
研究業績（平成 27 年度、平成 28 年度） 
※原著・著書・総説のみ平成 29 年度分を含む 

 

1 
 

【講演】 

◆ 大学 講演 

 ◇ 今村知明 

  1. 2015 年 04 月 15 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
メディファクス記事より（Ⅲ群が上位独占、Ⅱ群トップは全国 22 番目‐DPC、機
能評価係数Ⅱ‐、2016 年 4 月に学校法人「大阪医科薬科大」へ、私医大協、28
加盟大学病院で持ち出し額は 28 億 7,900 万円と報告）. 
今村知明. 

  2. 2015 年 04 月 15 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
後発医薬品導入のメリット・デメリットの比較検討. 
今村知明. 

  3. 2015 年 04 月 21 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
タイトルなし（Ⅲ群が上位独占、Ⅱ群トップは全国 22 番目‐DPC、機能評価係数
Ⅱ‐、2016 年 4 月に学校法人「大阪医科薬科大」へ、私医大協、28 加盟大学病院
で持ち出し額は 28 億 7,900 万円と報告）. 
今村知明. 

  4. 2015 年 04 月 28 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
タイトルなし（「国立大病院の赤字 83 億円、消費税補填率は 4 割」、「機能評価係
数Ⅱ」）. 
今村知明. 

  5. 2015 年 05 月 26 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
院外処方や後発医薬品導入のメリット・デメリットと値引き率の変動による損益
比較. 
今村知明. 

  6. 2015 年 06 月 09 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
院外処方に移行したときの減収を埋めるために必要な増収対策について. 
今村知明. 

  7. 2015 年 06 月 16 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
平均在院日数に関する検討. 
今村知明. 

  8. 2015 年 07 月 14 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
平均在院日数に関する検討 3 
   ―平成 27 年上半期の DPC 平均在院日数について―. 
今村知明. 
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  9. 2015 年 07 月 28 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬改定の動向（看護必要度など）. 
今村知明. 

  10. 2015 年 08 月 11 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬改定の動向（短期滞在手術料など、地域医療構想 GL 再開）. 
今村知明. 

  11. 2015 年 08 月 25 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
更なる飛躍！病床の有効活用 ―平成 28 年 E 棟完成にむけて―. 
今村知明. 

  12. 2015 年 09 月 08 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（外来医療 2 など）. 
今村知明. 

  13. 2015 年 09 月 12 日（奈良県橿原文化会館大ホール） 
奈良県立医科大学. 
平成 27 年度前期 奈良県立医科大学公開講座 公開講座「くらしと医学」. 
「食品の安全とは何か」―食品のリスクについて考える―. 
今村知明. 

  14. 2015 年 09 月 15 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
中医協診療報酬改訂の動向. 
今村知明. 

  15. 2015 年 09 月 29 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（医療部会より 基本方針のたたき台）. 
今村知明. 

  16. 2015 年 10 月 20 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
中医協診療報酬改訂の動向. 
今村知明. 

  17. 2015 年 10 月 27 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（がん対策等）. 
今村知明. 

  18. 2015 年 11 月 10 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（ICU、救急、薬価など）. 
今村知明. 
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  19. 2015 年 11 月 17 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
中医協診療報酬改訂の動向. 
今村知明. 

  20. 2015 年 11 月 24 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向 (DPC の中間とりまとめ案）【欠席、配布のみ】. 
今村知明. 

  21. 2015 年 12 月 08 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（DPC とりまとめ、改定の基本方針）. 
今村知明. 

  22. 2015 年 12 月 15 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
中医協診療報酬改訂の動向. 
今村知明. 

  23. 2015 年 12 月 22 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
・当院薬剤事情を一般化した場合の病院収入と損益差額率. 
・中医協 診療報酬の動向（改定率、medifax、病院団体の説明）. 
今村知明. 

  24. 2016 年 01 月 19 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
診療報酬改定の骨子. 
今村知明. 

  25. 2016 年 01 月 26 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向（medifax）、特定機能病院の承認要件等の見直し. 
今村知明. 

  26. 2016 年 02 月 09 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
中医協 診療報酬の動向. 
個別改定項目（短冊）○点版【別添】. 
今村知明. 

  27. 2016 年 02 月 16 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
診療報酬改定 個別改定項目、改定率. 
今村知明. 

  28. 2016 年 02 月 23 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
新専門医の開始延期も含め検討 －社会保障審議会医療部会、反対意見強く－. 
今村知明. 
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  29. 2016 年 03 月 08 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
タイトルなし（改定説明会資料より注意喚起）. 
今村知明. 

  30. 2016 年 03 月 14 日（奈良県立医科大学） 
厚生労働省保険局医療課. 
平成 28 年度診療報酬改定の概要. 
今村知明. 

  31. 2016 年 03 月 15 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
平成 28 年度診療報酬改定の概要. 
今村知明. 

  32. 2016 年 04 月 12 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
medifax. 
今村知明. 

  33. 2016 年 04 月 26 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
平成 28 年度機能評価係数Ⅱの奈良医大の現状と全国の分布について. 
今村知明. 

  34. 2016 年 05 月 17 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
平成 28 年度機能評価係数Ⅱの奈良医大の現状と全国の分布について. 
今村知明. 

  35. 2016 年 05 月 24 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
院長所信表明、プロジェクトリーダー所信表明会 奈良医大は頑張っている！. 
今村知明. 

  36. 2016 年 07 月 26 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
精神科試算と DPCⅢの損失について. 
今村知明. 

  37. 2016 年 09 月 13 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
人件費と診療報酬改定影響率調査結果. 
今村知明. 

  38. 2016 年 09 月 20 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院運営協議会. 
平成 28 年度 診療報酬改定影響率調査結果. 
今村知明. 

  39. 2016 年 09 月 27 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
「「一般病棟７対１入院基本料」を届け出ている病院の動向調査の結果」について.
今村知明. 
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  40. 2017 年 03 月 14 日（奈良県立医科大学） 
奈良医大 病院経営・運営会議. 
保険薬局におけるポイント付与に係る指導について. 
今村知明. 

 

 ◇ 岡本左和子 

  1. 2015 年 7 月 18 日（千葉県、淑徳大学） 
淑徳大学看護栄養学部看護学科. 
医療コミュニケーション~自分を大切にしながら働くこと～. 
岡本左和子. 

 

 ◇ 杉浦弘明 

  1. 2015 年 11 月 17 日（島根県、島根大学） 
島根大学医学部地域医療政策学講座. 
地域包括ケアに係る「地域包括ケア・トゥワイライトセミナー」. 
『在宅医療と IT』. 
杉浦弘明. 

  2. 2016 年 11 月 7 日（島根県、島根大学） 
島根大学医学部医学科 1 年後期「地域医療学」. 
「市街地の地域医療」. 
杉浦弘明. 

  3. 2016 年 11 月 29 日（島根県、島根大学） 
島根大学医学部地域医療政策学講座. 
地域包括ケアに係る「地域包括ケア・トゥワイライトセミナー」. 
『在宅医療と IT』. 
杉浦弘明. 

 

 


