
東京大会　　プログラム

平成23年6月9日（木）　
 時刻  時刻

10:00

11:00

 時刻 第１会場 座  長  時刻 第２会場 座  長
12:30 12:30

12:55 12:55

13:20 13:20

13:45 13:45

第２会場第１会場

14:10

( 休  憩) ( 休  憩)

14:10

【第１会場・第２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：「日本の歩むべき道」
演 者：小泉 純一郎（元内閣総理大臣）

特別講演

石渡宏道

10：30

11：30

特定健康診査・特定保健指導事業の浸透・

定着化

髙木 秀一（(株)テプコシステムズ）

病床管理システムを活用した、病棟の運営

管理に関する一考察

小野田昭弘（医療総研(株)）

自治体病院における経営管理体制の構築

を目指して

冨田 一栄（(株)ＴＡＲＭ）

医療・介護複合体 －都市型中小病院での

競争力の源泉とその経営メカニズム－

松岡 浩正（医療・介護複合体研究会）

通所から居宅の流れを受けて －デイ・サー

ビスから小規模多機能への変換事例－

中田 耕司（高井直樹会計事務所）

介護施設における業務品質の平準化

齋藤 勝美（東京都支部第Ⅲ研究会）

高齢者専用賃貸住宅の経営改善を通じて、

見えてきたシナジー効果

大原 誠一（総合メディカル(株)）

クリニックの医業収益向上因子の検討

―歯科クリニックの実証研究から―
永山 正人（永山ファミリー歯科クリニック）

医院経営安定の基軸を育む

島村 昇

（(株)メディカル・マネージメント・リサーチ）

保険調剤薬局の医療費効率の為の提言

大山 文明（(株)夢限）

杉田圭三

15:50 15:50

16:00

16:10

16:20

17:00

17:30

17:00

18:00

18:20

18:30

19:30

20:00

14:35

15:00

14:35

15:00

18:40

15:25 15:25

【第１会場・第２会場】
開会宣言、主催者挨拶 、学会長挨拶、来賓挨拶

【永代の間】
懇 親 会

開 会 式

テーマ：「日本の歩むべき道」
演 者：小泉 純一郎（元内閣総理大臣）

特別講演

石渡宏道

10：30

11：30

特定健康診査・特定保健指導事業の浸透・

定着化

髙木 秀一（(株)テプコシステムズ）

病床管理システムを活用した、病棟の運営

管理に関する一考察

小野田昭弘（医療総研(株)）

自治体病院における経営管理体制の構築

を目指して

冨田 一栄（(株)ＴＡＲＭ）

医療・介護複合体 －都市型中小病院での

競争力の源泉とその経営メカニズム－

松岡 浩正（医療・介護複合体研究会）

通所から居宅の流れを受けて －デイ・サー

ビスから小規模多機能への変換事例－

中田 耕司（高井直樹会計事務所）

介護施設における業務品質の平準化

齋藤 勝美（東京都支部第Ⅲ研究会）

高齢者専用賃貸住宅の経営改善を通じて、

見えてきたシナジー効果

大原 誠一（総合メディカル(株)）

クリニックの医業収益向上因子の検討

―歯科クリニックの実証研究から―
永山 正人（永山ファミリー歯科クリニック）

この数年来の歯科医師の増加に対するその医業

形態に伴う歯科医院経営の活路について

龍野 晋次（りゅうの歯科医院）

医院経営安定の基軸を育む

島村 昇

（(株)メディカル・マネージメント・リサーチ）

保険調剤薬局の医療費効率の為の提言

大山 文明（(株)夢限）

在庫管理ソフトを用いた在庫管理と不動

在庫の抑制による経済効果

伊藤 俊彦（イムノエイト(株)）
根本清規

杉田圭三

川原丈貴
ターンアラウンドマネージャーによる調剤薬

局企業再生事例

大竹 徹（(株)リーズンコンサルティング）

美容院から学ぶ予防歯科の成功ポイントに

ついての考察

木村 泰久（(株)Ｍ＆Ｄ医業経営研究所）

大学での学生教育の総合診療計画立案

能力養成のための360度評価の開発

安西 文雄（(株)サイプレス）

中小規模病院での治験について

吉崎 隆（戸田建設(株)）

ＪＡＨＭＣ学会賞 表彰式（第14回神戸大会 一般演題）

次大会へ引継ぎ（次期学会長あいさつ）

【第１会場・第２会場】

テーマ：「医療機関の消費税とこれからの税制改正等の動向」

座 長： 松田紘一郎（当協会理事／医療費財源に関する検討会委員長／認定登録医業経営コンサルタント

税理士・公認会計士）
演 者： 梶原 優 （(社)日本病院会副会長／当協会理事／医療費財源に関する検討会委員）

奥村 尚弘（医療費財源に関する検討会委員／認定登録医業経営コンサルタント）

佐藤 正雄（認定登録 医業経営コンサルタント／税理士）
松本 正春（税理士）

シンポジウム

【第１会場・第２会場】
開会宣言、主催者挨拶 、学会長挨拶、来賓挨拶

【永代の間】
懇 親 会

開 会 式

テーマ：「日本の歩むべき道」
演 者：小泉 純一郎（元内閣総理大臣）

特別講演

石渡宏道

10：30

11：30

特定健康診査・特定保健指導事業の浸透・

定着化

髙木 秀一（(株)テプコシステムズ）

病床管理システムを活用した、病棟の運営

管理に関する一考察

小野田昭弘（医療総研(株)）

自治体病院における経営管理体制の構築

を目指して

冨田 一栄（(株)ＴＡＲＭ）

医療・介護複合体 －都市型中小病院での

競争力の源泉とその経営メカニズム－

松岡 浩正（医療・介護複合体研究会）

通所から居宅の流れを受けて －デイ・サー

ビスから小規模多機能への変換事例－

中田 耕司（高井直樹会計事務所）

介護施設における業務品質の平準化

齋藤 勝美（東京都支部第Ⅲ研究会）

高齢者専用賃貸住宅の経営改善を通じて、

見えてきたシナジー効果

大原 誠一（総合メディカル(株)）

クリニックの医業収益向上因子の検討

―歯科クリニックの実証研究から―
永山 正人（永山ファミリー歯科クリニック）

この数年来の歯科医師の増加に対するその医業

形態に伴う歯科医院経営の活路について

龍野 晋次（りゅうの歯科医院）

医院経営安定の基軸を育む

島村 昇

（(株)メディカル・マネージメント・リサーチ）

保険調剤薬局の医療費効率の為の提言

大山 文明（(株)夢限）

在庫管理ソフトを用いた在庫管理と不動

在庫の抑制による経済効果

伊藤 俊彦（イムノエイト(株)）
根本清規

杉田圭三

川原丈貴
ターンアラウンドマネージャーによる調剤薬

局企業再生事例

大竹 徹（(株)リーズンコンサルティング）

美容院から学ぶ予防歯科の成功ポイントに

ついての考察

木村 泰久（(株)Ｍ＆Ｄ医業経営研究所）

大学での学生教育の総合診療計画立案

能力養成のための360度評価の開発

安西 文雄（(株)サイプレス）

中小規模病院での治験について

吉崎 隆（戸田建設(株)）

ＪＡＨＭＣ学会賞 表彰式（第14回神戸大会 一般演題）

次大会へ引継ぎ（次期学会長あいさつ）

【第１会場・第２会場】

テーマ：「医療機関の消費税とこれからの税制改正等の動向」

座 長： 松田紘一郎（当協会理事／医療費財源に関する検討会委員長／認定登録医業経営コンサルタント

税理士・公認会計士）
演 者： 梶原 優 （(社)日本病院会副会長／当協会理事／医療費財源に関する検討会委員）

奥村 尚弘（医療費財源に関する検討会委員／認定登録医業経営コンサルタント）

佐藤 正雄（認定登録 医業経営コンサルタント／税理士）
松本 正春（税理士）

シンポジウム



東京大会　　プログラム

平成23年6月10日（金）                                           

 時刻 第１会場 座  長  時刻 第２会場 座  長
9:00 9:00

9:25 9:25

9:50 9:50

10:15 10:15

 

13:20

10:40

( 休  憩)

10:40

11:05

11:30

11:05

12:20

11:30

11:55 11:55

( 休  憩)

12:20

現場スタッフの持続的な改善活動を促す

診療科別・病棟別損益

青木 幸泰（(株)ＭＡＳブレーン）

経営改善に役立つＤＰＣ分析方法と改善

の具体策と効果

伊藤 雅教（(株)サイプレス）

能力主義から育成主義へ －職員満足度を

向上させる人事制度への転換事例－

生田 宗嗣（(株)川原経営総合センター）

医師のモチベーション向上支援コンサルティ

ング事例

平井 昌俊（(株)日本経営エスディサポート）
内藤 聰飛田勝弘

原単位を活用した、医療施設の部門別面積

の把握と配分

藤記 真（(株)日建設計）

村田幸一

【第１会場・第２会場】

労働時間管理と病院が手を打つべき施策

井上 陽介（(株)日本経営）

財団法人立の病院の移行に際しての対応

について 一般法人か公益法人か

向 健二（指吸会計センター(株)）

３６社会医療法人の法令遵守(コンプライア

ンス)の実態と課題対応

井上 輝生（(株)グロスネット）

丸山定夫

白内障患者満足度調査をふまえた患者満

足度向上のための一考察

関口 一夫（関口経営研究所）

将来を見据えた医療施設の再構築のため

の機能性評価ツール

伊藤 正（鹿島建設(株)）

シンポジウム

東京都内小児科診療所の事例考察

杉山 正徳（東京都支部第Ⅰ研究会）

中小病院における「連携」

蛯原 裕人（東京都支部第Ⅱ研究会）

前橋赤十字病院の入院患者動向分析

－病院経営の羅針盤となる判断材料－

藤井 武（群馬県支部）

群馬県における診療圏分析 －患者受療動

向と地域医療計画について－

根岸 重利（群馬県支部）

電子化時代のレセプト点検

細谷 邦夫

（(有)メディカルサポートシステムズ）

群馬県における１次医療の地域格差

藍原 雅一（群馬県支部）

14:00

14:30

15:00

15:20

認定登録 医業経営コンサルタント　継続研修履修認定　：　1日5時間、2日間で10時間

現場スタッフの持続的な改善活動を促す

診療科別・病棟別損益

青木 幸泰（(株)ＭＡＳブレーン）

経営改善に役立つＤＰＣ分析方法と改善

の具体策と効果

伊藤 雅教（(株)サイプレス）

能力主義から育成主義へ －職員満足度を

向上させる人事制度への転換事例－

生田 宗嗣（(株)川原経営総合センター）

医師のモチベーション向上支援コンサルティ

ング事例

平井 昌俊（(株)日本経営エスディサポート）

閉会宣言

内藤 聰飛田勝弘

原単位を活用した、医療施設の部門別面積

の把握と配分

藤記 真（(株)日建設計）

村田幸一

【第１会場・第２会場】

テーマ：「患者にとって本当に必要な医療連携とは何か ～生活者の立場から考える～
…東日本大震災の被災状況を交えて」

座 長： 秋山 正子（白十字訪問看護ステーション・白十字ヘルパーステーション総括所長）
演 者： 川又 竹男 （厚生労働省 老健局 振興課長）

宇都宮宏子（京都大学医学部付属病院 看護部管理室 地域ネットワーク医療部 師長）
唐渡 敦也（公益法人がん研究会有明病院医療支援センター センター長）
中村 順子（日本赤十字秋田看護大学 看護学部 専任准教授）

労働時間管理と病院が手を打つべき施策

井上 陽介（(株)日本経営）

財団法人立の病院の移行に際しての対応

について 一般法人か公益法人か

向 健二（指吸会計センター(株)）

３６社会医療法人の法令遵守(コンプライア

ンス)の実態と課題対応

井上 輝生（(株)グロスネット）

丸山定夫

白内障患者満足度調査をふまえた患者満

足度向上のための一考察

関口 一夫（関口経営研究所）

将来を見据えた医療施設の再構築のため

の機能性評価ツール

伊藤 正（鹿島建設(株)）

シンポジウム

閉 会

東京都内小児科診療所の事例考察

杉山 正徳（東京都支部第Ⅰ研究会）

中小病院における「連携」

蛯原 裕人（東京都支部第Ⅱ研究会）

前橋赤十字病院の入院患者動向分析

－病院経営の羅針盤となる判断材料－

藤井 武（群馬県支部）

群馬県における診療圏分析 －患者受療動

向と地域医療計画について－

根岸 重利（群馬県支部）

電子化時代のレセプト点検

細谷 邦夫

（(有)メディカルサポートシステムズ）

群馬県における１次医療の地域格差

藍原 雅一（群馬県支部）


