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ＭＭＰＧ定例研修会活動実績 
敬称略 

研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第１回職員研修会 東京 1986.03.24 病医院の人材育成の仕方 松田紘一郎  

  1986.03.24 医療機関の事務長が望むコンサルティング 小野 光治  
  1986.03.24 医療クライアントの効率的経営指導法 全員参加  
  1986.03.25 我事務所が実践しているクライアント・サービス 吉岡 和守  
  1986.03.25 制度改正に伴う今後の医療機関の在り方 佐分利輝彦 厚生省社会保険審査委員 
  1986.03.25 病医院における税務の取扱い方と節税対策 森田 忠典  
  1986.03.25 提案制度の確立による職員の活性化対策 神  佳右 エヌピー通信社 取締役主幹 
  1986.03.25 ＭＭＰＧ会員事務所職員の使命と倫理 松田紘一郎  
  1986.03.25 医療クライアントの効率的税務指導法 全員参加  
  1986.03.26 医療法改正と一人医療法人 川原 邦彦  
  1986.03.26 感想発表会 全員参加  

第 7 回定例研修会 名古屋 1986.04.12 私的医療機関の抱える経営上の問題点 岡山 義雄 愛知県医療法人協会 会長 
  1986.04.12 医療機関の望むコンサルタント像 川原 邦彦  
  1986.04.13 従業員持株制度活用による活性化対策 松田紘一郎  
  1986.04.13 我事務所が実践している経営指導法 佐藤 澄男  
  1986.04.13 フリー・トーキング 全員参加  

第 8 回定例研修会 欧州 1986.06.09 ドイツ病院協会・私立病院訪問   
  1986.06.10 西ドイツ労働省第 5局病院訪問   
  1986.06.11 ヘッセン州保健省病院訪問   
  1986.06.12 ローマ医師会病院訪問   
  1986.06.13 イタリア保健省・私立病院訪問   
  1986.06.16 フランス保健省・医師会病院訪問   

第 2 回職員研修会 東京 1986.07.04 基礎講座病医院の経営 斎藤 喬之  
  1986.07.04 有床診療所及び中小病院の診断事例発表 海江田鉄男  
  1986.07.05 歯科医院の実践的開業指導 菅原  徹  
  1986.07.05 大型病院の総合診断事例発表 小野光治・ 

香月諄三 
  1986.07.05 基礎講座病医院の税務調査と対応 関   博  
  1986.07.06 医療法人の運営 川原邦彦・ 

吉岡和守 
  1986.07.06 ＭＭＰＧの最近の動向について 川原邦彦他  

第 9 回定例研修会 東京 1986.08.20 最近の欧米医療事情 川原邦彦・ 
杉田圭三 

  1986.08.20 赤字診療所の再建事例 海江田鉄男  
  1986.08.21 職員活性化による病医院の繁栄策 岡田玲一郎 社会医療研究所 所長 
  1986.08.21 フリー・トーキング 全員参加  
  1986.08.21 歯科診療所の改善指導実例 菅原  徹  

第 10 回定例研修会 大阪 1986.10.03 土地信託活用による病医院の開業 松田紘一郎  
  1986.10.03 病医院可処分所得の殖やし方 関   博  
  1986.10.03 私の臨床経験から 佐本  進 医学博士 
  1986.10.04 経営分析を活用したマネジメント・サービス 吉田  寿  
  1986.10.04 我事務所が実践している経営指導法 川崎 依邦  
  1986.10.04 我事務所におけるクライアント対策 外村源太郎  

第 3 回職員研修会 東京 1987.11.07 レセプト請求の実務   
  1987.11.07 病医院の倒産分析 柳沢 康行 帝国データバンク情報部 
  1987.11.08 一人医療法人の実務と医療法人の決算報告 杉田 圭三  

第 3 回職員研修会 東京 1987.11.08 大型病院の事業計画の作成実務 内田 延佳  
  1987.11.08 今後の医療行政をふまえた病医院経営の在り方 吉岡 和守  
  1987.11.08 フリーミーティング 全員参加  
  1987.11.09 レセプト請求の実務 吉田 寛治 医療事務企画 代表 

第 11 回定例研修会 東京 1986.12.05 医師歯科医師の年代別相続対策 ＭＭＰＧ講  
  1986.12.06 一人医療法人の申請実務 関   博  
  1986.12.06 マスコミから見た今後の医療界とＭＭＰＧの役割 盛  宮喜 日経メディカル 編集長 
  1986.12.06 民間医業経営の改善ポイント・ツール 川原 邦彦  

第 12 回定例研修会 東京 1987.02.14 老健法改定の背景 小野 昭雄 厚生省老人保健部 課長 
  1987.02.14 老人保健施設の実施計画と具体的運用 宮島 俊彦 厚生省老人保健部 課長補佐 
  1987.02.15 現場からみた老人医療福祉の在り方 天本  宏 天本病院 院長 
  1987.02.15 高齢化社会におけるシルバービジネスを探る 真野  章 厚生省社会局老人福祉 課長 
  1987.02.15 将来の医療・福祉政策を展望する 川原 邦彦  

第 4 回職員研修会 東京 1987.03.19 診療圏調査の実務 香月諄三・ 
小野善久 

  1987.03.19 診療圏調査発表 稲垣 茂樹  
  1987.03.19 診療圏調査発表 向井 毅尚  
  1987.03.20 フリートーキング   
  1987.03.22 教育トレーナー合宿研修 岡田玲一郎 社会医療研究所 

第 13 回定例研修会 長崎 1987.04.11 今次税制改革について 田谷 廣明 大蔵省主税局税制一課 企画官 
  1987.04.11 今後の医療行政を展望する 荻島 国男 厚生省大臣官房政策課 調査室長 
  1987.04.12 職業会計人の体力づくり 高橋  威  
  1987.04.12 我事務所の病医院への対応 内田 延佳  
  1987.04.12 病医院経営合理化の実践的ツール 川原 邦彦  
  1987.04.12 今後の財政と社会保障 中島 義雄 大蔵省主計局 主計官 

特別研修会 東京 1987.06.03 シミュレーション活用による医療機関へのアプローチの
方法 

川原 邦彦  

  1987.06.03 ＭＭＰＧ医療専用シミュレーション・システムの実践と
医療機関への指導方法 

杉山 賢一 日本スリーエス㈱ 代表取締役 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第 14 回定例研修会 海外 1987.06.08 英国保険社会福祉省・私立病院   

  1987.06.09 デンマーク社会福祉省 訪問   
  1987.06.10 デンマーク社会・老人ホーム 訪問   
  1987.06.11 ノルウェー社会福祉省   
  1987.06.12 老人ホーム・私立病院・ミーティング   
  1987.06.15 スウェーデン社会福祉省・病院見学   
  1987.06.16 老人ホーム 2 ヵ所   

第 5 回職員研修会 東京 1987.07.03 北欧及び英国の視察研修報告 宮越 正広  
  1987.07.03 我事務所の病医院に対する記帳指導 広瀬 会計  
  1987.07.03 我事務所の病医院に対する記帳指導 堺会計事務所 日本スリーエス㈱ 研修部長 
  1987.07.04 ＭＭＰＧ医業専用経営シミュレーションの実践研修 高山 範雄  
  1987.07.04 ＭＭＰＧ医業専用経営シミュレーションの実践研修 浅岡 福治 日本スリーエス㈱ 代表取締役 
  1987.07.05 病医院の事業承継、相続対策の実例とそのポイント 杉山 賢一  

第 15 回定例研修会 東京 1987.08.28 業務提携推進強化対策 各法人代表  
  1987.08.28 我事務所における営業拡大戦略 関・吉田・菱村 メディクスシステムズ 代表取締役 

第 15 回定例研修会 東京 1987.08.28 病院経営におけるクレンディネスアンドサンテーションの
位置づけ 

松崎 亘良  

  1987.08.28 北欧及び英国の社会福祉医療に関する報告 斎藤 喬之  
  1987.08.29 個人医業所得かかる所得税対策 杉田 圭三  
  1987.08.29 ＭＭS 法人有効活用法 川原  宙  
  1987.08.29 医療法人の設立から節税対策 牧野 信彦  
  1987.08.29 相続税の実践的節税対策 小野寺一昭  
  1987.08.29 米国老人医療福祉事情報告 松田紘一郎  
  1987.08.29 フリートーキング 全員参加  

第 6 回職員研修会 東京 1987.09.18 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.09.18 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.09.19 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  

第 16 回定例研修会 札幌 1987.10.02 経営に関するコンサルティング能力を持った会計事務
所のメカニズム 

神  佳右 エヌピー通信社 取締役主幹 

  1987.10.02 医業経営指導実績－九州ブロック会－ 松田紘一郎  
  1987.10.02 国家財政からみた社会保障 中島 義雄 大蔵省 主計官 
  1987.10.03 決算マスについて 浅沼 邦夫  
  1987.10.03 我事務所における経営指導ツール 吉岡 和守  
  1987.10.03 医業経営近代化、安定化に関する懇談会、答申解

説 
川原 邦彦  

  1987.10.03 21 世紀に向けての医療の在り方 荻島 國男 厚生省大臣官房政策課 調査室長 
第 7 回青志会 東京 1987.11.05 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  

  1987.11.05 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.11.06 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.11.06 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.11.06 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  
  1987.11.06 「研修」体験学習スタイル 小暮  清  

第 17 回定例研修会 東京 1987.12.04 昭和 63 年度の組織活動強化方針と具体化 松田紘一郎  
  1987.12.04 老人保健施設の将来展望と具体的運営 宮島 俊彦 厚生省老人保健 課長補佐 
  1987.12.05 老人保健施設見学の発表と討議 各ブロック  
  1987.12.05 今年一年の医療界と振り返って 川原 邦彦  
  1987.12.05 土地に関する法制度の概要と税制について－地価は

どうなるか－ 
森下 俊夫  

  1987.12.05 各ブロックの昭和 63 年度の活動計画立案 各ブロック会  
第 18 回定例研修会 東京 1988.02.12 医療側の期待するコンサルタント像 瀬尾  攝 日本医師会 常任理事 

  1988.02.12 患者からみて望まれる病院像 水野  肇 医事評論家 
  1988.02.12 諸外国から見た日本の医療管理の現況 岩崎  榮 厚生省病院管理研究所 医療管理

部長 
  1988.02.12 21 世紀の医療技術・人間及び社会 渥美 和彦 東京大学医学部 教授 
  1988.02.13 医療界から信頼される医業コンサルタントを目指して 川原 興児 大蔵省主税局 税制第 3 課長 
  1988.02.13 我事務所が実践する医業指導ツール ＭＭＰＧ会員  
  1988.02.13 税制改革と今後の税務行政 野村 興児 大蔵省主税局 税制第 3 課長 

第 19 回定例研修会 松山 1988.04.08 我事務所経営について 高井 法博  
  1988.04.08 我事務所経営について 鯨井 基司  
  1988.04.08 我事務所の人材育成についてパネル・ディスカッション ＭＭＰＧ会員  
  1988.04.09 医業コンサルテーションの戦略ツール 川原 邦彦  
  1988.04.09 実践的相続対策 白井 敏夫 大和証券 営業企画部長 
  1988.04.09 21 世紀に向けての医療保険制度の展望 羽毛田信吾 厚生省保険局 企画課長 

第 8 回青志会大会 東京 1988.05.19 各ブロック会報告 各ブロック  
  1988.05.19 老健を中心とした各ブロック実践活動報告 各ブロック  
  1988.05.19 前回研修の成果及び実践活動報告 各ブロック  
  1988.05.20 患者アンケート調査の活用法 浅沼 経営  
  1988.05.20 診療圏調査の活用法 ＭＭＰＧ会員  
  1988.05.20 教育トレーナー研修 小暮  清  
  1988.05.20 老健施設運営ガイドブックの使い方と具体的ポイント 松田紘一郎  

第 20 回定例研修会 海外 1988.06.05 病院見学   
  1988.06.06 研修・ミーティング   
  1988.06.07 研修・ミーティング   
  1988.06.08 研修   
  1988.06.09 研修   
  1988.06.10 研修   

臨時所長研修会 東京 1988.07.08 Ｄ・Ｐ・Ｉ自己診断 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社  
  1988.07.08 海外定例研修会報告 佐々木直隆  
  1988.07.08 来院患者アンケート調査の活用方法 関博・石橋清  
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
  1988.07.08 病医院用確定申告重点検討表活用方法 吉岡 和守  
  1988.07.08 Ｄ・Ｐ・Ｉ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社  
  1988.07.09 新規歯科医院開拓プログラム 木村 光雄  
  1988.07.09 歯科医院増収増患プログラムの活用方法 杉田 圭三  
  1988.07.09 医業経営シミュレーションの戦略的営業展開 川原 邦彦  

第 9 回青志会大会 東京 1988.08.25 各ブロック会の報告 各ブロック会  
  1988.08.25 各ブロック会の実践活動報告 各ブロック会  
  1988.08.25 教育、研修実践報告 藤井経営  
  1988.08.25 プロビデンス病院報告 3 事務所  
  1988.08.25 5,000 万超、実践活動報告 3 事務所  
  1988.08.26 歯科基本統計調査活用法 海江田鉄男  
  1988.08.26 教育トレーナー研修 小暮  清  
  1988.08.26 教育トレーナー研修 小暮  清  
  1988.08.26 教育トレーナー研修 小暮  清  
  1988.08.27 各ブロック会勉強会（テーマ別） 各ブロック  
  1988.08.27 次回当番事務所報告テーマ発表 各ブロック  

第 22 回定例研修会 東京 1988.09.09 医業経営講座 1 川原 邦彦  
  1988.09.09 医業税務講座 1 吉岡 和守  
  1988.09.10 税制改革について 長野 厖士 大蔵省主税局 税制第 1 課長 
  1988.09.10 税制改革について 薄井 信明 大蔵省主税局 税制第 2 課長 
  1988.09.10 21 世紀に向けての精神衛生行政について 小林 秀資 厚生省保健医療局 精神保健課長 

第 10 回青志会大会 広島 1988.10.06 各ブロック会報告 各ブロック  
  1988.10.06 各ブロック別討議 各ブロック  
  1988.10.06 ＭＡS の実践報告・ＭS法人の実態 木村経営  
    九州ﾌﾞﾛｯｸ  
  1988.10.07 教育トレーナー研修 セールストークの種類と作成実

習 
小暮  清  

  1988.10.07 教育トレーナー研修 ロールプレイングの実習 小暮  清  
  1988.10.07 教育トレーナー研修 ロールプレイングの実習 小暮  清  
  1988.10.08 ＴＱＣのやり方、進め方 金井 一臣  
  1988.10.08 次回各ブロック別報告テーマ発表 各事務所  

第 1 回基礎講座  1988.10.21 医療法人設立手続き 吉岡 和守  
第 23 回定例研修会 金沢 1988.11.11 医業経営講座 2 川原 邦彦  

  1988.11.11 今、求められている看護婦さんの接遇応対 山本 和子 行動能力研究所 所長 
  1988.11.12 21世紀の医療供給体制構築に向かって厚生省は何

を考えどう行動しようとしているのか 
小島比登志 厚生省大臣官房政策課 調査室長 

  1988.11.12 我事務所経営の運営について 木村 光雄  
  1988.11.12 医療クライアントを増やす為の我事務所の体制づくり 菱村和彦他  

第 2 回基礎講座  1988.11.25 医療関連法規 藤井  泉  
第 3 回基礎講座  1988.12.09 医療行政の行方 菱村 和彦  
第 4 回基礎講座  1989.01.27 医療税務 広瀬 伸彦  
第 24 回定例研修会 東京 1989.02.10 医業経営講座 3 川原 邦彦  

  1989.02.10 消費税の実務的対応策について 平川 忠雄 平河税務会計事務所 所長 
  1989.02.10 高齢化社会に向けての今後の老人福祉対応につい

て 
辻  哲夫 厚生省大臣官房老人保健福祉部 

課長 
  1989.02.10 今後の医療の在り方と老人保健施設の運営について 若月 俊一 佐久総合病院 病院長 

第 25 回定例研修会 仙台 1989.04.07 我事務所経営について 関谷 義久  
  1989.04.07 パネルディスカッション我事務所の人材活用法 ＭＭＰＧ会員  
  1989.04.08 第 2 次医療法改正と今後打つべき革新経営戦略 川原 邦彦  
  1989.04.08 国保財政と今後の医療制度 大塚 義治 厚生省保険局 国民健康保険課長 
  1989.04.08 我国の国家財政と医療の在り方 中島 義雄 大蔵省主計局 企画担当主計官 

第 5 回基礎講座  1989.04.21 経営計画の建て方 西山 信之  
第 11 回青志会 東京 1989.04.22 一人医療法人の長・短所について   

  1989.04.22 国民医療総合対策本部の中間報告について   
  1989.04.22 医業経営の近代化・安定化について   
  1989.04.23 実践事例の発表   

  1989.04.23 営業方法の研究   
第 6 回基礎講座 東京 1989.05.26 老人保険施設の概要 松田紘一郎  
第 25 回定例研修会 米国 1989.06.06 ナーシングホーム見学・懇談会   

  1989.06.07 ＵSＣにて研修   
  1989.06.08 ＵSＣにて研修   
  1989.06.09 ＵSＣにて研修   
  1989.06.12 マウラニ・ナーシングセンター見学   

第 7 回基礎講座 東京 1989.06.23 財務管理 岡本  甫  
第 26 回定例研修会 東京 1989.07.07 プロビデンス商品開発チームの発表   

  1989.07.07 各種マニュアルの活用方法 ＭＭＰＧ会員  
  1989.07.07 事務所的経営戦略委員会の発表   
  1989.07.08 アメリカの老人医療・福祉供給システムから学ぶ 松田紘一郎  
  1989.07.08 第二次医療法改正のポイントと今後の医療 川原 邦彦  
  1989.07.08 在宅ケアの実践的進め方 松田 正子  

第 8 回基礎講座 東京 1989.07.21 増収・増患の指導方法 杉田 圭三  
第 9 回基礎講座 東京 1989.08.25 医療会計準則と病医院開設手続き 吉田  寿  
第 12 回青志大会 東京 1989.08.26 講演の訓練   

  1989.08.26 第 2 次医療法改正と今後の病医院経営 坂本 裕幸  
  1989.08.26 ＭＭS 法人の実際と運営方法 佐々木会計  
  1989.08.26 病医院のマーケティング 渋谷 辰吉  
  1989.08.27 病医院の戦略決定のための支援マニュアル活用方法 宮越 正広  
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
  1989.08.27 病医院の理念決定のための支援マニュアル活用方法 稲垣  攻  
  1989.08.27 予算、実績管理、C、Ｐプログラムのデモ 今泉 祐史  

第 27 回定例研修会 高松 1989.09.22 我事務所の医療への具体的取り組み ＭＭＰＧ会員  
  1989.09.22 病院の立直しと経営管理のポイント 高良 順三  
  1989.09.23 薬品の流通と行政 和田  勝 厚生省薬務局 経済課長 
  1989.09.23 病医院繁栄のための今打つべき７大革新経営戦略 川原 邦彦  
  1989.09.23 在宅ケア実践的進め方２ 村田 正子  

第 10 回基礎講座 東京 1989.09.29 病医院の内部管理の仕方 小暮  清  
第 1 回基礎講座 2期 東京 1989.10.20 医療法人の設立手続き 待山 克典  
第 28 回定例研修会 東京 1989.11.10 これからの医療マーケティング 長谷川 武 長谷川経営研究所 所長 

  1989.11.10 医療マーケティングの実際 渡辺 孝雄 トータル・サイエンス医療経営研究所 
所長 

  1989.11.10 海外定例研修商品開発の発表 海野  章  
  1989.11.11 厚生省の科学技術政策について 谷  修一 厚生省大臣官房審議官(健康政策) 
  1989.11.11 医療の供給体制に伴う病医院管理のポイント 小山 秀夫 厚生省病院管理研究所 主任研究

官 
青志会海外研修会 米国 1989.11.21 クイーンズメディカルセンター見学   

  1989.11.22 ナーシングホーム・ケアホーム見学   
  1989.11.23 Ｆ・Ｐ（不動産）視察・講義   

第 2 回基礎講座 東京 1989.11.24 医療関連法規 川圧 康夫  
第 13 回青志会 福岡 1989.12.07 講演の訓練 徳橋 光輝  

  1989.12.07 病医院のマーケティング 岩崎  修  
  1989.12.08 クリニック向け事業計画所システム 今泉 祐史  

  1989.12.08 ハワイ研修報告 森田 幸弘  
  1989.12.08 成功を約束するＭＡS の仕掛けとそのプロセス 神  佳右 事務所経営研究会 代表 
  1989.12.08 病医院のＭＡS の指導実例研究 各ブロック  
  1989.12.09 講演の訓練 岩崎  修  

第 3 回基礎講座 東京 1989.12.15 医療行政の行方 関   博  
第 4 回基礎講座  1990.01.26 医療税務 外村源太郎  
第 29 回定例研修会 熱海 1990.02.03 会計事務所で出来るＭＡS 浅沼 邦夫  

  1990.02.03 海外税務について 山口 時彦 監査法人トーマツ米国公認会計士 
  1990.02.09 給食サービスの効果的進め方 足立香代子 東京船員保険病院 栄養管理室長 
  1990.02.09 経営的観点からみた病医院の在り方と再点検 野口 哲英 メドックスグループ 代表取締役 
  1990.02.09 在宅ケアの実践的進め方 村田 正子  

第 30 回定例研修会 沖縄 1990.04.05 我事務所経営について 山内  靖  
  1990.04.05 我事務所経営について 糸数 哲夫  
  1990.04.05 海外税務について 洪水 啓次 監査法人トーマツ 代表社員 

  1990.04.06 今次の診療報酬改定と今後の医療政策 小林 秀賢 厚生省保険局 医療課長 
  1990.04.06 今、求められる病医院の経営戦略 川原 邦彦  
  1990.04.06 選択される老人保健施設のポイント 松田紘一郎  
  1990.04.06 変革下で求められる病医院の実践的経営対策 滝沢 壯治 滝沢経営研究所 所長 

第 31 回定例研修会 欧州 H02.06.10
～06.20 

欧州各国病医院・厚生省等見学   

統一実務研修会 大阪 1990.08.20 アメリカに学ぶ今後の医業経営戦略 盛  宮喜 日経メディカル 編集長 
  1990.08.20 病医院の活性化を促進する人事労務管理 石山  稔 聖路加国債記念病院 作業計画室

長 
  1990.08.20 90 年代の医業経営となる実践的マーケティング 長谷川 武 長谷川経営研修所 所長 
  1990.08.20 病医院の内部管理と教育研修のポイント 岡田玲一郎 社会医療研究所 所長 
  1990.08.20 21 世紀に向けての医業経営の在り方 川原 邦彦  
  1990.08.21 今後の税制改革について 野村 興治 国税庁長官官房総務課長 
  1990.08.21 高齢化社会における医療福祉行政と国家財政 中島 義雄 大蔵省主計局 総務課長 
  1990.08.21 老人福祉法改正と今後の老人福祉行政 中村 秀一 厚生省大臣官房老人福祉課長 
  1990.08.21 創造経営教育における病院の指導改善実例 佐藤 茂則 日本創造経営協会 

  1990.08.21 医業経営コンサルタント事務所への特化による事務
所活性化対策 

菱村 和彦  

統一実務研修会 東京 1990.08.24 高齢化社会における医療福祉行政と国家財政 中島 義雄 大蔵省主計局 総務課長 
  1990.08.24 老人福祉法改正と今後の老人福祉行政 岡光 序治 厚生省大臣官房老人福祉課長 
  1990.08.24 今後の税制改革について 野村 興治 国税庁長官官房総務課長 
  1990.08.24 21 世紀に向けての医業経営の在り方 川原 邦彦  
  1990.08.24 高齢化社会と医療財政 下村  健 前国税庁長官船員保険会 会長 
  1990.08.25 90 年代の医業経営の柱となる実践的マーケティング 長谷川 武 長谷川経営研究所 所長 
  1990.08.25 アメリカに学ぶ今後の医業経営戦略 盛  宮喜 日経メディカル 編集長 
  1990.08.25 病医院の活性化を促進する人事労務管理 石山 稔 聖路加国債記念病院 作業計画室

長 
  1990.08.25 医療法改正と長寿・福祉社会 清水 康之 社会保障制度審議会 事務局長 
  1990.08.25 医業経営コンサルタント事務所への特化による事務

所活性化対策 
吉岡 和守  

第 32 回定例研修会 宇都宮 1990.09.07 コンサルタントとしての病医院人材育成の進め方 佐藤 茂則 日本創造経営協会 
  1990.09.07 ＭS 法人の基準について 佐々木直隆  

  1990.09.07 我事務所経営について 浅沼 公子  
  1990.09.07 ポスト医療法改正 吉野 晶雄 医療ジャーナリスト 

第 33 回定例研修会 東京 1990.11.09 高齢化社会の進展と医療経済からみた今後の病医
院経営 

高木 安雄 社会保障研究所 

  1990.11.09 経営の現場からみた医療法改正後の病医院経営戦
略 

玉木 義郎 神奈川県田名病院 理事・事務長 

  1990.11.09 情報戦略と SＩS 河端 文弌 株式会社シーテック 代表取締役 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第 34 回定例研修会 東京 1991.02.07 理事会議案   

  1991.02.07 平成 2 年度事業活動報告   
  1991.02.07 株式会社シナブスの設立経過と運営方針   

第 36 回定例研修会 沖縄 H03.09.05
～09.06 

新しい天皇家と沖縄 河原 敏明 皇室ジャーナリスト 

   医療人類学と病医院経営者のあり方 鈴木 丈織 五大塾塾長 
   91 年度の不動産市場と今後の動向及びクライアント

指導法～不動産価格はどうなるのか～ 
幸田 昌則 ネットワーク８８代表 

第 37 回定例研修会 広島 1991.11.08 ＭＭＰＧの将来方向と組織運営強化基本方針及び
会員事務所の経営拡充対策 

川原 邦彦  

  1991.11.08 人手不足・人材難時代を乗り切る ～人材を人財に
する戦略活性技法～ 

神  佳右  

  1991.11.08 生保外務員申告システムの概要 西山  進  
  1991.11.09 コンサル技法の成功事例 岡田玲一郎 社会医療研究所 所長 
  1991.11.09 医薬品の建値制導入と流通改革 中原 洋一 株式会社サンギ 戦略計画委員会 

幹事 
  1991.11.09 医薬品の建値制導入による病医院経営への影響と

実務対策 
奈良 静鴻 医療法人寿尚会陽病院 事務長 

第 38 回定例研修会 東京 1992.02.06 クライアント獲得 50 件・倍増作戦の取り組みについて 川原 邦彦  
  1992.02.06 医専問屋取り組み成功事例 パート１ 吉岡 和守  
  1992.02.06 医専問屋取り組み成功事例 パート 2 斎藤 喬之  
  1992.02.06 診療報酬改正にともなう病医院の具体的経営対策 梅津 勝男 医療法人浩邦会日比谷病院 庶務

課課長 
  1992.02.07 歯科医院の現状分析と今後の経営のあり方 川原 邦彦  

  1992.02.07 医業経営者の福祉事業への具体的取り組み 小山 秀夫 国立医療・病院管理研究所 医療
経済研究部長 

  1992.02.07 経営指導の中での必要商品の活用と位置付け 川原 邦彦  
    西山 信之  
  1992.02.07 患者アンケート活用 etc. 藤井  泉  
  1992.02.07 院長の四季の活用 etc. 浅沼 邦夫  

第 39 回定例研修会 京都 1992.04.10 行政が示唆する 21 世紀医療供給制度のゆくえ 清水 康之 総理府 

  1992.04.10 診療報酬改定の総括と将来の方向 小野 昭雄 厚生省 
  1992.04.10 薬価行政における今日的課題と将来方向 藤井 康弘 厚生省 
  1992.04.10 4.1 革命に対応する医業経営コンサルノウハウ 川原 邦彦  

第 40 回定例研修会 東京 1992.07.08 第 2 次医療法改正の中味と病医院の経営戦略 川原 邦彦  
  1992.07.08 迫りくるＰＬリスクとこれからの企業経営 小坂伊左夫 大東京火災 
  1992.07.09 薬価基準の改訂対応と効果的医薬分業の進め方 伊藤  昭 伊藤医薬経営研究所 

  1992.07.09 今後の老人医療対策 山名 規雄 厚生省 
  1992.07.09 ホスピタリティー理念を具現化した全員参画の病院経

営 
新村  明 篠ノ井病院 

第 41 回定例研修会 東京 1992.09.11 監査法人の役割 恩田  勲 センチュリー監査法人 
  1992.09.11 医療機関がコンサルタントに求める指導ポイント 中野 隆男 本島総合病院 
  1992.09.11 診療報酬改定後の経営実態と自院がとった予防･対

応策 
梅津 勝男 日比谷病院 事務次長 

  1992.09.11 落ち込む景気の中味と地場企業経営社の打ち手の
ポイント 

渡辺 良行 毎日新聞 

  1992.09.11 コンサルの立場からの指導方法の詳細 麻生 玲子 日本医療事務センター 

第 42 回定例研修会 新宿 1992.11.12 我事務所のコンサル体制とコンサル手法の具体的公
開 

藤井  泉  

  1992.11.12 我事務所の人材育成と社長の仕事 佐々木直隆  
  1992.11.13 コンサル能力養成講座パートⅡ 佐藤 澄男・ 

松原 智史 
  1992.11.13 医療クライアント拡大を実現する所長の役割と具体

的仕事 
小川 治重  

第 43 回定例研修会 東京 1993.02.09 90 年代における医業経営コンサルタントのあり方と第
3 次医療法改正と病医院の経営戦略 

川原 邦彦  

  1993.02.09 国民医療の動向と医療法改正 皆川 尚史 厚生省 
  1993.02.09 始まった施設類型化と診療所の戦略的経営対応 関根  博  
  1993.02.09 バブル崩壊後の国家財政と医療費の位置付け 田谷 廣明 大蔵省 
  1993.02.09 21 世紀に向けての医療のあり方 水野  肇 医事評論家 

第 44 回定例研修会 札幌 1993.06.03 最高幹部会   
  1993.06.03 総会   
  1993.06.03 多様化するコンサル領域での本格指導事例発表 川原 邦彦  
  1993.06.03 中医協委員が語る時期診療報酬改訂の行方 竹内  貫 北広島病院 理事長 
   ～明確化が予想される類型機能別改訂ポイント～   
  1993.06.04 北海道における老人医療対策 山崎 史郎 北海道保健環境部 成人保健課長 
  1993.06.04 成果を確保する脱薬価差依存体質への実践的打ち

手のポイント 
海北 幸男 医療法人きっこう会 事務局長 

  1993.06.04 保険財政の展望と今後の病医院の対応課題 和田  勝 厚生省保険局 企画課課長 
第 45 回定例研修会 東京 1993.09.09 最高部会   

  1993.09.09 総会   
  1993.09.09 医療機関サイドから見た診療報酬体系の問題点と

改訂への要望課題 
海津 勝男 日比谷病院 事務次長 

  1993.09.09 崇高な医療理念が支える医療・福祉・保険の融合
事例 

永見 憲吾 ＩＧＬ公益事業グループ 理事長 

   ～ゴールドプランの推進（福祉を軸にした医療の構
築）～ 

  1993.09.10 部門別原価計算の導入プロセスとその成果事例 松本  力 医)愛仁会本部 財務・広報部長 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
  1993.09.10 戦略経営対応を支える人事評価制度の導入とその

成果事例 
浅田 俊勝 東住吉森本病院 事務長 

  1993.09.10 療養型病床群とケアミックス導入による経営、収支好
転事例 

市川 英彦 リハビリテーション鹿教湯病院 院長 

第 46 回定例研修会 大阪 1993.11.11 最高部会   
  1993.11.11 総会   
  1993.11.11 施設類型化と戦略的医業態様 ～変化する患者の

流れと連携の在り方～ 
川原 邦彦  

  1993.11.11 コンサルの立場から見た在宅医療・介護の現状と課
題 

服部万里子 (株)服部メディカル研究所 所長 

  1993.11.12 医療保険政策の動向と診療報酬基本問題小委員
会報告 

皆川尚氏史 厚生省 

  1993.11.12 定額制導入による収支好転事例発表 生田  穂 日野病院 事務長 
  1993.11.12 医薬品の効果的購買管理実践事例 梅津 勝男 日比谷病院 事務次長 

第 47 回定例研修会 東京 1994.02.09 最高幹部会・総会   
  1994.02.09 21 世紀を展望する 川原 邦彦  
  1994.02.09 付添い看護の院内化 ～看護と介護の在り方（含職

員の確保）～ 
玉木 義郎 白寿会田名病院 事務長 

  1994.02.09 給食の自己負担導入が病院経営に与える影響 山岡 直方 日清医療食品(株) 近畿支店長 
  1994.02.10 次期診療報酬改訂の課題と医業経営 小野 昭雄 厚生省大臣 

第 48 回定例研修会 名古屋 1994.04.07 病院機能評価を導入した先進取り組み成功事例 亀田 隆昭 医療法人鉄蕉会 副理事長 
  1994.04.07 保健・医療福祉の供給体制の変化と行方 小山 秀夫 国立医療病院管理研究所 部長 
  1994.04.07 今次診療報酬改定の基本的考え方と具体的内容 篠崎 英夫 厚生省保健局 医療課長 
  1994.04.07 経営的視点からみた診療報酬改定への戦略対応 川原 邦彦  

第 49 回定例研修会 岡山 1994.09.08 未来型病院に向けての成功事例発表 松村 耕三 松村総合病院 理事長 
  1994.09.09 税制改革と国家財政の未来展望 森信 茂樹 大蔵省主税局 調査課長 
  1994.09.09 診療報酬改定により変化したコンサル技法 川原 邦彦  
  1994.09.09 (有床)診療所の活性化対策実務指導 藤井  泉  
  1994.09.09 医療法人の現代と求められる制度改革 神尾 友和 日本医療法人協会 会長 

  1994.09.09 成果を生み出す看護体制と経営管理実務 伊藤  研 医法)大雄会 会長 
第 50 回定例研修会 東京 1994.11.11 新看護体系の先進的対応成果事例 真鍋 敏郎 医法)北辰会 理事 

  1994.11.11 今次診療報酬改定による影響分析と現場対応 浅田 俊勝 東住吉森本病院 事務長 
  1994.11.11 保健・医療・福祉対策の今後の在り方と医療保健 辻  哲夫 厚生省保険局 企画課長 
  1994.11.11 コンサルタントから見た中小病院の実像 川原 邦彦  

第 51 回定例研修会 鹿児島 1995.02.09 家政婦紹介制度の活用による付き添い介護解消の
具体的ツール 

竹森 幹雄 (株)ケアサポートセンター 代表取締
役 

  1995.02.10 病診連携の実践成功事例 神尾 友和 日本医療法人協会 会長 
  1995.02.10 老人デイケアの承認申請と効果的な運営の実際 真鍋 敏郎 医療法人北辰会 理事 
  1995.02.10 中小病院・診療所に期待される在宅ケアとその実際 金原 俊次 三恵会西ヶ原病院 理事長 
  1995.02.10 在宅介護支援センターの開発と効果的な運営の実

際 
廣江  研 社会福祉法人養寿会 理事長 

第 52 回定例研修会 東京 1995.04.13 訪問看護ステーションの承認申請と効果的な運営の
実践 

廣江  研 社会福祉法人養寿会 理事長 

  1995.04.14 多角化経営に取り組んだ苦労（手順）と成功実践事
例 

黒沢 正憲 医療法人恵仁会 理事長 

  1995.04.14 21 世紀の医制と病院経営を予測する 水野  肇 医事評論家 
  1995.04.14 大蔵省からみた今後の医療政策 丹呉 泰研 大蔵省主計局 主計官(厚生・労働

担当) 
  1995.04.14 高齢化社会における税体系 福田  進 大蔵省主税局 税制第一課長 
  1995.04.14 21 世紀に向けた保健、医療政策と医療機関の経営

健全化対策 
谷  修一 厚生省健康政策局 局長 

第 53 回定例研修会 千葉 1995.06.02 老人保健・医療・福祉の今後の推進策 阿部 正俊 厚生省老人保健福祉局 局長 
  1995.06.03 (シンポジウム)中小病院に求められる役割と将来像 竹内  實 

木村 佑介 
高木 安雄 
川原 邦彦 

医社)北広島病院 理事長 
木村病院 院長 
社会保障研究所 調査部長 

  1995.06.03 高収益事務所を実現した多角化経営 高井 法博 (株)タクト経済研究所 代表取締役 
  1995.06.03 ソフト開発と有効活用の実際 浅沼 邦夫 (株)浅沼経営センター 代表取締役 
  1995.06.03 経営塾の継続実施とその成果 秋田 文行 秋田会計事務所 所長 
  1995.06.03 入院部門と外来部門の分離 ―新クリニックのコンセ

プトと戦略― 
亀田 隆明 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 副

理事長 

第 55 回定例研修会 仙台 1995.11.17 ドイツにみる介護保険の実態とわが国への援用と課
題 

吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 

  1995.11.17 訪問看護ステーションの経営的取り組み成功事例 瀬戸 泰士 特定医療法人明和会 会長、中通
総合病院 院長  

  1995.11.18 医業経営の視点からみた第三次医療法改正への提
言 

竹内  實 中央社会保険医療協議会 委員 
医社)北広島病院 理事長 

  1995.11.18 支払い者側からみた医療保険制度改革像 下村  健 元社会保険庁長官 健康保険組合
連合会 副会長･専務理事 

第 56 回定例研修会 東京 1996.02.09 現場からみた今後の老人医療のあり方 天本  宏 医財)天扇会天本病院理事長・院
長  

  1996.02.09 第三次医療法改正のポイントと今後の医療法人の
役割 

神尾 友和 社)日本医療法人協会会長、医財)
神尾記念病院 理事長 

  1996.02.10 21 世紀に向けての病院管理 河北 博文 社)日本病院会 理事、医財)河北
総合病院 理事長 

  1996.02.10 民間企業における在宅介護サービスのあり方 対馬 徳昭 株式会社ケアサービス 代表取締役 
  1996.02.10 今後の厚生行政のあり方と医療供給の変革 伊藤 雅治 厚生省大臣官房審議官(科学技

術・児童家庭担当） 
第 57 回定例研修会 東京 1996.04.12 ケアプランとケアマネジメント －使命感に基づく先進

取組事例－ 
齋藤 正身 医法)真正会霞ヶ関南病院病 院長 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
  1996.04.12 急性期医療にこだわる 21 世紀の医療戦略－差質

化を実現する高度医療の展開例－ 
佐田 正之 医社)佐田厚生会佐田病院 理事

長 
  1996.04.13 今次診療報酬改定のポイントと医療構造の転換 下田 智久 厚生省保険局医療課 課長 
  1996.04.13 診療報酬改定の影響と病医院の具体的経営対応-

民間病院の生存策を探る- 
川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 

  1996.04.13 我が国における介護保険・介護システムの骨格と機
能類型化別の役割と対応 

水野  肇 老人保健福祉審議会 会長代理 

第 58 回定例研修会 函館 1996.07.12 病院機能評価導入による医療の質向上への具体策 橋本 廸生 国際医療福祉大学 教授 
  1996.07.12 中小病院の現状と課題 宮坂 雄平 社)日本医師会 常任理事 
  1996.07.13 医薬分業と今後の病院経営 －調剤薬局の視点か

ら－ 
南雲  正 第一臨床検査センター 専務取締役 

  1996.07.13 医療市場の特性と今後の医療サービスの在り方 井原 哲夫 慶応義塾大学 教授 
  1996.07.13 無床クリニックの戦略的経営多角化事例－信頼され

る在宅医療の百貨店として成長－ 
福岡 靖介 医法)福寿会 理事長 

第 60 回定例研修会  1996.10.18 3 年後の悪性インフレが医業経営に及ぼす影響-２１
世紀に向かっての景況をよむ- 

澤上 篤人 さわかみ投資顧問株式会社 代表
取締役 

  1996.10.18 経営合理化を実現する給食外注の進め方 中村 清彦 社)日本メディカル給食協会 会長 
  1996.10.19 ドイツ、デンマークにみる介護保険、介護システム及び

介護サービスの実態検証と将来像 
吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 

  1996.10.19 介護保険、介護システム導入による保険制度改革
の全体像 

和田  勝 厚生省大臣官房審議官 

第 61 回定例研修会 新横浜 1997.01.24 今後の病院機能評価の実践と経営改善 高柳 和江 学校法人日本医科大学 助教授 
  1997.01.24 ターミナルケアを基本とした全人的医療の実践事例 

末期医療を軸に新時代の癒しの環境を学ぶ- 
蓮見賢一郎 医社)珠光会聖ヶ丘病院 理事長・

院長 
  1997.01.25 医療法人制度の改正を読む  特別医療法人等の

性格・課題とその対応- 
松田紘一郎 ＭＭＰＧ 副理事長 

  1997.01.25 今後の診療報酬体系の方向づけ 今田 寛睦 厚生省保険局医療課 課長 
  1997.01.25 制度改革をめぐる病医院の影響と対応策 経営基盤

を大きく揺るがす制度（構造）改善の全容と経営対応
の考察- 

川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 

第 62 回定例研修会 東京 1997.04.18 福祉側から見た介護保険・介護システムの具体的対
応策 

田島 誠一 聖隷福祉事業団総合病院聖隷三
方原病院 理事・事務長 

  1997.04.18 苦境を乗り越え療養型を核にした施設類型化の成
功事例 

市川 英彦 リハビリテーションセンター鹿教湯病院 
院長 

  1997.04.19 行革の進展と 21 世紀の社会保障制度の実像を読
む 

長野 祐也 政治評論家、元厚生政務次官 

  1997.04.19 今次診療報酬改定が及ぼす影響と今後の民間病
院の役割と方向性 

秀嶋  宏 社)全日本病院協会 会長 

  1997.04.19 今次診療報酬改定への中小病院の経営対応実務 玉木 義朗 医社)白寿会田名病院 理事・事務
局長 

第 63 回定例研修会 東京 1997.07.11 米国医療の実態（含ＤＲＧの現状）と我が国医療の
歩む道 

須磨 忠昭 福山長寿健康財団東京事務所 所
長 

  1997.07.11 医療保険制度改革の全容と介護保険の位置づけ 高木 安雄 仙台白百合女子大学 教授前社会
保障研究所 調査部長 

  1997.07.12 平均在院日数の短縮を実現した具体的経営対応
事例 

川添  昇 医法)近森会近森病院 常務理事 

  1997.07.12 急性期病院におけるケアミックスの経営改善事例 青木 伸弘 医法)大仁会横浜だいじん病院 理
事長 

  1997.07.12 特別養護老人ホームの運営と経営実態 廣江  研 社会福祉法人養寿会 理事長 
第 65 回定例研修会 東京 1997.10.17 平均在院日数短縮の実践ポイントと効果的な部門

別管理の進め方 
谷田 一久 社)病院管理研究協会 専門調査

役 
  1997.10.17 21 世紀を踏まえた我が国の医療保険制度の在り方 下村  健 健康保険組合連合会 副会長･専

務理事 
  1997.10.18 健保法改正後の診療所における老人医療・福祉戦

略 
青木 佳之 医法)青木内科小児科医院 理事

長･院長 
  1997.10.18 米国における先進医療システムの理解と医療ビジネス 吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 
  1997.10.18 健保法改正に対する具体的対応実務 浅田 俊勝 医法)橘会東住吉森本病院 常務

理事 
第 66 回定例研修会 新横浜 1998.01.23 介護保険・介護システムの全容と医療・福祉施設の

具体的役割・機能 
栃本一三郎 上智大学文学部 助教授、参議院

厚生委員会調査室 調査員 
  1998.01.23 本格化する医薬分業の具体的経営対応実務 佐藤 勝浩 川原経営総合センター企画開発部 

次長、福井医科大学薬理学部 講
師 

  1998.01.24 財政構造改革が医療諸制度改革に及ぼす影響と
改革の将来見通し 

阿部 正俊 参議院議員、前厚生省老人保健福
祉局長 

  1998.01.24 制度改革下における今次診療報酬改定の位置付け
と今後の方向性 

竹内  實 特定医療法人即仁会 理事長 

  1998.01.24 大変革を迫られる２１世紀初頭までの医療・福祉界
の経営対応を総括する 

川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 

第 67 回定例研修会 東京 1998.04.17 療養型病床群への全転換に踏み切った病院のサバ
イバル戦略事例 

大庭 義人 医社)健育会竹川病院 院長 

  1998.04.17 急増する医療・医事の訴訟問題と医療機関の対応
策 

須田  清 須田法律事務所 所長、元東京弁
護士会 副会長 

  1998.04.18 療養型病床群転換における問題点と効率的転換方
法 

安藤 高朗 医社)永生会永生病院 理事長･院
長 

  1998.04.18 我が国の医療・福祉ビッグバンを探求する 西村 周三 京都大学経済学部 教授 
  1998.04.18 介護保健創設を目前にした有床診の具体的経営対

応 
草刈兵一郎 全国有床診療所連絡協議会副会

長 
第 68 回定例研修会 東京 1998.07.10 “聖路加の決断”新しい人事評価制度の導入成果 齋藤 壽明 財)聖路加国債病院人事課 マネー

ジャー 
  1998.07.10 成功する医療ニュービジネスとその実状 布施 泰男 株式会社日債銀総合研究所 産業
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
調査部長 

  1998.07.11 インターナル・マーケティングとその効果的な取組手法 島津  望 国際医療福祉大学医療福祉学部 
助教授 

  1998.07.11 当院におけるクリティカル・パス法を活用した看護業務
改善 

山崎  絆 社福)恩賜財団東京都済生会中央
病院 看護担当 副院長 

  1998.07.11 日本版ＤＲＧ導入を見通した急性期病院の経営戦
略 

鈴木 隆夫 医財)愛心会湘南鎌倉総合病院 
名誉院長 

第 70 回定例研修会 東京 1998.10.16 米国医療事情にみる我が国医療の近未来像 吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 
  1998.10.16 高齢化する日本経済 ～21 世紀への展望～ 山村  浩 株式会社ニッセイ基礎研究所 専務

理事 
  1998.10.16 ２１世紀の扉を開く医療ビッグバン 上條 俊昭 財)医療経済研究機構 専務理事 
  1998.10.17 日本版ＤＲＧ／ＰＰS の行方と将来性 川渕 孝一 日本福祉大学 教授、日医総研 主

任研究官 
  1998.10.17 介護保険制度を睨んだ訪問看護ステーション事業の

展開 
服部万里子 株式会社服部メディカル研究所 所

長 
  1998.10.17 第三次医療法改正に伴う医療法人の事業多角化

戦略 
福岡 靖介 医療法人福寿会 理事長 

第 71 回定例研修会 新横浜 1999.01.22 ２１世紀の医療と医業経営 川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 
  1999.01.22 介護保険制度のポイント ～ケアマネジャーの役割と

その重要性～ 
是枝 祥子 東京都介護福祉会 会長 

東京都介護支援専門員 指導員 
  1999.01.22 ２１世紀への展望 ～民間病院が今なすべきことは

～ 
秀嶋  宏 社)全日本病院協会 会長 

  1999.01.23 高齢・少子社会を見据えた医療供給体制の近未来
像 

宮坂 雄平 社)日本医師会 常任理事 

  1999.01.23 保険者機能強化に向けての健保連の将来ビジョン 下村  健 健康保険組合連合会 副会長･専
務理事 

  1999.01.23 介護保険制度のポイントⅡ ～介護報酬体系の行
方と将来像～ 

加藤 隆正 介護療養型医療施設連絡協議会 
会長 

第 72 回定例研修会 福岡 1999.04.16 ２１世紀型統合ヘルスシステムの構築に取り組む民
間病院 

青木 伸弘 医社)だいじん会 理事長 

  1999.04.16 医療機関はいかに福祉マーケットを経営に取り組むべ
きか 

春山  満 株式会社ジェイケア 代表取締役 

  1999.04.16 中小病院の経営指針決断を迫る第四次医療法改
正の概要 

水野  肇 老人保健福祉審議会 会長代行 

第 73 回定例研修会 東京 1999.07.09 経営的視点から見た療養型病床群医療型・介護型
の病床配分 

竹内  實 特定医療法人即仁会 理事長 

  1999.07.09 介護保健施行を直前に控えた病院、老健の経営対
応 

志賀 周郎 中町赤十字病院 院長、社)全国老
人保健施設協会副会長 

  1999.07.09 急慢分離を図りながら実現した当院の医療サービス
向上策 

相澤 孝夫 特定医療法人慈泉会 理事長 

第 75 回定例研修会 東京 1999.10.15 米・豪ＤＲＧ運用システムの比較と我が国が学ぶべき
ポイント 

吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 

  1999.10.15 ２１世紀の我が国病院機能のあり方を再整理する 高木 安雄 仙台白百合女子大学人間学部 教
授 

  1999.10.15 介護報酬体系の全容と医療機関の経営対応 栃本一三郎 上智大学文学部 助教授 
第 76 回定例研修会 東京 2000.01.21 ２１世紀の医療・福祉界を展望 ～医療・福祉複合

の時代へ～ 
川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 

  2000.01.21 ２１世紀の経済展望 ～世界経済と日本経済の未
来像～ 

竹中 平蔵 慶応義塾大学総合政策学部 教授 

  2000.01.21 事例①医療・福祉の複合化による２１世紀型病院
戦略 

沼尾 嘉時 医社)洋精界･社福)宝生会 理事長 

  2000.01.21 事例②急性期医療を主眼とした機能多角化戦略 浅田 俊勝 医)橘会東住吉森本病院 常務理
事 

第 77 回定例研修会 高知 2000.04.14 規制緩和が医業経営に与える影響 川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 
  2000.04.14 平成１２年度診療報酬改定にみるこれからの病・医

院経営 
竹内  實 特別医療法人即仁会 理事長 

  2000.04.14 急性期病院の勝ち残り経営戦略 ～医療の質の向
上（ＭＱＩ）活動について～ 

飯田 修平 財)東京都医療保健協会練馬総合
病院 院長 

  2000.04.14 医療・保険・介護制度大改革をどう乗り切るか！  水野  肇 医事評論家 
第 78 回定例研修会 東京 2000.07.14 保健・医療・福祉複合体と２１世紀初頭の医療・福

祉 
二木  立 日本福祉大学 教授 

  2000.07.14 事例Ⅰ 巨大ヘルスケアシステムにみる聖隷福祉事
業団の未来構想 

田島 誠一 社福)聖隷福祉事業団 理事、奈良
ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園 総園長 

  2000.07.14 ヘルスケアタウン・ウェルフェアタウンの構築とその拠点の
有効活用 

廣江  研 社福)養寿会 理事長、医)養和会 
理事 

第 80 回定例研修会 東京 2000.10.20 平成 12年度海外定例研修会報告 ～ドイツ・スウェ
ーデンの医療・福祉事情～ 

吉岡 和守 ＭＭＰＧ 筆頭専務理事 

  2000.10.20 民間初の地域医療支援病院をめざして 川西 秀徳 医)仁愛会浦添総合病院 院長 
  2000.10.20 療養病床の行方、当院の慢性期医療ならびに介護

保険戦略 
長谷川 均 霞ヶ関中央病院 事務局長 

  2000.10.20 米国マネジドケアにみる我が国医療制度の行方 西田 在賢 川崎医療福祉大学 教授 
第 81 回定例研修会 東京 2001.01.19 中小病院の視点から見た医療制度改革の行方 木村 佑介 社)東京都医師会 理事、木村病院 

院長 
  2001.01.19 競争原理の導入と医業経営 川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 
  2001.01.19 支払者側の視点から見た医療保険制度改革の行

方 
下村  健 健康保険組合連合会 副会長･専

務理事 
第 82 回定例研修会 神戸 2001.04.13 生き残りを賭けた中小民間病院の急性期経営戦略 川原 弘久 医療法人偕行会名古屋共立病院 

理事長 
  2001.04.13 病床区分後を睨んだこれからの療養病棟戦略 川合 弘毅 医療法人若弘会若草第一病院 理

事長 
  2001.04.13 医療・保険制度改革後の医業経営 水野  肇 医事評論家 



9 

研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第 84 回定例研修会 東京 2001.07.13 医療か介護か、平成15年 8月を見据えたこれからの

療養病床戦略 
安藤 高朗 医療法人社団永生会 理事長 

  2001.07.13 医療･介護複合化戦略のインパクト 経営数値に見
る介護保険導入後 

沼尾 嘉時 医療法人洋精会･社会福祉法人宝
生会 理事長 

  2001.07.13 マネジドケアの現状と米国急性期病院に学ぶ一般病
床経営戦略 

吉岡 和守 ＭＭＰＧ 専務理事 

  2001.07.13 自治体病院の経営改善事例と今後の方向性 小國 圭三 社会法人団体全国自治体病院協
議会全国自治体病院開設者協議
会 係長 

第 86 回定例研修会 東京 2002.01.25 コンサルタントの視点から見た 21 世紀型医業経営の
あり方 

川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 

  2002.01.25 神尾記念病院が実践する優勝組へのマネジメント･パ
スポート 

神尾 友和 医療法人財団神尾記念病院 理事
長 

  2002.01.25 日本経済の先行きと社会保障制度としての医療制
度改革の帰着点 

渡辺 俊介 日本経済新聞社論説委員会 論説
委員 

  2002.01.25 医療制度改革と診療報酬改定の方向性 木村 佑介 社団法人東京都医師会 理事、木
村病院 院長 

第 88 回定例研修会 東京 2002.07.11 医療制度改革下におけるこれからの一般病床戦略 飯田 修平 (財)東京都医療保健協会練馬総合
病院 理事長･院長 

  2002.07.11 療養病床生き残り戦略としての回復期リハ病棟 石川  誠 医療法人社団輝光会初台リハビリテ
ーション病院理事長･院長 

  2002.07.11 医療制度改革下の多角化戦略 福岡 靖介 医療法人社団福寿会 理事長 
第 89 回定例研修会 東京 2002.10.17 新たな体系での医療機能評価の受審と情報開示 岩崎  榮 学校法人日本医科大学 常務理事 

  2002.10.17 クリニカルパスによる効率化と質の担保 副島 秀久 社福)恩賜財団済生会熊本病 院
腎･泌尿器ｾﾝﾀｰ部長 

  2002.10.17 安全な医療の推進～リスクマネジメントの視点から 田浦和歌子 日赤東京都支部武蔵野赤十字病
院看護部 副部長 

第 90 回定例研修会 東京 2003.01.16 医業経営の質の向上と効率化 川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 
  2003.01.16 急性期病院としての最後の生き残り戦略 萩原 輝久 ㈱ヘルスケア経営研究所 代表 
  2003.01.16 わが国ヘルスケアシステムの展望 幸田 正孝 社福)恩賜財団済生会 理事長 

第 92 回定例研修会 東京 2003.07.10 病床区分後を見据えた新たな医療提供体制のあり
方 

木村 佑介 社)全日本病院協会代議員会 副
議長、木村病院 院長 

  2003.07.10 病床区分後を見据えた急性期病院の経営戦略 近森 正幸 医療法人近森会近森病院 理事
長･院長 

  2003.07.10 病床編成を戦略的に考える～療養病床を主にした
ケアミックス型病院の選択 

金澤 知徳 医療法人金澤会青磁野病院 理事
長･院長 

第 94 回定例研修会 東京 2004.01.15 医療法人制度を巡る改革の芳香性とその対応策 川原 邦彦 ＭＭＰＧ 理事長 
  2004.01.15 21 世紀第一四半期のおける医療提供体制の変革と

その帰着点 
濃沼 信夫 東北大学大学院系研究科 教授 

  2004.01.15 平成 16 年診療報酬改定の方向性と経営対応 中林  梓 ㈱ASK 梓診療報酬研究所 代表取
締役 

第 96 回定例研修会 東京 2004.07.22 診療報酬包括時代のコスト管理～DPC 拡大、療養
病床への包括制度導入の備えて 

竹田  秀 財団法人竹田綜合病院 理事長 

  2004.07.22 病院会計準則の基本的考え方と適用準備 石井 孝宜 ＭＭＰＧ 理事会員 
  2004.07.22 医療過誤訴訟の実態と経営対応 森山  満 森山経営法律事務所 弁護士 

第 98 回定例研修会 東京 2005.01.20 平成 18 年医療・介護制度改革が医業経営に及ぼ
す影響～医業経営激変の状況分析と勝利の方程
式を探る～ 

萩原 輝久 ㈱ヘルスケア経営研究所 代表 

  2005.01.20 坂出市立病院 閉院勧告から超優良病院までの軌
跡とその後～率先垂範による抜本的経営改善事例
～ 

塩谷 泰一 坂出市立病院 名誉院長 

  2005.01.20 社会保険病院にみる経営改善の現状と将来展望～
進む保険者病院としての積極的取組み事例～ 

伊藤 雅治 社団法人全国社会保険協会連合
会 理事長 

第 100 回定例研修会 東京 2005.10.20 診療報酬･介護報酬改定の行方 基調講演 麦谷 眞里 厚生労働省保険局 医療課長 
  2005.10.20 診療報酬･介護報酬改定の行方 基調講演 三浦 公嗣 厚生労働省老健局 老人保健課長 
   診療報酬･介護報酬改定の行方 シンポジウム 座

長 
水野  肇 医療経済ﾌｫｰﾗﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ副会長、

MMPG 副会長、医事評論家 
   診療報酬･介護報酬改定の行方 シンポジウム シン

ポジスト 
櫻井 秀也 日本医師会 副会長 

    西村 周三 京都大学経済学研究科 教授 
    福田 淳一 財務省主計局 主計官 
    松浦 稔明 坂出市長（中央社会保険医療協議

会委員） 
    渡辺 俊介 日本経済新聞社論説委員会 論説

委員 
    佐々木直隆 ＭＭＰＧ 専務理事 
   診療報酬･介護報酬改定の行方シンポジウム 指定

発言者 
麦谷 眞里 厚生労働省保険局 医療課長 

第 101 回定例研修会 東京 2006.01.20 激動の医療界の先行きを読む 水野  肇 ＭＭＰＧ 副会長  
  2006.01.20 介護報酬改定にみる介護ビジネスの将来方向と経

営対応 
廣江  研 社会福祉法人こうほうえん 理事長 

  2006.01.20 2006 年医療制度改革が医療界に及ぼす影響と課
題 

渡辺 俊介 日本経済新聞社論説委員会 論説
委員 

第 103 回定例研修会 東京 2006.07.14 医療制度改革の流れと今後 近藤純五郎 元厚生労働省 事務次官、ＭＭＰＧ 
顧問弁護士 

  2006.07.14 どうなる中小一般病院！～診療報酬改定、第五次
医療法改正の影響 

竹内  實 特別医療法人即仁会医療経営研
究所 所長、社会医療法人協議会 
代表幹事 

  2006.07.14 どうする療養病床！永生病院の起死回生戦略 飯田 達能 医療法人社団永生会永生病院 院
長 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第 105 回定例研修会 東京 2007.01.19 2007 年医療・福祉界の動向を見据えたＭＭＰＧの

果たす役割 
大山  哲 ＭＭＰＧ 代表理事 

  2007.01.19 我が国の社会保障制度のあるべき姿 川崎 二郎 前厚生労働大臣、衆議院議員 
  2007.01.19 医療法人会計の基準の動向と実務対応 五十嵐邦彦 監査法人エムエムピージー・エーマック 

代表社員 
  2007.01.19 医療法改正後の医療法人の税務問題 品川 芳宣 早稲田大学大学院会計研究科 客

員教授 
第 107 回定例研修会 東京 2007.07.20 マスコミの視点から見た我が国医療制度改革の現況

とその帰着点 
渡辺 俊介 日本経済新聞社論説委員会 論説

委員 
  2007.07.20 社会医療保障制度としての医療をいかに維持してい

くべきか～わが国医療制度改革を概観する 
病床機能区分のゆくえ 

濃沼 信夫 東北大学大学院医学系研究科 教
授 

  2007.07.20 日本医師会が期待する開業医の将来像 日本医
師会が期待する地域医療～少子高齢社会と国民が
求める医療～ 

唐澤 祥人 社団法人日本医師会 会長 

第 109 回定例研修会 東京 2008.01.17 2008 年、医療・福祉界のためにＭＭＰＧがなすべきこ
と 

大山  哲 ＭＭＰＧ 代表理事 

  2008.01.17 起死回生となるか 2008年の医療界を予測する～医
療を巡る諸制度改革の行方と医業経営の先行き 

水野  肇 ＭＭＰＧ 副会長、医事評論家  

  2008.01.17 マスコミの目から見たわが国社会保障政策の行方～
日本は少子・高齢化社会を乗り切ることができるのか 

渡辺 俊介 日本経済新聞社論説委員会 論説
委員 

  2008.01.17 介護サービスを中心とした福祉経営の先行きを展望
する～医療制度改革は福祉経営に何をもたらすか 

廣江  研 社会福祉法人こうほうえん 理事長 

第 111 回定例研修会 郡山 2008.07.19 医療制度改革を見据えたこれからの医療経営と課題 辻  哲夫 田園調布学園大学 教授、厚生労
働省 前事務次官 

  2008.07.19 超高齢化社会におけるこれからの老人保健施設の役
割～平成 21 年度介護報酬改定を踏まえて～ 

川合 秀治 社団法人全国老人保健施設協会 
会長 

  2008.07.19 後期高齢者医療制度から読み取る診療所経営の
未来戦略 

水野  肇 ＭＭＰＧ 副会長、医事評論家 

第 113 回定例研修会 東京 2009.01.22 激動の医療界の先行きを読む 水野  肇 ＭＭＰＧ 副会長、医事評論家 
  2009.01.22 少子・高齢化社会における医療制度はいかに確立さ

れるべきか 
西村 周三 京都大学大学院経済学研究科 教

授 
  2009.01.22 2009 年の医療界を予測する 今日の医療問題に関

する概観と私見～「これまで」と「これから」～ 
大塚 義治 元厚生労働省事務次官、日本赤十

字社 副社長 
  2009.01.22 医療・福祉界を見据えたＭＭＰＧの本年度活動方

針 
佐々木直隆 ＭＭＰＧ 代表理事 

第 115 回定例研修会 東京 2009.07.17 新設急性期病院収支改善事例～ベテラン事務長が
語るこれからの急性期病院の経営ノウハウ～ 

正木 義博 社団法人 恩賜財団 済生会横浜
市東部病院 院長補佐 

  2009.07.17 岐路に立つ療養病床～生き残りへの道とその後の戦
略～ 

高木 安雄 慶應義塾大学大学院 健康マネジメ
ント研究科 教授 

  2009.07.17 マスコミからみた医療政策の行方 南   砂 読売新聞東京本社 編集委員 
第 117 回定例研修会 東京 2010.01.14 2010 年の医療界をいかに見据えるべきか～ＭＭＰＧ

の本年度活動方針発表～ 
佐々木直隆 ＭＭＰＧ 代表理事 

  2010.01.14 総合医体制の整備と推進 田中 一哉 社団法人 国民健康保険中央会 
理事 

  2010.01.14 英国家庭医制度がわが国に示唆するもの～ＭＭＰＧ
海外研修レポート～ 

盛  宮喜 月刊ＪＡHＭＣ 編集長 

  2010.01.14 病院再生への途を模索する 梶原  優 社団法人 日本病院会 常任理事 
第 119 回定例研修会 東京 2010.07.16 経営的視点から見た機能分化と連携～中規模脳・

神経疾患専門病院としての取り組み～ 
美原  盤 財団法人 脳血管研究所附属美原

記念病院 院長 
  2010.07.16 総合医制度は何故必要なのか～超高齢社会の到

来で変革迫られる開業医のあり方～ 
前沢 政次 一般社団法人 日本プライマリ・ケア

連合学会 理事長 
  2010.07.16 本来の役割に立ちかえることから無限の可能性へ～

脱施設・連携強化で在宅医療の拡充を～ 
黒岩 卓夫 医療法人社団 萌気会 理事長、Ｎ

ＰＯ在宅ケアを支える診療所・市民
全国ネットワーク 会長 

第 121 回定例研修会 東京 2011.01.28 2011 年の医療・福祉界をいかに見据えるべきか 佐々木直隆 ＭＭＰＧ 代表理事 
  2011.01.28 これからの病院経営戦略～真の地域連携の姿とは

～ 
西澤 寛俊 社団法人 全日本病院協会 会

長、社会医療法人 恵和会  西岡
病院 理事長 

  2011.01.28 地域医療の課題とこれからの医業経営戦略 岩﨑  榮 元日本医科大学 常務理事 
  2011.01.28 24 時間地域ケアを可能とする医療･介護連携の姿を

探る 
田中  滋 慶應義塾大学大学院 経営管理研

究科 教授 
第 123 回定例研修会 大阪 2011.07.15 21 世紀型社会保障の実現に向けて～セーフティネッ

ト機能の維持と社会経済との調和を考える～ 
宮島 香澄 社会保障改革に関する集中検討会

議 幹事委員、日本テレビ報道局 
解説委員 

  2011.07.15 これからの社会保障制度を支える在宅医療の在り方
～新たな地域包括ケアシステムについて～ 

萩原 輝久 株式会社 ヘルスケア経営研究所 
代表 

  2011.07.15 医療機関のリスクマネジメントを考える～大震災から
得た教訓を未来に継承する～ 

澤田 勝寛 特定医療法人慈恵会 新須磨病院 
院長 

第 125 回定例研修会 東京 2012.01.27 超高齢化社会を見据えた医療提供体制のあるべき
姿～社会保障・税一体改革が意味するもの～ 

西村 周三 国立社会保障・人口問題研究所 
所長 

  2012.01.27 医療制度改革と診療報酬・薬価制度の方向性 遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授、社会保
障審議会委員、前中医協会長 

  2012.01.27 ダブル改定から予測される影響と医療機関経営にお
ける対応策 

猪口 雄二 医療法人財団寿康会 寿康会病院 
理事長、社団法人全日本病院協会 
副会長 

  2012.01.27 シンポジウム 西村 周三 国立社会保障・人口問題研究所 
所長 

    遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授 
    猪口 雄二 医療法人財団寿康会 寿康会病院 

理事長 
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研修会名 開催地 開催日 講演テーマ 講師名 役職名 
第 127 回定例研修会 仙台 2012.07.13 東北福祉大学と今後の医療・福祉経営のあり方～

地域包括ケアを中心として～ 
小笠原浩一 東北福祉大学 総合福祉学部 社

会福祉学科 教授 
   石巻医療圏における東日本大震災への対応～宮城

県災害医療コーディネーターとして～ 
石井   正 石巻赤十字病院 医療社会事業部

長、宮城県災害医療コーディネーター 
第 129 回定例研修会 東京 2013.01.25 ２０１３年の医療・福祉界をいかに見据えるべきか 佐々木 直隆 ＭＭＰＧ 理事長 

   社会保障・税一体改革による消費税増税がもたらす
医療への影響 

今村   聡 社団法人日本医師会 副会長 

   地域包括ケアシステムの社会的位置づけを探る 田中   滋 慶應義塾大学大学院経営管理研
究科 教授 

第 133 回定例研修会 東京 2014.01.24 『社会保障・税一体改革』と医療機関経営のゆくえ 青木 惠一 ＭＭＰＧ 理事長 
   平成 26 年度診療報酬改定で予想される医療への

影響 
武久 洋三 日本病院団体協議会 議長、一般

社団法人 日本慢性期医療協会 
会長 

   プライマリ・ケアの強化 ～持続可能な国力の基盤とし
て～ 

丸山   泉 一般社団法人 日本プライマリ・ケア
連合学会 理事長 

第 135 回定例研修会 札幌 2014.07.03 医療機関に影響を与える税制問題について 今村   聡 公益社団法人 日本医師会 副会
長 

   医療機器に関する薬事法改正が医療に与える影響 安川 孝志 厚生労働省 医薬食品局 審査管
理課 医療機器審査管理室 室長
補佐 

第 137 回定例研修会 東京 2015.01.24 社会保障・税一体改革の変遷と医療機関経営 青木 惠一 ＭＭＰＧ 理事長 
   地域包括ケアシステムにおける医療介護連携の在り

方 ～ナショナルデータベースを活用した医療計画の
策定～ 

松田 晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生
学教授 

   改正医療法に対応した医療機関経営とは 佐々木 昌弘 厚生労働省  医政局  地域医療
計画課 医師確保等地域医療対策
室長 

第 139 回定例研修会 東京 2015.07.17 持続可能な社会保障制度のあり方 武田 俊彦 厚生労働省大臣官房審議官 
   地域医療構想の行方～ガイドラインに見るポイントと

地域医療提供体制に及ぼす影響～ 
河原 和夫 東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科教授 
   医療介護改革～何がどう変わるか～ 池上 直己 慶應義塾大学名誉教授 

第 142 回定例研修会 東京 2016.04.22 最大で最強の地域包括ケア病棟～平成 28 年度診
療報酬改定の影響を踏まえて～ 

仲井 培雄 地域包括ケア病棟協会会長 

   わが国の社会保障制度の現状と課題 原  勝則 前厚生労働審議官 
第 143 回定例研修会 那覇 2016.07.14 これからの医療・介護連携のあり方～今次診療報酬

改定の影響と 2018 年度ダブル改定を見据えて～ 
宮島 俊彦 岡山大学客員教授・内閣官房社会

保障改革担当室長 
   地域活性化のために医療機関が果たすべき役割とは

～高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指して～ 
鈴木 邦彦 公益社団法人日本医師会常任理

事 
第 146 回定例研修会 東京 2017.04.28 医療法等改正による今後の行方～認定医療法人

制度、地域医療連携推進法人制度について～ 
佐藤 美幸 厚生労働省医政局医療経営支援

課長 
   2025 年を見据えた病院経営のあり方 古城 資久 医療法人伯鳳会赤穂中央病院理

事長 
第 148 回定例研修会 高知 2017.10.04 これからの地域医療における病院経営のあり方 武久 洋三 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 
博愛記念病院 理事長 

   2018 年診療・介護報酬ダブル改定への対応策 中林 梓 株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 
所長 

第 150 回定例研修会 東京 2018.04.19 人口減少と社会保障 山崎 史郎 前内閣官房まち・ひと・しごと創生本
部地方創生総括官 

   2018 年度診療報酬・介護報酬ダブル改定が医療
機関にもたらす影響 

西澤 寛俊 全日本病院協会 名誉会長、社会
医療法人恵和会 西岡病院 理事
長 

第 151 回定例研修会 横浜 2018.07.05 医療・介護における政策について 三ツ林ひろみ 衆議院議員 
   未来の病院をデザインする～恵寿総合病院の経営

改革 
神野 正博 公益社団法人全日本病院協会 副

会長、社会医療法人財団董仙会 
恵寿総合病院 理事長 

第 154 回定例研修会 東京 2019.01.24 深化する地域包括ケアシステムと病院を中心としたま
ちづくりの実践 

鈴木 邦彦 日本医療法人協会 副会長、医療
法人博仁会 志村大宮病院 理事
長 

   地域医療構想と病院経営戦略 尾形 裕也 九州大学名誉教授 
第 155 回定例研修会 新潟 2019.07.11 地方創生に向けた SDGs の推進について 

～企業版ふるさと納税の活用～ 
島田 勝則 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

事務局 参事官 
   地域を支える病院の役割 

～地域医療構想への対応～ 
相澤 孝夫 一般社団法人日本病院会 会長 

   医師の働き方改革に関する最新動向 裵 英洙 ハイズ株式会社 代表 
第 159 回定例研修会 オンライン 2020.07.02 医療従事者の働き方改革について  岡留 健一郎 社会福祉法人恩賜財団済生会 福

岡県済生会福岡総合病院 名誉院
長 

第 160 回定例研修会 オンライン 2020.10.09 医療機関におけるオンライン資格確認の概要 山下 護 厚生労働省 保険局 医療介護連
携政策課 課長 

第 165 回定例研修会 東京 2022.01.18 今後の日本の財政のゆくえ 土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 
 税務行政の現状と将来像～新型コロナウイルス対応

とデジタルトランスフォーメーション 
可部 哲生 前国税庁長官 

第 166 回定例研修会 東京 2022.04.14 在宅医療の取り組みと今後の展開 佐々木 淳 医療法人社団悠翔会理事長・診療
部長 

 2022年度診療報酬改定と地域を支える病院の生存
戦略～地域密着型多機能病院を目指して～ 

池端 幸彦 日本慢性期医療協会副会長、医療
法人池慶会池端病院理事長・院長 


