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アイ・エム・エス・ジャパン株式会社主催 ユート・ブレーン セミナー

木 開催

ホテルメルパルク東京
（東京都港区）

入院医療体系抜本再編の影響は？製薬企業とMR に求められる対応は？

診療報酬改定の影響と製薬企業の対応を考える
診療報酬改定と入院、外来、在宅の変化と併せて製薬企業の対応、着眼点を解説 !

講師と演題

※都合により、スケジュールが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

13:00 〜 13:50 第 1 講義①

・2018 年 4 年診療報酬改定の全体像

「診療報酬改定解説、入院・外来について」

木村 憲洋 氏

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科

セミナーのポイント

（制度改革の中での位置づけ、他）
准教授

・入院医療の変化（入院基本料再編）と影響

診療報酬など医療制度と病院経営について実務や実例を踏まえたわかりやすい解説には定評があ

・改定と医療連携

ります。診療報酬改定のポイントについて意味や影響なども含め解説いただきます。

・DPC について
・医薬品関連項目について

13:50 〜14:00 休憩

・地域包括ケア病棟について

14:00 〜 14:50 第 1 講義②

・改定と在宅医療関連項目

「診療報酬改定解説、入院・外来について」

木村 憲洋 氏

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科

・在宅医療の今後
准教授

・改定と製薬企業の視点
・改定とMR 活動

14:50 〜15:00 コーヒーブレーク

15:00 〜 15:50 第 2 講義

「診療報酬改定と製薬企業の対応を考える」

川越 満 氏

木村情報技術株式会社 コンサナリスト ® 事業部

事業部長

今回の診療報酬改定を製薬企業の視点から解説します。MR 活動は何をどのように変える必要が
あるのかなど、活動のヒントになる材料をお話いただきます。

15:50 〜16:00 休憩

16:00 〜 17:00 第 3 講義

「在宅医療の現況と課題、2018 年改定について」

中村 哲生 氏

医療法人社団永生会 特別顧問

長年在宅医療に取り組む診療所の事務長として勤務され、在宅医療のアドバイザーとしてもご活
躍されています。在宅医療関連の診療報酬項目を中心に解説いただく予定です。
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企画趣旨

実施要綱

2018年4月には 6 年ぶりの診療・介護報酬ダブル改定が予定されています。昨年末に全体の改定率は政府・

■日時：2018 年 2 月 22 日(木) 13：00−17：00

与党内での調整を経て決着しました。医師の技術料などに当たる診療報酬本体を0.55％引き上げる一方、

■場所：ホテルメルパルク東京 東京都港区芝公園 2 - 5 -20

薬価・材料費は1.45％下げ（薬価制度の抜本改革除く）
、本体部分と薬価・材料費を合わせた診療報酬全体

TEL：03 -3433-7211（代表）

では 0.9％のマイナス改定です。診療報酬本体のうち「医科」の改定率はプラス 0.63％とされました。これ

■対象：製薬企業・医薬品卸の経営幹部、経営企画、営業企画、

から中医協での点数配分をめぐる議論が進みます。

営業推進、流通、製品戦略、マーケティング、地域連携室、学術情報、

厚労省から入院基本料の抜本再編案が提示され、
「長期療養」
「長期療養〜急性期医療」
「急性期医療」に評

教育・人材開発、渉外、本社及び支店営業スタッフ

価軸を再編し、3 つのステージごとに、従来の看護職員の配置などの「基本部分」と、どのような患者にど

■お申込期限： 2018 年 2月20日 (火) 午前中

のような医療をどれだけ提供したかなどの「実績部分」を組み合わせて、段階的に評価する案が示されま

※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し

した。病院の経営に相応なインパクトがあると思われます。改定の注目点としては、紹介状のない大病院

込み下さい。

受診における患者の定額負担について従来の500 床からの対象病院拡大や、地域包括ケア病棟に係わる点数

■お申込方法：お申込みには、取引条項への同意が必要となります。

設定、DPC の機能評価係数Ⅱの見直し、療養病床からの転換のために新たに設置される「介護医療院」創

[1] 弊社 Webサイトの場合：

設などがあげられます。後発品体制加算など薬剤に関連する項目も注目されています。

お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。

そこで弊社では、2018 年の同時改定に向けて注目されている項目や内容に焦点を当てると共に製薬企業、

[2] FAX の場合：

MRの着眼点や対応についても併せて考えるセミナーを開催いたします。セミナーの最終講義では地域包括

左記申込書に必要事項をご記入の上、お送りください。

ケアの展開に伴い注目されている在宅医療関連項目と在宅医療の今後のついても解説いたします。上記開

[3] E-Mail の場合：

催趣旨を踏まえ、ぜひ当セミナーにご参加いただきますようお願い申し上げます。

セミナー名、貴社名、ご住所、電話番号、FAX 番号、参加される方
のお名前、所属 部署、お役職、ご連絡担当者名などをお書き添え
の上、下記アドレスまでまでメールをお送りください。

2018 年 2 月22日( 木 ) ユート・ブレーンセミナー 申込書

E-Mail： jpubseminar@jp.imshealth.com

「診療報酬改定の影響と製薬企業の対応を考える」

下記取引条項をご一読頂き、お申込みをいただきますようお願い
申し上げます。お申込みをいただきました場合、本取引条項に同

貴 社 名

意いただいたものとみなします。
取引条項 Web サイト：
https://www.utobrain.co.jp/ tandcs-j.shtml

※お申し込み受付後、[1] 申込受付確認の FAXまたはメールをお送り
ご 住 所

いたします。[2] 受講票と会場案内図を郵送、または E-Mail でお送りい

〒

たします。尚、
受講料につきましては、
請求書をお送りいたしますので、
指定の口座へ請求書日付から 30日以内にお振り込みください。振込手
数料につきましてはお客様にてご負担をお願いいたします。当日受
TEL / FAX

TEL

付での現金の取り扱いは行っておりません。

FA X

■受講料：1名様 34,560 円（資料代 、飲物代、消費税含む）

受講申込みを取り消される場合はお申込期限までに下記セミナー事務
局までご連絡下さいますようお願いいたします。それ以降に取り消され

参 加 者

お名前

た場合は、
キャンセル料 1名様につき 5,400円（消費税含む）を承ります。

部署／役職

尚、当日キャンセルの場合は受講料の返金は致しかねますのでご了承下
さい。お申し込みされたご本人が出席できない場合は、代理の方の出席

メールアドレス
□会社□プライベート
お名前

部署／役職

■お問合わせ：
セミナー事務局：
〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-8 京急第 7ビル

メールアドレス
□会社□プライベート
お名前

部署／役職

【お申し込みに関するお問い合わせ】
TEL：03 -6894- 5497

【内容に関するお問い合わせ】
TEL：03 -6894- 5422

メールアドレス
□会社□プライベート

連絡担当者

も可能です。

お名前

※弊社からのサービスのご提供は、ご請求先が法人のお客様のみと
させていただいております。個人のお客様からのお申し込みは承っ

部署／役職

ておりません。
メールアドレス
□会社□プライベート

取引条項をご一読いただきチェックボックスに✓をご記入ください。

□

以下の webサイト上に掲載された取引条項に同意しました。
https://www.utobrain.co.jp/tandcs-j.shtml

通 信 欄

お申込FAX 番号：03-6894-5412

お申込メールアドレス：jpubseminar@jp.imshealth.com

お申込URL：http://www.utobrain.co.jp/seminar/20180222/

※ メールアドレスにつきましては、会社でご使用のものをお持ちでしたら、そちらをご記入いただきますようお願いいたします。
※ ご提供いただいた情報は、弊社及びグループ会社の新製品／サービス／キャンペーン／イベントの企画・ご案内に利用させて頂くことが
ございます。ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
IMS HealthとQuintilesのグローバル統合ブランド “クインタイルズ IMS”は、
2017 年11月6日（米国東部標準時）に “IQVIA” となりました。
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