
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 開催概要                                                     

日 時 2021 年 11 月 26 日（金）13：00－17：10 

参加対象 病院長、看護部長、事務長など病院経営幹部職員 

開催方法 

オンライン（ライブ配信） 

動画プラットフォーム「Vimeo」で配信予定です。アプリのダウンロードは不要で、ブラウザから視聴 

できます。視聴の条件等につきましては以下よりご確認ください。 

     https://vimeo.zendesk.com/hc/ja/articles/360001624108 

参加費 
日本病院会または病院経営管理士会 会員 1 名 8,000 円（税込） 

上記会員以外 1 名 12,000 円（税込） 

主催・共催 一般社団法人日本病院会 病院経営の質推進委員会／病院経営管理士会 

※日本病院会会員については http://www.hospital.or.jp/shibu_kaiin/でご確認いただけます。 

 

2021 年度 第 1 回 

病院経営管理研修会のご案内 
 

―― 病院経営を取り巻く環境の変化をどう読み取るか ―― 

 

日本病院会、病院経営の質推進委員会および病院経営管理士会では、時機にあった話題を中心に病院経営

をテーマとした研修会を企画・開催しております。 

コロナ禍の時代に先が見えない不安と病院経営の厳しさが増しているなかで、地域医療構想の実現に向

け自院のポジショニングを明確にして、戦略を立て計画に沿って、一つひとつ確実に事業計画を達成させて

いくことが大切であると考えます。また、医療法等の一部改正が行われ、特に医師の働き方改革における労

働時間短縮問題は、地域医療構想へも密接に関わってまいります。これら喫緊の大きな課題に対応すべく、

かつアフターコロナの経営戦略の参考となるよう、それぞれの講師の先生方より具体的な事例を交えてご

説明・ご報告いただきます。 

今回もオンラインによる開催となりますが、病院の機能・規模にかかわらず、多くの方のご参加をお待ち

しております。また、関係者のご派遣につきまして格段のご高配を賜りたくお願いいたします。 

一般社団法人日本病院会 会長 相澤 孝夫

病院経営の質推進委員会 委員長 牧野 憲一

病院経営管理士会 会長 永易  卓

2021 年 11 ⽉ 26 ⽇(⾦)13:00〜17:10

オンライン開催 



 プログラム          ※講演タイトル、講演順、講師等は都合により変更になることがありますので、あらかじめご承知おき願います。  

2021 年 11 月 26 日（金）                                  

              《総合司会》 病院経営管理士会 副会長 中山 和則 

13:00－13:10 開 会 挨 拶                       一般社団法人日本病院会 会長 相澤 孝夫

【講演１】 

 

13:10－14:10 

 

 

医師の働き方改革について 
～医師の時間外労働上限規制の開始に向け、 

医療機関に今お願いしたいこと～（仮） 

 
   

 

14:10－14:20 ＜休 憩＞ 

【講演 2】 

 

14:20－15:20 

 

 

2024 年に向けた地域医療構想への取り組みと病院の経営  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15:20－15:30 ＜休 憩＞ 

【講演 3】 

 

15:30－16:30 

 

 

コロナの中で進めている診療報酬改定 2022 の行方 

 

                               
 

 

 

16:30－16:40 ＜休 憩＞ 

16:40－17:10 
日病モバイル導入事例のご紹介 
PHS サービス終了に伴い、PHS 対応電話交換機や PHS 端末そのものの新規開発縮小へ 

の対応のひとつとして、スマートフォンの活用をはじめた病院の事例を紹介いただきます。 

17:10 閉 会 

 

コロナ禍で足踏みしたように見えた地域医療構想も、第 8 次医療計画策定に向けた新
興感染症や外来機能のあり方など様々な要素を含みながら、働き方改革・医師の偏在問
題とともに再始動しようとしております。人口減少に加えて、アフターコロナの患者数
動向などをどのように見ていくべきか、様々なデータをどう解釈していくべきか、その
見方によっては病院の方向性に影響を与えるところであり、その勘どころを広い見地か
らご説明いただきます。 

2020 年の診療報酬改定では、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進が盛
り込まれておりました。この考えは、2022 年改定にも引き継がれるでしょう。更に外来
医療機能の在り方にも関連付けた誘導が示されるのか、それによる入院機能の方向性も変
わるのか、地域医療構想の再始動に呼応する今改定から目が離せません。現段階での中医
協での議論の中から推測できる次期改定の軸についてご報告いただきます。 

医療法施行規則の一部改正が行われ、医師の働き方改革は大きく進むことになりま
す。2024 年 4 月までには、時間外・休日労働時間数が年 960 時間を超える医師の
勤務する医療機関は、医師労働時間短縮計画を策定し、評価をうけなければなりませ
ん。今からその準備に取り掛かる必要があり、このポイントについてご説明いただき
ます。 

講師：高梨 哲

座長：永易 卓

講師：石川 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ光一 

座長：朝見 浩一 

講師：牧野 憲一 

座長：中山 和則 



 

 講師・座⻑紹介                                                  

【講師】 

●高梨 哲      厚生労働省 医政局 医事課 医療勤務環境改善調整官 

●石川 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ光一 国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科教授 

大学院 医学研究科教授 
●牧野 憲一     旭川赤十字病院 病院長/一般社団法人日本病院会 常任理事/ 

病院経営の質推進委員会 委員長 

厚生労働省 中医協 入院医療等の調査・評価分科会 委員 

【座長】 

●永易  卓     社会医療法人若弘会 本部 理事・総務部長/病院経営管理士会 会長/ 

病院経営の質推進委員会 委員  

●朝見 浩一     医療法人社団愛友会 伊奈病院 事務長/病院経営管理士会 理事 

●中山 和則     筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院 副院長兼事務部長/病院経営管理士会 副会長 

 

 お申し込み・お振込みについて                                        
 

１．お申込み 

①オンラインで申込み 

   ウェブサイトから申込フォーム（Excel）をダウンロード、必要事項を入力し、info@jha-e.com

あてに申込フォームをメール添付し送信してください。 

・日本病院会ウェブサイト（http://www.hospital.or.jp/seminar/） 

     ・病院経営管理士会ウェブサイト（http://jhmaa.com/） 
 

②申込書を FAX   FAX 送信先： ０３－３２３０－２８９８ 
 

折り返し、ご指定の E-mail アドレスに受理通知とお振込のご案内をお送りします。 
 

２．お振込み   振込期限：2021 年 11 月 19 日（金） 
メールでお送りした受理通知・お振込のご案内をご確認のうえ、参加費をお振込ください。 

お振込みの際は、受理通知に記載されている参加番号を先頭にご入力ください。         
 

≪注意事項≫ 

●お申込み後、一週間以内に受理通知・お振込のご案内が届かない場合は、お手数ですがご連絡願い 

ます。 

●参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。申込の方の参加ができなくなった場合、代理の 

 方のご参加が可能ですので、事務局までご連絡をお願いします。 

  ●11 月 19 日（金）までに参加費のお振込みをいただいた方に、参加申込書に記載された E-mail 

アドレスに、資料ダウンロード・視聴用 URL およびパスワードのご案内を送付いたします。 

 

 お問い合わせ                                                   

〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15  

一般社団法人日本病院会 病院経営管理研修会 担当  

TEL：03-5226-7789  FAX：03-3230-2898 E-mail：info@jha-e.com 



 

  

ＦＡＸ送信先︓０３－３２３０－２８９８ 
※お 1 ⼈ 1 枚の参加申込書・参加証です。同施設で複数参加の場合はお⼿数ですが本⽤紙をコピーのうえご利⽤ください。 

 

※読みやすい字でご記⼊ください。                                                                     年     ⽉      ⽇   

⽒名 
フリガナ : 

 いずれかにチェックしてください。 

□医師  □看護師  □その他医療職 
□事務職 □その他（            ）

 

施設名  

職名・役職名  都道府県  

所在地 〒  

電話番号  

E-mail（必須） 
※当⽇視聴⽤ URL 等の送付を希望されるメールアドレスを、正確にご記⼊ください。 

 

会員種別︓ チェックしてください。         ※⽇本病院会の会員施設については http://www.hospital.or.jp/shibu_kaiin/でご確認いただけます。 
        □⽇本病院会会員     □病院経営管理⼠会会員（№         ）   □会員以外 

備考欄︓事務局へ連絡事項があればご記⼊ください。 
 
 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

「個⼈情報等の取扱いに関して」に同意いただけましたら「同意する」にチェックしてください。チェックがない場合は申込みできません。 

□ 同意する 

 
【個⼈情報等の取扱いについて】 

 
日本病院会・病院経営管理士会主催 2021 年度第 1 回病院経営管理研修会におきまして，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・病院経営管理士会は，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，2021 年度第 1 回病院経営管理研修会に関する受講者への連絡，受講者配布資

料，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・病院経営管理士会は，2021 年度第 1 回病院経営管理研修会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，この場合本研修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。 

〈個人情報保護管理者〉

2021 年度第 1 回病院経営管理研修会 参加申込書（FAX 送信⽤） 

必ず忘れずにチェック 


