
第14回日本医業経営コンサルタント学会　神戸大会　　プログラム

平成22年6月17日（木）　一般演題 13：00～16：00  懇親会 18：40～20：00
10:00

11:00 11:00

11:30

11:30

 時刻 第１会場 座  長  時刻 第２会場 座  長

( 休  憩)

【第１会場】
開会宣言、主催者挨拶 、学会長挨拶、来賓挨拶

開 会 式

テーマ：「人生、お返しのこころ ～一隅を照らす 此れ即ち国宝なり～」

演 者：小林 隆彰 大僧正（比叡山 延暦寺長臈）

特別講演

今仲 清

10：30

13：30

14：00

14:30

15:00

13：00

13：30

14：00

14:30

15:00

12：00

13：00 医療材料メーカーの営業戦略の特色と

医療機関の購買行動
白木 秀典 （(株)ディクセル）

検査部門における「ものづくり」から

「サービス開発」への変貌

吉田 隆志 （シスメックス(株)）

医療消耗品流通の現状と課題

田中 晋一 （㈲大徳メディカル）

在宅専門診療所の機能と経営分析

秋田 耕二郎 （東京都支部第Ⅰ研究会）

医科診療所と歯科診療所の

連携におけるメリットに関する研究
木村 泰久 （(株)Ｍ＆Ｄ医業経営研究所）

在宅医療と看取りのネットワーク

美留町 利朗 （(株)地域計画医療研究所）

中小病院における

外来がん化学療法の経営
折笠 勉 （東京都支部第Ⅱ研究会）

病院におけるプロセスコンサルティングの実際

病院特性を考慮した

効果的なコミュニケーションの構築方法
平井 昌俊 （(株)日本経営エスディサポート）

改革できる人材の育成を目指す

藤本 秀明

【第２会場】

ランチョンセミナー

シスメックス(株)

12：10

12：50

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

18:4018:40

【第１会場】
開会宣言、主催者挨拶 、学会長挨拶、来賓挨拶

（第２会場）
懇 親 会

開 会 式

テーマ：「人生、お返しのこころ ～一隅を照らす 此れ即ち国宝なり～」

演 者：小林 隆彰 大僧正（比叡山 延暦寺長臈）

特別講演

今仲 清

次大会へ引継ぎ（次期学会長あいさつ）

【第１会場】
テーマ：
「リスクマネジメント・危機を乗り越えて ～神戸からの提言～」

座 長：椎山 松記（学会長）
宮原 勅治（神戸市立医療センター中央市民病院 外科医長）

演 者：小山 剛（災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード 代表／
社会福祉法人長岡福祉協会 高齢者ケアセンターこぶし園 総合施設長）

澤田 勝寛（特定医療法人慈恵会新須磨病院 院長）
田所 昌也（兵庫県健康福祉部疾病対策課 課長）
林 三千雄（神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科医長）

シンポジウム

10：30

16：00

16：20

13：30

14：00

14:30

15:00

15:30

13：00

16：00

13：30

14：00

14:30

15:00

15:30

12：00

13：00

16：30

医療材料メーカーの営業戦略の特色と

医療機関の購買行動
白木 秀典 （(株)ディクセル）

検査部門における「ものづくり」から

「サービス開発」への変貌

吉田 隆志 （シスメックス(株)）

医療消耗品流通の現状と課題

田中 晋一 （㈲大徳メディカル）

在宅専門診療所の機能と経営分析

秋田 耕二郎 （東京都支部第Ⅰ研究会）

医科診療所と歯科診療所の

連携におけるメリットに関する研究
木村 泰久 （(株)Ｍ＆Ｄ医業経営研究所）

在宅医療と看取りのネットワーク

美留町 利朗 （(株)地域計画医療研究所）

中小病院における

外来がん化学療法の経営
折笠 勉 （東京都支部第Ⅱ研究会）

病院におけるプロセスコンサルティングの実際

―現場の声を重視して
梅木 善之 （(株)エムシージャパン）

ジェネリック医薬品採用における選択について

小泉 康 （(株)ジェネベル）

病院特性を考慮した

効果的なコミュニケーションの構築方法
平井 昌俊 （(株)日本経営エスディサポート）

改革できる人材の育成を目指す
(社)愛知県医療法人協会でﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ塾を開講して

川本 一男 （医療法人香徳会）

院長が知っておきたい人事労務

関 博 （(株)関総研）

上田 久之

藤本 秀明

木村 保弘

【第２会場】

ランチョンセミナー

シスメックス(株)

12：10

12：50

第14回日本医業経営コンサルタント学会　神戸大会　　プログラム

平成22年6月18日（金）　一般演題 9：00～12：00                                           

 時刻 第１会場 座  長  時刻 第２会場 座  長
9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

 

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

13:00

13:30

14:00

( 休  憩) ( 休  憩)

問題解決型アンケートシステム

井上 陽介 （㈱日本経営）

経営改善につなげる診療所の

患者満足の追求

小出 彩生（㈱芦田総研）

「在宅医療患者の介護サービス・データ

ベース」を活用した新規介護事業の支援

涌嶋 慎一（㈱日本医業総研）

クリニックにおける高齢者専用賃貸住宅

の成功要因及びこれからの課題

本岡 憲英 （㈱経営開発センター）

野志 幸雄田中 一実

公立病院における効率性分析と

経営指標の関係

藍原 雅一 （群馬県支部）

選択と集中が見える病院
―兵庫県立加古川医療センター

河崎 邦生 （㈱内藤建築事務所）

五十嵐誠二

【第１会場】

テーマ：「患者の利益の保護から見た地域連携を考える ～地域連携とその役割～」

座 長：中村 彰吾（東京都健康長寿医療センター 経営企画局長）

演 者：岡留健一郎（社会福祉法人恩賜財団済生会福岡総合病院 院長／全国済生会病院長会 会長）

Ａ有床診療所の経営支援事例

石井 計行 （石井税理士事務所）

300医療法人(病院)の事業報告書等の

2期間分析による法令違反の現状分析

原子 修司 （㈱グロスネット）

特定健康診査・特定保健指導事業の

運営成果

髙木 秀一 （㈱テプコシステムズ）

稲田 実

患者価値創造型医師の発掘と育成

岩崎 安伸 （あんしんクリニック）

医療連携活動10年の軌跡
―推進・活性化の原動力と紹介率の意義を考える

宮部 剛実 （大阪府済生会吹田病院）

シンポジウム

地域医療永続の為の

社会医療法人活用による体質強化
青木 幸泰 （㈱ＭＡＳブレーン）

14:30

15:00

問題解決型アンケートシステム

井上 陽介 （㈱日本経営）

経営改善につなげる診療所の

患者満足の追求

小出 彩生（㈱芦田総研）

「在宅医療患者の介護サービス・データ

ベース」を活用した新規介護事業の支援

涌嶋 慎一（㈱日本医業総研）

クリニックにおける高齢者専用賃貸住宅

の成功要因及びこれからの課題

本岡 憲英 （㈱経営開発センター）

閉会宣言

野志 幸雄田中 一実

公立病院における効率性分析と

経営指標の関係

藍原 雅一 （群馬県支部）

選択と集中が見える病院
―兵庫県立加古川医療センター

河崎 邦生 （㈱内藤建築事務所）

五十嵐誠二

【第１会場】

テーマ：「患者の利益の保護から見た地域連携を考える ～地域連携とその役割～」

座 長：中村 彰吾（東京都健康長寿医療センター 経営企画局長）

演 者：岡留健一郎（社会福祉法人恩賜財団済生会福岡総合病院 院長／全国済生会病院長会 会長）
長尾 和宏（医療法人社団裕和会 理事長／長尾クリニック 院長）
邉見 公雄（赤穂市民病院 名誉院長／社団法人全国自治体病院協議会 会長）

Ａ有床診療所の経営支援事例

石井 計行 （石井税理士事務所）

300医療法人(病院)の事業報告書等の

2期間分析による法令違反の現状分析

原子 修司 （㈱グロスネット）

特定健康診査・特定保健指導事業の

運営成果

髙木 秀一 （㈱テプコシステムズ）

稲田 実

患者価値創造型医師の発掘と育成

岩崎 安伸 （あんしんクリニック）

医療連携活動10年の軌跡
―推進・活性化の原動力と紹介率の意義を考える

宮部 剛実 （大阪府済生会吹田病院）

シンポジウム

閉 会

ランチョンセミナーについて 6月17日（木）12：10 ～ 12：50

テーマ：「シスメックスが提案する これからの臨床検査」
演 者： 尾藤 秀樹（シスメックス(株) 国内事業推進本部 国内事業推進部 部長）

津呂 尚樹（シスメックス（株） 東日本営業本部 トータルソリューション部 課長）

申込方法：学会会場（ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸10F）「ランチョンセミナー受付」
までお越しください。受付でお名刺と引き換えにてお弁当引換券をお渡しいたし
ます。先着順（400名）で受付終了となります。

申込受付日時：6月17日（木）9：00 ～ 10：00

地域医療永続の為の

社会医療法人活用による体質強化
青木 幸泰 （㈱ＭＡＳブレーン）


