第 21回 日本医業経営コンサルタント学会

広島大会

『連携』
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第 21 回日本医業経営コンサルタント学会・広島大会が
今月 11 月 16 日、17 日、「連携

～みんな笑顔で暮らせる未来に向けて～」を

13:30

テーマに、ホテルグランヴィア広島で開催されます。

15:00
15:10

４階

シンポジウム Ⅰ

座長

多大な御支援をいただくことになりましたが、学会参加証で広島平和記念資料館に無料で
入館できる手配もそのひとつです。
いよいよ本番です。
17:10
17:40

座長：竹内 啓祐

（小坂内科医院 院長 / 広島大学 客員教授）

（認定登録 医業経営コンサルタント /
当協会調査研究・提言委員会委員）

4階

モチベーションの管理による勤務環境改善コン
サルティングー看護師の定着率を素材としてー

学会参加証で

青山 英生 （株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター）

広島平和記念資料館に無料で入館できます。

ションケア）

池田 利彦（診療所研究会）

3階

藤井 幹雄

4階

大迫 孝史（株式会社ユアーズブレーン） 浦上 誠（医療法人社団 清心会）

河渕 博史（株式会社エムアンドエイチ） 伊藤 正（鹿島建設株式会社）

医療福祉施設のライフサイク
ルコストの提案

笹本 和伸（在宅医療・訪問看護研究会） 手塚 浩通 （東京都支部 病院コンサルタント研究会）
座長

杉原 有

座長

4階

和田 弘光

3階

病床機能報告を活用したエリア
分析と機能再編シミュレーション

患者や利用者の立場から見た急性・慢性期
医療・介護連携の実態とあり方の今後の展望

みんなで暮らせる未来へ向けて、歯科データ
ベースで明らかになった、歯科経営の実態

重症度、医療・看護必要度から地域連携
〜マーケティング戦略の新たな論点提起〜

その1「地域医療連携推進法人」でも「M&A」
でもない中小病院の『第３の生き残り戦略』

医業経営は地域連携の中で進化させる

門前薬局から地域密着型調剤
薬局へ〜連携から街づくり

BIツールによる厚労省DPC公開データ
の分析ツール作成と沖縄県の現状分析

奄美大島南部町村における地域医療連携体制
構築支援及び地域連携推進法人の設立について

調剤薬局における「地域との
関わり」について

吉岡 崇（総合メディカル株式会社） 石井 常男（株式会社 OD コンサルタンツ機構） 木村 泰久（歯科経営専門分科会）

小塩 誠（宮崎市郡医師会病院）

外山 和也（東京都支部 中小病院研究会） 近藤 栄達 （ミナトメディカルコンサルティング合同会社）

10:40 國吉 徹也（琉球大学医学部付属病院） 小野 太資（総合メディカル株式会社） 横田 克彦（東京都支部 調剤薬局研究会）
11:00
４階
シンポジウム Ⅱ

「地域医療連携推進法人のこれから」
演者：伊野 英男（国立大学法人岡山大学

企画・評価・総務担当 副理事）

金田 道弘（社会医療法人緑壮会金田病院

吉崎 隆（東京都支部 中小病院研究会）

保険外診療を導入した診療所
の経営戦略に関する考察

中村 秀明

2025年に向けた在宅医療
診療所経営の在り方

その2 行政の立入検査・適時調査等について

チーム・レボの勤務環境改善への歩み

座長

熊本地震から学ぶ 成功する
サ高住

訪問系介護事業所の大規模化
による効果検証と今後の課題

大江 和人（広島県支部）

医業経営は地域連携の中で進化させる

奥野 美代子（アイリスプランナー）

4階

地域医療情報ネットワーク（福島県キビタン 地域医療連携推進法人における
健康ネット）の地域包括ケア（在宅ICT化） ファシリティマネージメントの役割

3階

診療所内外の連携強化に効果的な知的資
産活用の「魅力発信プロジェクト」の提案

水上 朝雄（株式会社コミュニケー

18:40
18:50

一色 美敏

従業員満足度が医業利益率と離職
率に与える影響の統計的解析

橋本 竜也（株式会社日本経営）

11 月 16 日（木）～19 日（日） 4 日間

座長

須田 秀之

医療勤務環境改善マネジメントシス
テム導入支援、
『広島モデル』の模索

服部 哲茂（ACTAS）

４階

（東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員）

座長

中小病院における地域包括
ケア病床導入事例

座長

（日南町国民健康保険日南病院 名誉院長）

梅田 昭彦

4階

森田 仁計（医療総研株式会社）

演者：高見
徹
木村 清一
園田 直則

座長

播間 匡広

今いるメンバーで成果を飛躍的に
高める組織改革メソッドの導入事例

「連携 地域医療と地域包括ケアシステム
の現状と未来」

また広島大会開催にあたっては、公益社団法人広島観光コンベションビューローからも

全国各地より 1 人でも多くの皆様のお越しを実行委員一同心よりお待ちしております。

特 別 講 演

演者：田原総一朗（ジャーナリスト）
座長：小山 正治（大会学会長）

一般演題は 24 演題を発表していただきます。
皆様にとって実り多い大会にしたいと知恵を絞って参りました。

４階

「田原流 自分らしく生きる
〜妻の介護を通して気づいた大切なこと〜」

特別講演 1 題、シンポジウム 2 題、市民公開講座 1 題を予定しており、
広島大会実行委員も学会の成功を目指して、中四国地区から何度も集まり熱い討議を重ね、

開 会 式

理事長）

木下 芳一（地域医療連携推進法人はりま姫路総合医療センター整備推進機構
佐藤 美幸（厚生労働省 医政局医療経営支援課 課長）

13:00
13:40
14:00

理事長）

座長：三原 一訓（大会副実行委員長）

次大会引継ぎ・JAHMC 学会賞授賞式
市民公開講座

４階

「最期まで自分らしく生きる
〜在宅ひとり死のススメ〜」
懇 親 会

演者：上野千鶴子 （社会学者・東京大学名誉教授・認定 NPO 法人ウィメンズ

４階

アクションネットワーク（WAN） 理事長）

座長：藤鬼 洋次（大会実行委員長）
15:30
20:50

閉 会 式

４階

（本部広報委員・広島大会実行委員

32

JAHMC 2017 November

藤井 康彦）

JAHMC 2017 November
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