
                               平成２１年１１月２７日 

 

各     位 

 

国立保健医療科学院 

院 長  林 謙治 

 

 

「国立保健医療科学院(NIPH)・韓国保健社会研究院(KIHASA) 

共同シンポジウム」開催のご案内 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 本院の教育研修事業及び国際協力事業につきましては、日頃よりご協力を賜り誠にあり

がとうございます。 

さて、この度、「国立保健医療科学院(NIPH)・韓国保健社会研究院(KIHASA) 共同シンポ

ジウム」を下記のとおり本院にて開催することとなりました。 

期日も迫り、また年末のご多忙の折の開催ではございますが、皆様方に多数ご参加くだ

さいますようご案内申し上げます。 

  

記 

 

１．日   時    平成２１年１２月１８日（金） 午前１０時００分～午後４時４５分 

                        （９：１０より受付開始） 

（シンポジウム終了後、１７：４５より意見交換会を１Ｆ食堂にて予定 

しております。） 

 

２．場   所     国立保健医療科学院 2Ｆ交流対応大会議室 

        

 

３．参加申込み   会場準備の都合上、大変恐縮ですが１２月１０日（木）までに参加申 

込書に氏名、ご所属、連絡先をご記入の上、下記連絡先までＦａｘで 

送信頂くか、同内容をメールにてご連絡頂きたくお願い申し上げます。 

（尚、本申込みでご記入頂きました情報は、当シンポジウム開催準備の 

みに利用され、その他の目的に利用することは一切ございません。） 

                                     

（問い合わせ先） 

                          〒351-0197   

埼玉県和光市南２－３－６ 

国立保健医療科学院総務部総務課庶務係 

                                          E-mail:niphkihasa@niph.go.jp 

                                      TEL:048-458-6218 (直通) 

                                         FAX:048-469-1573     

国立保健医療科学院ホームページ 

http://www.niph.go.jp/ 

 



NIPH・KIHASA 共同シンポジウム プログラム 
 

主催： 国立保健医療科学院(NIPH)・韓国保健社会研究院(KIHASA) 

協賛： (社)エイジング総合研究センター 

 

開催： 2009 年 12 月 18 日（金）10:00～16:45 

場所: 国立保健医療科学院会議室（2Ｆ交流対応大会議室） 

受付：09:10 ～ 13:30 

 

＜開会の挨拶＞ 

 

司会：兵井伸行（国立保健医療科学院 研修企画部 国際協力室室長） 

10:00 ～ 10:05  国立保健医療科学院 院長  林 謙治 

10:05 ～ 10:10  韓国保健社会研究院 院長  Yongha Kim  

 

＜午前の部＞ NIPH-KIHASA 交流セミナー (英語) 

 

座長：熊川寿郎（国立保健医療科学院 経営科学部 部長） 

Presentation 25min, Q&A 5min (発表 25 分間、質疑応答 5分間) 

 

10:10 ～ 10:40 「医療利用と医療費パネル調査の現況と課題」 

鄭永虎博士（ジョンヨンホ,  Dr. Young-Ho JUNG） 

                   “Recent Trends and Issues of Health Service Utilization and Korea Health Panel Survey” 

                     Research Fellow, Health Policy Research Division, KIHASA 

 

10:40 ～ 11:10 「地域医療提供体制がもたらす社会便益の価値評価」  

菅原琢磨博士, 経営科学部 サービス評価室長   

“Evaluation of Social Benefit from Regional Medical System” 

Chief, Health Service Assessment Section 

Department of Management Sciences, NIPH 

 

11:10 ～ 11:40 「健康影響評価の現況と課題」 

姜銀貞博士(ガンオーンジョン,  Dr. Eunjeong KANG)  

                   “Recent Trends and Issues of Health Impact Assessment” 

                    Associate Research Fellow, Health Promotion Research Division, KIHASA 

 

11:40 ～ 12:10 「社会関連要因の健康影響評価：自覚的健康度に及ぼす社会関連要因の日韓比較」  

山岡和枝博士, 技術評価部 開発技術評価室長  

         “Study of Social Determinants of Health: International Comparative Study on 

 Subjective Health in Japan and South Korea” 

         Chief, Health Technology Assessment Section  

         Department of Technology Assessment and Biostatistics, NIPH 



＜午後の部＞ NIPH・KIHASA 共同シンポジウム（日本語） 

 

テーマ：介護保険制度の発展的探索と今後の課題 

           ―日韓介護保険制度の比較から― 

 

座長：増田雅暢教授（上智大学） 

 

13：30～14：00     日本の介護保険制度の現状と今後の課題について 

       厚生労働省老健局 振興課 土生栄二課長 

 

14：00～14：30     韓国老人長期療養保険制度の実施結果と今後の改善計画 

       韓国保健福祉家族部 療養保険制度課 JungBae PARK（パクジョンベ）課長 

 

14：30～15：00     韓国老人長期療養保険の財政安定化のための望ましい療養保障体系 

韓国保健社会研究院 

Center for long-term Care Policy Duk SUNWOO（ソヌドク）部長 

 

15：00～15：30    日本における地域包括ケアシステムの構築の新たな展開 

-「家族による介護」から「社会による介護」を経て「地域による介護へ」- 

    国立保健医療科学院 福祉サービス部 福祉マネジメント室 筒井孝子室長 

 

15：30～15：40     休                憩 

 

15：40～16：40     討                論 

 

＜閉会の挨拶＞ 

 

16：40～16：45    国立保健医療科学院 次長 辻村信正 

 

 

 

＊17:45～19:15   意見交換会 （国立保健医療科学院１F食堂にて） 

（17:15 より受け付け開始） 

 

 

（以上のプログラムは予定であり、諸事情により変更が生じる場合がございます。） 

 

 

 

 

 

 



「国立保健医療科学院(NIPH)・韓国保健社会研究院(KIHASA) 
     共同シンポジウム」参加申込書 

 

 

参加者のお名前   ご 所 属 
ご連絡先 

（メールアドレス）

意見交換会のご参加 

（御希望の場合は○） 

    

    

    

 

 

＊ 意見交換会はシンポジウム終了後、１７：４５より国立保健医療科学院１Ｆ食堂で実施の予

定です。参加会費￥４,０００は、当日、受付時に徴収させていただきます。 

 

＊ 恐れ入りますが、会場準備の都合上、１２月１０日（木）までにご連絡くださいます

よう御願い致します。 

 

 

参加申込み書送信先： 
 
国立保健医療科学院 総務部総務課庶務係 
 
 
FAX:048-469-1573 
E-mail:niphkihasa@niph.go.jp 
                                    
                                                    



国立保健医療科学院へのアクセス 
 

住所 〒351-0197 埼玉県和光市南２丁目３－６ 

国立保健医療科学院ホームページ http://www.niph.go.jp/ 

 

交通： 

東武東上線・東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」下車（徒歩２５分） 

＜バスをご利用の場合＞ 

＊ 和光市駅南口より（約１５分） 

東武バス０１系統「司法研修所循環」で「税務大学校」下車徒歩３分 

 東武バス０６系統「成増駅行き」又は０８系統「裁判所職員総合研修所行き」で「税務

大学校正門」下車徒歩２分 

 西武バス３９系統「大泉学園行き」で「税務大学校和光校舎」下車徒歩３分 

＊ 大泉学園北口より（約２５分） 

西武バス３９系統「和光市駅南口行き」で「税務大学校和光校舎」下車徒歩３分 

 

 

地図 

 


