
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 業務班長 斎藤 知二 氏
今、最も強力な講師陣が集結！！
ヘルスケアビジネス推進集中講座
ヘルスケアビジネスの重要な勘所を公開！
株式会社ヘルスケア･ビジネスナレッジ 代表取締役社長
マッキャン･ワールドグループ 顧問
事業構想大学院大学事業構想研究所 客員教授
産総研ヘルスケア･サービス効果計測コンソーシアム役員 西根 英一 氏
HealthBizWatch 編集主幹
SPORTZ,INC. Chief SPORTZ Officer 大川 耕平 氏
グロービス経営大学院 講師
マーケティング３．０総合研究所 所長 松林 博文 氏
医療・社会福祉法人の「経営変革」
－オペレーション（運営）からマネジメント（経営）へ－
ヒューマンウェア・コンサルティング株式会社 常務取締役 渡辺 征克 氏
外国人人材は介護業界の救世主となるのか？
－介護技能実習生の受入れのポイントと戦力化－
株式会社高齢者住宅新聞社 取締役 編集長 西岡 一紀 氏
協同組合ネクストステージ・ジャパン 代表理事 生木 大祐 氏
社会福祉法人不二健育会 特別養護老人ホーム ケアポート板橋 理事・施設長 小清水 一雄 氏
アゼリーグループ 理事長 来栖 宏二 氏

2

開催日
４／15（土）
17048
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病院から、暮らしの場へ「在宅療養移行」できてますか？
～ａｇｉｎｇ ｉｎ 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 氏

４／18（火）
17129

４／21（金）
17133

４／22（土）
６／24（土）
17051

４／24（月）
17166

４／26（水）
17149

４／26（水）
17158

４／27（木）
17146

４／28（金）
17138
５／19（金）
17176
５／20（土）
17071
５／25（木）
17178
５／25（木）
17142

５／27（土）
17185

我が国の医療国際化の推進とカンボジアＳＪＨ
－国際展開の支援策と北原グループの挑戦－
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 課長補佐 長田 かおり
医療法人社団ＫＮＩ 理事長 北原 茂実
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
経営と現場の両方がわかる医療専門職コンサルタントが語る
もう怖くない！医師の対応に苦慮するマネージャーのための
診療パフォーマンスを最大化し収支改善する 「ドクター・フォーカスド・アプローチ」実践法
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株式会社 顧問 杉浦 鉄平
慢性創傷管理の最前線
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
神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学 教授 寺師 浩人
＜大阪開催＞ 佐賀大学医学部附属病院 看護部 副師長 皮膚・排泄ケア認定看護師 酒井 宏子
＜東京開催＞ 大阪府済生会吹田病院 看護部 副看護部長 皮膚・排泄ケア認定看護師 間宮 直子
デジタルヘルス最前線
－海外の最新事例とマネタイズ
－ＡＩ・ＩｏＴの活用／音声から分かることとは？
A．Ｔ． カーニー（株） プリンシパル 後藤 良平
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
ＰＳＴ（株） 代表取締役／（株）ＡＧＩ 取締役 大塚 寛
単回医療機器の再製造にかかる新しい基準
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹
東京女子医科大学付属成人医学センター 所長／特任教授 上塚 芳郎
日本ストライカー株式会社 薬事・臨床開発統括本部 シニアディレクター 伊藤 由美
島根大学 副学長・医学部教授（眼科学）・医学部附属病院材料部長 大平 明弘
医療・健康分野のＡＩ・ＢＤ最前線
慶應義塾大学 医学部 医療政策・管理学教室 教授 宮田 裕章
（保健医療分野におけるＩＣＴ活用推進懇談会 構成員）
株式会社ビジネス工房 代表取締役 緒方 真一
株式会社ＦＲＯＮＴＥＯヘルスケア 代表取締役社長／株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ 取締役副社長 池上 成朝
医療機関の生き残りのための処方箋
患者ニーズに的確に対応する者だけが選ばれる「価値共有型医療機関」経営の実践
－ビジョン徹底のためのワールドカフェを実体験－
トランサージュ株式会社 代表取締役 瀧口 慎太郎
２０１６年改定を見直して、今からでもすぐにとりかからなければならないことは！
－次期診療報酬改定に備え、将来を見据えた病院経営のあり方－
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
職員が辞めない組織を創る方程式
～辞めるのも病めるのも、結局は人間関係～
患者サービス研究所 代表／（公社）日本医業経営コンサルタント協会 医業経営コンサルタント 三好 章樹
看護師のための論理的思考（ロジカルシンキング）
～論理的に「考える」「話す」力と交渉力をアップさせよう～
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
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
【厚生労働省／京都大学／慶應義塾大学】
保健医療分野におけるＡＩ活用の意義と可能性
－ライフサイエンスにおけるＡＩ戦略・ＡＩ創薬
－ＡＩを用いた症状評価の定量化
厚生労働省 大臣官房 厚生科学課 バイオテクノロジー専門官 井上 大輔
京都大学 大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 ビッグデータ医科学分野 教授 奥野 恭史
慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学 専任講師 岸本 泰士郎
精神科医療をめぐる環境変化への対応と未来志向型経営への新たな挑戦
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部 部長 伊藤 弘人
特定医療法人寿栄会 有馬高原病院 法人本部 理事・本部長 鈴木 実

3

氏
氏
氏

氏
氏
氏
氏
氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏

開催日
５／27（土）
17193

５／29（月）
17177

５／29（月）
17196

５／30（火）
17183
６／９（金）
７／７（金）
９／８（金）
10／６（金）
11／10（金）
12／８（金）
17153
６／14（水）
17192

６／23（金）
７／21（金）
９／22（金）
10／20（金）
11／17（金）
12／15（金）
17154
６／28（水）
17201
６／28（水）
17057

７／２（日）
17240

７／４（火）
17233

７／８（土）
17232
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２０１８年ダブル改定で在宅医療はどうなるのか？
成功している在宅医療機関に共通の運営ノウハウと改定後を見据えた在宅医療戦略
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
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 マネージャー 兄井 利昌
改正個人情報保護法・各種ガイドラインの整備を踏まえた
医療ビッグデータビジネスの法的対応と実務
～法規制のクリアランスと抑えなければならない実務上のポイント～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 鈴木 優
弁護士 山郷 琢也
心理学と経営学を駆使してコストの適正化に挑む！
メディカルローコストオペレーションの実践手法
ＧＵＴＳ株式会社 代表取締役 清水 仁
看護現場における実践的マネジメント入門

氏

氏

氏
氏

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 氏
２０１４年７月から淀川キリスト教病院で実践された大改革と事業
地域包括ケアを支えるくらしの中の３つの“ミマモリ”
よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 取締役
超高齢社会健康・医療・くらし研究所 主任研究員
多摩大学医療・介護ソリューション研究所 フェロー 石井 富美 氏
介護施設経営者、管理者による組織マネジメントの基礎
－介護職員処遇改善加算の要件整備コースを含む－

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
地域医療連携推進法人を活用した再編統合と先行事例に学ぶ３０年改定対策
東日本税理士法人 代表社員 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
【慶應義塾大学／ＮＴＴドコモ／ＦｉＮＣ】
医療・ヘルスケアへのＩＣＴ活用と展望
～臨床現場でのスマホを用いた革新的な医療ビッグデータの活用、ＩＣＴ・ＡＩ導入による可能性～
慶應義塾大学 医学部 循環器内科 特任助教 木村 雄弘
（株）ＮＴＴドコモ メディカルＩＣＴ推進室長 有田 浩之
（株）ＦｉＮＣ 代表取締役副社長 ＣＡＯ 兼 ＣＷＯ 乗松 文夫
協力：一般財団法人長寿社会開発センター国際長寿センター
高齢者の自立支援に向けた介護予防やリハビリテーション等についての国際比較調査研究報告
デンマーク、オランダにおける持続可能な地域高齢者ケアの新パラダイムと日本への示唆
東京家政大学 人文学部 准教授 松岡 洋子
政策研究大学院大学 教授 小野 太一
医療法人真正会 霞ヶ関南病院 病院長 伊藤 功
医療法人真正会 霞ヶ関南病院 地域リハビリテーション推進部 部長 岡持 利亘
成蹊大学 文学部 現代社会学科 准教授 渡邉 大輔
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・さわやか福祉財団研究アドバイザー 服部 真治
医療・健康ＩＣＴの政策動向と新たな市場
～来年度の診療報酬改定とＰＨＲの利活用・売買、ベンチャー連携によるブレイクスルー～
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
みずほ情報総研（株） 社会政策コンサルティング部 医療政策チーム チーフコンサルタント 日諸 恵利
（株）グロービス・キャピタル・パートナーズ プリンシパル 福島 智史
保険診療報酬請求の審査・指導・監査・処分・自主返還への法的な対応方法
－法的観点を踏まえた医療現場対応の実践ポイント解説
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
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開催日
７／９（日）
17222

７／12（水）
17253

７／13（木）・14（金）
７／18（火）・19（水）
８／４（金）・５（土）
17237

７／24（月）
17243

７／27（木）
17261

７／28（金）
17202
８／25（金）
17256

８／28（月）
17264

８／29（火）
17285
８／30（水）
17262

８／31（木）
17276
９／９（土）

テ ー マ ・ 講

師

介護予防・日常生活総合支援事業
ハウツウ短期集中型通所・訪問事業
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・さわやか福祉財団研究アドバイザー 服部 真治
石川県立高松病院 作業療法科長 作業療法士・保健学博士 村井 千賀
生駒市 福祉健康部 地域包括ケア推進課 課長 田中 明美
北九州市 保健福祉局 地域福祉部 認知症支援・介護予防センター 地域活動支援担当係長 高橋 都子
今より有利に進めらる時期はいつ頃か？
２０１○年の計画的発注に向けた 病院の移転新築・建て替え作戦のススメ
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
ＮＰＯ 医療施設近代化センター 常務理事／東京医科歯科大学大学院 非常勤講師 岩堀 幸司
１日で学ぶ病院経営
－日本経営がこれまで実践してきたコンサルティングノウハウを余すところなくお伝えします－
メディキャスト株式会社（日本経営グループ） ＮＫアカデミー事業部 濱中 洋平
株式会社日本経営 コンサルタント 奥中 美帆
株式会社日本経営 コンサルタント 角谷 哲
株式会社日本経営 コンサルタント 渡辺 舜
医療・介護業界の外国人採用の実態・事例を探る！！
外国人技能実習制度で、中国東北部の優秀な介護人財を受入れて成功する方法！
株式会社船井総合研究所 チームリーダー 鈴木 精一
日中介護人材交流協会 理事 児林 健太
日中介護人材交流協会 理事 山田 吉信
◆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
経営のプロがお悩み解決！
訪問看護ステーションの運営にあたり経営者は何をおこなうべきか
おんびっと株式会社 代表取締役 坪内 紀子
医療・介護分野のＭ＆Ａ体験談を語る
湘南乃えんホールディングス株式会社 代表取締役社長 甲斐 裕章
医療法人社団 永生会 特別顧問 中村 哲生
医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久
加速する医療ＩｏＴの臨床応用
－医療応用を考える場合の重要ポイントを知る－
東京慈恵会医科大学 先端医療情報技術研究講座 脳神経外科学講座 准教授 高尾 洋之
医療アナリスト 浅野 信久
オムロンヘルスケア株式会社 データヘルスケア事業本部
コネクテッドデバイス事業部 副部長（国内エリア統括） 藤本 幸一
多数の実例をもとに「すぐに役立つ医療倫理」
－臨床の倫理的問題を法的に検討－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治
◆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
－今日から始める職員教育－
事務職員づくりこそ病院の質を高める原動力だ
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 業務班長 斎藤 知二
看護マネジメントリフレクションの活用と実践
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17244

～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
２０１８年同時改定を目前にして、看護必要度等の指標から急性期病院の経営を考える

17270

株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高
病院経営アドバイザー、看護師・保健師、心理相談員 上村 久子
２０１８年度同時改定を見据えたこれからの病院経営
－中医協の議論を読み解き、今後の方向性を明らかにする－
国際医療福祉大学大学院 教授／中央社会保険医療協議会 「入院医療等の調査・評価分科会」会長 武藤 正樹
東邦大学 医学部 医療政策・渉外部門 特任教授・名誉教授
中央社会保険医療協議会「ＤＰＣ評価分科会」会長 小山 信彌
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

９／９（土）

９／19（火）
17291
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開催日
９／22（金）
10／20（金）
11／17（金）
17323
９／26（火）
17324

９／27（水）
17332

９／29（金）
17279
10／５（木）
17333

10／１3（金）
17341

10／19（木）
11／10（金）
17325

10／21（土）
10／28（土）
17242
10／31（火）
17290

11／11（土）
17246

11／18（土）
17367
11／20（月）
17342
11／29（水）
17359

12／５（火）
17403

テ ー マ ・ 講
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地域包括ケアシステム下で生き残る病院
淘汰される病院
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 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）
２０１８年調剤報酬改定対策
在宅業務の効率化を図りながら拡大を目指す！
～調剤併設型ドラッグストアが在宅業務に本格進出するその前に～
株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント チームリーダー 清水 洋一 氏
株式会社わかば 代表取締役 臼井 順信 氏
株式会社船井総合研究所 調剤薬局コンサルティングチーム 松岡 佑磨 氏
今、何を準備しておくべきか、やらなければならないこと
２０１８年同時改定の方向性と病床再編の行方
株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役 中林 梓 氏
第７次医療計画と５疾病の医療提供体制の構築に向けて
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 病床機能報告分析支援専門官 伴 正海 氏
厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 がん対策推進官 丹藤 昌治 氏
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
所長補佐 精神保健計画研究部長 山之内 芳雄 氏
経営戦略立案のための病院データ分析 中上級者向けセミナー
病院経営コンサルタント２名のレクチャーのもと、
受講者が実際のデータを使いながら、経営戦略立案に必要な分析を行う中上級者向けセミナー
株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優 氏
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学 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支部神奈川県済生会 支部長兼常務理事 正木 義博 氏
Ｑ＆Ａで学ぶ在宅医療の診療報酬
－２０１６年改定の疑義を徹底解説－
医療法人社団 永高会蒲田クリニック 顧問 栗林 令子 氏
診療記録を見直す！！
～法的に望ましい記載、そしてより良い活用方法を探る～
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 氏
株式会社ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより 氏
排泄管理の最前線 ２０１７
愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 皮膚・排泄ケア認定看護師 杉本 はるみ 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 課程長 溝上 祐子 氏
大阪府済生会吹田病院 看護部 副看護部長 皮膚・排泄ケア認定看護師 間宮 直子 氏
中医協の議論から読み解く２０１８年度診療報酬改定の行方と事前対策
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 氏
直面する環境変化への対応、２０１８年ダブル改定の影響
精神科病院の生き残り戦略と実際の現場運営上のポイント
株式会社メディヴァ マネージャー 精神科部門 リーダー 小塚 正一
◆オンラインライブ中継による東京・大阪同時開催◆
過去最大規模の激変になるか！完全攻略 『平成３０年度介護報酬改定』
小濱介護経営事務所 代表 小濱 道博
介護事業経営研究会（Ｃ－ＭＡＳ） 最高顧問／一般社団法人医療介護経営研究会（Ｃ－ＳＲ） 専務理事
第２期データヘルス計画の策定に向けて
厚生労働省 保険局 国民健康保険課 保健事業推進専門官 白岩 誠司
品川区 国保医療年金課 保健指導係 保健師 﨑村 詩織
練馬区 区民部 国保年金課 保健事業担当係長 澤田 紀久
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開催日
12／６（水）
17391

12／７（木）
17411
１２／９（土）
17245
12／14（木）
17416

12／15（金）
17392
12／16（土）
17337
12／20（水）
17398

テ ー マ ・ 講
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ＡＩ・ＩｏＴが変える医療・ヘルスケアの未来
～リアルタイムの個人の医療情報活用と新たな戦略、新事業の可能性～
（国研）理化学研究所 科学技術ハブ推進本部 医科学イノベーションハブ推進プログラム
副プログラムディレクター 桜田 一洋
東京慈恵会医科大学 先端医療情報技術研究講座 脳神経外科学講座 准教授 髙尾 洋之
施設基準の適時調査
－実例に基づく対応と院内でやるべきこと－
社会医療法人輝城会 医療・介護経営研究所 所長 竹田 和行
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
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
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・さわやか福祉財団研究アドバイザー 服部 真治
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 山本 宣行
医療・ヘルスケアへのＡＩ活用最新動向とドコモの５Ｇ
（株）情報医療 代表取締役／医師 原 聖吾
（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
２０１８年在宅医療診療報酬改定のポイントと対策
医療法人社団 永生会 特別顧問 中村 哲生
３０年同時改定の病院へのインパクトと対応策
－地域包括ケアシステム下で病院は各機能をどう果たし生き残っていくか
－プロセスやアウトカムにいかに重点が置かれているか
東日本税理士法人 代表社員 所長 公認会計士・税理士
社会・特定医療法人協議会 代表 長 英一郎

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