
 2016年診療報酬改定、2017年改正社会福祉法・改正医療法、そして 
 2018年地域医療ビジョン＆医療・介護報酬ダブル改定まで大変革の連続！！ 

           ～ 医療介護における地域制圧準備の最後の3年間でどう手を打つのか？！ ～ 

★別紙申込書にご記入後FAX（083-974-1613）送信ください 【締切: 1月 5日(火)】  
お申込 
方法 

TEL：083-974-1611（平日9時～17時) 

ｳｪﾙﾌｪｱｰ･J･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ（株） 
㈱ふれ愛ドゥライフサービス 

主催 協賛 山口AD倶楽部 後援 

医療・介護経営者様向け ビジネスセミナー in山口 

西京銀行 
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 

  
  

2016年 1月 14日（木） 
受付13:00 / 講演 13:30～17:00  

山口グランドホテル ２Ｆ鳳凰鶴 
〒754-0021 山口市小郡黄金町1-1 
    （TEL:083-972-7777）  

先着120名（1社2名様まで） 
＊定員になり次第、締切とさせていただきます  

医療・介護・福祉事業および周辺企業 
の経営者、経営幹部の皆様に限定  
（理事長/社長/理事/法人本部責任者/経営企画室長 
  事務長/周辺企業の営業責任者 など） 

◆ セミナー講師/プログラムは裏面をご覧下さい  

 
最新の商品・サービス 

展 示 会 開 催 
 （13:00より開始します） 

 

セミナー講師谷本氏による 

無料個別相談会 
（予約制：先着４社限定） 

【照会先】 あいおいニッセイ同和損害保険（株）  山口支店   担当：本田・小野 

最新の医/介 
商品・サービス 

展示会 
同時開催 

「２０１６年診療報酬改定」と戦後初の大改革 

「改正社会福祉法」＆「改正医療法」対応 

医療介護統合経営戦略セミナー  

１/１４ 
山口開催 

日 時 

会 場 

対 象 

定 員 

◆ 2016年診療報酬改定が医療・介護経営に与える影響を理解 

◆国の医療・介護政策の策定プロセスの変化とその現実を理解 

◆「地域包括ケアシステム」の正体を理解 

◆約２年後の2018年診療報酬介護報酬ダブル改定までの経営戦略 

◆上場企業並みの内部統制・「改正社会福祉法」の全貌を理解 

◆職員確保定着率向上が実現できない法人は退場必至の理解 

◆改正医療法は本当は大変な改革内容であることへの理解 

◆「規範的統合」経営の事業計画策定の必要性の理解 

会場への 
アクセス 

＜今回のセミナーでお伝えしたい ６つのポイント＞ 

①「2016年診療報酬改定」の内容理解に加え「2018年診療報酬介護報酬Ｗ改定」の先読み情報を理解し、「先導者たる経営判断」を検討いただく 
②地域医療構想、突然の医療療養病床への冷遇と在宅医療への移行強硬策にどう対応するか？ 
③ 制度創設後初の大改革「改正社会福祉法」平成29年4月全面施行！ガバナンスと事業拡大の強制 
④ 誰も知らない「地域包括ケアシステム」の正体～共助依存から自助・互助・共助のミックスへ 
⑤ 国が求める・国民が求めるサービス付き高齢者向け住宅戦略とは？ 
⑥ 機能する人事考課システム・キャリアパス・研修制度・労務管理・経営企画機能・営業機能が鍵 

            
【車でお越しの方】：駐車場は無料でご用意致します。 
 ・中国自動車道  小郡インターより約7分 
 ・山陽自動車道  山口南インターより約10分 
【バス・電車でお越しの方】 
 ・JR新山口駅より徒歩1分   

 医療・介護大競争時代の到来！！ 限定企画 



※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 

＜講師＞ ウェルフェア―・Ｊ・ユナイテッド株式会社 専務取締役 谷本 正徳 氏 

福祉・介護・医療経営戦略コンサルタント 

大手外資系食品メーカー、外資系コンサルティング会社、大手税理士法人マーケ

ティング部長を経て、現職。 

医療法人や社会福祉法人等を対象とした2025年医療・介護統合経営 

モデル構築を中心としたコンサルティング業務に従事。従来から、 

社会福祉法人公募プロポーザル申請支援、内部統制・内部統治コンサルティング

等に携わっており、近年は、2018年地域医療ビジョンと地域包括ケアシステム対応

地域制圧支援コンサルティング、経営企画室機能強化コンサルティング、市場開発

と新規事業広報営業支援等を中心業務としている。 

全国各地の都道府県社会福祉協議会や都道府県老施協、経営者協議会等に

てセミナー講演多数。 

13：00 受付開始 ＜展示会①＞ セミナー開始前にも各ブースをご覧いただけます 

13：30 

 

 

80分 

＜第１部＞ 

 

 

【1】2025年医療介護規範的統合モデル 

  「地域包括ケアシステム」の真の正体と医療介護統合戦略の必要性 
 

【2】官邸主導の「2016年診療報酬改定」～「2018年診療報酬介護報酬Ｗ改定」 

   

 

【3】「改正社会福祉法（社会福祉法人制度大改革）」の破壊力を理解する 

 

 

 

 

 

 

14：50 事業者紹介 

 

各社プレゼンテーション 

15：10 休憩 ＜展示会②＞各ブースで商品・サービスを自由にご覧ください 

15：30 

 

 

 

70分 

＜第２部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4】「2018・介護報酬ダブル改定」の時までに準備を完了すべき「地域包括ケア経営体制」 
 

 

 

 

 

 

 

【5】2025年まで生き残り「2035年医療介護規範的統合経営」を実現する為のコンサルテーション 

 

16：40 講演終了 ＜展示会③＞ 時間まで各ブースを自由にご覧ください 

17：00 セミナー/展
示会終了 

＜個別相談会＞ 事前予約の４社様（16：50～18：00） 

◆2016年診療報酬改定のポイント 
◆2018年診療報酬介護報酬ダブル改定の予想 

 主役の医療事業：機能強化型訪問看護ステーションへの取り組み 
 病床過少供給県はサ高住が医療の現場となる 
 ２年間で「医療」にどのように取り組むか、「介護」にどのように取り組むか、「生活支援」にどう取り組むか？ 
 病棟過少供給地帯の愛知県内でサービス付き高齢者向け住宅が果たす社会インフラ機能は医療現場 
 2025年・2035年の主役の事業はサ高住＋〇〇＋〇〇＋〇〇＋α 
 自助の意味と保険外の産業化の方向性＝経済産業省が考えていること 

 改正社会福祉法完全対応内部統制構築コンサルティングの内容 

 改正社会福祉法完全対応「社会福祉充実計画」策定コンサルティングの内容 

 包括報酬制介護サービスの利用者拡大の為の営業企画支援 

 最強の営業支援～「ＷＪＵサポートセンター」の概要 

 規範的統合経営モデル確立の為の職員教育 

◆監査法人監査義務付けの意味〜上場企業並みの内部統制構築の驚愕的な現実を理解する 
◆理事会・評議員会・監事の機関設計改革 
◆役員の善管注意義務、任務懈怠責任、内部統制システム構築義務が役員の損害賠償リスクを極大化する 
◆役員報酬規程の厳格化 
◆「社会福祉充実計画」の策定ミスは法人を滅ぼす可能性も 
◆建て替え資金が内部留保と認定される可能性について 



（注①）お申込を受け付けましたら、弊社社員または代理店・扱者より、メール・電話・ＦＡＸ等でご連絡させていただきます。  

（注②）「受講票」は発行しておりませんので、当日会場受付でお名刺１枚をご提出願います。 

（注③）個別相談会は講演終了後開催いたします。受付は先着順（1社15分程度、4社様限定）とし、開始時刻等は別途ご連絡いたします。 

◆1/14セミナー参加申込書◆（FAXにてお申込み下さい）→ FAX No.083-974-1613 

★１社につき経営者・経営幹部の方限定で２名様まで参加可能です ◆申込締切日：1月5日（火） ※但し、定員になり次第 

締切とさせていただきます 

ご記入いただきました内容は、主催であります「西京銀行」「あいおいニッセイ同和損保」両社の関連会社・提携会社を含む各種商品/ サービスのご案内・提供、及び業務に関する情報提供・運営管理に活用さ
せていただきますのでご了承ください。ご本人様からの記入内容の確認、開示、訂正等については速やかに対応いたしますので、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 
個人情報に関するお問い合わせ窓口： あいおいニッセイ同和損害保険 担当 小野 （TEL：083-974-1610）    西京銀行地域連携部 担当 佐田 （TEL0834-22-7665） 
なお、あいおいニッセイ同和損保の各種商品/サービスの詳細及び業務に関する情報については、あいおいニッセイ同和損保ホームページをご覧ください。 

フリガナ フリガナ 

貴社名 
施設名 

医院名 

ご住所 
（貴社所在地） 

〒 区 分 
（ＡＤ倶楽部） 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

フリガナ 部署名 お役職 Ｅメールアドレス ＊必須 

ご参加者 

氏名① 
            ＠ 

フリガナ 部署名 お役職 Ｅメールアドレス ＊必須 

ご参加者
氏名② 

            ＠ 

業種区分 

（サービス 

 類 型 

 病床数） 

セミナーを 

知った 

きっかけ 

無料個別 

相談希望 
（○を付けて
ください） 

 □ AD倶楽部会員 

 □ 一般（非会員） 
下記「AD倶楽部登録 
確認欄」を確認下さい 

 【以下の該当するものに✔を付けてください。（複数回答可）】 
 □介護福祉施設（特養）  □介護老人保健施設  □介護療養医療施設  □有料老人ホーム  □グループホーム  
 □デイサービス  □デイケア  □訪問介護  □訪問看護  □訪問リハビリ  □サービス付き高齢者向け住宅 
 □小規模多機能型居宅介護  □定期巡回・随時対応型訪問介護看護  □複合型サービス 
 □ショートステイ  □居宅介護支援  □介護予防サービス（                          ） 
 □病院 【□高度急性期・一般急性期  □回復期リハ  □地域包括ケア病床  □療養病床（慢性期） 
        □精神病床  □その他（                                    ）】 
       （病床数 ： □２０～１９９床  □２００～２９９床  □３００～４９９床  □５００床以上） 

 □有床診療所  □無床診療所 

 □その他（具体的な業種・サービス ：                                    ） 

 希望する 
相談内容を 
右欄へご記 
入ください 

【ご相談内容を記入ください】 
＊個別相談を希望されない場合でも、主催者・講師への 
  要望・質問等ございましたら、こちらへご記入ください 

 □ＡＤ倶楽部メールニュースでの案内   □ＡＤ倶楽部ホームページ  □西京銀行からのご案内  □西京銀行ホームページ    
 □あいおいニッセイ同和損保からのご案内⇒（社員／代理店名：                                          ） 
 □団体、協会等からの案内⇒（団体／協会名：                 ） □その他（                   ） 

 希望しない 

※メールアドレスをご記入いただきますと、地域AD倶楽部（ケアフレンズの会）に登録でき、各種セミナーのご案内、介護リスクマネジメントニュースや人事労務その他お役立ちニュースをメール配信させていただきます。
（地域AD倶楽部については別紙規約をご覧ください。） 


