全日病発 第 122 号
2019 年 7 月 6 日
各 位
公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会
委員長 飯田 修平

全日本病院協会 ＤＰＣセミナー
（DPC 分析事業「MEDI-TARGET」活用事例報告会・無料体験会）開催のご案内
平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
DPC データには患者状態や主な診療内容、診療プロセス等が含まれており、これを分析すること
で自院の経営分析、医療の質を評価することも可能です。また、DPC データは全国統一形式のた
め、他院との比較・ベンチマークも可能です。自院と類似の病院群と比較することにより現実的
なポジショニングを把握することも可能です。
本セミナーでは当協会の副会長、また元診療報酬調査専門組織・ＤＰＣ評価分科会委員である
美原 盤

先生（公益財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院院長）より「ＤＰＣの今後およ

びＤＰＣデータの活用について【仮】
」をテーマにご講演いただきます。
その後、当協会が提供する DPC データの分析・ベンチマークサービスである全日病 DPC 分析事
業「MEDI-TARGET」の概要説明と「MEDI-TARGET」の院内活用好事例をニッセイ情報テクノロジー
㈱と導入会員病院からご報告いただきます。また、セミナー終了後に MEDI-TARGET に実際に触れ
られる無料体験会（在院日数、収入、ジェネリック、看護必要度、ベンチマーク等の分析）を実施
いたします。DPC データの有効活用について「MEDI-TARGET」の導入を検討されている会員病院の
皆様方には是非、この機会にご体験ください。
業務繁忙中のことと拝察いたしますが、関係職員の参加につき格段のご高配を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。

記
１．開催日時：2019 年 8 月 28 日（水）13:00～15:15

※注

※注 セミナー終了後に MEDI-TARGET 無料体験会を実施いたします。
２．会

場：全日本病院協会 大会議室（※会場案内図参照）
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL：03-5283-7441

３．参 加 料：無
４．定

FAX：03-5283-7444

料

員：100 名（先着順）
※注

MEDI-TARGET 無料体験会 20 病院（1 病院 1～3 名 先着順、実際に
データ入力、分析される方もご参加ください。）

※注「MEDI-TARGET 無料体験会」では TARGET 未導入病院の方は当協会の PC
（1 病院に 1 台を用意します）を使用しデモデータによる実習を行い
ます。TARGET 導入病院はノート PC、USB トークンをご持参いただけれ
ば自院データを使用した実習が可能です。持参されない場合はデモ
データでの実習となります。

５．申込方法：別紙１の申込用紙に必要事項をご記入のうえ FAX（03-5283-7444）より
お申し込み下さい。追って確認書をお送りいたします。
６．締 切 日：2019 年 8 月 21 日（水）
（定員に達し次第、締切となります）
７．プログラム【予定】
No.

時間

プログラム

担当
（公社）全日本病院協会 常任理事

1

13:00 ～ 13:05

開会挨拶・趣旨説明

医療の質向上委員会 副委員長
永井

【講演】
2

13:05 ～ 14:05

（公社）全日本病院協会 副会長

DPC の今後および DPC データの

(公財)脳血管研究所附属 美原記念病院

活用について【仮】
3

14:05 ～ 14:15

4

14:15 ～ 14:25

5

14:25 ～ 14:45

6

14:45 ～ 15:05

庸次

院長 美原

盤

休憩
【講演】

ニッセイ情報テクノロジー㈱

MEDI-TARGET 概要説明

大木

【講演】

政英

医療法人社団直和会 平成立石病院

MEDI-TARGET 活用事例①
【講演】

社会医療法人社団光仁会

MEDI-TARGET 活用事例②

総合守谷第一病院

【講演】
7

15:05 ～ 15:15

全日本病院協会 医療の質評価
公表等推進事業について

8

15:15 ～ 15:25

質疑応答

9

15:25 ～ 15:35

休憩

10

15:35 ～ 16:30

【実習】（※注 希望病院のみ）

ニッセイ情報テクノロジー㈱

MEDI-TARGET 無料体験会

大木

政英

会場案内図
開催日時
2019 年 8 月 28 日（水）13:00～15:15 ※注
※注 終了後に MEDI-TARGET 無料体験会
を実施いたします。
会

場
全日本病院協会 大会議室
〒101-8378
東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8
住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL：03-5283-7441

（お申込・お問い合わせ先）
公益社団法人 全日本病院協会事務局 ＤＰＣ分析事業担当
E-mail dpc@ajha.or.jp

FAX：03-5283-7444

ＦＡＸ送信先：０３－５２８３－７４４４
全日本病院協会 ＤＰＣセミナー
（DPC 分析事業「MEDI-TARGET」活用事例報告会・無料体験会

2019.8.28）

参 加 申 込 書
＜申込締切：8 月 21 日（水）＞
病院名
〒

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

E-mail
部署・役職

氏名

参加者

セミナー終了後、MEDI-TARGET 無料体験会に

□参加する

□参加しない

MEDI-TARGET

MEDI-TARGET 参加病院は以下にもご回答ください。

無料体験会

□ノート PC、USB トークンを持参する

□全日病 PC を使用する

※全日病 PC を使用する場合は、デモデータでの実習となります。
※ノート PC は TARGET にログインできるか事前確認の上持参下さい。

※ セミナー申込者の個人情報は、本研修会の実施に関する目的にのみ使用いたします。
全日本病院協会（DPC 分析事業「MEDI-TARGET」について
当協会ではＤＰＣデータによる経営分析を安価で行える分析システム【名称：MEDITARGET】をニッセイ情報テクノロジー㈱のご協力のもと提供しております。
＜全日病ＤＰＣ分析システム（MEDI-TARGET）の主な特徴＞
１．多様な分析指標
ＤＰＣデータを用いた分析を積極的に行っている病院が活用している指標が組み
込まれています。
２．ベンチマーク分析
当事業参加病院だけではなく、当事業参加病院以外のＤＰＣ病院（一部）とも比較
が可能です。
（約 600 病院とベンチマークが可能）
３．その他
①自院で自由なデータ抽出・分析が行えます。
②DPC コードの点検など様々なオプションメニューを用意しています。
③診療報酬等の制度改正にも早期に対応します。
詳細は HP（https://www.ajha.or.jp/hms/dpc/）をご参照ください。
（お申込・お問い合わせ先）
公益社団法人 全日本病院協会事務局 ＤＰＣ分析事業担当
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL 03-5283-7441 FAX 03-5283-7444 E-mail dpc@ajha.or.jp

