
病院長・幹部職員セミナー
開催のご案内

平成２8年度講習会開催案内

開催概要

会員施設

非会員施設

情報交換会

２５,０００円 ( 税込 )

３０,０００円 ( 税込 )

締切日

参加費

平成 28 年 8 月 3 日（水）

※参加費には資料代が含まれます。
※日本病院会会員については http://www.hospital.or.jp/member.html でご確認いただけます。

一般社団法人　日本病院会

公益社団法人　日本看護協会

イイノホール　東京都千代田区内幸町 2-1-1 TEL: 03-3506-3251

４５０名（先着順）

日　時

主　催

後　援

会　場

定　員

平成 28 年８月 18 日（木）　10:00 ～ 17:30　（情報交換会： 17:50 ～）

平成 28 年８月 19 日（金）　  9:00 ～ 11:55

（定員になり次第申込受付終了）

※日本看護協会 会員を含む

５,０００円 ( 税込 ) ※各講師も参加します。事前申込が必要です

～ 大きな変革期をむかえる、これからの病院医療と経営 ～
　医療を取巻く環境、とりわけ社会保障制度が大きな転換期をむかえてい
ます。少子高齢社会に起因する人口動態の変化が最大の要因となっており、
厳しい財政状況も相まって、将来の医療のあり方を見据えた制度設計が課
題となっています。
　これらのことを踏まえて、今年度の診療報酬改定では、2025 年に向け
ての地域包括ケアシステムと質の高い医療提供体制の構築、それに同ケア
システムの推進と医療の機能分化・強化および連携の充実が謳われていま
す。今後、医療現場において直面する課題にいかに取り組んでいくのかが
最大の関心事となっており、その中で、病院長・幹部職員の役割が特に重
要になってきています。
　今回、こうした課題を中心に皆様とともに考えたいと思います。
　多くの皆様の参加をお待ちしております。

日本病院会会長

堺 常雄



平成２8 年度講習会開催案内

プログラム
平成２8年8月18日（木）

10:00-10:10 担当役員あいさつ
会長あいさつ

今泉 暢登志
堺　 常雄

今泉 暢登志

14:30-14:40

15:40-16:30

15:30-15:40

休憩

休憩

休憩

休憩

14:40-15:30

11:10-12:00

11:00-11:10

DiNQL を活用した看護の質管理

13:40-14:30 医薬品・薬剤師をめぐる最近の話題
　―制度・法改正に対応するために―

セミナー資料配付　（会場前受付にて）9:00- 10:00

10:10-11:00 地域医療構想への対応、病院運営にどう生かすのか 講師：木野 昌也

講師：川本 利恵子

地域完結型医療における退院支援
　―平成 28 年度診療報酬改定の意味するもの―

講師：福井 トシ子

医療再編時代における診療情報管理
　―診療情報管理で病院のブランド力を上げる―

講師：村中　光

講師：土屋 文人

12:00-13:00

休憩13:30-13:40

講演

講演

日本病院会　出来高算定病院経営支援事業
　―JHAstis（ジャスティス）について―

講師：大道 道大13:00-13:30 講演

講演

講演

16:40-17:30

16:30-16:40 休憩

17:50- 情報交換会   （各講師も出席します）

混迷する専門医制度 講師：末永 裕之講演

講演

平成２8年8月19日（金）

9:50-10:00

11:50- 閉会あいさつ

10:50-11:00

休憩

休憩

医療機関におけるマイナンバー制度、電子処方箋、
地域医療と遠隔医療等への対応

受付8:30-  9:00

10:00-10:50 講師：青木 一男

講師：万代 恭嗣平成 28 年度診療報酬改定と次回改定へ向けて11:00-11:50

講演

9:00-  9:50 医療事故調査制度　―管理者の責任と役割― 講師：木村 壮介講演

講演

《 注意事項 》
※カリキュラム、講師等は変更になることがありますので予めご承知おき願います。



平成２8 年度講習会開催案内

１日目：平成２8年 8月18日（木）

２日目：平成２8年 8月19日（金）

川本 利恵子
公益社団法人 日本看護協会
常任理事

土屋 文人
一般社団法人 日本病院薬剤師会
副会長 

青木 一男
青木・関根・田中法律事務所 弁護士
日本病院会 認定個人情報保護団体
審査委員会委員

万代 恭嗣
日本病院会 社会保険診療報酬委員会 委員長
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 病院長
中央社会保険医療協議会 委員

木村 壮介
一般社団法人 日本医療安全調査機構
常務理事

大道 道大
社会医療法人大道会 森之宮病院
理事長・院長
日本病院会 副会長

村中 光
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター 病院長

末永 裕之
小牧市民病院 病院事業管理者
日本病院会 副会長

福井 トシ子
公益社団法人 日本看護協会
常任理事

木野 昌也
医療法人仙養会 北摂総合病院
理事長・院長

講師紹介（講演順）



インターネット

FAX

①インターネットでのお申込み【推奨】

お申込み方法

会場アクセス

お問合せ・事務局案内

①②ともに、指定口座に参加費をお振込みいただくことで申込が完了します。
資料は当日、会場前受付でお渡しいたします。

《 注意事項 》
※折り返し「確認書・参加費お振込のご案内」をお送りしますので，ご参照のうえご送金願います。
※事務局で入金を確認したのち、参加証（ハガキ）をお送りします。
※領収書の発行はいたしません。
※セミナー及び情報交換会の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。
※お振込後のキャンセルは資料の発送をもってかえさせていただきます。
※昼食および宿泊は各自ご用意，ご手配願います。

日本病院会ホームページ ( http://www.hospital.or.jp/ ) の「講習会・セミナー」の
「病院長・幹部職員セミナー」申込ページからお申込みください。

②ＦＡＸでのお申込み（申込用紙がない場合はホームページからもダウンロードできます）
申込用紙に必要事項をご記入のうえ，ＦＡＸ（03-5577-3641）まで送信してください。

イイノホール
　〒100-0011　  東京都千代田区内幸町2-1-1

◎ 東京メトロ： 
　 日比谷線・千代田線 「霞ケ関駅」 C3出口 徒歩1分
　 丸ノ内線  「霞ケ関駅」 B2出口 徒歩5分
　 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
　 有楽町線  「桜田門駅」 5番出口 徒歩10分
◎ 都営地下鉄：
　 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩3分
　 浅草線 「新橋駅」 徒歩10分
◎ JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線 :
　 「新橋駅」 徒歩10分
◎ ゆりかもめ  「新橋駅」 徒歩10分

平成２8 年度講習会開催案内

2016.7.10 更新版

※10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

一般社団法人 日本病院会 病院長・幹部職員セミナー 事務局　　担当：千須和、鈴木、佐藤
〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15
TEL：03-3265-0077 ／ E-mail：is2016@hospital.or.jp

平成２８年度 病院長・幹部職員セミナー運営事務局　
TEL：03-5577-3642 ／ FAX：03-5577-3641 ／ E-mail：is2016@hospital.or.jp

参加申込・確認書、参加費お振込についてのお問合せ先

内容についてのお問合せ先



□ □ 

FAX 送信先   03-5577-3641 

※送り状は不要です。（FAX を受信した後､こちらより申込受諾 FAX を送信いたします） 
 

平成 28 年度病院⻑･幹部職員セミナー 参加申込書 
 
下記記入欄のすべての項目にもれなくご記入の上、 
FAX で上記送信先へお送りください。 
※読み取りやすい楷書体でご記入ください。  

略字・簡易⽂字で記入されると受付が出来ない場合があります。 
※２名以上参加の場合は，本紙をコピーしてお申込みください。 
 
▼参加者情報 

フリガナ 

姓︓ 
フリガナ 

名︓ 
⽣年⽉⽇︓(⻄暦でご記⼊ください) 
      年    月    日 

性別︓ 
○男性 ○⼥性 

職種（該当項目の ‘○’を’●’に塗りつぶしてください） 

○:医師 ○:看護師 ○:薬剤師 ○:臨床検査技師 ○:技師系 ○:事務系 ○:その他（           ） 

連絡先電話番号 （申込内容等の確認等でご連絡させていただきます） 
 
ハイフン（-） 
不要です 

連絡先 FAX 番号  （申込受諾FAXを受信したい番号をご記入ください） 
 
ハイフン（-） 
不要です

▼参加講習会情報 
参加するセミナーおよび情報交換会の出欠を指定してください（ ‘○’を’●’に塗りつぶしてください） 

○ 病院⻑･幹部職員セミナーに参加する （セミナーへの参加は必須となります） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 情報交換会（有料）に参加する  （情報交換会のみの参加はできません） 

▼参加者所属施設情報 
フリガナ 

施設名︓ 

所在地︓ 
病床数︓ 

          床 

会員種別︓ 
 〇日本病院会，日本看護協会会員      〇非会員 

参加者の所属部課︓ 参加者の役職名︓ 

 ※日本病院会の会員施設については http://www.hospital.or.jp/member.html で一覧をご確認いただけます。 
▼その他情報 

連絡事項をご記入ください。問合せ等の連絡を参加者ではなく申込担当者へご希望の場合は｢申込者氏名｣「連絡先電話番号」「所属部課名」をご記入ください。 

▼個人情報等の使用に係る同意（下記【個人情報等の取扱いに関して】に同意いただけましたらチェック願います。チェックがない場合は申し込みできません） 
【個人情報等の取扱いに関して】 

日本病院会主催、平成 28 年度病院⻑･幹部職員セミナーにおきまして，下記によりあなたの肖像（受講風景，動画等の画像）ならびに個人情報を利⽤させていただきたく，内容をご確認
のうえ，ご承諾いただきますようお願いいたします。なお，写真等の掲載および個人情報の取扱いについては，肖像権並びに個人情報保護の観点から本会として万全の措置を取らせていただき
ます。  
１．個人情報の利⽤目的について 

肖像並びに個人情報の使⽤について一般社団法人日本病院会は，受講者からご提示いただいた名前，住所，電話番号，性別その他の受講者個人に関わる情報（以下「個人情報
等」）を，平成 28 年度病院⻑･幹部職員セミナーに関する受講者への連絡，受講者配布資料，厚⽣労働省への報告書および本会事業報告書にのみに利⽤させていただき，受講者
の承諾なく，他の目的には利⽤いたしません。  

２．個人情報の第三者提供について 
一般社団法人日本病院会は，平成 28 年度病院⻑･幹部職員セミナー受講に伴いお預かりした個人情報等を，以下のいずれかに該当する場合を除き，第三者へ提供，取り扱いを委
託することはありません。（1）業務委託会社に対して，受講者に明示した利⽤目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いを委託する場合、（2）法令の定めにより提供を
求められた場合  

３．個人情報の開示等について 
一般社団法人日本病院会は，個人情報等の開示，変更，削除の求めがあった場合には，受講者ご本人であることをご確認させていただいたうえで，すみやかに対応いたします。なお，こ
の場合本講習会での一部受講が出来なくなることがありますのでご了承ください。 

個人情報管理責任者 
 

 「日本病院会主催 平成 28 年度病院⻑･幹部職員セミナー個人情報等の取扱いに関して」に同意します。        同意しません。 

お申し込み日     年   月  日

ホームページからもお申し込みいただけます 
日本病院会ホームページからどうぞ。 

http://www.hospital.or.jp/ 

忘れずに 

〒 
都 道 
府 県 

市 区 
郡 町 村 


