
9月7日 14:00-17:45
（受付開始13:30~）

2018年

会 場 グランフロント大阪 北館 タワーC8階 各線「大阪・梅田駅」徒歩3分
ナレッジキャピタルカンファレンスルーム タワーC Room01
TEL : 06-6372-6417

主 催 ：一般社団法人Medical Excellence JAPAN 
後 援 ：外務省、厚生労働省、経済産業省

お問い合わせ :フォーラムTeam TEL：03-6261-3971 E-Mail：mejforum@me-jp.org

金

参加費 フォーラム会員・MEJ企業会員：無料
非会員：3,000円

第5回

Japan International Hospitals（JIH）推奨病院の2017年度の外国人患者受入実績調査結果をまとめ、
そこから見える渡航受診者受入れの課題と今後についてお示しいたします。
また、JIH推奨病院である大阪大学医学部附属病院 国際医療センター 中田 研センター長と、外国人患者の
受入実績の多い埼玉医科大学国際医療センター 藤原 恵一院長補佐から外国人患者の受入れに関する現状
と課題解決をお話いただきます。

＊終了時刻が変更になりました。

*
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伸遠健康管理与癌症
早期風険篩査中心

張兆琪院長

海外へ医師や看護師等の職員を派遣する中で、課題となっていた医師賠償責任保険の不適応を解決する
べく、海外での医師賠償責任保険構築を検討し、フォーラム会員を中心に行ったアンケート調査の結果を
まとめた損害保険ジャパン日本興亜株式会社様から報告いただきます。

持続可能な海外医療拠点の構築と新しい資金調達手段を、株式会社三井住友銀行様からご報告いただき
ます。講演の中では、医療法人石井会様のミャンマーでの病院開設に向けた取組みを医師である石井病院
笠井裕一ASEAN事業部長からお話いただきます。笠井医師は、三重大学 脊椎外科・医用工学講座の元教
授であり、ミャンマーで約400例の脊椎外科手術の実積からヤンゴン第一医科大学栄誉教授に就任、本年4
月より現職。Myanmar Ishii Hospital（仮称）開設に向けた取組みをご紹介いただきます。

MEJは、JIHへの患者紹介に際し、安全な医療を提供し、より円滑に国際
的診療連携を行う体制があり、MEJが策定した基準を満たす医療機関を
「JIH連携送出し医療機関（仮）」としてパイロットスタディ認証を開始し
ました。

パイロットスタディ認証第１弾として、中国北京市にある2級病院内に併
設されているクリニック「伸遠健康管理与癌症早期風険篩査中心」の審査
を行い、基準を満たしていることを確認し、昨年12月に認証しました。

本年4月には、本認証に向けた基準作成のためのJIH推奨病院と意見交換
会を開催し、認証を受けた伸遠健康管理与癌症早期風険篩査中心 張 兆琪院
長にも参加していただき、日本との診療連携について議論を行い、大変ご
好評を得たため、今回、張 兆琪院長に緊急来日していただき、これからの
日中の診療連携の取組みについてご講演いただきます。

昨年8月に初の大阪開催をし、大変好評をいただきましたシンポジウムを
今年も、大阪・梅田にて開催いたします。

外国人患者の受入に関する現状と課題

安全・安心な海外事業展開に向けた次なる一手のご紹介

緊急来日決定！ JIH連携送出し医療機関（仮）パイロットスタディ認証

※非会員は、医療機関・医療関連団体の関係者のみが参加できます。
一般企業・個人のご参加はご遠慮願います。



13:30 開　場

開会のご挨拶

一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 理事長　山本 修三

ご来賓挨拶

公益財団法人 日本医師会 副会長 今村　聡
一般社団法人 日本病院会  会 長 相澤 孝夫
厚生労働省 審議官 (医政、医薬品等産業振興、精神保健医療、災害対策担当)(老健局、保険局併任)　迫井 正深
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室長 岸本 堅太郎

「Japan International Hospitals（JIH）推奨事業の実積」（20分）

一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 理事　相川 直樹

～JIH推奨証授与式～

「埼玉医科大学国際医療センターの外国人患者受入れに対する取り組み」（講演30分）

埼玉医科大学国際医療センター　院長補佐　藤原 恵一

「AMTAC（認証医療渡航支援企業）認証事業と
　　　　　　　　　　　　　　JIH連携送出し医療機関（仮称）の取組紹介」（15分）

～AMTAC認証書授与式～

「中日診療連携に向けた取組み（仮）」（講演40分）

伸遠健康管理与癌症早期風険篩査中心　院長　張 兆琪

16:10 休憩（10分）

「海外における医療行為リスクに関する調査報告」（講演15分+質疑応答5分）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 企画開発部 課長 柵 忠之

「海外拠点構築に際しての資金調達手段」（講演25分+質疑応答5分）
株式会社三井住友銀行 成長産業クラスター 部長代理補 古川 浩章
医療法人石井会石井病院 ASEAN事業部長 笠井 裕一
ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役 小松 真実

「訪日外国人受診受入れ：現状と課題解決2018」（講演30分）

大阪大学医学部附属病院 国際医療センター　センター長　中田 研

「パネルディスカッション」
～送出し医療機関とJIH推奨病院の連携による渡航受診者の受入促進～（20分）

モデレータ：MEJ理事・フォーラム幹事長　相川 直樹

18:00 終了

14:00

15:30

16:20

14:45

17:40

14:25

14:05

17:10

15:15

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。

お申込方法

URL https://medicalexcellencejapan.org/jp/event/detail/112/

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。

お申込みサイト
QRコード

ビデオメッセージ形式のご挨拶となります。
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						プログラム案 アン

				13:30		開　場

				14:00		開会のご挨拶 カイカイ アイサツ

						一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 理事長　山本 修三　 イッパン シャダン ホウジン リジチョウ ヤマモト シュウゾウ

				14:05		ご来賓挨拶 ライヒン アイサツ

						公益財団法人 日本医師会 副会長 今村　聡
一般社団法人 日本病院会  会 長 相澤 孝夫
厚生労働省 審議官 (医政、医薬品等産業振興、精神保健医療、災害対策担当)(老健局、保険局併任)　迫井 正深
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室長 岸本 堅太郎 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン イシカイ フクカイチョウ イマムラ サトシ イッパン シャダン ホウジン ニホン ビョウイン カイ カイ ナガ アイザワ タカオ イヤクヒン ナド サンギョウ シンコウ サコ イ マサ ミ サンギョウカ コクサイ テンカイ スイシン シツ チョウ キシモト ケンタロウ		 

				14:25		「Japan International Hospitals（JIH）推奨事業の実積」（20分） スイショウ ジギョウ ジッセキ

						一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 理事　相川 直樹　

						～JIH推奨証授与式～ スイショウ ショウ ジュヨ シキ

				14:45		「埼玉医科大学国際医療センターの外国人患者受入れに対する取り組み」（講演30分） サイタマ イカ ダイガク コクサイ イリョウ ガイコク ジン カンジャ ウケイ タイ ト ク コウエン フン

						埼玉医科大学国際医療センター　院長補佐　藤原 恵一 サイタマ イカダイ ガク コクサイ イリョウ インチョウ ホサ フジハラ ケイイチ

				15:15		「AMTAC（認証医療渡航支援企業）認証事業と
　　　　　　　　　　　　　　JIH連携送出し医療機関（仮称）の取組紹介」（15分） ニンショウ イリョウ トコウ シエン キギョウ ニンショウ ジギョウ レンケイ オクリダ イリョウ キカン カショウ トリク ショウカイ

						～AMTAC認証書授与式～ ニンショウ ショ ジュヨ シキ

				15:30		「中日診療連携に向けた取組み（仮）」（講演40分） チュウニチ シンリョウ レンケイ ム トリク カリ コウエン フン

						伸遠健康管理与癌症早期風険篩査中心　院長　張 兆琪 トオ

				16:10		休憩（10分） キュウケイ フン

				16:20		「海外における医療行為リスクに関する調査報告」（講演15分+質疑応答5分）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 企画開発部 課長 柵 忠之 カイガイ イリョウ コウイ カン チョウサ ホウコク コウエン フン シツギ オウトウ フン ソンガイ ホケン ニッポン コウア カブシキガイシャ キカク カイハツブ カチョウ サク タダユキ

						「海外拠点構築に際しての資金調達手段」（講演25分+質疑応答5分）
株式会社三井住友銀行 成長産業クラスター 部長代理補 古川 浩章
医療法人石井会石井病院 ASEAN事業部長 笠井 裕一
ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役 小松 真実 カイガイ キョテン コウチク サイ シキン チョウタツ シュダン コウエン フン シツギ オウトウ フン

				17:10		「訪日外国人受診受入れ：現状と課題解決2018」（講演30分） ホウニチ ガイコク ジン ジュシン ウケイ ゲンジョウ カダイ カイケツ コウエン フン

						大阪大学医学部附属病院 国際医療センター　センター長　中田 研 オオサカ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コクサイ イリョウ チョウ ナカタ ケン

				17:40		「パネルディスカッション」
～送出し医療機関とJIH推奨病院の連携による渡航受診者の受入促進～（20分） オクリダ イリョウ キカン スイショウ ビョウイン レンケイ トコウ ジュシンシャ ウケイ ソクシン

						モデレータ：MEJ理事・フォーラム幹事長　相川 直樹 リジ カンジチョウ アイカワ ナオキ

				18:00		終了 シュウリョウ
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