
2022年 10月 12日 

 

日本病院会 会員病院 各位 

 

一般社団法人 日本病院会 

 

独立行政法人 福祉医療機構 

経営セミナーについて 

 

 このたび、独立行政法人 福祉医療機構から経営セミナーのお知らせがございま

したのでご紹介いたします。 

福祉医療機構（ＷＡＭ）の経営サポート事業では、医療機関の経営をバックア

ップするため、各種経営セミナーを開催されています。下記および別紙をご参照

の上、ご視聴、ご参加くださいますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

▼お申込先『福祉医療機構「経営サポート事業」』 

医療政策・経営セミナー(WEBセミナー)のごあんない 

https://www.wam.go.jp/hp/keiei_seminar_goannai/ 

 

※上記ページ内にある「受講ページへ（WAM NETへ移動します）」よりお申込くだ

さい。 

 

https://www.wam.go.jp/hp/keiei_seminar_goannai/


WAM

WAMの経営サポート事業では、医療機関の経営をバックアップするため、各種経営セミナーを
開催しています。会員病院の皆様のご視聴・ご参加を心よりお待ちしております。

ＷＡＭ 医療経営セミナーのご案内（経営サポート事業）

セミナー名 配信期限
○ 医療政策・経営セミナー ～質の高い効率的な医療提供体制を維持していくために～
・「飯塚病院の改善活動 ～改善活動と人材育成～」
株式会社麻生 飯塚病院 改善推進本部 マネージャー 立石 奈々 氏

・「病院、老健及び医療法人の経営状況等について」
独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター リサーチグループ 髙橋 佑輔

令和5年1月31日
午後5時まで

○ 病院経営実務セミナー ～地域から求められる病院づくり・感染症対策とこれからの病院経営～
・「感染症対策とこれからの病院経営」
社会保険診療報酬支払基金 理事 山本 光昭 氏

・「新型コロナウイルス感染症と病院経営 ３年間の変遷」
伯鳳会グループ 理事長 古城 資久 氏

・「独立行政法人福祉医療機構の融資制度について ～感染症対策を伴う整備事業に係る優遇融資～」
独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 高瀬 敦士

令和5年2月28日
午後5時まで

【配信中のオンラインセミナー（無料）】

【お申込み受付中のセミナー】 https://www.wam.go.jp/hp/rouken2022/
セミナー名 会場開催

○介護老人保健施設経営セミナー ～介護と医療をつなぐ老健施設の役割～
・「次期医療介護の同時改定に向けた老健施設の目指すべき方向性」
公益社団法人全国老人保健施設協会 会長 東 憲太郎 氏

・「老健施設における在宅療養支援機能 ～地域における介護と医療の連携～」
公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長 医療法人大誠会 理事長 田中 志子 氏

・「介護職員の人材確保について」
独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター コンサルティンググループ 矢澤 創

＜開 催 日＞ 令和4年11月4日
＜開催場所＞ 全社協「灘尾ホール」
＜申込期限＞ 令和4年10月28日
＜受 講 料＞ 8,800円(税込)

※オンデマンド配信のみも募集しています。 会
場へご来場の皆様は、オンデマンドでも視聴
できます。

https://www.wam.go.jp/hp/keiei_seminar _ goannai/



 

 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本セミナーは会場での受講と録画による WEB（オンデマンド）配信をお選びいただけます。 
会場受講の方は追加料金なしで WEB 配信もご覧いただけます！ WEB 配信は、何度でもご視聴いただけます。 

※1 新型コロナウイルスの感染状況により会場開催を中止とし、録画による WEB（オンデマンド）配信のみとなる場合がありますのでご了承ください。 

※2 定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 会場で受講されたい方※1 WEB で受講されたい方  

開催日 令和４年 11 月４日（金） 
・当日のスケジュールは裏面をご覧ください。 

【配信開始】会場開催から約 3 週間後 
【配信期間】約３か月間 

会 場 

全社協「灘尾ホール」 
東京都千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビルＬＢ階 

（東京メトロ｢霞ヶ関」駅から徒歩８分、 
｢虎ノ門」駅から徒歩５分） 

会場での講演を録画し、 
当機構サイト「       」にて配信 

定 員 

１００名 
・先着順にて受付、定員となり次第締め切ります。 
・新型コロナウイルス感染防止のため、通常より定員を

減らして実施します。 

上限なし 

受講料 1 名 ８，８００円（消費税込） 

お申込み 
期限 令和４年 10 月 28 日（金）※2 令和５年２月 14 日（火） 

令和４年度 介護老人保健施設経営セミナー 
受 講 者 募 集 中 ！ 

－介護と医療をつなぐ老健施設の役割― 
 

 「次期医療介護の同時改定に向けた老健施設の目指すべき方向性」 
公益社団法人 全国老人保健施設協会 会長  東 憲太郎 氏    

 「老健施設における在宅療養支援機能～地域における介護と医療の連携～」 
公益社団法人 全国老人保健施設協会 副会長 

医療法人 大誠会 理事長 田中 志子 氏 
 「介護職員の人材確保について（仮題）」 

独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター コンサルティンググループ 矢澤 創 

セミナー内容 
 （共催：公益社団法人 全国老人保健施設協会） 

 
次期医療介護の同時報酬改定を見据えた、老健施設が目指すべき方向性を踏まえながら、今後

在宅復帰・在宅療養支援機能の役割を果たすにあたり、益々重要となる医療機関との連携の実践
事例や、介護人材の確保についての理解を深め、健全な経営基盤を構築するヒントを考えます。 

講演① 

講演② 

講演③ 

ポイント 



〒105-8486 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号 ヒューリック神谷町ビル９階

独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター リサーチグループ セミナーチーム
ＴＥＬ：０３－３４３８－９９３２ ＦＡＸ：０３－３４３８－０３７１

https://www.wam.go.jp/hp/  または

本セミナーの申込受付等につきましては、「名鉄観光サービス株式会社 ＭＩＣＥセンター」に業務を委託しております。
ＴＥＬ：０３－３５９５－１１２１ ＦＡＸ：０３－３５９５－１１１９
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１０：３０～１１：５０

１１：５０～１２：５０

１２：５０～１４：２０

１４：２０～１４：３０

１４：３０～１６：００

受 付
オリエンテーション、開会のあいさつ
「次期医療介護の同時改定に向けた老健施設の目指すべき方向性」
公益社団法人全国老人保健施設協会 会長 東 憲太郎 氏

休 憩（６０分）
「老健施設における在宅療養支援機能～地域における介護と医療の連携～」
公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長

医療法人大誠会 理事長 田中 志子 氏
休 憩(１０分)
「介護職員の人材確保について（仮題）」
独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター コンサルティンググループ 矢澤 創

＜お申込み方法＞ WEBから簡単！

会場開催スケジュール

STEP１

福祉医療機構ホームページ

https://www.wam.go.jp/hp/

STEP２

STEP４ STEP３

＜注意事項＞

①セミナーのお申込みに際し、ご提出いただいた顧客情報は、適切に保管・廃棄等の管理を行っており、経営サポート事業のために使用するほか、機構の他事業間で共有することがあります。詳細は、当

機構ホームページ「顧客情報の取扱いについて」をご覧ください。

②当機構は反社会的勢力との関係を遮断し、排除するため、警察等関係機関とも連携して適切に対応しています。詳細は当機構ホームページの「コンプライアンスの取組」をご覧ください。

③ご入金後のお取消につきましては、ご返金できかねますのでご注意ください。

TOPページ右側のバナー一覧から、下記を選択！

※バナーのデザインは一定期間経過後変更となる場合がございます。

こちらからも
アクセス可能です！

その他のセミナーについて

令和4年度医療政策・経営セミナー
質の高い効率的な医療提供体制を維持していくために

【講師】株式会社麻生 飯塚病院 改善推進本部
マネージャー 立石奈々 氏 ほか

令和4年度病院経営実務セミナー
地域から求められる病院づくり

～感染症対策とこれからの病院経営～

【講師】社会保険診療報酬支払基金 理事 山本光昭 氏
伯鳳会グループ 理事長 古城資久 氏 ほか

好評WEB配信中！

お申込み用サイト(名鉄観光株式会社)より
必要情報をご入力の上お申込みください。

お申込み
不要

受講料
無料

聞き逃した箇所は
WEBで見直せるから

安心だね！

下記「お申込みはこちら」を押すと、
お申込み用サイト(名鉄観光株式会社)に移動します。

※ 変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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