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2016 年１月１・15 日号（№ 487）～
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◆特集
62

・価格交渉
業務改善
個別指導・適時調査
在宅医療
座談会
人材育成
・診療報酬改定
地域連携
病床管理
本誌特別調査
待ち時間
災害対策
医療保険
資料作成術
経営企画
診療情報管理士
・医療情報技師
病院広報
情報システム

63

64

◆研究・勉強会・交流会
64

・千葉県民間病院協会 医事業務勉強会

特

集

◆ 価格交渉

特集 2 第 3 回『医事業務』全国セミナー in 九州（福岡）
事
 例から学ぶ医事業務の実践
講演 1 価格交渉 地域医療構想時代の生き残りを目指せ！

1 月 1・15 日号
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁

◆ 業務改善

特集 2 第 3 回『医事業務』全国セミナー in 九州（福岡）
事例から学ぶ医事業務の実践
講演 4 業
 務改善 医事課受付は多機能化時代へ
1 月 1・15 日号


『医事業務』では、2016 年もさまざまな事例を取り上げてきました。在庫
が残り少ないですが、バックナンバーのご購読を希望される場合には編集部
までメールにてお知らせください。編集部

ルアドレス」「バックナンバー○○年○月○号希望」とご記入ください。

精神科医事勉強会
全国医事研究会

◆連載
・三浦 昇の「医事業務よろず相談」

64
・保険診療の効果的な算定を目指して
65
・コムルからの通信
・病院管理業務の実際
・これだけは知っておきたい医療現場で役立つ法律Ｑ＆Ａ
・医事現場の ABC
・事務職員スキルアップ講座
・事務職員のメンタルサポートセンター
・エッセイ 医療用語なるほど辞典！
・病院移転新築奮闘記
・電子カルテ導入と医療クラークの活用
・攻める医事課を目指そう！ 新たな業務改善メソッド
・看護の視点で追う医療制度改革
・医事業務ビギナーズ
・医療経営に直結する DPC コーディング道場
・地域包括ケアシステム最前線 在宅医療と診療報酬
・いまさら聞けない！ 基礎から学ぶ広報誌づくり
・医事管理 ON THE ROAD
66
・目指せ！ 戦略的広報
・医療現場 ファシリテーション入門

公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院
質保証室／医療の質向上研究所 小林裕子／小谷野圭子／飯田修平

事例 2 レ
 セプト点検支援システムの活用

３月１日号

社会医療法人敬愛会 ちばなクリニック 医事業務課 宮平愛莉

特集 2 業務改善の提案と実践 Part3 未収金と返戻対策
事例 1 急
 がば回れ！ 
３月 15 日号
医療法人社団平成醫塾 苫小牧東病院 医事課 鈴木大介

事例 2 保
 険証の確認作業を改善

３月 15 日号

医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院 事務部 阿部晃暢

特集 業
 務改善の提案と実践 Part ４ 業務効率を高める５
つのケーススタディ
事例１ 不便な作業を解消するために
院
 内ポータルシステムを利用した入力・転記作業の
効率化
４月１日号
恵寿総合病院 形成外科科長 山野辺裕二

事例２ 急な発熱、来院しないで簡単予約
外
 来予約センター拡充による利用しやすい病院を目
４月１日号
指して
柏厚生総合病院 医事課 伊藤徳紀

62

医事業務

NO.508 2016.12.15

66

出田眼科病院 看護部 看護アシスタント主任 山木美菜子

（司会） 岩手県立宮古病院 湯澤 克／済生会新潟第二病院 斎川克之
宮崎県立日南病院 木佐貫 篤／日本地域統合人材育成機構
J-RIHDO 重田由美／倉敷中央病院 十河浩史

山元記念病院 診療情報管理室 上玉利れい子

事例５ Ｔ
 ＱＭセンターの入退院指示プロジェクト 入院指示経
路の変更による業務改善への取り組み
４月１日号
永生病院 サービス支援課 本間久江

REPORT 病院経営に必要な三種の神器
増収・増患・コスト削減 対策
８月 1・15 日号
実態調査
Spotlight 医事課のムダを探り３つの課題を克服しよう !
今、医事課が期待されている役割
Skill Action Thinking
11 月１日号

特集 2 業務改善の提案と実践 Part2 職員研修と残業対策
事例 1 Excel・PowerPoint 研修の実施
３月１日号

◆その他
・付録

事例４ デ
 ータの精度向上と２つのメリット 診療情報管理
業務における病棟回診の有用性
４月１日号

特集 2 業務改善の提案と実践
Part1 システムを活用した 2 つの病院事例
事例 1 医事業務課における情報共有と業務の標準化
情
 報の伝達がより迅速に！ 新たな情報共有システ
ムの作成と運用
２月 15 日号

社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 総務課 村上眞人

◆コラム
・事務当直日誌
66
・教えて！ ニャン長先生
・NakamaProject
・匿名医事課長の医事課あるある !?
・新入職員“しくじり君”の「またやっちまった…」

○地域連携
連
 携の仕掛人が語る！ 全国連携実務者ネットワーク構築
のすべて
９月１日号

一般社団法人 千葉県民間病院協会 医事研究部長 三浦 昇

事例 2 電子カルテデータの二次利用による業務の合理化
人
 的労力の削減効果が抜群！ 病床機能報告集計プ
ログラムの開発
２月 15 日号

・全国病院行脚 若手発掘の旅
・そこが知りたい！ 医事最新情報
・院内で輝く Leader 図鑑
・病院の経営戦略で使える DPC シミュレーション
・施設基準管理士養成講座
・医療関連分野における情報セキュリティアップデート
・病院経営事例集
・ローコスト経営の実践
・先読み NEWS
・新・病院探訪
・いま、必要とされている《若手職員育成メソッド》の
実践

事例３ 入
 院前説明の効率化と待ち時間短縮
「入院のしおり」をベースにした説明ビデオの導入

４月１日号

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 医事課長 石飛隆敏

社会医療法人敬愛会 中頭病院 医事業務課 西本涼夏

edt-h@sanro.co.jp

※申込のメールには「施設名」
「部署・役職名」
「氏名（フルネーム）」
「連絡先メー

日本経営グループ ㈱日本経営戦略人事コンサルティング 飯田哲哉

◆ 個別指導・適時調査

実録 「感染防止対策加算」の大きな落とし穴 前編

３月１日号

○経営企画
特集 病院経営サミット 2016 誌上セミナー
経営企画トップランナーが語る 病院経営術の秘訣
10 月１日号
これから求められる病院事務職とは？
（司会）倉敷中央病院 中島雄一／上尾中央総合病院 久保田 巧
大阪警察病院 小前貴志／聖路加国際大学 教育センター 田中利樹
近森病院 寺田文彦

○診療情報管理士
診療情報管理士と医事課のかかわり 見えない壁の向こう
側で診療情報管理士が目指す姿とは？
10 月 15 日号
（司会）国立国際医療研究センター 須貝和則／西埼玉中央病院 小野元気
周南記念病院 岡 貴之／東京大学医学部附属病院 細川敬貴
獨協医科大学越谷病院 石﨑義弘

○～レセプト点検における現状・課題・展望～
（司会）大阪回生病院 医事部長 寺岡 秀男
市立豊中病院 松田氏／草津総合病院 衛藤氏
大阪警察病院 磯崎氏／うえだ下田部病院 浦野氏

ある公立病院の医事課長より

実録 「感染防止対策加算」の大きな落とし穴 後編

３月 15 日号
ある公立病院の医事課長より

◆ 在宅医療

Spotlight どこが、どう変わったのか？ 前編
在宅患者訪問診療料
在医総管・施医総管の変更点
突如、在宅患者比率 95％以上は、在宅専門診療所

９月 15 日号
医社）永高会 蒲田クリニック顧問 栗林令子

Spotlight どこが、どう変わったのか？ 後編
在宅患者訪問診療料
在医総管・施医総管の変更点
突如、在宅患者比率 95％以上は、在宅専門診療所
10 月 15 日号

医社）永高会 蒲田クリニック顧問 栗林令子

◆ 座談会

○若手育成
若手職員育成メソッドの立ち上げと医事研の活用

８月 1・15 日号
（司会） 苫小牧市立病院 小林泰賀／札幌北辰病院 細谷達基
苫小牧市立病院 小田亜由美／北星病院 道下貴裕

◆ 人材育成

特集 2 第 3 回『医事業務』全国セミナー in 九州（福岡）
事例から学ぶ医事業務の実践
講演 3 人
 材育成 次世代を担う若手事務職員の育成

１月 1・15 日号
社会医療法人全仁会 倉敷平成病院 医療情報室主任 中田悠太

教えて！ ニャン長先生 春のスピンオフ企画
特集 新人教育 新人くんのしくじりＭＥＭＯ
６月１日号
スポット事例 「IT ×人材」
で KY（危険予知）の感度を高め合う
当事者意識を持つことが情報セキュリティ向上への第一歩

６月１日号
トヨタ記念病院 人材育成・ＣＳグループ チーフエキスパート
（医療福祉情報連携コーディネータ、医療経営士） 住谷剛博

特集 人を育てる仕掛けと手法
事例１ 新人をアツくさせる！
異業種から学ぶ新入職員オリエンテーションの仕掛け

７月 15 日号
JA 愛知厚生連 安城更生病院 企画室 企画課長 田實直也

事例２ 後進の育成
考
 え方や思考のプロセスをどう日常業務に落とし込
７月 15 日号
むか
神戸掖済会病院 医事課 新谷直樹

総括 病院事務員に今求められる真のスキルとは？
医師・看護師と渡り合うホリゾンタルな人材育成

７月 15 日号

事例４ 改
 定は待ったなし！ 今こそ医事課職員が最も力を
発揮するとき
４月 15 日号
苫小牧市立病院 医事課長補佐 小林泰賀

特集 病院事務職の人材育成と目標管理
Case１ キャリアアップに関する意識調査と資格一覧冊子

12 月 15 日号

特集 2016 年度診療報酬改定への対応とシミュレーション 後編
解説 大
 きな柱の１つは「入院基本料の適正化」
医事課が情報発信しチーム全体で改定の対応に挑む

５月１日号

近江八幡市立総合医療センター 住田 勝

（有）横浜メディカルケア 医事総合研究所 所長 佐藤達哉

Case２ 高槻病院における事務職キャリアパスモデルの構築

12 月 15 日号

事例１ 現
 在進行形の大改革に備えて 経営の判断材料とな
る改定シミュレーションと対策
５月１日号

大阪警察病院 事務次長 兼 企画調整課長 小前貴志

高槻病院 家山温子

市立大村市民病院 医事課長 福田行弘

Case３ 受付スタッフの人材育成（保険＆書類編）
12 月 15 日号


事例２ ケ
 アミックス病院の療養病棟 今までのツケから地
獄、正常化への道程
５月１日号

市立千歳市民病院 髙田基秋

Ｈ病院 T.M

株式会社ソラスト 谷川文香

クローズアップ 医事課職員が知っておくべき知識

５月 15 日号

Case４ バ
 ランスト・スコアカード（BSC）を用いた医
療事務部の財務目標管理
12 月 15 日号
松山市民病院 西田雄司

Case５ 職場環境と教育で医事課を変える
12 月 15 日号


メディカル・アシスタント

特集 走り出した診療報酬改定の影響を追う
事例１ 初診時選定療養費変更への対応と外来患者数への影響

６月 15 日号

福岡県済生会福岡総合病院 岩永浩一郎

Case６ これだけは知っておきたい
事務職の人事術～人材採用～

12 月 15 日号

大阪警察病院 内山健昭

◆ 診療報酬改定

中東遠総合医療センター 医局秘書 望月雅子／管理課 岡田清吾

◆ 災害対策

特集 イザというときに動ける災害対策
報告 熊本地震活動報告


対策 必
 ず発生する災害に対して病院は、どのように準備す
るか
７月１日号
 クションカード、
手引き、BCP チェックリスト（抜
資料 ア

７月１日号
粋）
◆ 医療保険

Spotlight 最新！ 医療保険の変更ポイント
「保険外併用療養費等」
「療養の給付と直接関係ないサービ
９月１日号
ス等の料金」の取り扱い一部変更
医社）永高会 蒲田クリニック顧問 栗林令子

◆ 資料作成術

特集 Cool Data Creation
一挙公開 グラフの見せ方 統計資料のつくり方
病院経営幹部へ伝わる資料づくりのちょいテク！

９月 15 日号

安城更生病院 医事課長 秀野功典

６月 15 日号

事例２ 人員確保が決め手となった改定

大阪府済生会中津病院 医療事務長 濱中浩孝

事例３ チカラ試しの診療報酬改定 2016

６月 15 日号

大阪警察病院 企画調整課課長補佐 角谷 慶

特集 病院幹部に伝える技を磨く
効果的に魅せる資料作成術
幹部の心を動かす現場実例 Before ＆ After

福井厚生病院 事務部長補佐 庶務課課長 金森貴範

特集 2016 年度診療報酬改定へのロードマップ Part3
道標 1 注目すべき DPC 制度の変更ポイント
DPC と平成 28 年度診療報酬改定 前編

２月１日号
国立国際医療研究センター 医事課 診療情報管理室室長 須貝和則

道標 2 診療報酬改定は看護部と二人三脚で乗り越える
事例 1 診
 療報酬勉強会の実施
２月１日号
大崎市民病院 経営管理部医事課 佐藤衣里子／医事課長 大内正昭
看護部 病棟師長 綱田友江／副院長（診療報酬担当） 平本哲也

事例 2 事
 務部門と看護部門の連携強化により病院経営の効
率化を図る
２月１日号

事例４ 医療区分の変更等による打撃で今後の方向転換も…

６月 15 日号
佐倉厚生園病院 経営企画情報室 室長 大木勇司

事例５ 回復期病院における影響の大きい改定項目

６月 15 日号
メイトウホスピタル 医事課主任 前田征子
医療法人香徳会 法人本部 理事・経営管理部長 池田幸一

解説 今改定は医療提供の効率性が鍵

６月 15 日号

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村憲洋

◆ 地域連携

スポット 医事課職員が知っておくべき、いくつかのポイント
点数表解釈の留意事項から査定後の処理方法まで

２月１日号

特集 連携の仕掛人
全国連携実務者ネットワーク構築のすべて
Prologue 全国連携実務者ネットワークの設立 ９月 1 日号
事例１ 地
 域連携（人材）のキャリア形成 地域連携室で人
９月 1 日号
を育てるということ

独立行政法人労働者健康福祉機構 医療事業部
主任医事専門職 倉原吉夫

一般社団法人日本地域統合人材育成機構 J-RIHDO
代表理事 重田由美

特集 2016 年度診療報酬改定へのロードマップ Part4
道標 1 注目すべき DPC 制度の変更ポイント
DPC と平成 28 年度診療報酬改定 後編

２月 15 日号

事例２ 地
 域連携施策（マーケティング）と広報 わが街健
康プロジェクト。
９月 1 日号

社会医療法人中央会 尼崎中央病院 医事課長 岡村直明

国立国際医療研究センター 医事課 診療情報管理室室長 須貝和則

道標 2 薬
 剤費削減が医療機関に与える影響
2016 年点数改定 投薬はどう変わるのか
地域包括ケアシステム構築と薬剤師の役割

２月 15 日号

倉敷中央病院 地域医療連携・広報部部長 十河浩史

事例３ 入退院支援 退院調整から退院支援への変遷

９月 1 日号
脳神経センター大田記念病院 社会福祉法人設立準備室室長
田原久美子

事例４ 院内・外連携 ウェブ予約システムの普及

９月 1 日号

医療法人社団永高会 蒲田クリニック 顧問 栗林令子

牧田総合病院 医事管理部 医療連携課課長 田中範彦

特集 1 2016 年度診療報酬改定へのロードマップ Part5
中医協答申！ 主な改定ポイントはここだ！
！ 前編

３月１日号

Epilogue 地域の「つなぎ手」になろう
地域包括ケアシステムに生かす連携実務者の強み

９月 1 日号

編集部

〈特別寄稿〉 食事（生活）療養標準負担額、難病・小児慢性
疾患患者
３月１日号
医療法人社団永高会 蒲田クリニック 顧問 栗林令子

特集 1 2016 年度診療報酬改定へのロードマップ Part6
中医協答申！ 主な改定ポイントはここだ！
！ 後編

３月 15 日号
編集部

〈特別寄稿〉難病・小児特定疾病の受給者証の「所得区分」
欄記載なしのとき－レセプトの
「特記事項」
欄は記載なし、
「空
３月 15 日号
欄」で提出可
医療法人社団永高会 蒲田クリニック 顧問 栗林令子

特集 2016 年度診療報酬改定への対応とシミュレーション 前編
事例１ Ⅱ
 群病院を死守する！ 改定作業部隊による今改定
の試算と対応
４月 15 日号
安城更生病院 医事課長 秀野功典

事例２ 厳しい改定で活路を見出すには？
医
 事課のチェック体制を強化して収益改善につなげる

４月 15 日号
松下記念病院 医事課 兼 診療情報管理室 課長代理 西 貴士

事例３ ７
 対１の施設基準は維持できるか？
改定内容から自院にプラス要素となる点数を読み解く

４月 15 日号
太田記念病院 事務部 副部長 兼 情報管理課課長 野口和彦

特集 2 第 3 回『医事業務』全国セミナー in 九州（福岡）
事例から学ぶ医事業務の実践
講演 2 病床管理 病院経営の基本は病床稼働率！
！

１月 1・15 日号
一般財団法人 大阪府警察協会 大阪警察病院
事務次長（企画・診療部門）兼 入院センター長 小前貴志

◆ 本誌特別調査

◆ 経営企画

特集 病院経営サミット 2016 誌上セミナー
経営企画トップランナーが語る病院経営術の秘訣
事例１ 聖路加国際病院
都内急性期病院における昨今の取り組み
10 月 1 日号

聖路加国際大学 教育センター アシスタントマネジャー 田中利樹

事例２ 大阪警察病院
事務が主体で高稼働率を維持する病床管理手法

10 月 1 日号
大阪警察病院 事務次長 兼 企画調整課長 兼 入院センター長 小前貴志

事例 3 倉敷中央病院
現場マネジメントと経営管理


10 月 1 日号

倉敷中央病院 経営企画部部長 中島雄一

事例 4 近森病院
2025 年を見据えた近森病院の対応

10 月 1 日号

近森病院 管理部長 寺田文彦

事例 5 上尾中央総合病院
集患事例から考えるチャネル経営

10 月 1 日号

上尾中央総合病院 事務部長 久保田 巧

セミナー参加者からの声

10 月 1 日号

安城更生病院 田實直也／倉敷平成病院 中田悠太／
岡山第一病院 虫明昌一／福井厚生病院／庶務課長 金森貴範 HIM
原三信病院 原 成孝／新大阪病院 竹田昌弘
渡辺胃腸科外科病院 田尾友哉

◆ 診療情報管理士

特集 見
 えない壁の向こう側で診療情報管理士が目指す姿とは？
診療情報管理士と医事課のかかわり
解説 診療情報管理士の歴史
10 月 15 日号
日本診療情報管理士会 会長 阿南 誠

全国各地で活躍する診療情報管理士１
 療安全の視点を考慮した監査ルールづくりやシステム開発
医
で新たな診療情報管理業務の方向性を示す 10 月 15 日号
北海道大学病院 診療録管理室 初山 貴

全国各地で活躍する診療情報管理士２
 院経営のマネジメントができる診療情報管理士を目指して
病

10 月 15 日号
仙台厚生病院 医事部 DPC 管理室 主任 門脇奈津子

特集 先進 病院経営の改善手法
増収・増患・コスト削減 対策
◆ 待ち時間

９月 15 日号

大阪警察病院 企画調整課課長補佐 角谷 慶

岩手県立宮古病院 地域医療福祉連携室 湯澤 克

◆ 病床管理

７月１日号

安城更生病院 医事課長 秀野功典

８月 1・15 日号

特集 外来の待ち時間対策
事例１ 総合診療科
VSM の作成で外来新患の待ち時間短縮

5 月 15 日号
飯塚病院 総合診療科 江本 賢

事例２ 整形外科
案内係の設置と待ち時間お知らせサービスの導入

5 月 15 日号
済生会西条病院 看護部 医療安全管理室 業務改善委員会 木村好子
業務改善委員会 石井 博
院長 岡田眞一

スポット事例 病院ボランティアの取り組み
当院における病院ボランティア活動報告と支援

5 月 15 日号

全国各地で活躍する診療情報管理士３
時代の追い風に乗って診療情報管理士が病院の牽引役に

10 月 15 日号
恵愛堂病院 診療情報管理室 主任 真﨑 剛

全国各地で活躍する診療情報管理士４
病
 院経営への貢献を念頭に置き医事、診療情報管理士とも
にシームレスな業務分担を
10 月 15 日号
徳島県立中央病院 事務局 医事企画担当（診療情報管理担当）
主任 鶴田和志

全国各地で活躍する診療情報管理士５
医
 事課と診療情報管理士の「専門性」をクロスオーバーさ
せて質の高い仕事を
10 月 15 日号
くまもと森都総合病院 診療情報管理室 室長 和泉 孝

全国各地で活躍する診療情報管理士６
理想は病院の事務スタッフすべてが診療情報管理士

10 月 15 日号
沖縄県立宮古病院 医事課 診療情報管理室 平良里絵

医事業務
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◆ 医療情報技師

特集 新たな道を拓く医療情報技師
医療情報技師とは？ 院内の情報を操る perfect human
を目指して
11 月１日号
社会医療法人全仁会 倉敷平成病院 医療情報室 主任
上級医療情報技師 瀬戸内医療情報ネットワーク 代表 中田悠太

中国医療情報技師会の発足
医療情報における中国地方との協調と相互連携

11 月１日号
社会医療法人水和会 水島中央病院 診療情報管理課
診療情報管理室 情報システム 主任 医療情報技師
第１回中国医療情報技師会設立記念研修会 実行委員長 島本博典

医事部門における医療情報技師の役割
各部門との調整役を担う院内の“パイプ”役に

11 月１日号
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院
総務課システム係（医事課兼務） 主任 医療情報技師 佐賀亮介

岡山の活動に期待
上級医療情報技師の果たすべき役割

11 月１日号

一般財団法人操風会 岡山旭東病院 情報システム課 主任
上級医療情報技師 榊原祥裕

◆ 病院広報

特集 Hospital Branding
病院のブランド力を高める広報 Part-１
倉敷中央病院における広報活動

新しい目玉は“みんくらムービー”

11 月 15 日号

倉敷中央病院 地域医療連携・広報部 部長 十河浩史
広報室 吉田領子

病院のブランド力を高める広報 Part-２
北星病院における広報ツール制作
院内外広報誌、ホームページでブランド強化を

11 月 15 日号
北星病院 運営企画室 兼 医事課 係長 道下貴裕

解説 病院広報 UpToDate
スマホ時代の病院ホームページ活用

11 月 15 日号

株式会社ヴァイタリー 代表取締役 竹田陽介

11 月 15 日号

事例 1 ハ
 ンドメイドな広報戦略

大阪警察病院 企画調整課 課長補佐 角谷 慶

11 月 15 日号

事例２ 価
 値のある広報誌をつくる

茨城西南医療センター病院 企画情報室 鯉沼圭二

事例３ 地
 域の基幹病院として求められる WEB サイトを
目指して
11 月 15 日号
市立島田市民病院 事務部 経営企画課 山岸隆太／増田 智
落合昭之／森田智之／病院事業管理者 服部隆一

事例 4 ブ
 ランディングにおけるグッドソーシャルへの取り
組み
11 月 15 日号
小倉記念病院 経営企画部 企画広報課 松本 卓

事例 5 W
 eb を起点としたユーザー体験による病院ブラン
ドの育成
11 月 15 日号
総合川崎臨港病院 院長室 事業企画担当 中村 崇

◆ 情報システム

巻頭特集 Let’s degital signage ！
自作コンテンツでリアルタイムな情報発信
デジタルサイネージ作成術

大阪警察病院 企画調整課

静岡県立総合病院 システム開発室長 佐藤俊幸

事例２ SYSTEM
現場の声を生かした情報システム開発

12 月１日号
飯塚病院 情報システム室 久保田智之

事例３ APPLICATION
使
 用可能な病床数等を手間なく常時表示するアプリ
ケーションの開発
12 月１日号
飯塚病院 情報システム室 藤本 崇

事例４ DATA
入院管理指標シミュレーターの構築とその妥当性

12 月１日号
南風病院 TQM 室 藤田 真

研究会・勉強会・交流会
◆ 千葉県民間病院協会 医事業務勉強会
一般社団法人 千葉県民間病院協会 医事研究部長 三浦 昇

256．今秋の医事研修会実施報告、
IT審査による査定の実態、
「サ高住」の廃業、会員による問いかけキーワード

１月 1・15 日号

医事業務

◆ 精神科医事勉強会

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
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・精神（京都府） 病院経営を担う事務職員を目指して

１月 1・15 日号
長岡ヘルスケアセンター 医療社会事業部
精神保健福祉士 山口雅代

○実行委員会からの一言
・第 8 回実行委員会 委員長（埼玉県）（全国医事研究会
理事） 多くの学びと刺激が得られます！

１月 1・15 日号
戸田中央総合病院 副事務長 橋本 敦

・第 8 回実行委員会 委員（神奈川県） 期待感があふれる
研究会です
１月 1・15 日号
独立行政法人労働者健康福祉機構 本部医療事業部
主任医事専門職 倉原吉夫

・第 8 回実行委員会 委員（神奈川県） つながり

１月 1・15 日号
医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 事務局 医事部 医事室
（兼）情報改革推進チーム 室長 青木俊之

・第 8 回実行委員会 委員（千葉県） 出会い、そして、つ
ながる
１月 1・15 日号
公益財団法人 日産厚生会 佐倉厚生園病院 事務部 医事課
統括医事課長 大木勇司

・第 8 回実行委員会 委員（東京都） 今回、委員として参
加して感じたこと
１月 1・15 日号
一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院 務管理部
医事課長 亀山裕史

・第 8 回実行委員会 委員（福岡県） 医事の意地を維持す
るばい
１月 1・15 日号
医療法人 原三信病院 診療支援課主任 原 成孝

○理事からのメッセージ
・全国医事研究会 理事（茨城県） 医事課職員の成長に期
１月 1・15 日号
待
筑波メディカルセンター病院 副院長 中山和則

・全国医事研究会 理事（京都府） 全国医事研究会に望む
もの
１月 1・15 日号
第二岡本総合病院 事務長 村田昌史

・全国医事研究会 理事（東京都） 気軽に聞き合える仲間
をつくろう
１月 1・15 日号
武蔵野赤十字病院 事務副部長 杉田秀

・全国医事研究会 理事（東京都） 全国医事研究会の理事
になって見えたこと
１月 1・15 日号

公益財団法人復康会 沼津中央病院 事務課長 田畑久美

医療法人社団森と海東京 東京蒲田病院 事務長代理 遠藤寿雄

４月１日号
５月 15 日号
６月 15 日号
９月 15 日号
12 月１日号

・全国医事研究会 理事（千葉県） 全国医事研究会の人脈
の重要性
１月 1・15 日号

報告
報告
報告
報告
報告

◆ 全国医事研究会

特集 1 2016 年度診療報酬改定へのロードマップ Part2
全国医事研究会 第 8 回全国大会 in 九州（福岡）
平成 28 年度診療報酬改定のゆくえ
○会長あいさつ
全国医事研究会へようこそ！ 
１月 1・15 日号
武蔵野赤十字病院 事務部長 原口 博

12 月１日号

特集 Hospital information system
情報システムを駆使した４つの実践
事例 1 REPLACE
メ
 ーカーを変更した医療情報システムの全体更新を
終えて
12 月１日号
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257．平成 28 年度改定の方向性、地域包括ケアにおける地
域連携の実情、医薬分類の現状、会員による問いか
２月１日号
けキーワード
258．平成 28 年度改定の議論の整理、
インフルエンザ料金、
マイナンバー制度の問題、会員による問いかけキー
ワード
３月１日号
259．平成 28 年度改定個別改定項目、ジカウイルス感染症
の届出、電子お薬手帳、電子紹介状、会員による問
いかけキーワード、診療報酬改定説明会を開催

４月１日号
260．平成 28 年度診療報酬改定、Q&A 適時調査・個別調
査に関する指摘事項、会員による問いかけキーワー
ド、年度末最後の診療報酬改定説明会を開催

５月１日号
261．平成 28 年度診療報酬改定の現状、結核患者の届出、
湿布薬と長期処方、会員による問いかけキーワード

６月１日号
 療報酬改定後の影響、
会員の施設基準取得状況、
ジェ
262．診
ネリックの進捗状況、熊本地震による被災者の受診、
７月１日号
会員による問いかけキーワード
263．１．地域包括ケアは誰が主役なのか／２．電子カルテ
化後の紙カルテの管理は？／３．国が進める医療勤務
環境改善事業／４．会員による問いかけキーワード

８月 1・15 日号
264．１．限度額適用認定証の促進と未収金防止／２．生
活保護法受給者の固定番号化と指定医療機関の一般
指導の実施／３．実費徴収に関する通知一部改正／
４．会員による問いかけキーワード
９月１日号
265．１．紙カルテのスキャニング／２．訪問看護師が行う
注射薬の算定／３．70 枚以上の湿布薬投与時の記載／
４．会員による問いかけキーワード
10 月１日号
266．１．平成 28 年度秋季医事研修会／２．麻しん患者
発生／３．経過措置施設基準／４．会員による問い
かけキーワード
11 月１日号
267．１．平成 28 年度秋季医事研修会／２．腸チフス菌
の感染／３．出生後早期のＢ型肝炎ワクチン接種の
取扱い／４．結核患者の届出の遅延指摘／５．未収
金回収新システムについての紹介／６．会員による
問いかけキーワード
12 月１日号

講演Ⅰ キ
 ーワードは「地域包括ケア」 病床機能分化を踏
まえた次期改定の展望
１月 1・15 日号
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 神野正博

講演Ⅱ 自
 院の方向性と増収対策 現時点における次期改定
の動向を読む
１月 1・15 日号
株式会社 医療情報科学研究所 代表取締役 長面川さより

参加者の声 全
 国医事研究会第 8 回全国大会 in 九州（福岡）
に参加して
○参加者代表
・急性期（長野県） 病院経営を担う事務職員を目指して
１月 1・15 日号

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
院長秘書室（事務長）
・医療連携センター長 池田隆一

・急性期（大阪府） 医事業務の新たな発見と再確認
１月 1・15 日号

一般財団法人 大阪府警察協会 大阪警察病院 事務部 医事課
事務主事 藤崎郁実

・急性期（静岡県） 見えてきた診療報酬改定とこれから自
院がやらなくてはいけないこと
１月 1・15 日号
一般財団法人 芙蓉協会 聖隷沼津病院 医事課長 森 真澄

・急性期（福岡県） 人脈を広げ情報交換できる場を求めて
１月 1・15 日号

久留米大学病院 医事課参事 江口昌文

・ケアミックス（愛媛県） 病院医事課としての役割
１月 1・15 日号

社会医療法人石川記念会 HITO 病院 診療支援部
医事課課長補佐 中岡剛志

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院
医事課長、医師業務支援室長、中央病歴管理室長 石井 仁

・全国医事研究会 理事（東京都） 多岐にわたる情報共有

１月 1・15 日号
株式会社 医療情報科学研究所 代表取締役 長面川さより

・全国医事研究会 理事／事務局（東京都） 最終目標は医
事の学会を開催することです！ 
１月 1・15 日号
産労総合研究所 『医事業務』編集長 田中利男

○副会長あいさつ
・全国医事研究会 理事（東京都） 研究会を最大限に活用
１月 1・15 日号
してほしい
東京都病院経営本部 サービス推進部 医事専門課長 市川立美

連

載

◆ 三浦 昇の「医事業務よろず相談」
千葉県民間病院協会 医事研究部長 三浦 昇

102．
２月 15 日号
Q1．外注料金の根拠／ Q2．外注料金は？／ Q3．レセプ
ト請求業務が外注？／ Q4・派遣会社との打ち合わせ頻度／
Q5．調剤薬局との情報交換会議／ Q6．居眠りをする外注
職員
103．
３月 15 日号
Q1．習っていないから辞めたい／ Q2．マニュアルがないな
ら…／ Q3．分かってもらえないから異動を…／ Q4．休暇
が取れず辞めたいと…／ Q5．職員教育マニュアルの作成法
104．
４月 15 日号
Q1．マイナンバーカードの提示には？／ Q2．救急車の搬
送が遅れる／ Q3．救急車をタクシーに／ Q4．NPO 法人
の救急車とは？
105．
５月 15 日号
Q1．長期投与は禁止？／ Q2．データの電子化対応／ Q3．
電子的なやりとりに先生は？／ Q4．特定疾患療養管理料は
どうなる？／ Q5．職員健診において
106．
６月 15 日号
Q1．カルテ開示／ Q2．データのやりとり／ Q3．社会福
祉士の確保／ Q4．特定疾患療養管理料／ Q5．患者申出療
養とは？
107．
７月 15 日号

Q1．日直・当直の担当は問題？／ Q2．なぜジェネリック
を？／ Q3．看護師不足の増収・増患対策／ Q4．被災者は
10 割給付？
108．
９月 15 日号
Q1．障害者雇用／ Q2．医師事務作業補助者
109．
10 月 15 日号
Q1．部署替えの理由／ Q2．研修はどこで？／ Q3．職員
の身だしなみ／ Q4．報告書の作成
110．
11 月 15 日号
Q1．文書作成にインセンティブ／ Q2．文書の記載期限／
Q3．面談料金は？／ Q4．面談料の支払い
12 月 15 日号
111．
Q1．施設基準のハードルが厳しい／ Q2．資格証明書の患
者も対象？／ Q3．契約対象を限定しても？／ Q4．督促や
回収は誰が？／ Q5．支払い方法の説明は？


◆保
 険診療の効果的な算定を目指して
～医事課から発信する勤務医負担軽減策～

ヒューマンメディカルケア（株）顧問 （メディカル・テン代表）
宮坂佳紀

25．多職種協働業務の効果的な運営（その 2）－「退院調
整業務チェックリスト」
（案）
２月１日号

26．多職種協働業務の効果的な運営（その 3）－「退院時
アセスメント表および介護支援連携指導」
（案）
３月１日号

27．2016 年度診療報酬改定対応（その１）―栄養食事指

導指示書兼報告書、評価表（モデル案）
４月１日号
28．2016 年度診療報酬改定対応（その２）―新設項目の
レセプト注釈項目
５月１日号
29．2016 年度診療報酬改定対応（その３）―退院支援加
算１の連携医療機関等取り扱い
６月１日号
30．2016 年度診療報酬改定対応（その４）―「目標設定等・
支援管理料」算定に向けて
７月１日号
31．2016 年度診療報酬改定対応（その６） パーキンソン
病診断基準と自費サービス同意書
９月１日号
32．2016 年度診療報酬改定対応（その７） 薬剤総合評価
調整管理料の算定要件に注視
10 月１日号
33．2016 年度診療報酬改定対応（その８） 退院後訪問指
導料の算定要件に注視
11 月１日号
34．2016 年度診療報酬改定対応（その９） 退院後訪問指
導料カルテ記載事例２
12 月１日号
◆ コムルからの通信

ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ

155．
「10 年前の歯の治療が原因で」

２月１日号
156．担当医から説明も聞けない夫の突然死 ３月１日号
157．
「がんの疑い」で紹介された病院の対応 ４月１日号
158．読影ミスを認めて一度は謝罪したのに…

５月１日号
159．処置を誤った研修医に今後も不安
６月１日号
160．同じ日に手術を受けたいのに… 
７月１日号
161．
「どちらのドクターを信用すればいい？」
 ９月１日号
162．告別式の最中に理不尽な請求の電話
10 月１日号
163．あまりにも差がある損害賠償額
11 月１日号
164．胃カメラを断るなら診察しないという医師
12 月１日号

◆ 病院管理業務の実際 担当職員の心のケアと対応ポイント

全国病院経営管理学会 医事業務委員会 正幹事
医療法人社団青雲会 北野台病院 医事課長 鈴木達也

31．医事現場のつぶやきスペシャル －今、医事の現場が
困っている制度への私的「である調」レビュー

２月１日号
32．平成 28 年度診療報酬改定に向けて現場で準備してお
きたいところ
３月１日号
33．平成 28 年度診療報酬改定に向けて－準備開始－

４月１日号
34．平成 28 年度診療報酬改定に向けて－精神科－
５月１日号

35．医療法第 25 条立ち入り検査の留意事項について

６月１日号
36．平成 28 年度診療報酬改定およびその他通知にかかる
解釈
７月１日号
◆７
 人の弁護士チームが解決する！ 
これだけは知っておきたい医療現場で役立つ法律Ｑ＆Ａ



２月１日号

19．応召義務

銀座法律会計事務所 弁護士 瀧口 徹

20．病院における管理監督者

３月１日号

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 村方善幸

21．公益通報者保護制度

４月１日号

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 村方善幸

22．NPO 法人からの寄付金の要求

５月１日号

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 松本武之

23．院内掲示物へのフリー素材の利用

６月１日号

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 佐藤 亮

７月１日号

24．労働時間

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 村方善幸

９月１日号

25．児童虐待の通報義務

銀座法律会計事務所 弁護士 瀧口 徹

10 月１日号

26．看護師への奨学金

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 村方善幸

11 月１日号

27．要配慮個人情報の取り扱い

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 佐藤 亮

28．個人情報のトレーサビリティの確保

12 月１日号

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 佐藤 亮

◆ 医事現場の ABC

10．クラーク導入のスタート時期と導入タイミング
３月 15 日号

11．クラークのやりがいとレベルアップ
４月 15 日号
12．クラークを活用した審査・指導対策
５月 15 日号
13．クラーク運用をスムーズに進めるポイント
６月 15 日号

14．クラーク運用によって患者さんを効率的に診るための
工夫
７月 15 日号
最終回．クラークに新しく配置される新人の育成の仕方
９月 15 日号

◆ 攻める医事課を目指そう！ 新たな業務改善メソッド
医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 副事務長 橋本 敦

千葉県済生会習志野病院 医事課 課長 石井 仁

57．全国がん登録とは（その 1）

２月 15 日号
58．全国がん登録とは（その 2）
３月 15 日号

59．平成 28 年診療報酬改定について
５月 15 日号
60．平成 28 年度診療報酬改定での対応
６月 15 日号
61．退院支援加算１への取り組み
７月 15 日号
62．診療情報提供書（セカンドオピニオン）前編

９月 15 日号
10 月 15 日号
最終回．診療情報提供書 後編
◆ 事務職員スキルアップ講座

２月 15 日号

14．臨床検査技師 編

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 臨床検査科 科長代理
臨床検査技師 塚原 晃

15．薬剤師 編

３月 15 日号

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 薬剤科 係長
薬剤師 宮川佳子

16．社会福祉士 編

４月 15 日号

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 医療福祉科係長
社会福祉士 門岡高太郎

最終回．臨床心理士 編

５月 15 日号

あいち小児保健医療総合センター 心理指導科 主任
臨床心理士 河邉眞千子



◆こ
 ころのモヤモヤを吹き飛ばそう
事務職員のメンタルサポートセンター

医療法人社団青雲会 北野台病院 医療相談科 主任 毛谷和行
新宿ロイヤル診療所 渉外課 課長 広瀬貴美代
薬剤師 松尾節男

39．17 時が退社時間なのは分かるけど…  ２月 15 日号
40．年上の部下への対応
４月 15 日号
41．女性は出世できない？
５月 15 日号
42．
“晴天のへきれき”の人事異動
６月 15 日号
43．なぜ、なぜの何故？？
７月 15 日号
44．職場放棄の上司
９月 15 日号
10 月 15 日号
45．感覚の違う新人
11 月 15 日号
46．孤立無援
47．平日残業５時間、そのくせ毎週有休をとる呆れ上司

12 月 15 日号
◆ エッセイ 医療用語なるほど辞典！
医療法人興生会 相模台病院 腎センター長 横田眞二

25．ノーベルが発明した「あるもの」とは？ ２月 15 日号
26．哲学者“プラトン”と“血小板”の共通点？

３月 15 日号
27．
「リスペクト」と「レスパイト」の共通語源とは？
４月 15 日号

28．
「ロボット」の心は“AI”で育まれる！
？

５月 15 日号
29．パーソナリティの起源は「仮面」だった！

６月 15 日号
30．
「国会」のことも「ダイエット」と言うけれど…

７月 15 日号
31．
「アクメ」や「オーガズム」の語源について
９月 15 日号

32．
“study”を「勉強」と訳すのは止めよう !

10 月 15 日号
33．
「スタミナ」
と
「運命の女神」
は
“糸”
でつながっている！
？

11 月 15 日号
34.「亀の頭」か、
「どんぐり」か？
12 月 15 日号
◆ 病院移転新築奮闘記 ～職員の夢と期待を込めて～

医療法人社団善衆会 善衆会病院
監理課課長 兼 地域医療連携室室長 舘野晃一郎

9．引っ越し準備
10．必要届出書類
11．建物管理
12．外部への情報提供・院内の情報共有
最終回．移転完了

２月 15 日号
３月 15 日号
４月 15 日号
５月 15 日号
６月 15 日号

◆患
 者さまに向き合いお待たせしないクリニックづくり
電子カルテ導入と医療クラークの活用



メディキャスト株式会社 メディプラザ 大西大輔

9．診療所におけるクラーク運用（9）


２月 15 日号

8．TMG 医事研究会①
9．TMG 医事研究会②
10．戸田中央総合病院・実業団
11．診療情報管理業務
最終回．医事課がかかわるチーム医療

２月 15 日号
３月 15 日号
４月 15 日号
５月 15 日号
６月 15 日号



◆看
 護の視点で追う医療制度改革
～地域包括ケアから診療報酬改定まで～

公益社団法人日本看護協会
医療政策部 医療制度課 診療報酬担当専門職 髙島尚子

6．平成 28 年度診療報酬改定の基本方針について
２月１日号

7．平成 28 年度診療報酬改定に関する議論の整理について

３月１日号
8．平成 28 年度診療報酬改定における主な改定内容（看護
関連）について
４月１日号
9．入院医療の機能分化と「重症度、医療・看護必要度」の
見直し
５月１日号
10．看護職員の月平均夜勤時間数の見直しと夜間看護体制
の充実に対する評価―平成 28 年度診療報酬改定―

６月１日号
11．退院支援の充実と訪問看護に関する評価―平成 28 年
度診療報酬改定―
７月１日号
最終回．身体疾患をもつ認知症患者のケアに関する評価「認知
症ケア加算」の新設―平成 28 年度診療報酬改定―

９月１日号
◆ 医事業務ビギナーズ

医療法人社団相和会 渕野辺総合病院 医事課 課長補佐 藤本武志

6．交通事故患者さんの対応～その 1 ～
7．交通事故患者さんの対応～その 2 ～
8．高額療養費などの負担軽減制度
9．レセプトの点検方法～その１～
10．レセプトの点検方法～その２～
11．レセプトの点検方法～その３～
12．レセプトの点検方法～その４～
13．レセプトの点検方法～その５～
14．レセプトの点検方法～その６～
15．レセプトの点検方法～その７～
◆ 医療経営に直結する DPC コーディング道場

２月１日号
３月１日号
４月１日号
５月１日号
６月１日号
７月１日号
９月１日号
10 月１日号
11 月１日号
12 月１日号

有限会社 横浜ヒューマンヘルスケアシステムズ
医事総合研究所 所長 佐藤達哉

7．MDC09 乳房の疾患
２月 15 日号
8．MDC11 腎・尿路系疾患および男性生殖器系疾患

３月 15 日号
番外編．2016 年診療報酬改定による DPC の影響
５月 15 日号

9．MDC12 女性生殖器系疾患および産褥期疾患・異常妊
娠分娩／ MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患

６月 15 日号
10．MDC14 新生児疾患、先天性奇形／ MDC15 小児疾
７月 15 日号
患／ MDC17 精神疾患
最終回．MDC16 外傷・熱傷・中毒／ MDC18 その他

９月 15 日号
◆ 地域包括ケアシステム最前線 在宅医療と診療報酬

医療法人日米会 鷺沼診療所 事務長 宇井恵美

4．施設の特徴と点数算定
２月１日号
5．連携型の届出要件
３月１日号
6．今改定による変更点
５月１日号
7．施設入居時等医学総合管理料
６月１日号
8．施設の算定
７月１日号
9．個人宅の算定①
９月１日号
10．個人宅の算定②
10 月１日号
11．個人宅の算定③
11 月１日号
12．これからの医療および在宅医療
12 月１日号
◆ いまさら聞けない！ 基礎から学ぶ広報誌づくり
編集プロダクション 株式会社みんなのことば舎
エディター・ライター 秋田谷美代子

1．
「広報」とは？ 「広報紙」とは？
2．基礎知識編①～紙のあれこれ
3．基礎知識編②～原稿・図版のあれこれ

医事業務

NO.508 2016.12.15

２月１日号
３月１日号
４月１日号

65

4．制作編①～企画・編集
5．制作編②～ページ構成
最終回．制作編③～レイアウト・デザイン

５月１日号
６月１日号
７月１日号

2．平成 28 年度診療報酬に対応したシミュレーション
12 月１日号


小前貴志／角谷 慶

施設基準管理士養成講座 社会医療法人輝城会

医療法人社団青雲会 北野台病院 医事課長

医療・介護経営研究所 竹田和行

（全国病院経営管理学会 医事業務委員会 正幹事） 鈴木達也

1．施設基準の届出ルール（基本編）

11 月 15 日号
2．施設基準の届出ルール（基本編・その２）

12 月 15 日号



◆目
 指せ！ 戦略的広報
新人広報担当者が学ぶ病院活性化の仕掛け

愛知県厚生連 安城更生病院 企画室 企画課長 田實直也
企画室 井桁千聡
株式会社シイエム・シイ 福山隆志

1．広報担当者に就任 !? で も何にも分かりません。
９月 15 日号

2．企業広報は内部に向けた発信！
？ 企業ブランディング
の経緯とトレンドとは？
10 月 15 日号
3．聖隷福祉事業団、目指すものは職員全員参加の広報！

11 月 15 日号
４．医療における広告規制とは？ 医療法における病院等の
広告規制について
12 月 15 日号

◆医
 療現場 ファシリテーション入門 Hospital meets marketing 
医療現場に変革が必要と考える、未来志向のあなたに
川崎医科大学 総合外科学 教授 猶本良夫
株式会社博報堂 第二プラニング局ウェルネスデザインプロジェクト
プロジェクトリーダー 石附洋徳
株式会社博報堂コンサルティング 執行役員 楠本和矢

1．ファシリテーションスキル習得の意義
９月 15 日号
2．マーケティングから学ぶファシリテーション①

10 月 15 日号
3．マーケティングから学ぶファシリテーション②

11 月 15 日号
4．マーケティングから学ぶファシリテーション③

12 月 15 日号

◆全
 国病院行脚 若手発掘の旅
Discover rising stars ！
1．群馬県 善衆会病院
８月 1・15 日号
2．長野県 相澤病院・相澤東病院
10 月１日号
3．広島県 マツダ病院
11 月１日号
4．愛知県 安城厚生病院
12 月 15 日号
◆ そこが知りたい！ 医事最新情報
ブロック会計の導入
８月 1・15 日号
富士重工業健康保険組合 太田記念病院 事務部 副部長
兼 情報管理課課長 野口和彦

外来患者案内システム（NAVIT）導入

10 月 15 日号

愛知医科大学医学部附属病院 医療情報部 特任教授 深津 博

◆ 院内で輝く Leader 図鑑

1．戸田中央総合病院 副事務長 橋本 敦さん
11 月１日号

◆ 病院の経営戦略で使える DPC シミュレーション

メディカル・データ・ビジョン株式会社 ユーザサポート部
ソリューション企画ユニット 黒川大輔

1．平成 28 年度診療報酬改定の影響

11 月１日号
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一般財団法人 大阪府警察協会 大阪警察病院

◆ すべての医療機関で必要な施設基準のスペシャリスト

◆ 医事管理 ON THE ROAD 〜路上にて思ふこと〜

1．向精神薬多剤投与、療養給付以外のサービス、看護補助
加算
９月１日号
2．冷静、地道、それでいて自信を持つ
10 月１日号
3．
「特別の療養環境」について思ふこと
11 月１日号
4．
「日常でマネジメントが求められる場面」について思ふ
こと
12 月１日号

◆ 教えて！ ニャン長先生

◆ 医療関連分野における情報セキュリティアップデート

愛知医科大学医学部附属病院 医療情報部長・特任教授
メディカル IT セキュリティフォーラム 代表理事 深津 博

1．医療系施設が最低限知っておくべき事実と対策

11 月 15 日号
2．遠隔保守における外部からの攻撃や情報漏えいのリスク

12 月 15 日号
◆ 病院経営の「今」が分かる！ 病院経営事例集
1．
「受け身の病院事務職」では生き残れない時代が到来す
る
12 月１日号
榊原記念病院 佐藤 譲

2．病院事務職は言われたことをこなせばいいという時代で
はなくなった
12 月 15 日号

31．未収金
１月 1・15 日号
32．在宅医療
２月１日号
33．診療放射線技師
３月１日号
34．平成 28 年度診療報酬改定
４月１日号
35．平成 28 年度診療報酬改定 医療機能の分化、強化、
連携
５月１日号
36．平成 28 年度診療報酬改定 安心、安全で効率的な質
が高い医療
６月１日号
37．平成 28 年度診療報酬改定 ３本目の柱～医療分野の
充実～
７月１日号
38．平成 28 年度診療報酬改定 4 本目の柱（効率化・適
正化を通じて制度の持続可能性を高める視点）

８月 1・15 日号
39．マイナンバー制度
９月１日号
40．ストレスチェック制度
10 月１日号
41．病院情報の公開
11 月１日号
42．医療ビッグデータ
12 月１日号
◆ NakamaProject －地域医療の充実を目指して

千葉県済生会習志野病院 石井 仁

浜松医科大学医学部附属病院 医療福祉支援センター

有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁／番場省吾

26．医師の地域および診療科偏在
１月 1・15 日号
27．医師・歯科医師・調剤師調査の概況
２月 15 日号
28．地域医療構想は「第２ラウンド」へ！  ３月 15 日号
29．次期診療報酬改定で気になる３項目
４月 15 日号
30．医師の地域偏在とキャリアパス
５月 15 日号
31．専門医制度と医師免許の更新制
６月 15 日号
32．医学生の臨床実習について
７月 15 日号
33．診療データの活用
８月 1・15 日号

34．
「自立」より「自律」
９月 15 日号

10 月 15 日号
35．病床数の「背比べ」
36．療養病床の今後の在り方
11 月 15 日号
37．改正個人情報保護法の医療機関への影響

12 月 15 日号
◆ 匿名医事課長の医事課あるある！
？
1．石鏡町（いじかちょう）に一度行ってみたい！
？

９月１日号
2．医事課長は冠婚葬祭貧乏！
？
10 月１日号
3．いい医師＝病名をしっかりつけてくれる医師！
？

11 月１日号
4．医師の字が汚くて困っている！
？
12 月１日号

◆ ローコスト経営の実践

センター長 小林利彦

9．
“事務職員”から脱皮して経営マネジメントの専門職に
２月１日号

最終回．未来志向のローコストオペレーション

３月１日号
◆ 先読み NEWS

株式会社 日本経営 山口 聡

２月 15 日号
３月 15 日号

第 8 回
第 9 回（最終回）

◆ 新・病院探訪

みさと中央クリニック 院長 髙橋公一

7．鶴巻温泉病院〈後編〉

最終回．みさと中央クリニック
◆い
 ま、必要とされている
《若手職員育成メソッド》の実践
Lesson1

２月 15 日号
３月 15 日号

12 月 15 日号

苫小牧市立病院 医事課長補佐 小林泰賀

コラム
◆ 事務当直日誌
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 患者サポートセンター
課長 田中範彦

21．
『事務当直日誌』は報告書
22．事務当直でもらえる賃金
23．今まで見えなかったものが… 
24．インフルエンザ
25．別れと出会いの季節
26．立場が変われば視点も… 
27．
「断らない救急医療」を目指して
28．
「脳卒中」の勉強会で思うこと
29．救急委員会の設置の目的
30．救急車の出動件数の増加
31．大規模災害訓練
最終回．事務当直、16 年

１月 1・15 日号
２月１日号
３月１日号
４月１日号
５月１日号
６月１日号
７月１日号
８月 1・15 日号
９月１日号
10 月１日号
11 月１日号
12 月１日号

◆ 新入職員“しくじり君”の「またやっちまった…」

失敗事例研究所 所長

９月 15 日号
10 月 15 日号
11 月 15 日号
12 月 15 日号

1．お手製謝罪文
2．時と場所を考えて
3．病院内運動会
4．勇気ある撤退を

その他
◆ 付録

平成 28 年度診療報酬改定 主要項目チェックリスト
３月 15 日号


今後のラインナップ

２月 １ 日号…全国医事研究会 事例発表
２月 15 日号…北海道医事研究会 事例発表
３月 １ 日号…人間ドック・健診・検診実態調査（前編）
３月 15 日号…人間ドック・健診・検診実態調査（後編）
４月号～…患者サービス、接遇、査定、返戻、請求もれ、電子カルテ、診療報酬改定、教育、適時調査・監査・
個別指導、未収金、施設基準、DPC/PDPS、クレーム対応、業務改善、地域連携、診療情報管理、デー
タ分析・統計（経営分析含む）、医療材料、病院広報、災害医療、医療安全、マネジメント、病床管理、
待ち時間、資料作成術、経営企画、人事、経理、総務など、あらゆる病院事務職に関する情報をお
届けします。
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