２０１８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
１／17（水）

テ ー マ ・ 講

師

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－
18009

１／25（木）

国際医療福祉大学 医療福祉学部 学部長 高橋 泰 氏
２０１８年度 薬価・調剤報酬改定の全容と対策

18026
１／30（火）
18036

２／６（火）
18007
２／１０（土）
18017
２／16（金）
18027

２／１７（土）

18028
２／19（月）
18044
２／20（火）
18038

２／21（水）
２／22（木）
18066

２／23（金）
18061
２／24（土）
18029
２／27（火）
18030

公益社団法人日本薬剤師会 相談役 漆畑 稔 氏
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学 氏
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
地域医療提供体制が動く
平成３０年度以降のＤＰＣ制度の方向性とデータの分析・活用により自院の中・長期的な戦略を考える
東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 教授
同医学部附属病院 クオリティ・マネジメント・センター長
国立病院機構本部 総合研究センター 診療情報分析部長 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
◆オンラインライブ中継による大阪・東京同時開催◆
病院と介護施設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
２０１８年度改定を踏まえた高機能急性期病院に求められる戦略的経営
～改定に左右されず理想と現実の狭間をどういきるべきか～
千葉大学医学部附属病院 副病院長・病院長企画室長・特任教授 井上 貴裕
２０１８年度診療報酬改定と回復期リハ、地域包括ケア病棟の行方
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
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
医療法人輝生会 理事長 石川 誠
平成３０年度同時改定とこれからの病院経営
－介護医療院、慢性期医療の行方から施設整備まで－
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
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
日揮株式会社 国内インフラＰＪ本部 ヘルスケア事業部 担当マネージャー 沼田 広一
２０１８年度介護報酬改定と介護ビジネスの行方
みずほ証券株式会社 エクイティ調査部 シニアアナリスト 渡辺 英克
株式会社ツクイ 代表取締役社長 津久井 宏
セントケア・ホールディング株式会社 常務取締役執行役員 事業支援本部長 田村 良一
２０１８年診療報酬・介護報酬同時改定
”キーワードは入退院支援と医介連携”
－医療関係者として知っておきたい介護報酬改定項目を詳説する－
メディカル・テン 代表 兼 阪神調剤ホールディング株式会社 顧問
公益社団法人京都府介護支援専門員会 顧問 宮坂 佳紀
２０１８年度 医療介護障害トリプル改定の全貌・徹底解説から導き出す介護事業戦略
厚生労働省 老健局 老人保健課 介護保険データ分析室長 西嶋 康浩
医療法人博愛会・和香会、社会福祉法人優和会 理事長 江澤 和彦
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課長補佐 照井 直樹
一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎｅｔ 専務理事・チーフアドバイザー 横浜みなと介護福祉事業協同組合 事務局長 馬場 博
一般社団法人アースエンジェルケアサポート 理事長 内山 将克
平成３０年度トリプル改定が精神科病院に及ぼす影響と
これからの精神科病院経営
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大阪・東京同時開催◆
２０１８年度診療報酬改定の全容－その対策と具体的な算定方法を詳説－
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
在宅医療、外来診療、訪問看護・介護はどうかわる？
２０１８年度ダブル改定内容の詳細と対策
－地域包括ケアを担う中小病院・クリニックの経営のあり方－
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
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開催日

テ ー マ ・ 講

師

評価項目を細分化、独自の分析により解説
２０１８年度診療報酬改定の徹底分析と対策

２／28（水）

株式会社ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより 氏
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高 氏

18031
２０１８年診療報酬改定×在宅医療×調剤薬局

３／1（木）
18063
３／10（土）

医療法人社団 永生会 特別顧問 中村 哲生 氏
ファルメディコ株式会社 代表取締役社長／一般社団法人日本在宅薬学会 理事長
医療法人嘉健会 思温病院 理事長 狭間 研至 氏
２０１８年度診療報酬改定と看護管理者の役割
－入院医療、在宅医療、介護との連携－

18112
３／14（水）
18108
３／15（木）

公益社団法人日本看護協会 副会長 齋藤 訓子 氏
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 氏
病院薬剤部の生産性、効率性の向上と２０１８年改定の影響
株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学 氏
平成３０年度改定を踏まえた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 氏
ＬＥ．Ｏ．ＶＥ Ｉｎｃ （リオーブ株式会社） 代表取締役 多江 和晃 氏
おんびっと株式会社 代表取締役 坪内 紀子 氏

18102
３／19（火）

18094
３／23（金）
18075
３／24（土）
18062
３／24（土）
18032
３／26（月）

18098
３／29（木）

18033

４／12（木）
18125

４／18（水）
18133

４／23（月）
18141

４／26（木）
18081

＜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
医事現場から見た平成３０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
（国病院経営管理学会 医事業務委員会 正幹事）
保険診療のチェックポイントと指導・監査への実務対応
特定医療法人社団 順心会 法人本部医療学術部長／順心病院サイバーナイフセンター センター長
元厚生労働省近畿厚生局指導医療官 工藤 弘志
◆オンラインライブ中継による大阪・東京同時開催◆
２０１８年改定 在宅医療点数の変更点を徹底解説－わかりやすく説明します－
医療法人社団 永高会 蒲田クリニック 顧問 栗林 令子
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
２０１８年度から動き出す制度改革にどう対処すべきか
－診療報酬・介護報酬の同時改定とこれからの病院経営－
九州大学 名誉教授 尾形 裕也
株式会社仲野メディカルオフィス 代表取締役 仲野 豊
みずほ証券株式会社 リサーチグループ エクイティ調査部
ヘルスケアセクター・サービスセクター シニアアナリスト 渡辺 英克
【Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ等ＢＩＧ５にもたらされるバリューチェーン革命】
デジタル医療・ヘルスケアビジネス ２０２５
～顧客（患者）情報の争奪戦とビジネス成功への７条件～
（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
ＡＩ・ビッグデータ×ヘルスケア戦略と法務
～２０２０年に向けた政府の動き／データ活用の課題と対応策～
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士
経済産業省 データ契約ガイドライン検討会 作業部会 構成員 中崎 尚
ヘルスケア領域で新事業を創る
～デジタル化などの具体例を通じて得られた事業開発の要諦と課題解決～
株式会社野村総合研究所 消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部
ヘルスケアコンサルティンググループ グループマネージャー 田口 健太
素材ＭｅｄＴｅｃｈ産業コンサルティンググループ 上級コンサルタント 藤田 亮恭
医療機関採用担当者向け
病院担当者から見た成約を出すためのコツ
医療法人あい友会 あい太田クリニック 事務部長 舘野 晃一郎
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開催日
４／27（金）
18145
４／28（土）
18089
５／９（水）
18143

５／19（土）
18129
５／24（木）

18172
５／25（金）
18153

５／26（土）
18021
５／29（火）
18195
６／２（土）
18214
６／６（水）
18212

６／9（土）
６／23（土）
７／28（土）

テ ー マ ・ 講

師

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
地域みんなで取り組む入院・退院支援
～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
デジタルヘルスの法的諸問題と法改正の影響
～臨床研究法と次世代医療基盤法施行への対応／世界のプラットフォームとの相互運用～
弁護士法人漆間総合法律事務所 副所長 弁護士・弁理士 吉澤 尚
弁護士 鈴木 修平
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
結果にコミット！
いまいる職員が団結して病院をより良くする！全員参加の総力経営を６ヶ月で実現する方程式
１日５分のコミュニケーション・モデル『ＨＩＴ－Ｂｉｔ』(医療タイムス、病院羅針盤でも連載)
－教育・研修するほど現場は活性化しない－
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
病院の収益改善に悩む院長、事務長、看護部長へ
赤字にあえぐ中小病院が、年間 2 億円以上の増収を実現した方法
お金の話をするとイヤな顔をしていた医師が、なぜ、積極的に経営に関わるようになるのか？
医師が進んで経営に関わるようになる「お金の話」
メディテイメント株式会社 代表取締役 杉浦 鉄平
病院職員におけるチーム医療に必須のスキル
交渉力アップで病院を変える －チャレンジなしに目標は達成しない－
ＪＡかみつが厚生連 上都賀総合病院 副院長兼看護部長 齋藤 由利子
働き方改革時代の人事・賃金戦略
～人の成長と組織業績の最大化を目指した人事・賃金制度～
株式会社Ｔｏ Ｄｏビズ 代表取締役 篠塚 功
医療機関における働き方改革
～医療行政の今～
厚生労働省 医政局 医療経営支援課 医療勤務環境改善推進室 室長補佐 西井 章浩
医療機関における健康経営の実践と導入効果
九州大学 名誉教授 尾形 裕也
特定医療法人財団 博愛会 理事長 那須 繁
公益社団法人日本医師会 副会長 今村 聡
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慢性創傷管理の最前線 ２０１８

18039
６／14（木）
18180
６／16（土）
18207

６／21（木）
18211

７／20（金）
18226

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
ヘルスケア分野のビッグデータ活用の最前線と法律問題
～データヘルス改革とプラットフォームの構築・利用上の課題～
社会保険診療報酬支払基金 理事長特任補佐 吉井 弘和
西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 福岡 真之介
医療機関におけるセクハラ・パワハラと
クレーム・マスコミへの対応実務
－法的観点を踏まえた医療現場対応の実践事例のポイント解説－
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
本格的な病院大再編時代が始まっている
今、急性期病院の経営に求められる３つの視点と実現可能で骨太な経営戦略
「急性期病床機能の定義（重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ）と機能分化」「機能評価係数Ⅱの向上策」
「ＰＦＭ（Ｐａｔｉｅｎｔ Ｆｌｏｗ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）の仕組みを通した医療・介護連携」
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 代表取締役社長 渡辺 幸子
国際長寿センター「先進各国における高齢者の介護予防に資する自助又は互助も含めた
サービスの仕組みに関する調査研究事業」報告
オランダ、イギリス、ドイツにおける
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
株式会社ＴＲＡＰＥ 代表取締役／大阪大学医学系研究科保健学専攻招聘教員 鎌田 大啓
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主任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
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開催日
７／21（土）
18209

７／23（月）
18217
７／25（水）
18202

８／４（土）
18210
８／７（火）
18239

８／８（水）
18240

８／21（火）
18291
８／23（木）
18265
８／28（火）
18261

８／30（木）
18268

８／31（金）
18292

９／８（土）
18244

９／15（土）
18130
９／1８（火）
18329

９／２１（金）
18319
９／３０（日）
18279

テ ー マ ・ 講

師

診療報酬の個別指導・適時調査・
会計検査院会計実地検査・自主返還への対応実務
－法的観点を踏まえた医療現場対応の実践事例のポイント解説－
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 氏
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 氏
【世界の最新技術と市場動向】
ヘルスケアＡＩ・ＩｏＭＴの新たなビジネスと業界変革
～目指すべき「プロセス開発」～
フロスト＆サリバン ジャパン（株） コンサルティングアソシエイト ン・ディオン 氏
医療事故調査制度・医療事故の警察届出と捜査・マスコミ取材への対応実務
－法的観点を踏まえた医療現場対応の実践事例のポイント解説－
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 氏 氏
◆オンラインライブ中継による大阪・東京同時開催◆
病院と介護施設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
◆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
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
『続･患者トラブルを解決する「技術」』著者が伝授
～実際に解決に携わった数千件の事例から解決策を指南～
大阪府保険医協会 事務局 参与 尾内 康彦 氏
３つの病院の再生に関わった元看護部長、事務局長の病院コンサルタントが語る
なぜ、今いるスタッフだけで年間 4.5 億の増収を達成できたのか？
このままでは経営がヤバい！そんな病院を 1 年で復活させたスゴイ人材の育て方
メディテイメント株式会社 代表取締役 杉浦 鉄平 氏
医療費の削減に必須な「フォーミュラリー」の作成と実践
～病院フォーミュラリーから地域（国保・健保）フォーミュラリーへの普及に向けて～
東京女子医科大学病院 薬剤部長 木村 利美 氏
医療法人社団青葉会 新座病院 薬剤部 主任 金井 紀仁 氏
株式会社日本医薬総合研究所 病院コンサルタントグループ部長 増原 慶壮 氏
医事現場から見た施設基準管理
～適時調査・個別指導の改善指摘事項の実例と対処～
医療法人社団青雲会 北野台病院 医事課長
一般社団法人日本施設基準管理士協会 理事 鈴木 達也 氏
２０２０年以降の改定に向けての準備と対応策
精神科病院の戦略的経営
介護施設と融合した精神科病院モデル
株式会社Ｍ＆Ｃパートナーコンサルティング 取締役 酒井 麻由美 氏
医療法人重仁会 大谷地病院 理事長・院長／医療法人悠気会 熊谷病院 理事長 田尾 大樹 氏
日揮株式会社 国内インフラプロジェクト本部 ヘルスケア事業部 副部長 木村 亨 氏
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
在宅患者１００万人時代
どうする、一般病院２００床未満 地域包括ケア病床稼働 に伴う在宅医療参入
～在宅医療に参入し、成長するための７つのポイント～
株医療法人社団 永生会 特別顧問 中村 哲生 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
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
日本医師会主催セミナー
第１回 医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出・事業化支援セミナー
公益財団法人医療機器センター理事長 菊地 眞 氏
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 渡部 眞也 氏
株式会社日本医療機器開発機構 取締役ＣＢＯ 石倉 大樹 氏
厚生労働省医療機器政策室室長 小林 秀幸 氏
経済産業省医療・福祉機器産業室長 富原 早夏 氏
日本医療研究開発機構(ＡＭＥＤ)産学連携部部長 高見 牧人 氏
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開催日
１０／２０（土）
18369

１０／２７（土）
１１／１０（土）
18401
１１／２０（火）
18384
1１／２２（木）
18336

１１／２９（木）
18408
１１／２９（木）
１２／６（木）
18391

１１／３０（金）
18392
12／8（土）
18424
12／11（火）
18368

12／14（金）
18400

12／15（土）
180131
12／20（木）
18405

12／21（金）
18390

テ ー マ ・ 講

師

ケアミックス病院の２０２５年に向けた具体的戦略
〜２０１８年改定後に急性期（DPC、出来高)、回復期（地ケア病棟、回リハ）、
慢性期（医療療養型、介護医療院）はどのように変わったのか、どう変わるべきなのか〜
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高 氏
特定医療法人谷田会 谷田病院 事務部長 藤井 将志 氏
在宅医療、２０１８年改定でどう変わった
－訪問診療料、点数算定の基礎を徹底解説－
医療法人社団 永高会蒲田クリニック 顧問 栗林 令子 氏
＜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
ＧＡＦＡ参入で変貌する
医療×ＡＩ・ＩｏＴ・ブロックチェーン
～２０３０年に向けたロードマップ～
特定非営利活動法人ヘルスケアクラウド研究会 理事
一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス 代表理事
笹原 英司 氏
病院経営再建のための方策と実例
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
エムスリーキャリア株式会社 経営支援事業部 ビジネスディレクター 濱岡 勇介 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 済生会熊本病院 医療支援部 事務次長 田﨑 年晃 氏
レセプト審査は、コンピュータで９０％完結
コンピュータ審査時代に医療機関はどう対処すべきか
フリーライター 橋本 巌 氏
在宅医療・介護でも必要な感染防止技術と実際の現場における感染対策
医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第１病院 感染管理室 主任 高橋 峰子 氏
次世代医療基盤法を踏まえたビジネス戦略
～データ収集・利活用と認定事業者との連携で生まれるビジネスチャンス～
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 ライフ・バリュー・クリエイションユニット
ヘルスケアグループ シニアマネージャー 朝長 大 氏
シニアコンサルタント 桜花 和也 氏
地域の中小病院の生き残り戦略
地域包括ケア病棟への転換と在宅医療参入
－多くの事例をもとに具体的なノウハウを公開－
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
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
電子カルテ・医療情報システムの普及と、外部脅威の増大や法的・社会的な環境変化に対して
医療機関が取り組むべき情報セキュリティ対策
愛知医科大学医療情報部長・特任教授
一般社団法人 メディカル IT セキュリティフォーラム代表理事 深津 博 氏
多数の実例をもとに「すぐに役立つ医療倫理」
－ＤＮＡＲなどの臨床倫理問題を法的に検討－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 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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