
内 容

13：30～13：40 開会挨拶

13：40～15：10
(第一部)

「キヤノンマーケティングジャパンが実践する『健康経営』」
～ 職場がやる気になる！キヤノンマーケティング式健康経営の取り組み具体例 ～

（講演内容）
「定期健診結果：要受診者の受診報告率１００％」「がん検診受診率が5年で９倍に増加」「職場が
やる気になる健康増進施策」など、2018年・2019年「健康経営銘柄」に認定されたキヤノンマー
ケティングジャパンがこれまでグループ内で展開してきた各種取り組みについて、苦悩と実経験談を
交えながら解説いたします。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 総務・人事本部 グループ安全衛生部

（講師紹介） 部長 佐野 淳 様 保健師 木下 あけみ 様

佐野 様：1993年キヤノンマーケテイングジャパン（株）(当時はキヤノン販売)入社。入社後営業を
経て、1995年より人事を担当。関連会社で人事課長を従事し、2018年より安全衛生を担当。

木下 様：1992年キヤノン株式会社に保健師として入社。社員の健康支援業務に従事。2003年より
キヤノンマーケティングジャパン（株）に移り、グループ安全衛生部においてグループ全体
17,000人の社員の健康管理の責任者として従事。

15：10～15：30 休憩

15：30～17：00
（第二部）

「超先取り、2020年度『診療報酬改定』とICT化」
～ いま次期改定に向けて中小規模病院の準備すべき事項とは～

（講演内容）
政府は、今年度の予算で医療の情報化（医療情報化支援基金）に300億円の予算を計上するなど、
医療分野のICT化を進める意思が強く感じられます。中医協の議論でも、昨今の医療と関連性の高い
テーマとして、「働き方改革と医療の在り方」「医療におけるＩＣＴの利活用」などが議論され、秋
からは第二ラウンドで従来の「入院・外来・在宅」の具体的な議論が始まっています。次期改定と情
報化支援基金の創設に向けて、いま医療機関はどのような準備を行うかを解説いたします。

MICTコンサルティング株式会社

（講師紹介） 代表取締役 大西 大輔 様

一橋大学大学院MBAコース修了後、2001年医業経営コンサルティングファーム「日本経営グルー
プ」に入社。2002年医療IT機器の常設展示場「MEDIPlaza」を設立。2007年東京・大阪・福岡を
管理する統括マネージャーに就任。2013年に「電子カルテクラーク導入プログラム」を共同開発。
2016年「MICTコンサルティング」を設立、代表取締役に就任。2019年一般社団法人リンクア(医院
の育成支援)の理事に就任。過去、3,000件を超える医療機関へのシステム選定・導入実績から医療
機関および医療IT企業向けにコンサルティング、講演、執筆活動を展開。

主催： キヤノンＩＴSメディカル株式会社

経済産業省の３回目となる「健康経営優良法人２０１９」の認定では、大規模法人部門（ホワイ
ト500）に818法人、中小規模法人部門に2,502法人が認定されるなど、企業における「健康経
営」への関心の高まりが見受けられます。「健康経営・健康投資」が企業理念の必須項目となり
つつあります。また、２０２０年は「診療報酬改定」の年でもあり、３００億円とも言われる
「医療情報化支援基金」の行方も注目されています。今回、「健康経営」のあり方 および 「診
療報酬改定」「医療情報化支援基金」の狙いと方向性について解説いたします。

無料セミナー

セミナー参加お申込みは、下記、FAX宛先またはメールアドレスにて受け付けております。

FAX: 03-6701-3611 e-MAIL:  health-semi19@canon-itsmedi.co.jp

東京
2019年 11月 21日（木）

大阪
2019年 10月 17日（木）

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【 健康経営・病院経営セミナー 】

・キヤノンマーケティングジャパンが実践する『健康経営』

・超先取り、2020年度『診療報酬改定』とICT化



【健康経営・病院経営セミナー】

「キヤノンマーケティングジャパンが実践する『健康経営』」

～ 職場がやる気になる！キヤノンマーケティング式健康経営の取り組み具体例～

「超先取り、2020年度診療報酬改定とICT化」

～ いま次期改定に向けて中小規模病院の準備すべき事項とは～開催概要

日 時
東京 2019年 11月 21日（木） 13：30 ～ 17：00 （受付開始 13：00）

大阪 2019年 10月 17日（木) 13：30 ～ 17：00 （受付開始 13：00）

会 場

東京
AP日本橋 6階 Aルーム
（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント）

大阪
梅田スカイビル タワーウエスト22階 E-1
（大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル）

主 催 キヤノンＩＴSメディカル株式会社

参加費 無 料

定 員
東京 100名

大阪 50名

申込締切
東京 2019年 11月 8日（金） ※定員になり次第締め切らせていただきます。

大阪 2019年 10月 10日（木） ※定員になり次第締め切らせていただきます。

03-6701-3613
お問い合わせ先

◆個人情報の取扱について◆
お申込いただきました個人情報の管理元はキヤノンITSメディカル株式会社 第一ソリューション本部です。
お申込いただいた情報は、キヤノンITSメディカル株式会社、もしくは、キヤノンマーケティングジャパングループ会社からのご回答、製品・サー
ビス・セミナーに関する情報のお知らせ、およびサービス向上のために使わせていただきます。*お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希
望される場合にはご連絡お願いします。

【東京会場】

【セミナーに関するお問い合わせ先】
キヤノンＩＴSメディカル株式会社
第一ソリューション本部 営業部 第一課 販売推進グループ セミナー事務局
〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11  野村不動産天王洲ビル
TEL： 03-6701-3613   FAX： 03-6701-3611
e-MAIL： health-semi19@canon-itsmedi.co.jp

【大阪会場】

JR東京駅

AP日本橋

梅田スカイビル

東京都中央区日本橋3-6-2  日本橋フロント
JR「東京」駅徒歩5分、東京メトロ銀座線「日本橋」駅徒歩2分

※https://www.tc-forum.co.jp/ap-nihonbashi/

大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル
JR大阪駅中央北口より徒歩９分、阪急梅田茶屋町口より徒歩９分

※http://www.skybldg.co.jp/convention/

セミナー参加お申込みは、下記、FAX宛先またはメールアドレスにて受け付けております。

FAX: 03-6701-3611 e-MAIL:  health-semi19@canon-itsmedi.co.jp

【健康経営・病院経営セミナー】

「キヤノンマーケティングジャパンが実践する『健康経営』」

「超先取り、2020年度『診療報酬改定』とICT化」

無料
セミナー



・「※」項目は、必須記入項目となります。
・メールでの申し込みの場合、件名：「CIMセミナー申込み」本文：「※」項目のご記入をお願いいたします。

※選択項目の記載は、番号のみで結構です。

・本申し込み書到着後、ご記入メールアドレスまたはFAX宛てに受講票をお送りいたします（先着順）。

03-6701-3613
お問い合わせ先

◆個人情報の取扱について◆
お申込いただきました個人情報の管理元はキヤノンITSメディカル株式会社 第一ソリューション本部です。
お申込いただいた情報は、キヤノンITSメディカル株式会社、もしくは、キヤノンマーケティングジャパングループ会社からのご回答、製
品・サービス・セミナーに関する情報のお知らせ、およびサービス向上のために使わせていただきます。*お客様ご自身の個人情報の開
示・訂正・削除を希望される場合にはご連絡お願いします。

【セミナーに関するお問い合わせ先】
キヤノンＩＴSメディカル株式会社
第一ソリューション本部 営業部 第一課 販売推進グループ セミナー事務局
〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11  野村不動産天王洲ビル
TEL： 03-6701-3613   FAX： 03-6701-3611
e-MAIL： health-semi19@canon-itsmedi.co.jp

【病院・健康経営セミナー】

お申込み FAX： 03-6701-3611

法人名／
施設名 ※

フリガナ

住所 ※

フリガナ

〒

部署・
役職名 ※

フリガナ

お名前 ※

フリガナ

様

TEL ※ － － FAX ※ － －

e-MAIL ※

ご希望の会場・セミナーにチェックしてください※☆１法人１会場まで
参加
人数

☆１法人２名様まで
(１名の場合記入不要)

名1: □ 東京 2: □ 大阪 1: □ 第一部 2: □ 第二部 3: □ 両方

当セミナーを何でお知りになりましたか？ ※

1: □ 弊社営業によるご案内( ) 2: □ ダイレクトメールによるご案内（弊社より）

3: □ FAXによるご案内（弊社より） 4: □ 電子メールによるご案内（弊社より）

5: □ 上司や同僚、他部門からのご紹介 9: □ その他（ ）

連絡事項などございまし

たらご記入ください。

お申込み FAX： 03-6701-3611

health-semi19@canon-itsmedi.co.jpe-MAIL：

【健康経営・病院経営セミナー】
「キヤノンマーケティングジャパンが実践する『健康経営』」

～ 職場がやる気になる！キヤノンマーケティング式健康経営の取り組み具体例～

「超先取り、2020年度『診療報酬改定』とICT化」
～ いま次期改定に向けて中小規模病院の準備すべき事項とは～

無料
セミナー


