
NPO法人病院経営支援機構　理事長　合谷　貴史 氏
東京理科大学薬学部卒業（薬剤師）後、1993年 伊藤忠商事株式会社入社、2003年有限会社ドゥーダ
設立、2009年NPO法人病院経営支援機構設立し現在理事長として活躍。

NPO法人病院経営支援機構　看護師　山下　まゆみ 氏
徳島県入庁、徳島県立三好病院、徳島県立中央病院、徳島県保健福祉部医療政策課で活躍され、徳島県
退庁後、国際医療福祉大学大学院で医療経営を学びNPO法人病院経営支援機構に入職し現在に至る。

株式会社自治体病院共済会  × NPO法人病院経営支援機構

NPO法人病院経営支援機構　看護師　勝又　美雪 氏
日本医科大学付属病院高度救命救急センター、コベントリー大学（イギリス）MBAヘルスケアマネジメ
ント修士課程修了、NPO法人病院経営支援機構に入職し現在に至る。

※講演内容については、変更となる場合があります。

病院経営改善セミナー
新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、皆様の健康と安全を最優先に考慮した結果、Web（Zoom）開催とさせて頂きます。
プログラムも２つに分けての開催となります。今回もNPO法人病院経営支援機構の協力により、自治体病院の皆様の経営改
善にお役立ていただける内容となっております。また、セミナー終了後、引き続きご参加の皆様とWebでのお悩み相談（座談
会）のお時間も設ける予定にしておりますので、この機会に是非ご参加ください。

第2回 病院経営改善セミナーを開催いたします。

 地域連携強化の具体的取組Ⅰ
 自治体病院の倫理綱領のなかの“使命”を基に、病床利用率向上を考えるⅡ

 単価増の具体的取組Ⅰ
 看護部を核とした経営改善事例 ～単価アップのための取り組み～Ⅱ

プログラム
A

プログラム
B

Web

参 加 費　　　　　　 無　料参 加 費　　　 無　料

定　 員 各日先着20施設定　 員 各日先着20施設

Webセミナー
Zoomを使用
Webセミナー
Zoomを使用開催方式開催方式

対 象 者　 事務部 看護部対 象 者　 事務部 看護部

▶開催日
テーマ

▶講　師

2021年 2月2日（火）13時30分～16時30分

2021年 2月9日（火）13時30分～16時30分

プログラムA
開催日時：2021年 2月2日（火）13時30分～16時30分

プログラムB
開催日時：2021年 2月9日（火）13時30分～16時30分

単価増の具体的取組
 講師 ： NPO法人病院経営支援機構　理事長　合谷　貴史 氏Ⅰ
看護部を核とした経営改善事例 ～単価アップのための取り組み～
 講師 ： NPO法人病院経営支援機構　看護師　勝又　美雪 氏Ⅱ

地域連携強化の具体的取組
 講師 ： NPO法人病院経営支援機構　理事長　合谷　貴史 氏Ⅰ
自治体病院の倫理綱領のなかの“使命”を基に、病床利用率向上を考える
 講師 ： NPO法人病院経営支援機構　看護師　山下　まゆみ 氏Ⅱ

※ご記入いただいたメールアドレス宛に受講票を送付いたします。
E-mail

病院名

〒

TEL: FAX:

所在地

参加者
氏名

フリガナ

部　署
役　職

自治体病院共済会 事業支援部
担当：國友・駒井・寺田
Tel：03－3263－3397
E-mail：jigyou-shien@jichikyo.co.jp

※受講票について▶▶順次メールにてご連絡を差し上げます。 
・当日は、弊社からお届けする受講票（e-mail、またはFAX用紙）をご持参ください。 
・当日は、講演の録音は禁止とさせていただきます。
・上記情報は、個人情報保護法に準拠して、取り扱いさせていただきます。

お問い合わせ先

自治体病院共済会 事業支援部 行 FAX送信先03-3265-5868
病院経営改善セミナーWeb申込書 申込日：　　 年　　 月　　 日　　　

事 前 登 録 制
ご参加には、下記申込書による事前のご登録が必要です。

▼お申し込みは、下記申込書にご記入の上、FAXにてお送りください。
なお、申込書は弊社HP https://www.jichikyo.co.jpからもダウンロードできます。

※ご記入いただいたメールアドレス宛に受講票を送付いたします。
E-mail

病院名

連絡先
TEL :

FAX:

参加者
氏名

フリガナ

部　署
役　職

自治体病院共済会 事業支援部　担当：駒井・寺田
Tel：03－3263－3397　E-mail：jigyou-shien@jichikyo.co.jp

お問い合わせ先

※上記情報は、個人情報保護法
に準拠して、取扱いさせてい
　ただきます。
※セミナーご参加には、インタ
　ーネットへの接続と音声出力
　が可能なパソコンが必要です。

▶
▶

▶

FAXでお申し込み

受付後、ご参加の可否
ご連絡をメールいたします。

セミナー招待メールを
   送信いたします。

セミナー参加

受講までの流れ

プログラム選択
ご希望のプログラムに　　をご記入ください。 プログラムA（2/2 開催） プログラムB（2/9 開催）
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