
平成29年11月11日（土）
時間 Ａ会場（Hall Easｔ） Ｃ会場（Terrace Room）

09:00～09:30

09:30～09:40

10:30～10:40

10:40～11:30

11:30～11:40

11:40～12:30

12:30～12:50

12:50～13:10

Ａ会場（Hall Easｔ） Ｂ会場（Hall West） Ｃ会場（Terrace Room）

13:10～13:25 オリエンテーション

13:30～14:30 若手「急性期」 若手「専門」

14:30～14:40 休　憩 休　憩

14:50～15:00 休　　憩

15:40～15:50 休　憩 休　憩

16:00～16:10 休　　憩

16:10～16:50 特別講演Ⅱ①

16:50～17:10

17:10～18:00

18:00～18:10

18:15～20:15

特別講演Ⅱ②

閉会挨拶

情報交換会（懇親会）　1階　Room C

第16回日本医療経営学会学術集会・総会

休憩・会場レイアウト変更
一般演題ポスター発表質疑応答（2階エスカレーター上ホワイエ）

受　　　　　　付

特別講演Ⅰ

基調講演

Ｂ会場（Hall West）

シンポジウム
「都市部における

地域医療連携推進法人」

セッション「若手経営者36人が自院の経営を語る」

休憩・会場レイアウト変更

ランチョンセミナー
理事会

全員総会

開会挨拶

休　　　憩

休　　　憩

14:40～15:40 若手「地域急性期①」

プログラム

15:00～16:00 一般演題

若手「地域急性期②」 若手「療養②」

若手「回リハ・療養①」

13:10～14:50

15:50～16:50



プログラム 
 
09:00-09:30 受付 

Ａ会場 + Ｂ会場 (Hall) 

09:30-09:40 開会挨拶 大会長 安藤 高朗（医療法人社団永生会 理事長） 

 

09:40-10:30 【特別講演Ⅰ】座長：大道 久（日本医療経営学会 理事長） 

 「日本の医療・介護・福祉の今後について、経営者の視点・心構え」 

 程 近智（アクセンチュア株式会社 取締役会長） 

 

10:30-10:40 休 憩 

 

10:40-11:30 【基調講演】座長：安藤 高朗（医療法人社団永生会 理事長） 

 「2025年へのカウントダウン～同時改定の方向性～」 

 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

 

11:30-11:40 休 憩 

 

11:40-12:30 【ランチョンセミナー】共催：株式会社ブリックス 

  座長：仲井 培雄（医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長） 

 「日本の医療の国際化」吉川 健一（株式会社ブリックス 代表取締役社長） 

 

Ｃ会場（Terrace Room） 

11:30-12:30 理事会 

 

Ａ会場 + Ｂ会場 (Hall) 

12:30-12:50 全員総会 

 

12:50-13:10 休 憩・会場レイアウト変更 

 

Ａ会場（Hall East） 

13:10-14:50 【シンポジウム：都市部における地域医療連携推進法人】 

 座長：川原 丈貴（メディカル・マネジメント・プランニング・グループ 

          理事長） 

 シンポジスト： 

 真野 俊樹（多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 所長） 

 山口 武兼（公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 院長） 

 染谷 輝（厚生労働省医政局 医療経営支援課 医療法人指導官） 

 

14:50-15:00 休 憩 

 

15:00-16:00 【一般演題】各発表12分、質疑応答3分 

 座長：寺崎 仁（東京女子医科大学 医療安全科 教授） 

 O-1「公立病院改革前後における医業収支の推移に関する病床規模別要因分析」 

 石川 雅俊（厚生労働省 医政局総務課） 

 



 O-2「公立病院の資本・資産効率性指標に関する考察」 

 高橋 啓（金沢学院大学 経営情報学部） 

 O-3「病院経営における財務改善プロセス―埼玉県立病院改革に関する事例研究―」 

 山村 淳哉（中央大学大学院 戦略経営研究科 博士後期課程） 

 O-4「コメディカル（co-medical）職員の認定資格等の取得状況と現状 

 ＝Ａ病院の事例から＝」 

 宇田川 孝男（北里大学 看護学部事務室） 

 

 一般演題ポスター発表（2階エスカレーター上ホワイエに掲示） 

 P-1「市民と医療職の災害時用医薬品備蓄に関する認識と課題」 

 中島 範宏（東京女子医科大学医学部 医療・病院管理学教室） 

 P-2「同時改定に向けた地域包括ケアと病院マネジメント」 

 有吉 澄江（学校法人山陽女学園 山陽女子短期大学 人間生活学科） 

 P-3「経営改善に向けたこれまでの取り組みについて」 

 大城 りみ（社会医療法人石川記念会 HITO病院） 

 P-4「「重症度、医療・看護必要度とDPC情報システム」を活用した入退院支援の 

 有用性の検証」 

 加瀬 史代（社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院） 

 P-5「「地域医療構想」の理美容業界への応用」 

 卓 蓮（国際医療福祉大学大学院 博士後期課程 保健医療学専攻） 

（質疑応答時間：16:50-17:10） 

 

16:00-16:10 休 憩 

 

16:10-16:50 【特別講演Ⅱ①】座長：山本 康弘（国際医療福祉大学 医療福祉学部 教授） 

 「介護報酬改定について」 

 中林 梓（株式会社ASK梓診療報酬研究所 所長） 

 

16:50-17:10  休 憩・会場レイアウト変更（Ａ会場およびＢ会場） 

 一般演題ポスター発表の質疑応答（2階エスカレーター上ホワイエ） 

 

Ｂ会場（Hall West） 

13:10-13:25 【セッション 若手経営者36人が自院の経営を語る】 

 オリエンテーション 

        コーディネーター：高橋 泰（国際医療福祉大学大学院 教授） 

 

13:25-13:30 （B会場とC会場にわかれる） 

 

Ｂ会場 【セッション 若手経営者36人が自院の経営を語る】 

13:30-14:30 【急性期】 

 座長：太田 圭洋（社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 理事長） 

 津留 英智（医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 理事長） 

 立川 洋一（社会医療法人敬和会 大分岡病院 院長） 

 相澤 克之（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 副院長） 

 米盛 公治（社会医療法人緑泉会 米盛病院 理事長・院長） 

 渡邉 太郎（社会医療法人純幸会 関西メディカル病院 理事長・院長） 



 佐野 光洋（社会医療法人清恵会 理事） 

 

14:30-14:40 休 憩 

 

14:40-15:40 【地域急性期①】 

座長：仲井 培雄（医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長） 

鬼塚 一郎（医療法人聖峰会 田主丸中央病院 理事長・院長） 

横倉 義典（医療法人弘恵会 ヨコクラ病院 副理事長・院長） 

中村 秀敏（医療法人真鶴会 小倉第一病院 理事長・院長） 

土谷 明男（医療法人社団葛西中央病院 理事長・院長） 

野瀬 範久（医療法人社団十善会 野瀬病院 院長） 

甲賀 啓介（医療法人社団駿甲会 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｽﾋﾟﾀﾙ甲賀病院 常務理事・副院長） 

 

15:40-15:50 休 憩 

 

15:50-16:50 【地域急性期②】 

座長：古城 資久（医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 理事長） 

小川 聡子（医療法人社団東山会 調布東山病院 理事長・院長） 

石川 賀代（社会医療法人石川記念会 HITO病院 理事長・院長） 

黒澤 一也（社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 理事長・院長） 

小松 大芽（社会医療法人青嵐会 本荘第一病院 理事長） 

井野口 真吾（社会医療法人千秋会 井野口病院 理事長・事務部長） 

小笠原 和人（社会医療法人博進会 南部病院 理事長） 

 

Ｃ会場（Terrace Room）【セッション 若手経営者 36人が自院の経営を語る】 

13:30-14:30 【専門】 

座長：伊藤 公一（伊藤病院 院長） 

浜脇 澄伊（医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院 理事長） 

坂 俊英（医療法人社団北腎会 坂泌尿器科病院 事務部長） 

大橋 淳平（社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院 企画室長） 

大田 泰正（社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院 理事長） 

相良 吉昭（社会医療法人博愛会 相良病院 理事長） 

丸山 泰幸（医療法人社団幸正会 岩槻南病院 理事長・院長） 

 

14:30-14:40 休 憩 

 

14:40:15:40 【回リハ・療養①】 

座長：竹川 勝治（医療法人社団愛育会 理事長） 

譜久山 剛（医療法人社団医仁会 譜久山病院 理事長） 

室谷 ゆかり（医療法人社団アルペン会 ｱﾙﾍﾟﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 常務理事） 

白川 泰山（医療法人エム・エム会 ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 理事長・院長） 

木下 祐介（医療法人愛の会 光風園病院 院長） 

猿原 大和（医療法人社団和恵会 湖東病院 院長） 

田中 裕之（医療法人永寿会 陵北病院 院長） 

 

15:40-15:50 休 憩 



 

15:50-16:50 【療養②】 

座長：西村 直久（医療法人聖仁会 西部総合病院 理事長） 

赤松 幹一郎（医療法人正清会 金剛病院 院長・医学博士） 

田中 志子（医療法人大誠会 内田病院 理事長） 

北島 明佳（医療法人社団元気会 横浜病院 理事長・医学博士） 

宇都宮 越子（医療法人久仁会 宇都宮病院 理事） 

大戸 将司（医療法人大寿会 大寿会病院 理事長） 

平山 陽（医療法人社団晴山会 平山病院 院長代行） 

 

16:50-17:10  休 憩・会場レイアウト変更（A会場およびB会場） 

 一般演題ポスター発表の質疑応答（2階エスカレーター上ホワイエ） 

 

Ａ会場 + Ｂ会場 (Hall)   

17:10-18:00 【特別講演Ⅱ②】座長：高橋 泰（国際医療福祉大学大学院 教授） 

 「診療報酬改定について」 

 猪口 雄二（医療法人財団寿康会 理事長・中医協委員） 

 

18:00-18:10 閉会挨拶 真野 俊樹（多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 所長） 

 

懇親会会場（1階 Room C） 

18:15-20:15 情報交換会（懇親会） 


