セコム病院経営セミナー2017

「５時間で
学べる病院経営」
簡易経営分析特典付！
先着５施設のみ

※お申し込みはFAXで！

10月14、15日（土、日）のセコム病院経営セミ
ナーでは、国立病院機構埼玉病院 関塚 永一前
日時
院長に登壇いただき、ご自身の病院長経験も踏まえ
て、病院経営の基本や施策などをお話しいただきます。
今回のセミナーは「５時間で学べる病院経営」とい
うタイトルを付けました。
受講対象
2018年度診療報酬・介護報酬同時改定を乗り切
り勝ち残るのか、一層厳しい経営環境に陥るのか。
会場
同時改定を前に経営戦略を再考するきっかけとなる
良質な情報をご提供いたします。
先着100名様となります。席に限りがございますので、
早めの申し込みをお勧めします。
（申込締切日：9/22（金） 締切日前でも、定
員になり次第に受付を締め切らせていただきます）
この機会にぜひお越しください。

受講料
定員
締切日

10月14日（土）
及び15日（日）
12：30～17：30
【開場：12：00】
院長、副院長、事務部長
診療部長、
経営企画（戦略）担当者
セコム本社（2階 セコムホール）
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前１丁目５−１

21,600円 (税込)

2人目以降 15,120円(税込)

14日：50名
15日：50名
9月22日（金）

セミナープログラム
講演１

「名物院長が語る病院経営の基本と収益増の実践」
国立病院機構埼玉病院／前院長 関塚 永一 氏
概要：病床利用率92％、稼働率102％、紹介率82％、逆紹介率152％
10年間で収益倍増という驚異的な数字が実現できた ハウツー を語る。

講演２

「患者獲得の最短ルートを示すマーケット分析」

金澤 伸晃

講演３

「経営分析ツールを活用した病院経営改善事例の紹介」

大川 真一

講演４

「増収へ導く、経営層が知りたいレセプトの見方」

安部 広恵

講演５

「2018年診療報酬同時改定への対応策 ～今から始める同時改定準備～」
マネジメント・コンサルティング部 病院チーム／シニアコンサルタント 上田 和生
概要：「改定の内容や対策などのポイント」をコンサルタントの視点から、 分かりや
すく解説いたします。

セミナースケジュール
12：00～
12：30
12：30～
12：40
12：40～
14：00

開場、受付
ご挨拶

マネジメント・コンサルティング部 部長 深尾 卓司

講演１：名物院長が語る病院経営の基本と収益増の実践

14：00～
14：10

休

憩

講演２：患者獲得の最短ルートを示すマーケット分析
14：10～
15：40

講演３：経営分析ツールを活用した病院経営改善事例の紹介
講演４：増収へ導く、経営層が知りたいレセプトの見方

15：40～
15：50

休

憩

15：50～
17：20

講演５：2018年診療報酬同時改定への対応策 ～今から始める同時改定準備～

17：20～
17：30

閉会
※ 弊社の経営分析ソフト「セコムSMASH」のデモ展示を行っておりますので、是非ご覧ください。

講師紹介
国立病院機構埼玉病院／前院長 関塚 永一 氏
1980年に慶應義塾大学医学部を卒業し、翌年に同学部内科学教室入局、83年に国立埼玉病院（現国
立病院機構埼玉病院）内科医員となり、その後留学などを経て88年に再び埼玉病院へ戻り、消化器科医長
に就任。臨床研究部長、副院長などを経験したのち、2010年に病院長となり、2017年4月より名誉院長。

マネジメント・コンサルティング部 病院チーム／シニアコンサルタント 上田 和生
1981年国立療養所広島病院（現国立病院機構東広島医療センター）に採用後、多くの国立病院で医事
システムの更新に携わり、呉医療センター在職中にDPCおよび電子カルテ導入担当を歴任。2007年より国立病
院機構岩国医療センター 経営企画室長に就任すると共に電子カルテを含む医療システム全般の運用・管理
担当となり、2014年よりセコム医療システム株式会社に移籍。この病院勤務経験を活かし、複数の病院を支援
している。また、電子カルテ導入支援及び診療報酬改定関係講演も多数行っている。

コンサルタント 金澤 伸晃

公立病院移転先候補立案や公立病院改革プラン策定支援業務に携わる。
GISツールを用いたマーケット分析を専門とし、地方公立病院や地域医療支
援病院のマーケット分析に従事。

コンサルタント 大川 真一

遠隔画像診断支援サービスで使用する読影ビューアの開発に携わり、WEB
マーケティングから健康予防事業のプロジェクト、医師人材紹介サイト構築支
援など様々な業務に取り組む。2014年よりマネジメント・コンサルティング部に
配属となり100床以下の病院から700床以上の病院まで様々な病院の経
営分析、診療分析、診療圏分析に従事。

コンサルタント 安部 広恵

診療情報管理士
2013年11月よりマネジメント・コンサルティング部にて経営分析・診療情報
分析及びレセプト精度チェックに従事。
レセプト精度チェックでは、クリニックから1000床規模の病院まで数多くの病院
での実績をもつ。

■お申込み方法
参加ご希望の方は、
1. 申込み用紙に必要事項をご記入の上、Faxにてお申込み下さい。
2. 折り返し受講証、請求書、会場地図をご連絡担当者様宛てに、ご郵送致します。
（お申込み後、5営業日以内にお手元に届かない場合は、恐れ入りますがこちら
（03-5775-8171）までご連絡ください）
3. 参加人数は、１施設当たり ４名 までとさせて頂きますので、ご了承ください。
4. セミナー当日は、送付いたしました受講票と名刺1枚をお持ち下さい。
※ 受講票の発送をもってセミナー受付とさせていただきます。
※ 申込締切日：9/22（金） 締切日前でも、定員になり次第に受付を締め切らせていただきます。
※ セミナー事務局からご連絡させていただく場合がありますので、日中連絡のつく連絡先のご記入をお願い
いたします。
※ お客様のご都合でキャンセルされる場合は、 開催１週間前までにお申し出ください。
※ その後のキャンセルは、お申し受けできませんのでご了承ください。
※ 万一ご出席できない場合には、代理の方のご参加、もしくは当日配布の資料の発送をもちましてご出席
に代えさせていただき、受講料を全額お申し受けさせていただきます。
※ 受講料のお振込みがお済みでない場合もご連絡が必要です。
■受講料：税込 21,600円／一名様、2人目以降 15,120円(税込)
■お支払方法：開催１週間前までに銀行振込でお願いします。
■振込先：請求書に記載しております。
（振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。）
■注意事項
当日、会場ではセミナー風景の撮影を行う予定です。弊社のホームページ・広報物・他メディアへの掲載
の場合がございますので、予めご了承ください。
ご参加当日は、『簡易経営分析』と『個別相談（戦略相談・経営相談）』がございます。
ご希望の方は、セミナー参加申込み票にてお申込み下さい。
応募者の個人情報は、セミナーの案内、発送に使用されます。
セミナーの内容／時間は、予告なく変更する場合があります。
弊社で駐車場の確保はしておりませんので、公共の交通機関をご利用ください。会場までの交通費及び
駐車料金は自己負担となります。
開演後30分以降は、サービスの一部が受けられなくなる可能性がございます。当日は、受付時間内に余
裕をもってお越しください。
ビル及び敷地内は禁煙になりますので、ご了承の上お申込み下さい。
■応募について
先着順のため、定員に達し次第、締切といたします。結果は全員にご連絡いたします。
当選の権利を他人に譲渡したり、金品に交換することはできません。
当セミナー参加のための一切の費用（往復交通費、宿泊費、これらのキャンセル料などを含みます）は、
参加者の自己負担となります。
当セミナーは、以下のような事態において、予告なくその一部または全部が変更・中止になる場合がござい
ます。その中断により発生する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
コンピューター、ネットワークシステムに不具合が生じた場合。
自然災害や停電などにより当セミナーの運営が困難となった場合。
戦争、動乱、暴動などの事件などにより、当セミナーの運営が困難となった場合。
その他、当社が運営上、当セミナー運営の中断が相応と判断した場合。
申込みに関するお問い合わせ
セミナー事務局担当者：金澤・大川
TEL：03-5775-8171
Fax：03-5775-8903

※ 会場案内
セコム本社（2階 セコムホール）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目５−１

アクセス
JR山手線「原宿」駅（竹下口改札） 徒歩5分
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅
（出口5番） 徒歩5分
☞ 明治通り東郷神社隣り

http://medical.secom.co.jp/company/access.html

この度は「セコム病院経営セミナー2017」に申込みいただき、誠にありがとうご
ざいます。
お手数ですが、下記項目にご記入の上、Faxにてお送りください。
参加希望日

□10月14日（土）
□10月15日（日）
※いずれかに ☑ をご記入下さい。
病院住所

〒

病院名
部署名／役職名

ご参加者

氏名１

部署名／役職名

氏名２

部署名／役職名

氏名３

部署名／役職名

氏名４
お電話番号
ご連絡
担当者

（

氏名

〔ﾌﾘｶﾞﾅ

E-mail

簡易経営分析

）
〕

＠
DPCデータ又はデータ提出加算用データ（以下「データ」という。）を事前にご提出
いただきますと、弊社経営分析ツール「セコムSMASH」で経営分析を行います。
代表的な経営指標により、病院の現状や課題を客観的に把握できます。

□セコム医療システム(株)にデータを開示することに同意し無料簡易経営分析を希
望する（希望される場合は ☑ をご記入下さい。）

戦略相談・経営
相談（無料）

セミナー当日は、コンサルタントによる戦略相談・経営相談の時間を設けております。秘密を
厳守し、公私の課題や、固有の問題解決のためにアドバイスをいたします。

□戦略相談・経営相談を希望する（希望される場合は ☑ をご記入下さい。）

※希望される場合は、別紙「アンケート」にお答えいただき、本紙と併せてFaxしてください。

お客様の個人情報の保護と取り扱いについて
1. 当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、下記の目的にのみ使用します。
(1) 当社主催のセミナー・シンポジウム・イベント等の情報提供及び運営管理
(2) 当社の実施する調査・研究への協力依頼、並びに各種サービス等に関わる情報提供
(3) お客様よりお申込頂いたセミナー内容を向上させるために、当該講師から要請があった場合、貴院名及び貴社名と個人名のみの提供を行い
ます。
(4) その他、上記に関わるご意見・ご要望等への対応。以上の目的に必要な範囲で、当社の関係会社並びに取引先に提供する場合があります。
2. 当社の個人情報保護方針はこちらをご確認ください。
http://medical.secom.co.jp/policy/index.html

「無料 戦略相談・経営相談」を希望される施設は、本アンケートにお答えいただき、
Faxご返信を何卒よろしくお願いいたします。
病院名：
★ 病院経営において「重要な課題」と思われる項目を次の項目から選択してください。（複数選択可）
経営管理

理念・方針の明確化・浸透
マーケティング力強化
経営上の数値目標の設定・管理強化
データの有効活用
資金調達・資金繰りの改善
診療報酬改定対策
BCP（事業継承計画）への対応・強化

収益向上・費用節減

患者数の増加
病床利用率の向上
診療単価の増加
平均在院日数の適正化
紹介率・逆紹介率の向上
薬品・診療材料費の削減
外部委託費の管理強化
請求漏れ対応の強化
未収金対応の強化

医療サービス

医療安全の強化
チーム医療の充実・強化
クリニカル・インジケータ上のアウトカム向上
接遇の向上
クレーム（暴力・暴言含む）対応の強化
患者・家族等への医療情報の提供力強化
地域の医療・介護・福祉資源との連携強化
施設・設備・機器の刷新
情報システム化対応の強化

人事・労務

人事考課制度の整備・現行組織への適合
化
目標管理制度の導入・浸透・徹底
給与体系の整備・現行組織への適合化
職員の不足解消・定着率の向上
職員意識・ニーズの把握
職員の専門能力の強化
管理職層のマネジメント能力強化
職員のモチベーションの向上
残業時間の削減、労働時間の適正管理
職員の健康管理の強化
ワークライフバランスの推進

その他「重要な課題」と思われる項目がございましたら、ご記入ください。

