
2019年1月25日（金） 13:30開場
NEC関西ビル  2階

www.megaoak.com
事前登録締切　2019年1月17日（木）23:59

NEC病院経営
戦略セミナー２０１９

［ 医療機関限定・入場無料・事前登録制 ］

ご参加には連絡先メールアドレスの登録が必要です。

お申込みは、こちらからお申込みは、こちらから

拝啓　

益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

　このたび弊社では病院経営戦略セミナーを、2019 年1月25日（金）にNEC関西ビルにて開催することになりました。
変化の激しい医療業界において、病院をめぐる環境はますます厳しくなると予想されます。本セミナーを通じて病院環境を考える機会と
なれば幸いです。
　また、今年は会場を NEC 関西ビル内の NEC Innovation World 関西ショールームといたしました。NECが目指す新たな社会価値
創造とコアテクノロジーを体験いただき、医療のイノベーションのヒントを見つける場となればと考えております。｠
　ご多用の折とは存じますが、ぜひご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げております。

敬具

2018年11月吉日
ＮＥＣ医療ソリューション事業部 事業部長　松尾 茂

ご挨拶ご挨拶

スケジュール・演者紹介スケジュール・演者紹介 ※スケジュール・内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。　最新情報は、 www.megaoak.com でご覧いただけます。

開場・展示13:30～

ご挨拶14:55～

閉場 17:40

講演１
「病院経営に必要な4つのガバナンス」

パネルディスカッション
病院経営をテーマに、講師およびNECによるパネルディスカッションを行います。
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国立大学法人 鹿児島大学病院
副病院長

宇都 由美子 氏

社会福祉法人 恩賜財団 
済生会支部熊本県済生会 支部長

社会福祉法人 恩賜財団 
済生会熊本病院 名誉院長、包括診療部

副島 秀久 氏

講演2
「病院再開発にも負けず100床減少にも負けず
  丈夫な病院になりたい」
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ガバナンスは支配や統治と訳されるが、改めて自分なり
に定義すると「定められた権限を行使し、職員の合意を形
成し、組織の改革を進め、理念を実現させる統率力」とな
る。４つの領域は人事、質管理、財務、情報である。具体
的な取り組みとして考課制度の導入やパスやTQM活動、
JCI取得、NECV開発などが挙げられる。変化の激しい時
代だが予測可能で対処可能な未来も多い。冷徹な戦略と
持続する情熱が求められている。
　
【ご略歴】
１９７５年　 熊本大学医学部 卒業
｠ 　　　　 熊本大学医学部 泌尿器科入局
１９８１年　 熊本大学大学院 修了
｠ 　　　　 熊本大学大学院 泌尿器科助手
１９８６年　 アメリカ ミシガン大学 腎生理学教室留学
１９８８年　 熊本大学医学部泌尿器科 講師
１９８９年　 済生会熊本病院 人工透析科医長として赴任
１９９１年 　済生会熊本病院 腎泌尿器センター部長
２００１年 　済生会熊本病院 管理運営部長
２００２年　 済生会熊本病院 副院長 兼 TQMセンター長
２００９年　 済生会熊本病院 院長
２０１７年　 支部熊本県済生会 支部長
２０１７年　 済生会熊本病院 名誉院長

所属学会 日本クリニカルパス学会 理事長 他 
精力的に取り組まれている

国立大学病院の再開発は、おおよそ20年という信じられ
ない位の長期に渡って行われる。当院においては2007
年から病院再開発が開始されたが、その間2011年に東
日本大震災が勃発し、改修（耐震）から改築（免震）へと
大幅な見直しが行われた。計画の途中変更により病床数
が一次的に100床減少という紆余曲折を経て、現在も再
開発真っ只中で借金返済に奮闘中である。一方、2017
年には特定共同指導を受審し、診療記録の記載について
質の高さを評価された。当院における安全で質の高い医
療を提供するための経営努力を報告したい。
　
【ご略歴】
1979年　熊本大学教育学部卒業後、鹿児島大学病院
　　　　  看護部に入職
1984年　同大学病院医療情報室を兼務
1989年　同病院医療情報部の助手に就任
2000年　同大学医学部保健学科看護情報学講座の
　　　　　助教授に就任
2005年　鹿児島大学発ベンチャー企業かごしま医療IT   
　　　　  センターを設立し、代表取締役社長に就任。
　　　　　同年、かごしま保健医療福祉サービスを考え
　　　　　る会理事長に就任。
2006年　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科准教授
　　　　　に就任。
2011年　同大学病院医療情報部部長を兼務。
2017年　鹿児島大学病院特任副病院院長
　　　　　（経営分析・広報担当）就任、現在に至る。
              博士（医学）

※最新情報は、 www.megaoak.com でご覧いただけます。

※スケジュール・内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。
※講演中、システム展示は行いませんのでご了承ください。
※本案内は、過去に当社セミナーへご参加頂いた方、当社営業担当がご挨拶させて頂いた方へ
　送付しております。 
　今後当社からのセミナー案内等を希望されない方は、大変お手数ではございますがＮＥＣ医療
　セミナー事務局までご連絡ください。

【アクセス】 お申込みは、こちらから

【お問い合わせ】
本セミナー事務局
ＮＥＣ医療ソリューション事業部 事業推進部
TEL：03（3798）6756　E-mail：seminar@med.jp.nec.com
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●JR 環状線
　京橋駅　徒歩8分
　大阪城公園駅　徒歩3分

●JR 東西線
　京橋駅　徒歩8分

●京阪電鉄
　京阪京橋駅　徒歩8分

●地下鉄
　大阪ビジネスパーク駅
　徒歩3分

※駐車場のご用意はございません。
　お車でのご来場はご遠慮ください

講演・パネルディスカッション講演・パネルディスカッション

展示展示
関西ショールームにて、”NECを知る”をテーマに、NECが目指す新たな社会価値創造テーマとコアテクノロジーを
広くご紹介いたします。

● AIを活用して医療現場の改革を支える先進の取り組み
● セキュリティ対策・業務改革を実現する生体認証技術
● 電子カルテシステム 「MegaOak/iS」
● 電子カルテシステム 「MegaOakHR」
● 電子カルテシステム 「MegaOak-MI・RA・Is/AZ」 (㈱シーエスアイ）
● 小規模病院向けクラウド型電子カルテサービス「MegaOakSR」
● 医療事務システム 「MegaOakIBARSⅢ」他、病院マネジメント支援システムのご紹介

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部熊本県済生会 支部長
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 名誉院長、包括診療部

副島 秀久 氏

講演１
「病院経営に必要な4つのガバナンス」

国立大学法人 鹿児島大学病院 副病院長　

宇都 由美子 氏

講演2
「病院再開発にも負けず100床減少にも負けず
  丈夫な病院になりたい」

ご参加には連絡先メールアドレスの登録が必要です。


