メディカル・リードの
医療制度研修ＰＰＴ

日々の活動に役立つ研修のために！

2019 年度 ＭＲ研修ＰＰＴのご案内
こんなお悩み、ありませんか？
MRのモチベーションが
上がらない

良い研修資料が
見当たらない。
作成が難しい

研修担当者

研修内容が難しい

資料がないと
話せない

医師との話題に
詰まる

MR

メディカル・リードの研修PPTでスッキリ解決！

地域包括ケアシステムや高齢化など、医療を取り巻く環境変化が進む昨今、地域における自
院の位置付けを明確にするために、医療制度や環境変化に関する先生方の情報ニーズは日増し
に高まっています。ただし、先生方が求めているのは、インターネットなどでも収集可能な内容
ではなく、各制度の目的や見直しの背景に加え、将来動向を踏まえた医療機関、特に近隣施設の
対応状況といった、ＭＲの方々だからこそ収集できる情報なのです。
そんな医師のニーズに応える MR 育成のためには良質な研修が必要不可欠。「難しい」「日々
の活動に役立たない」といった制度研修に対するマイナスイメージを払拭し、「分かりやすい」
「先生方との会話に役立つ」と多くの製薬企業で高い評価をいただいている弊社ＰＰＴを、是非
ご検討ください。

■2019 年度

研修テーマ一覧［主な内容と目的］

■４月 医療機関に対する広告規制の現状

3 月 20 日発行

【主な内容】 2018 年 6 月に実施された広告規制の見直しによる医療広告に対する法規制の目的とガイドラ
インの解説とともに、新たに規制対象となった医療機関のホームページにおける情報提供の取り扱
いについて紹介します。
【目

的】 近年、ＭＲによる担当施設に関する情報収集活動が不十分という声が聞かれます。
法規制の現状把握に加え、担当施設のホームページを閲覧することで、面談時の会話につながる
情報収集が可能であることを理解してもらいます。

■５月 診療報酬（レセプト）審査の仕組み

～支払基金の新審査体制～

4 月 22 日発行

【主な内容】 レセプト審査機関である社会保険診療報酬支払基金では、コンピュータチェックの徹底や支部間
差異の解消などの改革に取り組んでおり、審査システムが大きく変わろうとしています。レセプト審査
の基本的な仕組みから支配基金の審査システムの改革内容まで、最新の情報を紹介します。
【目

的】 MR が把握しておくべき審査の最新情報及び、適正使用の重要性などについて再確認すると同時
に、訪問時の会話（質問）への応用を目指します。

■６月 医療機能情報提供制度と薬局機能情報提供制度の改正

5 月 20 日発行

【主な内容】 患者さんが医療機関や薬局を選択する際に参考となる情報の提供を目的とした「医療機能情報
提供制度」と「薬局機能情報提供制度」が見直されます。制度の概要と見直しのポイントについて
紹介します。
【目

的】 医療及び薬局機能情報提供制度を理解することで、担当施設の機能や取り組み内容の収集・
把握、担当地域内の実態に関する情報提供に活用することを目指します。

■７月 高齢者のポリファーマシー対策 ～2019 年版～

6 月 20 日発行

【主な内容】 2018 年 5 月の「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」に続き、「同（各論編）」が
公表されます。療養環境ごとの多剤併用の現状や処方見直しの考え方、留意点など、各論編の
概要を紹介します。
【目

的】 高齢者に対するポリファーマシー対策の最新情報を理解した上で担当医師の意見を確認すると同
時に、適正使用指針を踏まえた情報提供の実施を促します。

■ ８月 在宅医療施策の現状

7 月 20 日発行

【主な内容】 地域包括ケアシステム実現の鍵を握る在宅医療体制の整備が進んでいますが、医療機関により
様々な考え方や手法が存在し、体系化されていないことが課題となっています。
関係者の連携体制やエビデンスに基づく在宅医療の構築に向けた最新動向を紹介します。
【目

的】 未着手の医療機関も含め、現在最も注目されている在宅医療の最新動向を把握し、担当地域
の状況把握や取り組み支援に役立つ知識の充足を目指します。

■ ９月 地域医療構想と地域医療連携推進法人の最新動向

8 月 20 日発行

【主な内容】 2025 年の医療提供体制再編を目指して取り組みが進む地域医療構想と地域医療連携推進
法人について、地域フォーミュラリーの導入状況も含めた最新動向を紹介します。
【目

的】 研修で学んだ先進地域の事例を示すことで、担当エリアの情報収集活動の充実を図ります。

■10 月 疾患別対策の現状 ～がん、認知症、難病など～

9 月 20 日発行

【主な内容】 2018 年 12 月に成立した脳卒中・循環器病対策基本法に続き、認知症基本法の成立を目指
す動きがあるなど、疾患対策のさらなる充実に向けた動きは活発です。
がん、認知症、難病など主要疾患の対策の現状を紹介します。
【目

的】 行政による主な疾患対策について学び、医療機関の対応や患者の流れなどへの影響について考
えてみると同時に、担当施設の取り組み状況の確認を促します。

■11 月 医療費助成制度の概要

10 月 22 日発行

【主な内容】 難病や肝炎、精神医療など、疾患に応じた制度から医薬品副作用被害救済制度まで、医療費
助成制度は様々です。主な医療費助成制度の概要を紹介します。
【目

的】 自社関連制度について再確認し、関連疾患の制度概要を把握します。

■12 月 2020 年度診療報酬改定の行方［総合編］

11 月 20 日発行

【主な内容】 診療報酬による政策誘導の仕組みを押さえた上で、前回（2018 年度）改定から積み残された
課題と 2020 年度改定の狙い・方向性について解説します。
【目

的】 改定の方向性等、最低限の動向を把握し、訪問時に一定の会話ができるよう準備します。

■１～３月 2020 年度診療報酬改定の行方
［1 月:入院、2 月:外来・在宅、3 月:医薬品・重点疾患］

2019 年 12 月 20 日、
2020 年 1・2 月 20 日発行

【主な内容】 前回（2018 年度）改定による影響の確認、現状の課題を踏まえた 2020 年度改定の狙い・
方向性と、改定によって想定される影響について解説します。
【目

的】 2020 年改定の具体的内容が公表された際に体系的に理解することができるよう、主な
改定内容と影響について整理しておきます。

■その他テーマ例

※貴社のご要望に対応したオリジナル PPT の製作も承ります

高額療養費制度の概要

～2019 年版～

【主な内容】 2 年連続（17・18 年）で改正された高額療養費制度の中で、ＭＲが押さえておきたいポイントや、
患者満足度の高い医療機関の対応例を紹介。既存対象患者さんの何％に影響するかについても解説
【目

的】 制度の変更点を理解し、負担額が変わる自社製品投与患者さんに対して、医師による説明を勧める

日本の介護保険制度について
【主な内容】 介護保険制度の概要に加え、医療保険との違いなど医療従事者が誤解しやすいポイントについても解説
【目

的】 在宅医療を受ける患者さんによる受給率の高い介護保険の概要を知り、医師との情報共有に役立てる

がん対策関連制度の概要
【主な内容】 2017 年 10 月に決定した「第 3 期がん対策推進基本計画」による今後のがん対策について解説
【目

的】 抗がん剤担当ＭＲに必須の「がん」関連の最新施策を把握し、医療機関の動向を探る

ＤＰＣ制度の概要 ～2019 年版～
【主な内容】 調整係数の廃止など 2018 年改定を踏まえた DPC 制度の概要について解説
【目

的】 DPC 制度の概要を再確認し、担当施設の特徴や地域における位置付けを把握する

■商品概要
内容構成 ： ＰＰＴ15～25 枚／1 テーマ
①ＰＰＴファイル
 ノート欄に詳細解説付
 ナレーション解説付（約 20 分：e-learning 対応）
②理解度確認テスト（10 問、解答・解説付きテキストデータ）
納品方法 ： ＣＤ－Ｒを郵送
発行予定 ： 各号 前月 20 日
価

格 ： 15 万円／1 テーマ ～ （在籍ＭＲ数連動制）

※詳細については、下記までお問い合わせください

詳しい説明依頼・お見積もり・お問い合わせは――――――――――――――――――――――――
株式会社メディカル・リード 研修用ＰＰＴ係まで

ホームページでサンプル公開中！

是非ご覧ください

Ｅ-mail：info@medical-lead.co.jp
ＴＥＬ ：０３－３５５２－５０３０
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-6-6 アド京橋ビル 9F

メディカル・リード

検索

