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特　集
◆◆ 課題解決

特集３　現場の課題を見直そう！
事例１　診療科別収益予測から導く予算策定のプロセス
　　　　～その数値に真のエビデンスはあるのか～
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市南部病院

総務課　課長　小島勇人
�  １月１・15日
事例２　全職員向けに月次損益を分かりやすく公開
　　　　～損益計算書の説明は、いたしません～

八戸市立市民病院　医事課　主幹　下野　晃
�  １月１・15日
事例３　レセプト請求の質向上のための取り組み
　　　　～RPA導入によるレセプト作成業務時間の削減～

株式会社麻生　飯塚病院　経営管理部
　医事課　病棟クラーク　児玉礼好

�  １月１・15日
事例４　多職種による長期入院患者の病床管理
　　　　～全員がDPCと在院日数を意識する～

地方独立行政法人　那覇市立病院　集中治療室（前外科病棟）
　看護師長　仲本雪美

看護監◆兼◆患者サポートセンター長　照屋りつ子
外科部長◆兼◆外科病棟医長　金城　泉

副院長◆兼◆地域医療連携室長　宮里　浩
�  １月１・15日
事例５　病床利用率向上と新規患者集患の取り組み
　　　　～組織横断的な連携を図りながら～

福山市民病院　管理部　経営企画課　山上泰子
�  １月１・15日
◆◆ 寄稿

寄稿　風評被害に負けない
寄稿１　誹謗中傷に負けない！院内感染と戦った50日間

社会医療法人西陣健康会　堀川病院　事務長　山田正明
�  ８月１・15日
寄稿２　新型コロナ・風評被害への谷口流対応策

医療法人　太融寺町谷口医院　院長　谷口　恭
�  ８月１・15日
◆◆ 業務改善

特集　業務改善のすすめ
事例１　医療従事者の働き方改革
　　　　�～患者移送支援センター（仮称）設置に向けた体制づくり～

国立大学法人　九州大学病院　看護部　副看護部長　天尾カオル
看護部長　濱田正美

�  ２月１日
事例２　医療機関におけるコンプライアンス推進体制の構築
　　　　～法務・コンプライアンス室の事例～
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市東部病院

総務課　法務・コンプライアンス室　室長代理　荒川　隆
�  ２月１日
事例３　診療未収金の回収と発生防止の取り組み
　　　　～属人的業務からチーム業務へ～

医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター　金沢循環器病院
　総務課長　白井靖彦

�  ２月１日
事例４　未収金回収の取り組みと成果
　　　　～複雑で手間な管理を楽にしよう～

株式会社麻生　飯塚病院　医事課　矢口幸平
�  ２月１日
事例５　同意書の統一化
　　　　�～インフォームド・コンセントの質の向上を目指して～

社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院
　医療の質管理本部　医療安全専従看護師　横溝弘樹

�  ２月１日
創刊600号突破記念企画
特集１　医事課崩壊を防げ！
いますぐ実践できる業務改善事例集�  ４月15日
特集２　済生会グループにおける医事課の取り組み
事例１　�高度急性期病院における緩和ケアチームのマネジメント
　　　　�～緩和ケアの質の向上と診療報酬の算定増加を目指して～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会福岡総合病院
医事課　岩永浩一郎／内科　落合利彰／外科　鹿田康紀

�  ４月15日

事例２　�医事課職員マネジメント「プロジェクトにおける調整役」
　　　　�～グループ経営において求められる役割～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　三重県済生会明和病院
医事課　主任　北浦拓弥

�  ４月15日
事例３　医事課の残業時間短縮を目指して
　　　　～レセプト期間における残業時間短縮の取り組み～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会福岡総合病院
医事課　入退院係　笹栗央子

�  ４月15日
事例４　�データ活用に向けたシステム運用の支援や院内周知

の実践
　　　　～地域医療を支えるための施策とその成果～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会泉尾病院
　入院医事課　課長　大野智之

�  ４月15日
特集２　病院経営に直結する医事課の業務改善
事例１　未収金対策
　　　　医事課職員の意識改革で未収金回収率100％を達成
　　　　～システマチックに対応した７つの改善策～

加東市民病院　医事課　課長　谷口一史／
主事　横山　葵／小川峰子

�  ９月15日
事例２　�レセプト請求�

システムを活用した診療報酬請求の適正化
　　　　～経営改善に寄与する３つの取り組み事例～

社会医療法人敬愛会　中頭病院
医事業務課　高江洲　誠／島袋直子

�  ９月15日
◆◆ クラウドファンディング

特集　�成立事例から学ぶ医療機関におけるクラウドファン
ディングの有効活用

　　　クラウドファンディングの進め方
READYFOR株式会社　医療チーム　キュレーター　金久保智哉

�  11月15日
成立事例Ⅰ　�大阪大学医学部附属病院　総合周産期母子医療

センター
　　　　　　NICUのオンライン面会システム

大阪大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター
　准教授　北畠康司

�  11月15日
成立事例Ⅱ　長野県立木曽病院
　　　　　　DMATカーのリニューアル

地方独立行政法人長野県立病院機構
長野県立木曽病院　院長　濱野英明

副院長兼看護部長　赤堀由可利
事務部経営企画課経営管理係　石山彩香

�  11月15日
成立事例Ⅲ　熊本託麻台リハビリテーション病院
　　　　　　「感染防止対策教室」を開催

医療法人堀尾会　熊本託麻台リハビリテーション病院
　理事長・院長　平田好文

�  11月15日
成立事例Ⅳ　つむぎこどもクリニック
　　　　　　�「みんなでつくる病児保育室『つむぎのおう

ち』」を開設
つむぎこどもクリニック　院長　吉岡淑隆

�  11月15日
◆◆ 経営企画

特集２　経営に直結する診療材料の管理
事例１　診療材料データを活用した物流管理と価格交渉
　　　　�～統一物流管理のメリットを生かして改善につなげる～
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市東部病院

事務部副部長　医療支援課長兼医療情報課長　内田　力
�  ４月１日
事例２　ベンチマークシステムの活用とコスト削減
　　　　�～2019年10月の診療報酬改定に伴う循環器内科

に特化した価格交渉～
地方独立行政法人　長野市民病院　事務部　財務課　主査　宮澤秀典
�  ４月１日
特集２　院内リソース活用の最大化
事例１　職員健康診断の内製化による委託費の削減
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市南部病院

経営課　企画係兼情報システム係　係長　栁澤孝彰
�  ７月１日
事例２　病床の最大活用に向けて
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市東部病院

医事企画室　室長　金城悠貴
�  ７月１日
特集１　コロナ禍における病床再編と収益改善
事例　攻めの病院経営
　　　～コロナ禍に病床再編を行い収益改善した取り組み～

JA愛知厚生連　知多厚生病院　医事第２係長　石原　聡
�  10月１日
◆◆ コーチング

特集１　コーチングの威力
多職種協働のコーチングプロジェクトで芽生える職員のやりがい
～事務部門の視点～
Interview１　院内のコミュニケーションをコーチングで補完
石巻赤十字病院　総務人事課係長（コーチング事務局）　石橋麻衣子
�  ３月15日
Interview２　�働きがいのある職場づくりを目指したコーチ

ングの導入
加古川中央市民病院　人事部　淺原太郎

�  ３月15日
Interview３　コーチングを活用した多職種連携を目指す

新小山市民病院　事務部長　坂田　普
事務部　総務課　川島優美

�  ３月15日
解説　コーチングとは�  ３月15日
レポート　アンケート結果から

株式会社コーチ・エィ　大塚志保
�  ３月15日
◆◆ 災害対策

特集２　災害医療　常に備えよ！医療機関の災害対策
事例１　震災の記憶を風化させてはならない！
　　　　�～被災者と救護者の両者を経験したDMAT隊員の

震災後10年間～
JA愛知厚生連　企画管理部　企画課長

　日本DMAT隊員　秀野功典
�  ３月15日
事例２　�職員参加型のオリジナルビデオ制作による防災訓練

の取り組み
　　　　～記憶に残る効果的な防災訓練を実施するために～

一般社団法人糸島医師会　糸島医師会病院
動画委員会・薬剤科　藤野由梨／動画委員会・総務課　牧園藍子／

事務部長　村山直樹／病院長　冨田昌良
�  ３月15日
巻頭特集　「防災の日」Special�Interview
京都大学医学部附属病院における災害時のBCP対策
病院職員が日常で使えるSNSアプリの活用事例
Interview�１　Disaster�communication�tool!!
災害時に活用できる「みまもりあいアプリ」を導入

医療情報企画部長　教授　黒田知宏
�  ９月１日
Interview�２　One�for�All,�All�for�The�Patient!!
地域医療BCP京都モデルの実現に向けて

初期診療・救急科　診療科長、救急部長　京都大学防災研究所
　地域医療BCP連携研究分野　教授　大鶴　繁

�  ９月１日
◆◆ 座談会

SPECIAL�ROUND-TABLE�DISCUSSION
時間外労働上限規制適用まであと３年
急性期病院における医師の働き方改革

社会医療法人近森会　常務理事◆兼◆管理部長　寺田文彦
医療法人警和会　大阪警察病院　事務次長　小前貴志

社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院
　事務局長　服部東洋男

社会医療法人財団慈泉会　相澤東病院　事務長　池田隆一
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　事務長　赤羽茂康

�  ３月１日
ROUND-TABLE�DISCUSSION「わたしたちのおもい」
－医オン研の芽吹き－
医療系事務職員のためのオンライン研究会

大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院リバーサイド
事務長　十河浩史
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～当たり前の水準を高める～
大和高田市立病院　経営企画室　室長　井上直也

�  ３月１日
特集１　人材育成　「済生会横浜市東部病院」事例研究
～未来のリーダーを育てる仕掛けづくり～
Introduction　人材開発支援室における人材育成の取り組み

済生会横浜市東部病院　人材開発センター　人材開発支援室
　課長補佐　西川泰弘

�  ５月15日
解説　神奈川県済生会における研修“現場発の医療経営”
　　　ベーシックコース・アドバンスコース
�  ５月15日
総括　「未来のリーダーを育てる仕掛けづくり」に必要なこと
　　　�―研修という非日常の場を、日常の成果につなげる

ために―
�  ５月15日
特集２　医療機関における女性職員の管理職登用
事例１　女性活躍推進の取り組みについて
　　　　�～平均勤続年数の向上と管理職登用に向けた制度や

取り組み～
医療法人ひらまつ病院　人事部　部長　特定社会保険労務士　村岡俊明
�  ６月15日
事例２　女性の活躍推進に向けた取り組みと課題

宇治武田病院　総務部　部長　山田佳之
�  ６月15日
特集　新入職員　大きな志を胸に秘めて医療界で羽ばたこう！
新入職員の病院就活記
Interview１　�新卒採用では、就活生の不安を払拭するため

に知りたい情報を誠実に発信
社会福祉法人岡山博愛会　岡山博愛会病院　医事課　吉田伊織

�  ８月１・15日
Interview２　�先輩職員が新入職員をマンツーマンで指導・

育成する「事務ラダー制度」が充実
JA愛知厚生連　江南厚生病院　企画課　企画係　中野翔太

�  ８月１・15日
Interview３　�若い世代が病院を身近に感じられるSNSを

活用した情報発信を
JA神奈川厚生連　相模原協同病院　医事課　森山優花

�  ８月１・15日
Interview４　�困ったときに「助け合える風土」と休日や給

付制度が充実の「福利厚生」
社会医療法人　寿人会　木村病院　医事課　医療秘書　岩原　希

�  ８月１・15日
Interview５　�正確に仕事に取り組む意識の高さやチーム医

療を重視する職場に好感
川崎医科大学附属病院　医療資料部　伊吹佳美

�  ８月１・15日
Introduction　�性格６タイプ別メンタル診断とコミュニ

ケーション法
メンタルサポート研究所　心理カウンセラー　米倉けいこ

�  ８月１・15日
Chapter１　未来の医療事務職員を輩出する教育機関
学校１　川崎医療福祉大学

川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部　医療秘書学科
　学科長・教授　山本智子

�  ８月１・15日
学校２　高崎健康福祉大学

高崎健康福祉大学　キャリアサポートセンター　次長　湯本誠一
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

�  ８月１・15日
学校３　東京保育医療秘書専門学校

学校法人三幸学園　東京保育医療秘書専門学校　医療秘書科
　学科チーフ　鍋田桃代

�  ８月１・15日
Chapter２　原石を発掘し、磨く！　採用活動・教育研修
事例１　人財育成におけるペガサスグループの取り組み

社会医療法人ペガサス　理事　田中恭子
�  ８月１・15日
事例２　経営力を身につけた事務職員の育成

特定医療法人谷田会　谷田病院　事務部長　藤井将志
�  ８月１・15日
事例３　病院事務職員におけるリカレント教育の現状と課題

独立行政法人労働者健康安全機構　医療企画部
　医療安全対策課　訟務班長　藤井崇久

�  ８月１・15日
事例４　�医療職における効果的な採用コンテンツづくりのコ

ツとは
株式会社アーチーズ　代表取締役　採用コンサルタント　伊藤雄二

�  ８月１・15日
Chapter３　人財を守る離職防止術
解説　離職を防ぐコミュニケーション論

社会医療法人きつこう会　多根総合病院
経営改善担当　院長補佐　直江幸範／医事課長　宮本晋佑

�  ６月15日
事例４　�オンライン資格確認導入に向けた取り組みと今後の展望

社会医療法人　祐愛会織田病院　事務部長　宮﨑公志
システムマネージャー　森川伸一／医事課主任　中村典弘

�  ６月15日
◆◆ 施設基準管理士

施設基準管理士認定試験合格者の声�  ６月１日
特集２　施設基準管理士の活躍
施設基準におけるリスクマネジメント
事例１　施設基準管理業務の標準化
　　　　～安全で戦略的な管理体制に向けて～

地方独立行政法人　明石市立市民病院　経営管理本部
　経営管理室　経営企画課　堀　純仁

�  10月15日
事例２　施設基準・施設認定の適正管理
　　　　～人員管理システムの作成を通して～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会福岡総合病院
医事課統括◆兼◆経営分析室　田中沙織

�  10月15日
◆◆ 情報提供

2021年度の新入社員は何タイプ？
「仲間が恋しいソロキャンプタイプ」�  ５月１日
特集１　Special�Feature
事務職を中心に産後ケアを構築
東京都済生会中央病院における分娩再開に伴う産後支援サー
ビスの導入

東京都済生会中央病院　医事課課長　町田洋治
東京都済生会中央病院　医事課主任　宮本明日香

�  ７月１日
特集１　ポストコロナ時代を見据えた新しいリスクマネジメント
慶應義塾大学病院における入院医療費保証サービスの運用

慶應義塾大学病院　医事統括室課長　荒川和美
医事統括室　瀧澤里奈／医事統括室　小澤仁貴

�  ９月15日
Interview
巻頭クローズアップ　次期診療報酬改定ではどうなる？
インターネット・ゲーム・スマホ依存症に対する治療

東京医科歯科大学病院　精神科　講師　治徳大介
�  10月１日
◆◆ 人材育成

特集１　中規模病院の人材育成プロジェクト～上白根病院～
Project１　�多職種連携による「病院機能向上委員会」の活

動と成果
～栄養サポートチーム加算算定の事例から～

総務課　課長　藤澤悠介
�  １月１・15日
Project２　�「一般事務研修」で事務職員のスキルアップを

目指す
～多部署合同で学ぶ接遇と診療報酬制度～

医事課　課長　久木田浩二
�  １月１・15日
Project３　�所属長をサポートできる人材を育てる「役職者

研修」
～部署を越えたコミュニケーションでマネジメン
トを考える～

経営企画室　室長　佐藤新司
�  １月１・15日
特集　人を育てる仕組みの構築
Case１　業務の国際化に備えた事務職員向け英語講座

～業務直結の持続可能な病院英会話の普及～
社会福祉法人　財団済生会横浜市東部病院　国際連携室　赤津祐衣

�  ３月１日
Case２　事務系総合職におけるプリセプター制度の構築

～教育環境の改善を目指して～
社会医療法人生長会　府中病院　医療情報課　村上　萌

�  ３月１日
Case３　人材育成とチームビルディングの組織づくり

～組織づくりと人材育成システム～
公益財団法人慈愛会　教育開発センター　中重敬子

�  ３月１日
Case４　当院における患者対応力強化の取り組み

～トラブルは、現場力強化でソフトランディング
する～

地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院
医療業務部　患者相談・業務支援グループ◆兼

◆医療安全推進室　係長　後藤圭司
�  ３月１日
Case５　�公立病院における経営企画室設立とスタッフ育成

の第一歩

国立がん研究センター　がん対策情報センター
　院内がん登録室　髙橋ユカ

川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部　医療情報学科
　講師　虫明昌一

�  ５月１日
特集１　人材育成「済生会横浜市東部病院」事例研究
～未来のリーダーを育てる仕掛けづくり～
座談会　“現場発の医療経営”
アドバンスコース　受講者座談会
済生会横浜市東部病院　法務・コンプライアンス室　室長　荒川　隆

済生会神奈川県病院　リハビリテーションセラピスト科
　係長　古田裕亮

済生会横浜市東部病院　人材開発センター人材開発支援室
　課長補佐　西川泰弘

�  ５月15日
施設基準管理
～医療マネジメント職の立場から～

医療法人邦友会　小田原循環器病院　事務部　医事課
　課長　小笠原一志

社会福祉法人聖母会　聖母病院　事務次長　杉山勝志
一般社団法人　上尾中央医科グループ協議会

　経営管理本部施設基準管理室　課長代理　小林竜弥
医療法人社団恵生会　上白根病院　事務長　本田親仁

�  ６月１日
医師の働き方改革を踏まえたオペレーションマネジメント
～病院経営を支えるチームビルディング～

株式会社　日本経営　ヘルスケア事業部　工藤美和
飯塚病院　総合診療科部長、特任副院長　中長期部会長　井村　洋

東京医科歯科大学　理事　IT化　教務改善担当　鐘江康一郎
�  ６月15日
特集　レセプト業務の探求
座談会　保険請求とレセプトチェックシステム
『べてらん君』の活用

苫小牧市立病院　医事課長　小林泰賀
北星病院　事務長　道下貴裕

えにわ病院　医事課長　中村　良
恵佑会札幌病院　医事課◆兼◆医師支援課　主任　綿谷法子

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社
　レセプトチェック営業部　平田牧子

�  11月１日
◆◆ システム

新しい医療提供の実現に向けて
最新テクノロジーで地域医療を守る！
ドローンによる薬品搬送実証実験レポート

薬品搬送実証実験レポート　JA愛知厚生連　知多厚生病院
　事務管理室長◆兼◆企画室長　田實直也

�  ２月１日
特集１　未来の医療現場を支えるICTとAI活用術
事例１　病院ICT利活用の推進における新職種
“Hospital�Infrastructure�Architect”

社会医療法人石川記念会　HITO病院　DX推進課
　Hospital�Infrastructure�Architect　村山公一

�  ４月１日
事例２　外来診察室におけるAI問診システムの導入効果

社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院
事務部次長兼経営企画課長　中川雅夫

�  ４月１日
特集　医療機関における動画活用事例
事例１　テレビ番組風インタビュー動画の活用
　　　　�～仕事内容や職場の雰囲気を伝えるためあまの探検

隊が行く～
医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院

放射線課　課長　外川雅士
�  ６月１日
事例２　動画を活用した地域貢献活動

社会医療法人　寿人会　木村病院　リハビリテーション部
　作業療法士　稲木康平／木村知行／相馬亜妃／大籏章人／大山幸一
�   ６月１日
特集１　�オンライン資格確認等システム・顔認証付きカード

リーダーのプレ運用
事例１　オンライン資格確認のプレ運用
　　　　～資格返戻「ゼロ」を目指して～

地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院
事務部　医事課　課長　牧田文博／主任　久保田幸介

�  ６月15日
事例２　�顔認証付きカードリーダーを活用したマイナ受付や

システム連携の実践
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院

管理課情報システム係　情報システム主査　佐々木邦義
�  ６月15日
事例３　オンライン資格確認でサービス品質の向上
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JA茨城県厚生連　事業管理部　次長　石川智久
JA茨城県厚生連　事業管理部　藤咲　心

�  11月１日
レセプトに関する３つの取り組み
事例１　システムを活用した医療資源病名の適正化の取り組み
　　　　～意識を高める運用の構築～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福井県済生会病院
医事課　主任　齊藤克幸

�  11月１日
事例２　RPAを活用した労働生産性向上
　　　　～超過勤務時間削減を目指して～

社会医療法人生長会　府中病院　医療情報課　橋本章太
�  11月１日
事例３　当院における医事業務の改革
　　　　～返戻レセプト対策～

公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院
医事課　松浦敬宣／事務部長室　風晴俊之

�  11月１日
◆◆ ワクチン接種

特集２　ワクチン接種奮闘記
個別接種　苦労して乗り越えた５つの課題と解決策

名鉄病院　事務部経営企画課　金丸健司
�  10月１日
集団接種　関係機関との連携でワクチンの接種体制を構築

◆碧南市　健康推進部　健康課　庶務係・担当係長　東海林利治
�  10月１日
大規模接種　�一体感を生んだ「オール厚生連」によるプロ

ジェクト
JA愛知厚生連　企画管理部　企画課長　秀野功典

�  10月１日
職域接種　職場環境の把握や信頼関係で職域接種の実施へ

倉敷中央病院リバーサイド　健康管理センター　室長　平松貴恵
�  10月１日
◆◆ スポットライト

佐久総合病院　佐久医療センターにおける経営改革プロジェクト
〈前編〉現場の視点　救急医療係数向上の取り組み
～救急医療管理加算の算定強化～
JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　医事課　藤嶋利成
�  ２月15日
佐久総合病院　佐久医療センターにおける経営改革プロジェクト
〈後編〉全体の視点　経営改善チームによる活動と人材育成
～若手職員の意識改革へつなげる～

JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター
　経営企画課◆兼◆診療情報管理課　須田茂男

�  ３月１日
withコロナ時代の病院経営
～現状把握とリカバリー～

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　経営企画室
　室長　望月卓馬

�  ３月15日
戦略企画室における効果的な会議の運営
名古屋市立大学病院　医学・病院管理部経営課経営係　主事　水野史一
�  ５月１日
病院IT部門に何ができる？
～「ひとり情シス」が生み出すIT戦略～

公益財団法人操風会　岡山旭東病院　IT推進センター　CIO／
情報システム室　室長（法人本部　IT戦略室長）

上級医療情報技師　榊原祥裕
�  ５月15日
適切なターゲット選定と根拠に基づく戦術で「選ばれる病
院」を目指す

社会医療法人杏嶺会　法人本部総務部　広報戦略室
　特任課長　永井　仁

�  ６月１日
そろそろ見直す？　「医事統計」
� ReVOYL　代表　飯田哲哉
�  ７月１日
医療分野での個人情報保護法の改正による影響

弁護士法人　三宅法律事務所　弁護士　渡邉雅之
�  ７月15日
次世代型クリニックが未来医療を切り拓く！
～次世代型クリニック「クレイドル」と異視点コラボレー
ション～

SHINING株式会社　代表取締役　伊藤幸久
�  ９月１日
診療報酬改定においての多職種合同チームによる収益確保の
効果
� 社会医療法人生長会　府中病院　企画室　浜﨑陽介
�  11月15日
概算表作成による職員の負担軽減および患者待ち時間削減の
取り組み

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　看護部長　中瀬美恵子
�  １月１・15日
事例２　�重症度、医療・看護必要度Ⅱの該当患者割合を毎日

把握する
　　　　～EF統合ファイル（仮）の作成～

藤枝市立総合病院　病院企画室　看護師　三上佑介
�  １月１・15日
事例３　詳細不明コード使用割合を減らそう
　　　　～精度の高いDPCデータを目指して～

一般財団法人津山慈風会　津山中央病院　医事課
　山田めぐみ／早川知江

�  １月１・15日
事例４　DPCデータを用いたクリティカルパス分析
　　　　～コスト算定もれ防止に向けて～

医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院　QIセンター事務局
　課長補佐　東　靖広

�  １月１・15日
◆◆ 病院紹介

Be�yourself�and�for�someone
～あなたらしく、誰かのために～
社会福祉法人聖母会　聖母病院　医事情報管理課　課長　杉山勝志

�  １月１・15日
◆◆ 法律関係

特集２　医療機関の広報に不可欠な知的財産の知識・技術
解説１　知的財産権の知識と実践
～それぞれの法律や権利の概要とケーススタディー～

学校法人　川崎学園　川崎医療福祉大学
医療福祉デザイン学科　教授　平野　聖

�  ５月15日
解説２　メディカルイラストレーションの作成方法

学校法人　川崎学園　川崎医療福祉大学
医療福祉デザイン学科　教授　横田ヒロミツ

�  ５月15日
特集　感染症と医事法
解説１　医事法の観点における公衆衛生の現状

自治医科大学　公衆衛生学教室　教授　中村好一
�  ７月15日
解説２　�新型コロナウイルス感染症治療と医療計画・医療機

能分化
� 東京学芸大学　教育学部　准教授　佐藤雄一郎
�  ７月15日
解説３　パンデミック下での人権問題を考える

東京大学　医科学研究所　公共政策研究分野　准教授　井上悠輔
�  ７月15日
解説４　感染症法と患者の人権

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）
　特任准教授　河嶋春菜

�  ７月15日
解説５　感染症の法と医療
―法治主義と健康保護のバランス

慶應義塾大学大学院　法務研究科　教授　磯部　哲
�  ７月15日
特集３　�医療機関で気をつけたいガイドラインとQ&Aの

留意点
解説１　�「同一労働同一賃金と副業・兼業」ガイドライン�

労務管理にかかわる法律の改正や動向
早稲田リーガルコモンズ法律事務所　京都オフィス弁護士　髙橋宗吾
�  ９月15日
解説２　�「個人情報保護ガイドラインと個人データ漏えい等

の事案発生対応」Q&A
　　　　�医療データの活用を促進する「公衆衛生例外規定の

運用の明確化」
弁護士法人　三宅法律事務所　弁護士　渡邉雅之

�  ９月15日
特集１　今さら聞けない著作権の常識
解説　著作権の基本的な概念と裁判事例
早稲田リーガルコモンズ法律事務所　弁護士　佐藤　亮／清野順貴

�  10月15日
Q&A　院内での著作権問題Q&A

監修：早稲田リーガルコモンズ法律事務所
　弁護士　佐藤　亮／清野順貴

�  10月15日
◆◆ レセプト

特集　レセプト業務の探求
解説　レセプトチェックシステム
『べてらん君Collaboration�Plus』

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社
�  11月１日
対談　�連載「虎の巻伝授！　請求もれ発見伝」の有効活用と

算定もれ対策
� レセプトさとう合同会社　代表　佐藤達哉

株式会社エイトドア　代表取締役　下田静香
�  ８月１・15日
事例　働き方改革に適応した人事考課制度

医療法人しょうわ会　マネジメント本部　本部長　藤井　樹
�  ８月１・15日
Conclusion　Q&A病院人事担当者のホンネ

早稲田リーガルコモンズ法律事務所　京都オフィス
　弁護士　髙橋宗吾

�  ８月１・15日
◆◆ 地域連携

特集　地域医療連携の推進
事例１　クラウド型インターネット予約システムの運用
　　　　�～近隣基幹施設の同一システム導入による地域医療

の活性化～
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院

地域医療連携・相談室　安藤康徳／真野　瞳／大橋　恵
�  ２月15日
事例２　�医療関係者間コミュニケーションアプリを用いた病

病連携の強化
　　　　�～ICTの活用で当院のリソースを生かす～

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
入退院管理支援センター　副センター長／救急サポートチーム

　リーダー　佐賀亮介
�  ２月15日
事例３　前方連携における予約業務の改善
　　　　～お待たせしない連携室を目指して～

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院
　地域医療連携推進センター　鈴木明子

�  ２月15日
事例４　退院支援の効率化
　　　　�～どこからでもアクセス可能なタイムスケジュール

表の作成～
� 医療法人社団　日本鋼管福山病院

　入退院支援・地域連携室長　岡崎眞由美
�  ２月15日
事例５　連携につながる魅力ある研修会へ
　　　　～問題から目をそらさずに改善しよう！～

姫路赤十字病院　医療社会事業部　地域医療連携課
　地域医療連携課長　前田智成／地域医療連携係長　中杉かおり
地域医療連携係　黒田尚美／医療社会事業部副部長　太田加代

�  ２月15日
特集　新しい地域連携のモデルづくり　３つの視点から
視点１　�医療機関と地域をICTでつなぐ地域連携�

20年先を見越した取り組み
　　　　～堺市認知症医療連携ネットワークの構築～

公益財団法人浅香山病院　認知症疾患医療センター長　釜江和恵
�  12月１日
　　　　地域との絆を深める取り組み
　　　　～意思決定支援と成年後見制度の推進～

京都府立医科大学大学院医学研究科　精神機能病態学
　教授　成本　迅

�  12月１日
　　　　SDGsへの取り組み
　　　　～「みまもりあいアプリ」への期待～

京都府京丹後市　市長　中山　泰
�  12月１日
視点２　行政・医療機関・民間が手を取り合った地域連携
　　　　医療機関における取り組み
　　　　～「みまもりあいアプリ」の導入～

奈良東病院　事務長　鳩山賢次
�  12月１日
　　　　行政機関における取り組み
　　　　～「みまもりあいアプリ」の推進～

奈良県天理市　市長　並河　健
�  12月１日
視点３　地域包括ケアにおける地域連携
　　　　これからの地域連携で活用できるアプリ
　　　　～医療と開発の視点で今後の可能性を語り合う～

倉敷中央病院リバーサイド　事務長　十河浩史
社団法人セーフティネットリンケージ　代表理事　髙原達也

�  12月１日
◆◆ 追悼

追悼　昭和の語り部に捧げるレクイエム
故　松尾節男氏のLast�Message
届け！　病院事務職への熱い想い
� 編集部
�  ９月１日
◆◆ データマネジメント

特集２　データマネジメント
事例１　重症度、医療・看護必要度該当データ基準２の分析
　　　　～診療報酬改定に備えて～
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38．ストレスチェックの活用�  ７月15日
39．労働者派遣法（質問回答編）�  ９月15日
40．課長は管理職なの？�  10月15日
41．男性版産休について�  11月15日
42．令和４年診療報酬改定を迎えるにあたって（その１）
�  12月15日
◆◆ 在宅医療と外来診療

医療法人日米会　鷺沼診療所　事務長　宇井恵美
22．コロナ禍における医療機関の現状�  ２月１日
23．新型コロナ対策：「ハンマーとダンス」�  ３月１日
24．外来診療の連携・強化�  ４月１日
25．新型コロナウイルスワクチンの有効性やリスク
�  ５月１日
26．�診療所における新型コロナウイルスワクチン接種の対

応�  ６月１日
27．�診療所における新型コロナウイルスワクチン接種の対

応（その２）�  ７月１日
28．医療の起源、現在・過去・未来（その１）�  ９月１日
29．医療の起源、現在・過去・未来（その２）�  10月１日
最終回．日本の医療制度、現在・未来の医療�  11月１日
◆◆ Think�Globally，Act�Locally�

～地域視点で着想する医療～
倉敷中央病院リバーサイド　事務長　十河浩史

18．「連携広報のRestart　その４」�  ２月15日
19．「連携広報のRestart　その５」�  ３月15日
20．「連携広報のRestart　その６」�  ４月15日
21．「連携広報のRestart　その７」�  ５月15日
22．「連携広報のRestart　企業Collaboration」
�  ６月15日
23．�「連携広報のRestart　企業Collaboration（その

２）」�  ７月15日
24．�「連携広報のRestart　企業Collaboration（その

３）」�  ９月15日
25．�「連携広報のRestart　企業Collaboration（その

４）」�  10月15日
26．「地域連携の黎明期」�  11月15日
27．「地域連携の拡大期」�  12月15日
◆◆ メディケア相談員が語るアメリカの医療�

ノースカロライナ州RTPチャペル・ヒルより
ノースカロライナ州保険部認定SHIIPカウンセラー／

アメリカ病院経営士会認定病院経営士　河野圭子
９．�ナース・プラクティショナーとフィジシャン・アシス

タントが臨床現場で活躍するまでの道②
～NPとPAの教育研修制度、診療報酬のインセンティ
ブ～�  ２月１日

10．アメリカの健診事情
～自己負担ゼロの予防給付に至るまでの過程と現状～
〈前編〉�  ３月１日

11．アメリカの健診事情
�～予防医学からポピュレーション・ヘルスに発展した
過程と現状～〈後編〉�  ４月１日

12．�１年で新型コロナウイルスワクチンの開発から配布に
至る背景
～調剤薬局利用で接種率増加を目指す～�  ５月１日

13．医療へのアクセスを考える�  ６月１日
14．�マネジドケア型メディケイドに適応される定額医療費

先払い制度
～バリュー・ベースの支払い～�  ７月１日

15．産学官の連携で住民の人材育成と雇用促進
～高校生のデュアル・エンロールメント制度で若い人
材を育てる～�  ９月１日

16．オンライン診療の普及と将来への可能性�  10月１日
17．米国のマイナンバー制度と医療へのかかわり
�  11月１日
18．いまさら聞けないオバマケア

～パンデミックでオバマケア加入者増加～�  12月１日
◆◆ 令和新時代　医療への事務的アプローチ

メディカル・データ・ビジョン株式会社
８．�DPCデータを活用した経営改善　薬剤管理指導料の

算定率向上〈後編〉
�～算定件数3.6倍、医療サービスの質向上を実現した京
都市立病院の取り組み～

地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院
副院長・看護部長　半場江利子／薬剤科　薬剤長　小野　勝

�  ２月１日
９．看護必要度Ⅱ精度向上のカギは他院とのベンチマーク
�  ３月１日
10．医療情報や診療記録の閲覧・管理に役立つITシステム

社会医療法人大雄会　法人本部　情報戦略課統括課長　愛敬美一
�  ４月１日
11．経営改善のカギは「職員の意識改革」

堀法律事務所　弁護士・医学博士　石黒麻利子
�  ７月15日
◆◆ 短信・掲示板

[2021年１月～３月]�  ５月１日

連　載
◆◆ コムルからの通信

認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ
205．�説明なくサインした差額ベッド料の同意書
�  ２月１日
206．�トラブルを起こす父と暮らす認知症の母が心配
�  ３月１日
207．�受診拒否は公法上の義務？それとも私法上の義務？
�  ４月１日
208．親しい間柄でも維持するべき、医師と患者の関係
�  ５月１日
209．医療プロセスの意思決定は、医師だけが決めるもの？
�  ６月１日
210．逼迫する医療機関で見失われる患者の存在
�  ７月１日
211．苦しい胃カメラ検査を避けたのに�  ９月１日
212．�栄養補給の選択を急がせるも同意書は届かず危篤状

態に�  10月１日
213．回避できず同意するも神経切断され大事に
�  11月１日
214．診断を信じ薬の服用を続けた７年間は…�  12月１日
◆◆ エッセイ　医療用語なるほど辞典！

医療法人社団松和会　望星大根クリニック　横田眞二
75．“music�therapist”って誰？�  ２月15日
76．「オイディプス王」のどこに「浮腫」があったか？
�  ３月15日
77．�「マルトリートメント」は「〇（マル）」ではなく「×

（バツ）」トリートメント！�  ４月15日
78．「コーチング」の答えは、自分の中にある！�  ５月15日
79．「副作用」と「有害事象」の違いは？�  ６月15日
80．「人生会議」しませんか？�  ７月15日
81．「37兆」という数、さて何の数でしょう？�  ９月15日
82．「オープンダイアローグ」って何？�  10月15日
83．「ヴィーナスの病」って何？�  11月15日
84．LGBTQ＋を知っていますか？�  12月15日
◆◆ 医事管理　ON�THE�ROAD～路上にて思ふこと～

医療法人社団青雲会　北野台病院　医事課長
一般社団法人日本施設基準管理士協会　理事

（全国病院経営管理学会　医事業務委員会　正幹事）　鈴木達也
45．「医療安全対策地域連携加算」について思ふこと
�  ２月１日
46．「感染防止対策加算１」について思ふこと�  ３月１日
47．「通知に次ぐ通知への対応」について思ふこと
�  ４月１日
48．「看護補助加算」について思ふこと�  ５月１日
49．「精神療養病棟入院料」について思ふこと�  ６月１日
最終回．「連載50回までの道」について思ふこと�  ７月１日
◆◆ TOP�INTERVIEW　先駆者に学べ!!

社会福祉法人聖母会　聖母病院　病院長　中澤　達
５．リーダーは「発信する」ことが最も重要です。
�  １月１・15日
◆◆ point�of�view

倉敷中央病院リバーサイド　事務長　十河浩史
キャリアを伸ばし自信につなげる
～成長に必要な学びの場を提供～
６．将来を見据えた広い視野角�  ２月15日
◆◆ �月1,500件点検から学ぶ　佐藤流レセプト点検塾�
虎の巻伝授！　請求もれ発見伝

レセプトさとう合同会社　佐藤達哉
38．診療記録点検から算定誤りを見つける�  ２月１日
39．DPCコーディング�  ３月１日
40．手術料加算�  ４月１日
41．入院で算定できる加算�  ５月１日
42．レセプトのここに反応しよう�  ６月１日
43．レセプトのここに反応しよう②�  ７月１日
44．レセプトのここに反応しよう③�  ９月１日
45．レセプトのここに反応しよう④�  10月１日
46．レセプトのここに反応しよう⑤�  11月１日
47．レセプトのここに反応しよう⑥
　　�＜DPCコーディング編＞�  12月１日
◆◆ Changes　～辞令　総務課長を命ず～

千葉県済生会習志野病院　事務次長◆兼◆総務課長　石井　仁
34．オンライン資格確認�  ２月15日
35．退職代行�  ３月15日
36．人材派遣�  ４月15日
37．兼業・副業について（ご質問への回答編）�  ６月15日

� 一般財団法人津山慈風会　津山中央病院
　医事課　松岡美貴／居森風香

�  12月１日
◆◆ 不定期ケースレポートFOCUS！

「患者経験価値」患者経験価値の創出
～「また行きたい」と思ってもらえる病院を目指して～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福井県済生会病院　事務部
　課長代理　本田亜紀子　主任　吉川千恵

�  ２月１日
「入退院支援」　
入退院センターの組織再編と機能拡充による経営参画
～セクショナリズムにとらわれない多職種連携～

社会福祉法人恩賜　財団済生会滋賀県病院　看護部
　副院長◆兼◆看護部長　松並睦美

�  ２月15日
「医療連携」
済生会熊本病院における前方連携戦略の高度化とマーケティ
ング活動
～医療を通じて地域社会に貢献するために～

社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　医療連携部
　地域医療連携室　室長代行　松岡佳孝

�  ３月１日
「改善」
かいぜんカードによる改善活動活性化の報告
～改善が提案される仕組み～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会川口総合病院
TQMセンター　課長補佐／診療情報管理士／MBA　大庄司義明

�  ４月１日
「今こそデータ分析」
コロナ禍の新任医事職員が最初にやるべきデータ分析
～加算最適化への３つのステップ～

株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン
マネジャー　冨吉則行

�  ５月１日
「RPAで業務改善」
RPAを活用した業務改善の実証結果と今後の展開について
～RPAから始めるデジタルトランスフォーメーション（DX）～

国立大学法人　信州大学医学部附属病院　経営管理課
　病院機能強化係　主査　白木康浩

�  ９月１日
「クラスター対策」
院内クラスター発生の教訓と対策

聖マリアンナ医科大学病院　救急医学　任期付助教　佐藤健太郎
聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　救急医学　講師　斎藤浩輝
�  ９月15日
◆◆ Feature

レセプトにみる感染防止対策と地域連携の現状
～感染防止対策加算算定医療機関の実態調査～

全国健康保険協会静岡支部　企画総務グループ長　名波直治
�  ２月15日
遠隔モニタリングシステムで患者の個人情報を保護する取り組み

医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院　臨床工学部
　副主任　工藤幸雄

�  ４月15日
高齢者向け住まい紹介事業の現状
高齢者住まい事業者団体連合会　高齢者向け住まい紹介事業者検討

委員会　委員長　中村健太郎
�  ５月１日
文字にまつわるユニバーサルデザイン
～UDフォントを活用してみよう～

株式会社モリサワ　フォントソリューション課　小林　佑
�  ６月15日
病院機能の変革期に伴うイメージアップ戦略
社会福祉法人岡山博愛会　岡山博愛会病院　総務部　企画　佐藤日奈子
�  ７月１日
YouTuber医療くんの注目ニュース３選
医療系YouTuber医療くん
�  ８月１・15日
コロナ禍における病院給食の経費削減や改善

株式会社日本給食業経営総合研究所　副社長執行役員
　経営コンサルタント　井上裕基

�  ９月15日
診療報酬算定要件検証活動による経営と医療の質の向上

筑波大学附属病院　病院長補佐・医療情報経営戦略部　古田淳一
�  11月15日
◆◆ Select

働き方改革の推進か？　それとも経営重視か？
病院における土曜日診療の是非�  ５月１日
医事課職員も知っておくべき医療事故の対応
医療事故における医療機関の最適な法的対応
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～医学管理料算定率向上をすすめた米の山病院の取り
組み～

社会医療法人親仁会米の山病院　事務次長　平野　太
�  ５月１日

12．ウィズコロナの病院広報ノウハウ
～地域メディアへの積極的な情報提供～�  ６月１日

13．PHRの活用でいのちを守る
～地域の健康意識向上を目指して～

一般財団法人大原記念財団　経営企画部長　丹治　茂
�  ７月１日
14．原価計算、多職種協働で経営改善に取り組む
�  ９月１日
15．�職員の意識を変えたのはやる気を引き出すコミュニケー

ション
～１億6,500万円の経営効果を生み出した経営戦略プ
ロジェクト～

公立豊岡病院組合立豊岡病院
管理部長　白髭清久／経営部　経営企画課長　船越勝宏／

経営部　経営企画課　係長　最上新之輔
�  10月１日
16．コロナ禍、ネット環境が患者さんの希望をつなぐ
�  11月１日
17．�ミッションは「患者さんとともに生きる」病院の文化

を変える賛育会の取り組み
社会福祉法人賛育会　法人事務局　賛育会病院担当部長

◆兼◆賛育会病院　経営改革室長　遠矢充宏
�  12月１日
◆◆ DIY医事課長の院内まるごと働き方改革

社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院　医事課長　大須田良太
６．受動的未収金管理システム

～ズボラな私にもできた！～�  ２月１日
７．「地域包括ケア病棟選定システム」のアップデート

～つかもうぜ！　看護必要度Ⅱ！～�  ３月１日
８．困った時の対処法

～あなたな～らどうする～？～�  ４月１日
９．MegaOakIBARS�Ⅲの基礎知識

～レセプトポータル編～�  ５月１日
10．LeaTa導入！

～リョウタ、「リータ」を得る～�  ６月１日
11．課長の即興プログラミング

～今すぐ見たい数字を可視化する！～�  ７月１日
12．院内掲示を創造ってみませんか？

～「いらすとや」はご存じですか？〈前編〉～�  ９月１日
13．院内掲示を創造ってみませんか？

～いらすとやさんありがとう！〈中編〉～�  10月１日
14．院内掲示を創造ってみませんか？

～いらすとやさんありがとう！〈後編〉～�  11月１日
15．Excel次の一手・序章？

～ピボットテーブル　基本編～�  12月１日
◆◆ 経営戦略と実践躬行

一般社団法人　福岡県社会保険医療協会　社会保険田川病院
認定登録　医業経営コンサルタント　経営企画室長　小塩　誠

４．動画編集力�  ２月15日
５．クリニカルパス分析と作成支援�  ３月15日
６．ハゲ山戦略

宮崎市郡医師会病院　経営企画課　小八重宏樹
�  ４月15日
７．★★★☆☆�  ５月15日
８．Loser戦略�  ６月15日
９．やっててよかった教育実習

宮崎市郡医師会病院　経営企画課　小八重宏樹
�  ７月15日
10．経営戦略の出発点と終着点

～Mission・Vision・Valueとは何か～� ９月15日
最終回．Mission・Vision・Value創造の技法

～病院経営の起点～�  11月15日
◆◆ Starting�Hero　わたし、経営企画室をつくります！

聖母病院　経営企画室長　岡川尚樹／
事務次長　杉山勝志／病院長　中澤　達

１．経営企画室スタート
～比較の方法～�  ４月１日

２．事務職の会議データは見てくれない!?　【課題編】
�  ５月１日
３．事務職の会議データは見てくれない!?　【解決編】
�  ６月１日
４．緊張と恐怖の定例会議！

そして荒川の前に立ちはだかる新たな課題！？�  ７月１日
５．「病院情報局」を活用したPPM分析�  ９月１日
６．埋もれた診療報酬点数の発掘

～宝探しゲーム～�  10月１日
７．問題解決のカギは現場にあり

～フィッシュボーン分析～�  11月１日
８．継続審議
～院内コンセンサス形成への道のり～�  12月１日
◆◆ 病院事務職でも覚えておきたい！　医学知識基礎講座

横浜労災看護専門学校　校長　城　裕之
１．新型コロナウイルス�  ４月15日
２．身体のしくみと病気�  ５月15日
３．神経系疾患�  ６月15日
４．眼科系疾患�  ７月15日
５．耳鼻咽喉科疾患�  ９月15日
６．呼吸器疾患�  10月15日
７．循環器系疾患�  11月15日
８．消化器系疾患�  12月15日
◆◆ �病院経営に貢献できる病院事務職としての役割�
～自院のカイゼン事例からお伝えしたいこと～

くまもと森都総合病院　事務部　医事課　係長　大嶋悠一
１．コロナ禍における施設基準増収戦略�  ４月15日
２．管理会計：原価計算データの二次利用

～病床機能転換～�  ５月15日
３．原価計算

～経営層や医師の理解を深めるための資料作成～
�  ６月15日
４．教育研修

～事務部門から看護師に伝えたいこと～�  ７月15日
５．医師事務作業補助者のマネジメント

～施設基準に則した業務管理～�  ９月15日
６．院外研修・学会発表

～学び・発信することの大切さ～�  10月15日
７．効果的なベッドコントロールで収益向上

～毎日集え！　病床調整会～�  11月15日
８．診療実績報告会

～医師のモチベーションを向上するための工夫～
�  12月15日
◆◆ 医事課も地域包括ケアシステムの時代

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

１．介護分野への進出�  ４月15日
２．診療報酬と介護報酬の組み立て�  ５月15日
３．介護系サービスをうまく使う�  ６月15日
４．医療サービス＋介護サービス�  ７月15日
５．連携先のニーズとマネタイズ�  ９月15日
最終回．医療＋介護で生き残る�  10月15日
◆◆ �医事業務連載企画「わたしたちのおもい」�
－医オン研の芽吹き－

医療系事務職員のためのオンライン研究会
１．いつでも、どこでも、誰でもが学べる、医オン研発足！

国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター
院内がん登録室／広報企画室　診療情報管理士　髙橋ユカ

�  ６月１日
２．キックオフ・ミーティング

　川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部
　医療情報学科　講師　虫明昌一

�  ７月１日
３．�医療系事務職員に伝えたい「災害医療を支えたもう１つ

の最前線」（前編）
石巻赤十字病院　事務部長　千田康徳

�  ９月１日
４．�医療系事務職員に伝えたい「災害医療を支えたもう１つ

の最前線」（後編）
石巻赤十字病院　事務部長　千田康徳

�  10月１日
５．医オン研×せとねっと　On-line�LT大会

　川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部
　医療情報学科　講師　虫明昌一

�  11月１日
６．�ゼロからはじめる学会発表（その１）

―学会発表の意義とその重要性―
川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部

　医療情報学科講師　虫明昌一
�  12月１日
◆◆ �短期集中連載（３回シリーズ）医師の働き方改革を踏まえた
オペレーションマネジメント　病院経営を支えるチーム医療

１．組織変化マネジメント
株式会社日本経営　ヘルスケア事業部　参与　工藤美和

　組織人事コンサルティング　副部長　兄井利昌
�  ７月15日
２．院内改革における事務職員の役割
東京医科歯科大学　学外理事（IT化・業務改善担当）　鐘江康一郎

�  ９月15日
最終回．改革のために中長期計画を推める
～総合内科医療体制の確立に向けて～

株式会社麻生　飯塚病院　特任副院長◆兼◆総合診療科部長　井村　洋
�  10月15日
◆◆ Yield�Management　セコムが考える病院経営

セコム医療システム株式会社　ソリューション本部
１．こんにちは！　セコム医療システムです

　メディカル情報分析室　大下裕矢
�  10月15日
２．イールドマネジメントの考え方と切り口�  11月15日
３．新型コロナ禍の病院収入をセコムが解析

メディカル情報分析室　中村優卯人
�  12月15日
◆◆ 人を遺す

ReVOYL　代表　飯田哲哉
１．組織づくり�  10月15日
２．人事制度の概要�  11月15日
３．組織戦略と人事計画�  12月15日

コラム
◆◆ 教えて！　ニャン長先生

一般財団法人　大阪府警察協会　大阪警察病院　小前貴志
91．利益率�  １月１・15日
92．医療費後払い制度�  ２月１日
93．広報業務�  ３月１日
94．新型コロナウイルスの影響�  ４月１日
95．新病院建築�  ５月１日
96．新型コロナ第４波～変異株～�  ６月１日
97．収益確保～算定をキッチリと～�  ７月１日
98．SDGs�  ８月１・15日
99．コロナ禍の医療機関�  ９月１日
100．第100話記念�  10月１日
101．燃え尽き症候群�  11月１日
102．アフターコロナ�  12月１日
◆◆ NakamaProject　－地域医療の充実を目指して

浜松医科大学医学部附属病院　医療福祉支援センター
　センター長　小林利彦

86．学会・研究会の意義と在り方�  １月１・15日
87．�医療計画に「新興感染症等の感染拡大時における医療」

が加わる�  ２月15日
88．傷病手当金の支給期間の公平化�  ３月15日
89．「医師の働き方改革」に向けて後押しとなる法整備
�  ４月15日
90．2021年度の介護報酬改定�  ５月15日
91．2050年を想う（その１）�  ６月15日
92．2050年を想う（その２）�  ７月15日
93．2024年４月に向けてカウントダウン�  ８月１・15日
94．�「上あご」が折れた「ワニの口」が次期診療報酬改定に

どう影響するか？�  ９月15日
95．第８次医療計画の策定に向けて�  10月15日
96．�事務職に伝えたいこと（１）�

データの取り扱い�  11月15日
97．�事務職に伝えたいこと（２）�

医療安全と患者安全�  12月15日
◆◆ �昭和の語り部のお節介コラム　原理原則�
～部下を成長させるために教えるべきこと～

薬剤師　松尾節男
18（最終回）．中間管理職以上の方々への提案…私見として
�  １月１・15日
◆◆ とびさんの第六感！

一般社団法人日本医療業務支援機構　理事長　石飛隆敏
14．急な転院と死亡時の未収に注意！�  １月１・15日
15．未払い診療費事前確認書�  ２月１日
16．債務確認書�  ２月15日
17．未収患者への電話�  ３月１日
18．未収金督促文書�  ３月15日
19．入院時の連帯保証人�  ４月１日
最終回．Change�&�Chance�  ４月15日
◆◆ 匿名企画課長の病院経営マメ知識

３．新型コロナと病院経営②
～今後の経営対策～�  １月１・15日

４．平均在院日数と収入�  ２月１日
５．救急医療入院�  ３月１日
６．適正要員数�  ４月１日
７．手術指数�  ５月１日
８．自費料金�  ６月１日
９．機能評価係数Ⅱ�  ７月１日
10．適正投資�  ８月１・15日
11．医薬分業率�  ９月１日
12．敷地内薬局�  10月１日
13．病床稼働率�  11月１日
14．新型コロナワクチン接種�  12月１日


