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第16回⽇日本医療経営学会学術集会組織委員会  



ご挨拶 
謹啓 

 時下、益々ご清祥のことと、お慶び申しあげます。 

 この度、2017年11⽉月11⽇日（⼟土）に、第16回⽇日本医療経営学会学術集会を、東京・お茶の⽔水

のソラシティカンファレンスセンターにて開催させていただく運びとなりました。 

 

 当学会は2002年に第１回の学術集会を開催して以来、毎年学術集会を開催しており、今年で

第16回⽬目を迎えました。医療経営に携わる⽅方々、また関連する広範な分野で活動しておられる

⽅方々の知的交流を⽬目的とする学会です。 

 

 学術集会の⼤大きなテーマは、「惑星直列で⽇日本の医療経営はどうなる？」としました。いよ

いよ2018年に迫っている診療報酬、介護報酬の同時改定、そして、全国の地域医療構想を盛

り込んだ第 7 次医療計画、第 7 期介護保険事業計画、それらを⼀一体化した地域包括ケア計画

の策定や、第 3 期医療費適正化計画、DPC 調整係数撤廃、25 対 1 医療療養・介護療養病床

の廃⽌止等、まさに医療経営にとってそれぞれ多⼤大なインパクトのある「惑星」に、経営者とし

てどのように戦略的に対峙すべきか、活発な議論を期待しています。 

 

 また、特別講演、シンポジウム、⼀一般演題に加え、今年は新たな試みとして、「若⼿手経営者

36名が⾃自院の経営を語る」というセッションも企画しています。更に、同分野に関連のあるラ

ンチョンセミナーを実施し、参加者に最新情報を提供したいと考えております。 

 

 何卒この趣旨をご理解いただき、格別のご⽀支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

謹⽩白 

2017年６⽉月吉⽇日 

第16回 ⽇日本医療経営学会学術集会 学術集会会⻑⾧長  

医療法⼈人社団 永⽣生会理事⻑⾧長 

安藤 ⾼高朗 

  



開催概要 

⽇日 時：2017年11⽉月11⽇日（⼟土）9：30̃18：00 

会 場：ソラシティカンファレンスセンター 東京都千代⽥田区神⽥田駿河台4-6 

学術集会会⻑⾧長：医療法⼈人社団 永⽣生会理事⻑⾧長 安藤 ⾼高朗 

実⾏行行委員⻑⾧長：国際医療福祉⼤大学⼤大学院教授 ⾼高橋 泰 

テーマ：「惑星直列で⽇日本の医療経営はどうなる？」 

参加費： 

  2017年9⽉月30⽇日まで 

    会員  8,000 円  ⾮非会員 10,000 円  学⽣生 4,000 円 

  2017年10⽉月01⽇日以降開催当⽇日まで 

    会員 10,000 円  ⾮非会員 12,000 円  学⽣生 5,000 円  

  懇親会（情報交換会）費 5,000 円 

 

プログラム 

  特別講演Ｉ アクセンチュア株式会社 取締役会⻑⾧長 程 近智 先⽣生 

         「⽇日本の医療・介護・福祉の今後について，経営者の視点・⼼心構え」 

  基調講演  国際医療福祉⼤大学⼤大学院教授 武藤 正樹 先⽣生 

         「2025年へのカウントダウン~同時改定の⽅方向性~」 

  特別講演Ⅱ 株式会社ASK梓診療報酬研究所所⻑⾧長 中林 梓 先⽣生 

         「介護報酬改定について」 

        医療法⼈人財団 寿康会理事⻑⾧長・中医協委員 猪⼝口 雄⼆二 先⽣生 

         「診療報酬改定について」 

  ランチョンセミナー 株式会社ブリックス代表取締役社⻑⾧長 吉川 健⼀一 様 

         「⽇日本の医療の国際化」 

  シンポジウム 「都市部における地域医療連携推進法⼈人」 

  セッション  「若⼿手経営者36⼈人が⾃自院の経営を語る」 

         セッションテーマＡ： 急性期／地域急性期①／地域急性期② 

         セッションテーマＢ： 専⾨門／回リハ・療養①／療養②  



寄付⾦金金募集要項 

１．学会の名称  第16回⽇日本医療経営学会学術集会 

２．募集責任者  安藤 ⾼高朗（医療法⼈人社団 永⽣生会） 

３．募⾦金金⽬目標額  100万円 

４．募集期間   2017年３⽉月１⽇日~2017年11⽉月６⽇日 

５．募集⽬目的  2017年11⽉月11⽇日にソラシティカンファレンスセンターにて開催される 

 第16回⽇日本医療経営学会学術集会の準備および運営の費⽤用に充当致し 

 ます。 

６. 募⾦金金⾦金金額  ⼀一⼝口８万円 

        ⼀一⼝口以上何⼝口でも結構ですので、よろしくお願い申し上げます。 

７. 特典 ご寄付をいただきました⽅方には特典として、学術集会の抄録集に広告を 

  掲載することができます。（但し印刷の関係上、10⽉月27⽇日迄に限ります） 

  寄付額 ８万円以上̶—１/2ページ  15万円以上̶—１ページ 

8．寄付⾦金金の納⼊入先  銀⾏行行名  みずほ銀⾏行行 四⾕谷⽀支店  (店番号 036) 

    ⼝口座番号 普通 1367111 

    ⼝口座名義 ⼀一般社団法⼈人⽇日本医療経営学会学術集会 

   （振り込みの際の⼝口座名は「学術集会」だけでも可） 

 9. 寄付⾦金金申込書の送付先   FAX 03-3341-1830  

 

 10．事務局  ⼀一般社団法⼈人⽇日本医療経営学会事務局 

 〒160-0007 東京都新宿区荒⽊木町５-14 ネオ荒⽊木町ビル２Ｆ 

 （株）ワールドミーティング内 

 TEL 03-3350-0363 

 FAX 03-3341-1830 

 Email jaha@world-meeting.co.jp 

  



 
第 16回⽇日本医療経営学会学術集会・総会 収⽀支予算 

 
収⼊入の部 

  項⽬目 ⾦金金額(円） 備考 

参加費 1,625,000 事前登録  170名 

  550,000 当⽇日登録 50名 

懇親会費 500,000 ￥5,000×100名 

寄付⾦金金 1,000,000   

収⼊入合計 3,675,000   

   
⽀支出の部 

  項⽬目 ⾦金金額(円） 備考 

会場費 1,200,000 ソラシティカンファレンスセンター 

機材・備品・看板 230,000 PC，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、⼊入⼝口⽴立立て看板等 

社交⾏行行事 240,000 ランチョンセミナー 

  500,000 懇親会費 

謝費 340,000   

講師交通費  100,000 

 運営⼿手数料 550,000 

 印刷制作 260,000 ウエブサイト制作、チラシ、抄録集等印刷経費 

スタッフ⼈人件費 200,000 

 雑費 45,000 

         ⽀支出合計 3,675,000   

    



Fax: 03-3341-1830 
 

第 16回⽇日本医療経営学会学術集会 

寄付⾦金金申込書 

 

 

趣旨に賛同して下記⾦金金額を第16回⽇日本医療経営学会学術集会の経費として寄付

致します。 

⾦金金             円也 

⽉月   ⽇日頃に払い込み致します。 

 

 

2017年   ⽉月   ⽇日 

御住所（〒    ‐     ） 

 

御芳名 

（担当部課名            ） 

（御担当者             ） 

 

 

 
 
⼀一般社団法⼈人⽇日本医療経営学会事務局 
〒160-0007 東京都新宿区荒⽊木町5-14 ネオ荒⽊木町ビル2Ｆ（株）ワールドミーティング内 
TEL：03-3350-0363  FAX：03-3341-1830  Email: jaha@world-meeting.co.jp 



第16回⽇日本医療経営学会学術集会  
発表者リスト(敬称略) 

	 
■特別講演Ｉ アクセンチュア株式会社 取締役会⻑⾧長 程 近智  
■基調講演  国際医療福祉⼤大学⼤大学院教授 武藤 正樹  
■特別講演Ⅱ 株式会社ASK梓診療報酬研究所 所⻑⾧長 中林 梓  
       医療法⼈人財団 寿康会理事⻑⾧長・中医協委員 猪⼝口 雄⼆二  
 
■ランチョンセミナー 株式会社ブリックス 吉川 健⼀一 様 
 
■シンポジウム 座⻑⾧長 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ理事⻑⾧長  川原丈貴 
 
■セッション 若⼿手経営者36⼈人が⾃自院の経営を語る 
        コーディネーター 国際医療福祉⼤大学⼤大学院教授 ⾼高橋 泰 
 セッションテーマＡ 
 セッション１  急性期       
座⻑⾧長：社会医療法⼈人 名古屋記念財団 名古屋記念病院 理事⻑⾧長 太⽥田 圭洋 
医療法⼈人社団 ⽔水光会 宗像⽔水光会総合病院 理事⻑⾧長 津留 英智 
社会医療法⼈人 敬和会 ⼤大分岡病院 院⻑⾧長 ⽴立立川 洋⼀一 
社会医療法⼈人財団 慈泉会 相澤病院 副院⻑⾧長 相澤 克之 
社会医療法⼈人緑泉会 ⽶米盛病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⽶米盛 公治 
社会医療法⼈人純幸会 関⻄西メディカル病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 渡邉 太郎 
社会医療法⼈人 清恵会 理事 佐野 光洋 

 
 セッション2  地域急性期①       
座⻑⾧長：医療法⼈人社団 和楽仁 芳珠記念病院 理事⻑⾧長 仲井 培雄 
医療法⼈人 聖峰会 ⽥田主丸中央病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⻤⿁鬼塚 ⼀一郎 
医療法⼈人 弘恵会 ヨコクラ病院 副理事⻑⾧長・院⻑⾧長 横倉 義典 
医療法⼈人 真鶴会 ⼩小倉第⼀一病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 中村 秀敏 
医療法⼈人社団 葛⻄西中央病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⼟土⾕谷 明男 
医療法⼈人社団 ⼗十善会 野瀬病院 院⻑⾧長 野瀬 範久 
医療法⼈人社団 駿甲会 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｽﾋﾟﾀﾙ甲賀病院 常務理事・副院⻑⾧長 甲賀 啓介 
 
 セッション3  地域急性期②       
  座⻑⾧長：医療法⼈人 伯鳳会 ⾚赤穂中央病院 理事⻑⾧長 古城 資久 
医療法⼈人社団 東⼭山会 調布東⼭山病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⼩小川 聡⼦子 



社会医療法⼈人 ⽯石川記念会 HITO病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⽯石川 賀代 
社会医療法⼈人 恵仁会 くろさわ病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⿊黒澤 ⼀一也 
社会医療法⼈人 ⻘青嵐会 本荘第⼀一病院 理事⻑⾧長 ⼩小松 ⼤大芽 
社会医療法⼈人 千秋会 井野⼝口病院 理事⻑⾧長・事務部⻑⾧長 井野⼝口 真吾 
社会医療法⼈人 博進会 南部病院 理事⻑⾧長 ⼩小笠原 和⼈人 
 
 セッションテーマB 
 セッション4  専⾨門        
  座⻑⾧長：伊藤病院 院⻑⾧長 伊藤 公⼀一 
医療法⼈人社団 おると会 浜脇整形外科病院 理事⻑⾧長 浜脇 澄伊 
医療法⼈人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 事務部⻑⾧長 坂 俊英 
社会医療法⼈人 ⽿耳⿐鼻咽喉科⿇麻⽣生病院 企画室⻑⾧長 ⼤大橋 淳平 
社会医療法⼈人 祥和会 脳神経センター⼤大⽥田記念病院 理事⻑⾧長 ⼤大⽥田 泰正 
社会医療法⼈人博愛会 相良病院 理事⻑⾧長 相良 吉昭 
医療法⼈人社団 幸正会 岩槻南病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 丸⼭山 泰幸 
 

 セッション5  回リハ/療養①      
座⻑⾧長：医療法⼈人社団 愛育会 理事⻑⾧長 ⽵竹川 勝治 
医療法⼈人社団 医仁会 譜久⼭山病院 理事⻑⾧長 譜久⼭山 剛 
医療法⼈人社団 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 室⾕谷 ゆかり 
医療法⼈人エム・エム会 ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 理事⻑⾧長・院⻑⾧長 ⽩白川 泰⼭山 
医療法⼈人社団⾏行行陵会 理事 児⽟玉 直俊 
医療法⼈人 愛の会 光⾵風園病院 院⻑⾧長 ⽊木下 祐介 
医療法⼈人ロコメディカル 江⼝口病院（佐賀⼤大学医学部附属病院） 江⼝口 有⼀一郎 

 
 セッション6  療養②             
  座⻑⾧長：医療法⼈人 聖仁会 ⻄西部総合病院 理事⻑⾧長 ⻄西村 直久 
医療法⼈人 正清会 ⾦金金剛病院 院⻑⾧長・医学博⼠士 ⾚赤松 幹⼀一郎 
医療法⼈人 ⼤大誠会 内⽥田病院 理事⻑⾧長 ⽥田中 志⼦子  
医療法⼈人社団 元気会 横浜病院 理事⻑⾧長・医学博⼠士 北島 明佳 
医療法⼈人久仁会 宇都宮病院 理事 宇都宮 越⼦子 
医療法⼈人⼤大寿会 ⼤大寿会病院 理事⻑⾧長 ⼤大⼾戸 将司 
医療法⼈人社団晴⼭山会 平⼭山病院 院⻑⾧長代⾏行行 平⼭山 陽 


