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Ø医療経営者を対象とした内容
病院の経営戦略や厚⽣⾏政
医薬品・医療機器メーカーの動向など
国内外の政治や経済、社会・⽂化の情報

Ø定期購読による直販⽅式

医療関係者に特化した読者層 「集中／Medical Confidential」の特徴

Ø病院経営者・理事⻑・院⻑
Ø医師・医療関係者・医療従事者
Ø製薬会社・医療機器会社
Ø医療動向に関⼼ある企業・ビジネスマン

■⽉刊「集中／Medical Confidential」 とは

■⽉刊誌「集中／Medical Confidential」発⾏
◆2008年4⽉「集中／Medical Confidential」を創刊

※2018年2⽉27⽇創刊10周年記念式典を開催
・医療機関経営者に有益な様々な情報を提供する。
・医療機関からの情報発信をする。
■セミナー・シンポジウムによる情報発信と共有
◆医療機関経営者に有益なセミナー・シンポジウムを開催する。
・⽉例勉強会「⽇本の医療の未来を考える会」主催・運営（2016年4⽉〜）
・癒やしと安らぎの環境フォーラム

Ø 医療現場への迅速な情報提供
Ø 病院経営健全化のためのアドバイス
Ø 医療界の新たな価値の創造

「集中／Medical Confidential」の使命 「集中／Medical Confidential」による革新
Ø優れた医療従事者・医療機関の顕彰
Ø病院経営の新たな指針 「病院再⽣・M&A」

医療界のバックアップを受けて創刊した「集中／Medical Confidential」は、疲弊した⽇本の
医療界が真に求める環境を創造し、これまでの閉鎖的なビジネス環境からの脱却に尽⼒します。
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■⽉刊「集中／Medical Confidential」 と名医

2008年4⽉に創刊し、これまで⽇本の医療界を引率する
医師や病院経営者を中⼼に取材。

2021年12⽉までに取り上げた医師や病院

Medicon Opinion ：165名

「集中」を応援するドクター 406名

病院トップ訪問：165名

Art In Hospital ： 372病院

創刊10 周年記念式典
リポート

去る２月27日、サントリーホール大ホールにおいて『集中』創刊10周年記念式典が開催された。この日
は、10周年を機に創設された「集中医療大賞2018」と「癒しと安らぎの環境賞」の紹介、その第１回の
贈呈式も併せて行われた。また、記念企画として「癒しと安らぎの環境コンサート」と題されたテノール歌
手・佐野成宏氏によるコンサートが大ホールにおいて催された。

　サントリーホールには開場前から多くの関係者、
観客が詰め掛けていた。目当ては式典とともに、
記念特別演奏会でもある。テノールの佐野成宏氏、
ソプラノの北野智子さんが出演するとあり、彼らの
ファンもたくさんいるようだった。コンサートでは童
謡から歌曲までが披露され、素晴らしい歌と演奏

に惜しみない拍手が送られた。
　コンサート終了後、関係者はＡＮＡインターコ
ンチネンタルホテル東京の「プロミネンス」に設け

　サントリーホールでは、まず、発起人代表として
前日本医学会会長の髙久史麿氏からお祝いの言
葉をいただいた。
　「月日の経つのは早いものです。創刊当時から
お付き合いのある『集中』ですが、創刊当時の自
分達の写真を見ながら、多くの年月が流れたのに、
あっと言う間だった気がしています。そして、もう10
年も経ったのかと感慨深いものがあります。今も『集
中』は毎号、読ませていただき、勉強させていた
だいています」
　続けて、集中出版代表の尾尻佳津典から挨拶
がある。
　「2007年４月に『集中』を立ち上げました。この
10年間、ひたすら走り続けてきましたが、医療界
に多くの人脈を得ることができ、これが出版社にと
っては大きな財産となっています。医学界は日進月
歩で技術革新が行われ、さらにそのスピードは加速
しています。そんな時代に情報はとても重要な役割
を果たすことになるでしょう。私達は、それらの財産
を手に、次の10年に向けて歩き出そうとしています。
また、出版社としての社会貢献も果たしていきたい
と考えています。選択と集中、継続は力なり。この

言葉を胸に今後も努力を続けてまいります」
　この後、ステージ上にて「集中医療大賞2018」
受賞者と「癒しと安らぎの環境賞」受賞者の紹介が
行われた。
　「集中医療大賞2018」は、日本赤十字社足利
赤十字病院院長・小松本悟氏、医薬品医療機器
総合機構理事長・近藤達也氏、前日本医学会会
長・髙久史麿氏、地域医療振興協会理事長・
吉新通康氏、特別賞の衆議院議員・原田義昭氏。
なお、日本医師会会長の横倉義武氏は所用のた
め欠席であった。
　「癒しと安らぎの環境賞」は、北原国際病院、タ
カハシクリニック、練馬キングス・ガーデン。なお、
千葉みなとリハビリテーション病院と総合病院土浦
協同病院は欠席された。
　その後、いよいよコンサートが行われたのだが、
既に会場は熱気に包まれていた。

挨 拶

『集中』創刊10周年記念式典リポート

られた会場に移動。そこでの受賞式、そして懇
親会に出席し、二つの賞の受賞者達を祝福して
いた。
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癒しと安らぎの環境コンサート  

�
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サントリーホール大ホールで催された『集中』創刊1 0     周年企画「癒しと安らぎの環境コンサート」には、日本を

代表するテノール歌手・佐野成宏氏とソプラノ歌手・北野智子さんが出演。演奏は、この日のため     の特別編成ア

ンサンブル・ミノーブル（ ヴィオラの御法川雄矢氏が中心となっているため）。 第 1      部 は 「 庭 の 千 草 」「赤とん

ぼ」「朧月夜」といった日本の童謡が中心で、第2      部 は オ ペ ラ か ら 「 星 は 光 り ぬ 」「高鳴る調べ」といった歌曲が

披露された。前半の静かな調べと後半の力強い歌唱に聴き惚れ、そして圧倒され     たステージであった。 
 

佐野成宏氏はもともと「癒しと安らぎの環境賞」

の立ち上げにも関わっている。それは「音楽を通して

の感謝」なのだという。 

「僕自身、小さい頃は心臓が悪くて、小学校６年の

時に大きな手術をしました。今なら内視鏡で可能な手

術ですが、当時は人工心肺を使う、長時間の手術だ

ったんです。その時に医師の方、輸血してくれた友人

など、いろいろな方々に助けていただきました。12 

月の初めに手術をし、クリスマスには病院内でバイオリ

ンのコンサートが催された。そのコンサートで生きる勇

気をもらったんです。その時の感謝の気持ちを伝えた

くて、今の活動を続けています」 

佐野成宏（さの・しげひろ） 東京藝術大学声楽科卒業。数多くの国際声楽コンクールに入賞。近年では「天皇皇后両陛下ご成婚50 周年ご即位20 周年記念祝賀コンサート」な
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■勉強会「⽇本の医療の未来を考える会」

⽇本の医療の未来を考える会
（2016年4⽉〜、毎⽉開催）
http://www.iryounomirai.com/

【未来の会代表】
尾尻佳津典 集中出版株式会社代表取締役 CEO

【最⾼顧問】
原⽥義昭 前環境⼤⾂/弁護⼠

【国会議員団 代表】
三ツ林裕⼰: 衆議院議員/前内閣府副⼤⾂/厚⽣労働⼤⾂政務官等

医師

【国会議員幹事】
東国幹 :衆議院議員
島村⼤ :参議院議員/厚⽣労働⼤⾂政務官/内閣府⼤⾂政務官 等

⻭科医
⾃⾒はなこ:参議院議員/厚⽣関係団体委員会副委員⻑/⾃⺠党⼥性局

局⻑/⽇本医師連盟参与等/医師
橋本岳 :衆議院議員／元厚⽣労働副⼤⾂/厚⽣労働委員会委員⻑

等
⽻⽣⽥俊 :参議院議員／厚⽣労働部会⻑代理/元⾃⺠党副幹事⻑ 等

医師
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【参加医師・⻭科医・薬剤師 医療界メンバー（50⾳順）⼀部】
（2021年12⽉現在 登録者数 約1,500名）

【医師団 代表】
髙久 史麿︓公益社団法⼈ 地域医療振興協会 会⻑ 前・医学会⻑

明⽯ 勝也︓学校法⼈聖マリアンナ医科⼤学 理事⻑
天野 篤︓順天堂⼤学医学部附属順天堂病院 前院⻑
井⼿⼝ 直⼦︓帝京平成⼤学 薬学部 教授
今村 聡︓公益法⼈⽇本医師会 副会⻑
⼤圃 研︓NTT東⽇本関東病院 消化器内科 部⻑
尾⾝ 茂︓独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 理事⻑
加納 繁照︓社会医療法⼈協和会 加納総合病院 理事⻑
⽚⼭ 容⼀︓学校法⼈湘南ふれあい学園 湘南医療⼤学 副学⻑
川渕 孝⼀︓東京医科⻭科⼤学 ⼤学院医⻭学総合研究科 教授
神野 正博︓社会医療法⼈財団薫仙惠寿総合病院 理事⻑
北村 唯⼀︓⾃靖会 親⽔クリニック 院⻑ 東京⼤学名誉教授
草野 敏⾂︓医療法⼈社団ミッドタウンクリニック 理事⻑
楠岡 英雄︓独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 理事⻑
相良 祐輔︓⾼知⼤学医学部 先端医療学推進センター

名誉センター⻑
篠原 裕希︓医療法⼈篠原湘南クリニックグループ 理事⻑
⽩澤 卓⼆︓⽩澤抗加齢医学研究所所⻑ 医学博⼠
瀬⼾ 皖⼀︓南北病院 南東北BNCT研究センター⻑
⽥中 繁道︓医療法⼈渓仁会 理事⻑
⼟屋 了介︓ときわ会 顧問

地⽅独⽴⾏政法⼈ 神奈川県⽴病院機構 前理事⻑
堤 治︓医療法⼈財団順和会 ⼭王病院 名誉院⻑
中林 正雄︓愛育会総合⺟⼦保健センター愛育病院 センター所⻑

■勉強会「⽇本の医療の未来を考える会」

中村 哲也︓獨協医科⼤学医療情報センター センター⻑・教授
松原 正裕︓眼科松原クリニック 院⻑
⾺淵 茂樹︓医療法⼈社団トータルライフ医療会 理事⻑・院⻑
真野 俊樹︓多摩⼤学医療・介護ソリューション研究所 所⻑・教授
花岡 ⼀雄︓JR東京総合病院 名誉院⻑
福本 敏︓東北⼤学⼤学院⻭学研究科 ⼩児発達⻭科学分野 教授
藤⽊ ⿓輔︓医療法⼈財団恵仁会 藤⽊病院 理事⻑
森川 利昭︓東京慈恵会医科⼤学 外科学講座 教授
横倉 義武︓社団法⼈⽇本医師会 会⻑
渡邊 剛︓ニューハート・ワタナベ国際病院 総⻑
綿引 ⼀︓医療法⼈社団翔友会 理事⻑



■「癒しと安らぎの環境」フォーラム

本活動は、医療施設等へアート（美術や⾳楽や癒しの活動など）を取り⼊れ、⼈や環境への優しさを配慮する事に
より、その施設が癒しと安らぎの場になって欲しいと願い、2002年に⽇野原重明先⽣を名誉会⻑、岩崎栄先⽣を会
⻑として、髙久史麿先⽣、写真家の稲越功⼀⽒、建築家の安藤忠雄⽒、東京⼤学の⻑澤泰先⽣、⼥優の真野響⼦さ
ん、テノールの佐野成宏⽒、尾尻佳津典ら20名の実⾏委員とともに⽴ち上げた活動です。

「集中」は2008年の創刊より、誌⾯企画「Art In Hospital」として、癒しと安らぎの環境を提供している優れた医
療施設を取り上げ紹介する活動を継続し、2018年の創刊10周年を機に「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰を実施し、
この活動を普及しています。

主催︓「癒しと安らぎの環境」フォーラム実⾏委員会
〒1070052東京都港区⾚坂３-５-５ストロング⾚坂ビル６F 03-4500-1276 
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「癒しと安らぎの環境賞」顕彰

「癒しと安らぎの環境（命名︓⽇野原重明先⽣）」は、⽇野原重明先⽣を名誉会⻑、岩崎榮先⽣を会⻑として建築家の安藤忠雄先⽣、
写真家の稲越功⼀⽒、東京⼤学の建築学教授の⻑澤泰先⽣など20名のメンバーと共に「アートや⾳楽を取り⼊れる事で医療施設を癒しと
安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動です。そして、その環境作りに熱⼼に取り組む医療法⼈を顕彰させて頂くために「癒し
と安らぎの環境賞」を創設しました。集中出版が取り上げた優れた医療機関、及び、応募（⾃薦・他薦）のあった医療・福祉施設
の中から顕彰しています。

受賞者
医療法⼈社団KNI北原国際病院
医療法⼈社団こころの会グループタカハシクリニック
社会福祉法⼈キングスガーデン東京練⾺キングス・ガーデン
⼀般社団法⼈巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院
茨城県厚⽣農業協同組合連合会総合病院⼟浦協同病院
医療法⼈篠原湘南クリニック クローバーホスピタル
医療法⼈社団杏順会越川病院
社会医療法⼈財団⽯⼼会埼⽟⽯⼼会病院
国⽴⼤学法⼈千葉⼤学医学部付属病院
公益社団法⼈地域医療振興会東京北医療センター
北⾥⼤学メディカルセンター
医療法⼈ナイズキャップスクリニックT-SITE
医療法⼈博仁会志村⼤宮病院
等法だ医学医療センター⼤橋病院
医療法⼈社団あんしん会四⾕メディカルキューブ
医療法⼈和⾹会倉敷スイートタウン
⼀般社団法⼈衛⽣⽂化協会城⻄病院
公益社団法⼈地域医療振興協会台東区⽴台東病院
地⽅独⽴⾏政法⼈東京都健康⻑寿医療センター
東京都⽴⼩児総合医療センター

「癒しと安らぎの環境コンサート」は、医療従事者、患者
を対象に、病院内、コンサートホール等で開催しています。
医療機関からの要望があれば、随時対応致します。
2018年より毎年、「癒しと安らぎの環境フォーラム」の⼀
環として、サントリーホールで開催をしています。

■「癒しと安らぎの環境」フォーラム
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「集中医療⼤賞」顕彰

「集中/Medical confidential 」創刊10周年を機に、医療専⾨の出版社の⽬線で、
多⼤な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、顕彰しています。

受賞者
⼩松本悟 ⾚⼗字⾜利⾚⼗字病院 院⻑
近藤達也 ⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構 理事⻑
⾼久史麿 ⽇本医学会前会⻑
横倉義武 公益社団法⼈⽇本医師会 会⻑
吉新通康 公益社団法⼈地域医療振興協会 理事⻑
原⽥義昭 衆議院議員
天野篤 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 前院⻑
北村唯⼀ 医療法⼈社団⾃靖会親⽔クリニック 東京⼤学名誉教授
澤芳樹 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 教授
炭⼭嘉伸 学校法⼈東邦⼤学 理事⻑
邉⾒公雄 交易社団法⼈全国⾃治体病院協議会 名誉会⻑
⾼橋昭彦 ひばりクリニック 院⻑ 認定特定⾮営利活動法⼈うりずん 理事⻑
相澤孝夫 社会医療法⼈慈泉会 理事⻑・⼀般社団法⼈⽇本病院会 会⻑
岩﨑榮 NPO法⼈卒後臨床研修評価機構 専務理事
岸本忠三 ⼤阪⼤学免疫学フロンティア研究センター 特任教授
細川亙 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 ⼤阪みなみ中央病院 院⻑
幕内雅俊 東京⼤学 名誉教授・⽇本⾚⼗字社医療センター 名誉院⻑
斎藤充 公益社団法⼈地域医療振興協会 ⼥川町地域医療センター センター⻑
⼤曲貴夫 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター国⽴感染症センター⻑
尾﨑治夫 公益社団法⼈東京都医師会会⻑
⻄浦博 京都⼤学⼤学院医学研究科・医学部環境衛⽣学教授
福井トシ⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会会⻑
森下⻯⼀ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科臨床遺伝⼦治療学寄付講座教授
奥野正孝 三重県地域医療研修センター元センタ⻑

■医療従事者の顕彰
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■シンポジウム 「⽇本の医療ツーリズム推進シンポジウム」

【テーマ】
⽇本の医療ツーリズムに⾼まる中国のニーズ、および、現状と課題

2015年4⽉25⽇
会場︓全国町村会館

【登壇】
国⽴がんセンター中央病院放射線治療科 科⻑ 伊丹純先⽣
⼤崎病院東京ハートセンター センター⻑ 南淵明宏先⽣
多摩⼤学教授 真野俊樹先⽣
⻄台クリニック画像センター 企画部⻑ 綾部泰之⽒
ジャーナリスト ⼿嶋⿓⼀⽒

【テーマ】
国際連携の現状と展望

2015年10⽉26⽇
会場︓「GRAND HALL」

【登壇】
総合南東北病院南東北BNCT研究センター⻑ 瀬⼾皖⼀先⽣
ニューハート・ワタナベ国際病院 総⻑ 渡邊剛先⽣
NTT東⽇本関東病院消化器内科 野中康⼀先⽣
⻲⽥総合病院 理事⻑ ⻲⽥隆明先⽣
⻲⽥総合病院 中国事業統括室⻑ 呉海松先⽣



●発⾏元 集中出版株式会社

●所在地 〒107-0052 東京都港区⾚坂3－5－5
ストロング⾚坂ビル6Ｆ
TEL 03-4500-1276
FAX 03-6807-4306

●代表者 代表取締役 尾尻佳津典

●事業内容 医療情報誌『集中/Medical Confidential』の発⾏
出版物の企画、制作、コンサルティング
広告宣伝の企画、広告代理業
健康および医療情報に関するコンサルティング

シンポジウム・セミナー開催・運営

■月刊「集中／Medical Confidential」概要
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●概要

創刊 2008年4月
発売日 毎月月末（月刊誌）

発行部数 50,000部
サイズ・仕様 B5判
購読料 年間予約購読制 18,000円

●広告掲載料（純広告・税別）

表2・表3（天地257mm×左右182mm） 1,200,000円
4色本文1P（天地257mm×左右182mm） 1,000,000円
1色本文1P（天地230mm×左右155mm） 800,000円
1色1/3中面（天地230mm×左右50mm） 500,000円

企画タイアップ広告は別途制作料金を申し受けます。

広告申し込み締め切り・・・発売前々月の5日
広告原稿締切日・・・・・・・・発売前月の5日（完全データ入稿）

●同梱サービス（広告掲載が前提です）

料金 150円（税別）/ 1点
部数 3,000部以上 ※エリア指定可能

重量 40ｇまで／サイズ B5サイズ以内
同梱 広告掲載号もしくは、次号

※広告（純広告、ＴＵ広告）掲載企業様への有料サービスになります

※上記条件外の場合、追加料金を頂戴いたします。

※同梱時に、広告掲載企業様制作物同梱のご拶状を同封

■月刊「集中／Medical Confidential」媒体概要
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読者の90％が医師


