医療とニューメディアを考える会」実績一覧表
第 350 回 平成 30.1.23
「超高齢社会の医療と法と倫理｣
第 349 回 平成 29.11.28
「医師の働き方改革｣

武蔵野大学 法学部 法律学科 教授 （東京大学名誉教授） 樋口 範雄 氏

厚生労働省 医政局 医師・看護師等働き方改革推進官

乗越 徹哉 氏

*第 348 回 平成 29.10.24
「地域発の医療機器開発プロジェクト創出に向けた取り組み」
経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 次世代産業課 課長
*第 347 回 平成 29.9.26
「医療制度のサスティナビリティと医療のイノベーションの推進」
元内閣官房健康医療戦略室戦略推進補佐官 日本健康会議 実行委員 特定非営利活動法人 日本医療政策機構 理事
*第 346 回 平成 29.8.22
「介護報酬改定の方向性について」
*第 345 回 平成 29.7.25
「住宅政策からのアプローチ－住宅・健康・福祉－」

門田 靖 氏

宮田 俊男 氏

厚生労働省 老健局 老人保健課長

鈴木 健彦 氏

国土交通省 住宅局長

伊藤 明子 氏

*第 344 回 平成 29.6.27
「地域医療構想の現状と課題」 厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室長 在宅医療推進室長 伯野 春彦 氏
*第 343 回 平成 29.5.23
「経済政策と社会保障改革の最近の動向について」

財務省 大臣官房 総合政策課長

宇波 弘貴 氏

第 342 回 平成 29.4.25
「統計でウソをつく法（生物統計版）－医療情報をどう伝えるか－」 中央大学理工学部人間総合理工学科生物統計学 教授 大橋 靖雄 氏
*第 341 回 平成 29.3.28
組織的な医療に関する今後の展望～救急医学の実践などから～
独立行政法人労働者健康安全機構 理事長 昭和大学名誉教授 有賀 徹 氏
*第 340 回 平成 29.2.21
「平成 30 年医療・介護同時改定 toward & beyond」

厚生労働省保険局 保険局長

*第 339 回 平成 29.1.24
「次世代の健康･医療･介護について－健康･医療戦略の推進状況を踏まえて－」

内閣官房 健康・医療戦略室 次長 藤本 康二 氏

*第 338 回 平成 28.11.22
「革新的新薬の実用化に向けた課題と挑戦～薬事規制当局の視点から～」
*第 337 回 平成 28.10.25
「公益資本主義と医学の使命」

厚生労働省 大臣官房審議官（医薬担当）

DEFTA PARTNAERS グループ会長

*第 336 回 平成 28.9.27
「人口構造の変容と医療政策の課題」

政策研究大学院大学 教授

*第 335 回 平成 28.9.8
「国家財政と社会保障」

財務省主計官（厚生労働第一係担当）
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鈴木 康裕 氏

森 和彦 氏

原 丈人 氏

島崎 謙治 氏

阿久澤 孝 氏

*第 334 回 平成 28.6.28
「ヒト組織の研究利用」
特定非営利活動法人 ＨＡＢ研究機構 理事長 〔独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 名誉院長〕

深尾 立 氏

*第 333 回 平成 28.6.3
「涌谷町における地域包括医療・ケアの取り組み～ 過去・現在・未来 ～」
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 会長 涌谷町町民医療福祉センター センター長

青沼 孝徳 氏

*第 332 回 平成 28.5.24
「地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局への期待」

公益社団法人 日本薬剤師会 会長

山本 信夫 氏

慶應義塾大学 経済学部 教授

土居 丈朗 氏

厚生労働省 保険局 医療課長

宮嵜 雅則 氏

*第 331 回 平成 28.4.26
「診療・介護報酬同時改定と改革工程表の行方」
*第 330 回 平成 28.3.23
「平成 28 年度･診療報酬改定について」
*第 329 回 平成 28.2.23
「国際保健医療協力について」

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際医療協力局長・企画戦略局長

*第 328 回 平成 28.1.26
「がん対策の現状と今後の方向性について」
厚生労働省 がん対策推進協議会 会長 公益財団法人がん研有明病院 名誉院長
*第 32７回 平成 2７.11.24
「医療介護連携をめぐる動き～地域包括ケアの具体化に向けて～」
*第 32６回 平成 2７.10.27
「『経済・財政再生計画』と今後の社会保障改革」

宇都宮 啓 氏

門田 守人 氏

厚生労働省大臣官房 審議官 医療介護連携担当 吉田 学 氏

内閣府事務次官

松山 健士 氏

第 325 回 平成 27.9.15
「費用対効果の社会経済的な意義と課題～具体的な事例を踏まえて～」
大阪大学大学院医学系研究科 医療経済産業政策学 教授

田倉 智之 氏

*第 32４回 平成 27.7.28
「脳・神経疾患専門病院から情報発信 ～エビデンスに基づいた制度への提言～」
公益財団法人 脳血管研究所 美原記念病院 院長

美原 盤 氏

*第 32３回 平成 27.6.23
「我が国において製薬開発研究投資をすべきなのか？」

厚生労働省大臣官房 技術総括審議官 鈴木 康裕 氏

*第 322 回 平成 27.5.26
「国保データベース（KDB）システムによる保健事業支援について」
*第 321 回 平成 27.4.28
「医療情報活用の推進に関する取組みについて」

公益社団法人 国民健康保険中央会 理事長

柴田 雅人 氏

厚生労働省医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室長 片岡 穣 氏

*第 320 回 平成 27.3.24.
「社会保障と財政」

財務省主計局主計官（厚生労働第一担当

宇波 弘貴 氏

*第 319 回 平成 27.2.24.
「ユビキタスコンピューティングとウェアラブルコンピューティングの医療応用の今」
京都大学医学部付属病院 医療情報企画部 教授

黒田 知宏 氏
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*第 318 回 平成 27.1.27. 特別講演
「グローバリスムの幻影と日本社会」

立教大学特任教授 株式会社リナックスカフェ 代表取締役社長・文筆家 平川 克美 氏

*第 31７回 平成 26.11.25.
「医療機器の過去・現在・未来・そしてグローバル化へ」

*第 316 回 平成 26.10.28
「特定行為に係る看護師の研修制度について」

サクラグローバルホールディング株式会社 代表取締役会長 松本 謙一 氏
サクラファインテックジャパン株式会社 代表取締役会長 石塚 悟 氏

厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 看護業務推進専門官 穴見 翠 氏

*第 315 回 平成２６．9．24
「医療・介護一括法改正について」
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室長及び在宅医療推進室長

佐々木 昌弘 氏

*第 314 回 平成２６．7．22
「スペシャル医療クラークの教育と作業実務の成果」

植松 美知男 氏

*第 313 回 平成２６．6．24
「医療事故調査制度の創設に向けて」

東京慈恵会医科大学附属病院 事務部長

厚生労働省 医政局 総務課 医療安全推進室 室長 医療安全推進官 大坪 寛子 氏

*第 312 回 平成２６．5．2７
「音声の障碍者のための最先端音声合成技術」
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授
*第 311 回 平成２６．4．22
「経済物理学によるビッグデータ解析の実践事例と医療データに期待すること」
東京工業大学大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 准教授
*第 310 回 平成２６．3．18
「平成 26 年度診療報酬改定の概要」

山岸 順一 氏

高安 美佐子 氏

厚生労働省 保険局 医療課長 宇都宮 啓 氏

*第 309 回 平成２６．2．２5
「創薬イノベーションへの挑戦：東大の取り組み」

東京大学 トランスレーショナル･リサーチ･イニシアティブ 特任教授 加藤 益弘 氏

欠 第 308 回

平成２６．１．２８
「社会保障制度改革における医療政策の展望」
〔内閣官房 行政改革推進本部 国家公務員制度改革 事務局長〕（前 厚生労働審議官）
*第 307 回 平成２５. １１.２６
「2025 年に向けての医療提供体制改革」

大谷 泰夫 氏

一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 武久 洋三 氏

*第 306 回 平成２５．１０．２２
「医療有害事象発生時の病院の対応のあり方」

社団法人全国社会保険協会連合会 伊藤 雅治 氏

*第 305 回 平成２５．９．２４
「介護保険制度の動向」

厚生労働省老健局 老人保健課長 迫井 正深 氏

*第 304 回 平成２５．７．２３
「マイナンバーと医療情報」

内閣官房 内閣審議官

向井 治紀 氏

担当 社会保障改革担当室（番号制度担当） 情報通信技術（IT）総合戦略室 内閣府大臣官房 番号制度担当室

*第３０３回 平成２５．６．２５
「健康・医療戦略室の仕事」

内閣官房 健康 医療戦略室 参事官 藤本 康二 氏
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*第３０2 回 平成２５．5．２8
「医薬品・医療機器等のイノベーションの推進について」

生労働省大臣官房 厚生科学課長

*第３０１回 平成２５．４．２３
「医療政策の課題と展望」

福島 靖正 氏

中央社会保険医療協議会（中医協）会長 森田 朗 氏

*第３００回 平成２５．３．１９
「平成２６年度診療報酬改定に向けて」

厚生労働省保険局 医療課長 宇都宮 啓 氏
以下次ページに続く。
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