
11月30日 13:00-16:40
（受付開始 12：45）

金

経済産業省 九州経済産業局 九経交流プラザ大会議室
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11－1 福岡合同庁舎本館1階

お問い合わせ
一般社団法人Medical Excellence JAPAN
〒102-0082 東京都千代田区一番町13番地 一番町法眼坂ビル３F
TEL: 03-6261-3971 FAX： 03-6261-3970
E-Mail： mejinbound@me-jp.org

参加費
無料

※渡航受診者：日本で医療サービスを受けるために訪日する海外在住の外国人

主催：経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

平成30年度
国際ヘルスケア拠点構築促進事業
（医療国際展開推進事業）

※

この度、経済産業省「平成30年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療
国際展開推進事業）」の一環として、 渡航受診者受入れの促進とノウハウの
普及を目的としたセミナーを開催するため、ご案内致します。

詳細は裏面のプログラムをご確認ください。

会場アクセスお申込方法

氏名、住所等の個人情報を第三者に提供することはありません。

氏 名

勤務先

部署/役職

住 所

電話番号

メール

03-6261-3970FAX

URL https://medicalexcellencejapan.org/jp/event/detail/122/

下記、WEBサイトからお申込みください。
なお、定員になり次第、締め切らせて頂きます。

FAXの場合は、以下ご記入の上
お送りください。

お申込みサイト
QRコード

各線「博多」駅 筑紫口から徒歩７分
大会議室は九経交流プラザの奥にあります。
ご来場の際は、九経交流プラザ入口から
お入りください。



セミナープログラム

※講師、プログラムの内容・構成順は、予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

12:45 開場

第1部　政府・地方自治体等の渡航受診者受入れに関する取組み

「外国人患者受入れに関する政府の施策、他省庁・地域の取組の紹介」（講演25分）

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室 室長　岸本堅太郎

「渡航受診者受入れに関するMEJの取組み」（講演20分）

一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　業務執行理事　北野選也

第2部　渡航受診者の受入れに関する業務内容について

「医療渡航関連事業者の立場から（仮）」（講演30分）

株式会社JTB ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター 統括プロデューサー 有馬隆

14:15 休憩 兼 名刺交換会（20分）

「医療通訳事業者の立場から、医療通訳の質の担保、育成について（仮）」（講演30分）

株式会社インターグループ 執行役員　山畑征四郎

「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分）

NTT東日本関東病院 医療連携室 主査、外国人向け医療コーディネーター　海老原功

「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分）

福岡山王病院 国際室 室長　呉予博

「意見交換会」（30分）

 座長：一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　業務執行理事　北野選也
講師への質疑応答も含めて、来場者の方と講師との意見交換を行います
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20180802名古屋

						プログラム案 アン

				12:45		開場

						第1部　政府・地方自治体等の渡航受診者受入れに関する取組み ダイ ブ セイフ チホウ ジチタイ ナド トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン トリク

				13:00		「外国人患者受入れに関する政府の施策、他省庁の取組の紹介」（講演20分） ガイコク ジン カンジャ ウケイ カン セイフ シサク タ ショウチョウ トリク ショウカイ コウエン フン

						経済産業省　商務・サービスグループ　ヘルスケア産業課　国際展開推進室　室長 岸本堅太郎 ショウム シツチョウ キシモト ケンタロウ

				13:20		「愛知県のインバウンド医療に関する取組み（仮）」（講演15分） アイチ ケン イリョウ カン トリク カリ フン

						愛知県　健康福祉部保健医療局　医務課　主査　山川高英 アイチケン ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ キョク イムカ シュサ ヤマカワ タカヒデ

				13:35		「渡航受診者受入れに関するMEJの取組み」（講演20分） トコウ ジュシン シャ ウケイレ カン トリク

						一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　理事　相川直樹　

				13:55		合同質疑（15分） ゴウドウ シツギ フン

						第1部講師への合同での質疑応答を行います

				14:10		休憩 兼 名刺交換会（20分） キュウケイ ケン メイシ コウカン カイ フン

						第2部　渡航受診者の受入れに関する業務内容について ダイ ブ トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン ギョウム ナイヨウ

				14:30		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 
　　　　　　　病院事務部　患者サービス課国際係　予防医療推進室　マネジャー　原茂順一 ガッコウ ホウジン セイロカ コクサイ ダイガク セイロカ コクサイ ビョウイン カンジャ カ コクサイ カカリ ヨボウ イリョウ スイシン シツ ハラ モ ジュンイチ

				15:00		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院　経営戦略部　国際課　課長　熊﨑博司 ザイダン

				15:30		「医療渡航関連事業者に所属するコーディネーターの立場から（仮）」（講演30分） イリョウ トコウ カンレン ジギョウ シャ ショゾク タチバ カリ

						日本エマージェンシーアシスタンス株式会社　国際医療第一部　マネージャー　清水康二 コクサイ イリョウ ダイイチ ブ シミズ コウジ

				16:00		「意見交換会」（30分） イケン コウカン カイ

						 座長：一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　理事　相川直樹　
第2部講師への質疑応答も含めて、来場者の方と講師との意見交換会を行います ダイ ブ コウシ シツギ オウトウ フク ライジョウシャ カタ コウシ イケン コウカン カイ オコナ

				16:30		終了 シュウリョウ







20181019札幌

						プログラム案 アン

				12:45		開場

						第1部　政府・地方自治体等の渡航受診者受入れに関する取組み ダイ ブ セイフ チホウ ジチタイ ナド トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン トリク

				13:00		「外国人患者受入れに関する政府の施策、他省庁の取組の紹介」（講演20分） ガイコク ジン カンジャ ウケイ カン セイフ シサク タ ショウチョウ トリク ショウカイ コウエン フン

						経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室 室長　岸本堅太郎 ショウム シツチョウ キシモト ケンタロウ

				13:20		「札幌市におけるインバウンドの増加と外国人医療に対する取組」（講演20分） フン

						札幌市経済観光局 国際経済戦略室 食・健康医療産業担当課長　谷口　秀一

				13:40		「渡航受診者受入れに関するMEJの取組み」（講演20分） トコウ ジュシン シャ ウケイレ カン トリク

						一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　理事　相川直樹　

				14:00		休憩 兼 名刺交換会（20分） キュウケイ ケン メイシ コウカン カイ フン

						第2部　渡航受診者の受入れに関する業務内容について ダイ ブ トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン ギョウム ナイヨウ

				14:20		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						社会医療法人北斗 北斗病院 理事 事務部 副部長　西田崇雄 ニシダ タカオ

				14:50		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 
　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター 管理課長（国際部兼任）　島津忠司 ドクリツ ギョウセイ ホウジン チイキ イリョウ キノウ スイシン キコウ トウキョウ タカナワ ビョウイン ケンコウ カンリ カンリ カチョウ コクサイ ブ ケンニン シマヅ チュウジ

				15:20		休　憩（10分） キュウ イコイ フン

				15:30		「医療渡航関連事業者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ トコウ カンレン ジギョウ シャ タチバ カリ

						メディカルツーリズム・ジャパン 株式会社 代表取締役　坂上勝也 カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク サカガミ カツヤ

				16:00		「医療通訳事業者の立場から、医療通訳の質の担保、育成について（仮）」（講演30分） イリョウ ツウヤク ジギョウシャ タチバ イリョウ ツウヤク シツ タンポ イクセイ カリ

						メディフォン株式会社 代表取締役　澤田真弓 カブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク サワダ マユミ

				16:30		「意見交換会」（30分） イケン コウカン カイ

						 座長：一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　理事　相川直樹　
講師への質疑応答も含めて、来場者の方と講師との意見交換を行います コウシ シツギ オウトウ フク ライジョウシャ カタ コウシ イケン コウカン オコナ

				17:00		終了 シュウリョウ







20181130福岡

						プログラム案 アン

				12:45		開場

						第1部　政府・地方自治体等の渡航受診者受入れに関する取組み ダイ ブ セイフ チホウ ジチタイ ナド トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン トリク

				13:00		「外国人患者受入れに関する政府の施策、他省庁・地域の取組の紹介」（講演25分） ガイコク ジン カンジャ ウケイ カン セイフ シサク タ ショウチョウ チイキ トリク ショウカイ コウエン フン

						経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室 室長　岸本堅太郎 ショウム シツチョウ キシモト ケンタロウ

				13:25		「渡航受診者受入れに関するMEJの取組み」（講演20分） トコウ ジュシン シャ ウケイレ カン トリク

						一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　業務執行理事　北野選也　 ギョウム シッコウ キタノ エ ヤ

						第2部　渡航受診者の受入れに関する業務内容について ダイ ブ トコウ ジュシンシャ ウケイレ カン ギョウム ナイヨウ

				13:45		「医療渡航関連事業者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ トコウ カンレン ジギョウ シャ タチバ カリ

						株式会社JTB ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンター 統括プロデューサー 有馬隆  カブシキガイシャ アリマ タカシ

				14:15		休憩 兼 名刺交換会（20分） キュウケイ ケン メイシ コウカン カイ フン

				14:35		「医療通訳事業者の立場から、医療通訳の質の担保、育成について（仮）」（講演30分） イリョウ ツウヤク ジギョウシャ タチバ イリョウ ツウヤク シツ タンポ イクセイ カリ

						株式会社インターグループ 執行役員　山畑征四郎 カブシキガイシャ シッコウ ヤクイン ヤマハタ セイシロウ

				15:05		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						NTT東日本関東病院 医療連携室 主査、外国人向け医療コーディネーター　海老原功

				15:35		「医療機関に所属する渡航受診者受入担当者の立場から（仮）」（講演30分） イリョウ キカン ショゾク トコウ ジュシンシャ ウケイレ タントウ シャ タチバ カリ

						福岡山王病院 国際室 室長　呉予博

				16:05		「意見交換会」（30分） イケン コウカン カイ

						 座長：一般社団法人 Medical Excellence JAPAN　業務執行理事　北野選也　
講師への質疑応答も含めて、来場者の方と講師との意見交換を行います ギョウム シッコウ リジ キタノ エ ヤ コウシ シツギ オウトウ フク ライジョウシャ カタ コウシ イケン コウカン オコナ

				16:35		終了 シュウリョウ
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