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【車】
■ 東北自動車道（東京より 3時間 30分）
■ 郡山 I.C. より 15分
■ 郡山南 I.C. より 20分
【電車】
■ JR郡山駅（東京駅から新幹線で最短78分、仙台駅から新幹線で最短35分）
〇 JR 郡山駅からバスでお越しの方（福島交通）
■ JR 郡山西口発（バスターミナル乗り場　7、8、9番ポール）→虎丸バス停
　市役所経由
【飛行機】
■ 福島空港から車で 50分
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開催概要

医療・介護現場からの発表 ６題

　／福島県医師会 副会長）

　を選択のうえ、お申込み

ください。学会開催中に会場での当日申し込みも可能です。

【収録Ｗｅｂ配信にお申込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 25 回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 実行委員会＞ 

学会長      永山 正人（会長）

副学会長    佐藤 吉弘（福島県支部）

 〃       菅原  治（学会・学術委員／福島県支部） 

実行委員長   澁谷 辰吉（福島県支部）

副実行委員長  吉田 和美（福島県支部長）

実行委員      大澤  允（福島県支部）

 〃          小野 秀樹（  〃  ）

 〃      菅野 克彦（  〃  ）

〃      坂本 喜一（  〃  ）

〃      佐藤 洋平（岩手県支部長）

〃      澁川 義満（福島県支部）

実行委員    鈴木 裕之（福島県支部）

　　〃　　　　　高橋 洋子（秋田県支部長） 

　　〃　　　　　竹内与志夫（理 事/宮城県支部長）

　　〃　　　　　谷  幹夫（理 事/北海道支部長）

　　〃　　　　　土田 一成（山形県支部長） 

　　〃　　　　　中村 広幸（青森県支部長） 

〃　　　　　西元  晃（福島県支部）

　　〃　　　　　濵津 幸秀（    〃 ） 

　 〃　　　　　松浦 敏幸（    〃    ）   

　　〃　　　　　光本 孝一（    〃 ） 

　 〃　　　　　渡邊 泰之（    〃 ） 

　参 与　　　　滝田　康雄（郡山商工会議所 会頭） 

※括弧内役職は令和 3年 6月 1 日現在のものです。 
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※現地会場参加を中止し、収録Web配信参加のみに変更いたしました。

          収録Web配信期間  10⽉14⽇〜11⽉30⽇
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　日頃は、当協会の会務運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、今年は、2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災と原発事故から 10 年の

節目にあたります。また、昨年の 2 月ころから新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、現

在も社会・経済活動をはじめとして医療界に多くの影響を与えています。

　このような風水災害、大地震、感染症によるパンデミックは、いつ起こるかを予測すること

は困難ですが、これらの経験から学んだことを今後に生かすことは重要なことと考えています。

　現在、地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想による計画的な医療提供体制の整備にお

いては、地域医療関係者や地方自治体との連携を促進し、その存続を図ろうとしていますが、

この度のような新型コロナウイルス感染症の蔓延による医療機関の対応を考えた時、単体の医

療機関だけで地域医療を守ることは、困難であることを多くの人が認めるところだと思います。

　以上のような社会環境の変化は、医療機関における「危機管理」の重要性を再確認させられ

たように思います。つまり、危機管理は、災害発生に対する予知・予防の重要性もさることな

がらその影響を最小限度に抑え、危機状態から速やかに脱出と回復を図ることであると考えて

います。

　そこで、福島大会では、医業経営コンサルタントとして BCP（Business Continuity Plan）

の策定支援など災害時の医療機関支援を考える大会といたしたく、学会テーマを「備えあれば

憂いなし―地域包括ケアシステムを担保するBCPをめざす―」といたしました。

　特別講演には、福島県郡山市にある星総合病院の理事長　星 北斗先生より災害やパンデミッ

クにおける備え、また実際の経験や取り組みを中心にご講演をいただきます。

　また、本学会では、現場の生の声を聴くことを目的として、医療機関や介護施設などからの

発表や医療勤務環境改善支援をテーマとしたシンポジウムも企画し、開かれた公益社団法人と

しての使命を果たしたいと思っています。

　学会の開催時期には、ワクチン接種が終わり、ある程度落ち着いた日々が戻っているとは思

いますが、現地開催と収録Web 配信というハイブリット形式で開催いたします。

　現地開催では、感染対策を万全に行い、安心してご参加できるようにいたします。

　さらに、収録Web 配信では、簡便にご覧いただけるように検討しております。

　本大会は、福島県支部の役員、北海道・東北地区支部の役員を中心に実行委員の皆様により

開催準備、実行されます。また、関係者の皆様の応援、関係企業の応援をいただいており、皆

様の期待に応えるために決意をあらたにしているところです。

　結びに、本福島大会の開催に際し、多大なるご支援、ご協力を頂きましたすべての関係各位

に深甚なる謝意を表しますとともに、本大会が皆様にとりまして、盛大で有意義な学会になり

ますように祈念いたしまして、挨拶といたします。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会長・学会長　挨拶

特　別　講　演

開 会 式

「災害に対する病院のリスクマネジメント」
星　北斗（公益財団法人星総合病院 理事長／福島県医師会 副会長）

○「当病院はコロナにどう対応したか」
公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター　教授　澁川　悟朗

○「地域医療連携推進法人のコロナ対応」
一般社団法人酒田地区医師会十全堂　会長　佐藤　顕

○「コロナ対応のBCPの在り方」
公益財団法人磐城済世会　西元　晃

○「在宅医療推進・多職種連携の活動から見えた
　 地域包括ケアシステムの課題」

医療法人やすらぎ会　渡部　文江

○「地域包括ケアシステムへの経営対応」
医療法人寿芳会芳野病院　地域医療連携推進室室長／副看護部長　徳島　光一

○「福島県医業承継事業の取り組みとは」
一般社団法人福島県医師会　常任理事　石塚　尋朗

１.ＪＡＨＭＣ学会賞 表彰式
　　　　   （愛知大会・福岡大会）
２. 次大会引き継ぎ（東京大会）

サテライト会場

協会事業・活動紹介（サテライト）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

協会事業・活動紹介　佐久間 賢一 当協会副会長
※事前申込制でお弁当を提供予定（有料）

会員所属企業PR
（予定）

懇 親 会　３階 平安

懇親会の開催方法について現在検討中です。
開催方法が決定次第、別途ご案内いたします。

併設
展示会

5分休憩

◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月7日木 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム
◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月8日金 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム

会場転換

会場転換

   医療・介護現場からの発表（会員外）　6演題

ホワイエ Ⅰ～Ⅲ1日目 3階　平安

福島県における医療機関のＢＣＰの
現状と課題

渡邊　泰之（福島県支部）

健康福祉と防災のまちづくり―都市
型地域包括ケア構築とコンサルタ
ントの役割―　　 美留町　利朗（京都府支部）

異なるアプローチでＢＣＰに取り組
む福島県内の３事例の研究
森　清司（野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー（株））

オンライン資格確認と地域医療連
携の機能連携、将来のPHRへの道

河渕　博史

地域包括ケアシステムにおける薬
局の事業継続性を測る

小松　智徳（東京都支部　薬局価値創造研究会）

九州の在宅医療と主治医機能の実態から
みた、今後の「かかりつけ医」制度の考察
白木　秀典（保健医療経営大学 保健医療経営学部）

ウィズコロナ時代の大都市及び周
辺地域における在支診経営の課題

折笠　勉（在宅医療・訪問看護研究会）

コロナ禍における地域医療支援
吉崎　隆（医療環境情報研究所）

新型コロナ危機下でのクリニック二
極化と情報発信の有用性について

菅原　直樹（診療所研究会）

地域マネジメントを目指した自治
体（保険者）へのアプローチ
渡辺　尚浩（ＩＣＣリサーチ・アンド・アドバイザリー（株））

コロナ禍における地域医療体制を担保する
基盤として医療法人内の医学会運営の検討

春野　政虎（医療法人社団如水会 今村病院）

クリニックの事業承継対策　
～成功事例と失敗事例～　

庄司　日出幸（丸木医科器械株式会社）

施設整備における、設計から施工・運用
段階までを通した、施設情報のデジタル
化について　藤記　真（株式会社 藤記建築研究所）

150病院の賃金調査結果の報告
橋本　竜也（大阪府支部）

仮設病院の企画から運用まで
河崎　邦生（株式会社 内藤建築事務所）

5分休憩

5分休憩

5分休憩

5分休憩

5分休憩

閉 会 式

併設
展示会

賛 助
会 員
懇談会

勤務環境改善シンポジウム

演　者：
　１．厚生労働省医政局医事課
　　　医師等医療従事者の働き方
　　　改革推進室

　２．森　東
　　　公益財団法人星総合病院 
　　　病院長補佐

　３．脇　千香子
　　　株式会社MMPG 総研

2日目 3階　平安

会場1 会場2 ホワイエ Ⅰ～Ⅲ

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会　  会　長
第25回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 学会長

永山　正人

会場1 会場2

座
長…

眞
鍋
　
一
（
当
協
会
事
業
連
携
推
進
室
長
）

5分休憩

5分休憩

5分休憩

認定登録　医業経営コンサルタント　
継続研修履修認定：2日間で12時間1 2 3
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会場1 会場2

25分
講演
 5 分
質疑

25分
講演
 5 分
質疑

25分
講演
 5 分
質疑

5分休憩
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　日頃は、当協会の会務運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、今年は、2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災と原発事故から 10 年の

節目にあたります。また、昨年の 2 月ころから新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、現

在も社会・経済活動をはじめとして医療界に多くの影響を与えています。

　このような風水災害、大地震、感染症によるパンデミックは、いつ起こるかを予測すること

は困難ですが、これらの経験から学んだことを今後に生かすことは重要なことと考えています。

　現在、地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想による計画的な医療提供体制の整備にお

いては、地域医療関係者や地方自治体との連携を促進し、その存続を図ろうとしていますが、

この度のような新型コロナウイルス感染症の蔓延による医療機関の対応を考えた時、単体の医

療機関だけで地域医療を守ることは、困難であることを多くの人が認めるところだと思います。

　以上のような社会環境の変化は、医療機関における「危機管理」の重要性を再確認させられ

たように思います。つまり、危機管理は、災害発生に対する予知・予防の重要性もさることな

がらその影響を最小限度に抑え、危機状態から速やかに脱出と回復を図ることであると考えて

います。

　そこで、福島大会では、医業経営コンサルタントとして BCP（Business Continuity Plan）

の策定支援など災害時の医療機関支援を考える大会といたしたく、学会テーマを「備えあれば

憂いなし―地域包括ケアシステムを担保するBCPをめざす―」といたしました。

　特別講演には、福島県郡山市にある星総合病院の理事長　星 北斗先生より災害やパンデミッ

クにおける備え、また実際の経験や取り組みを中心にご講演をいただきます。

　また、本学会では、現場の生の声を聴くことを目的として、医療機関や介護施設などからの

発表や医療勤務環境改善支援をテーマとしたシンポジウムも企画し、開かれた公益社団法人と

しての使命を果たしたいと思っています。

　学会の開催時期には、ワクチン接種が終わり、ある程度落ち着いた日々が戻っているとは思

いますが、現地開催と収録Web 配信というハイブリット形式で開催いたします。

　現地開催では、感染対策を万全に行い、安心してご参加できるようにいたします。

　さらに、収録Web 配信では、簡便にご覧いただけるように検討しております。

　本大会は、福島県支部の役員、北海道・東北地区支部の役員を中心に実行委員の皆様により

開催準備、実行されます。また、関係者の皆様の応援、関係企業の応援をいただいており、皆

様の期待に応えるために決意をあらたにしているところです。

　結びに、本福島大会の開催に際し、多大なるご支援、ご協力を頂きましたすべての関係各位

に深甚なる謝意を表しますとともに、本大会が皆様にとりまして、盛大で有意義な学会になり

ますように祈念いたしまして、挨拶といたします。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会長・学会長　挨拶

特　別　講　演

医療・介護現場からの発表

開 会 式

「災害に対する病院のリスクマネジメント」
星　北斗（公益財団法人星総合病院 理事長／福島県医師会 副会長）

○「当病院はコロナにどう対応したか」
公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター　教授　澁川　悟朗

○「地域医療連携推進法人のコロナ対応」
一般社団法人酒田地区医師会十全堂　会長　佐藤　顕

○「コロナ対応のBCPの在り方」
公益財団法人磐城済世会　西元　晃

○「在宅医療推進・多職種連携の活動から見えた
　 地域包括ケアシステムの課題」

医療法人やすらぎ会　渡部　文江

○「地域包括ケアシステムへの経営対応」
医療法人寿芳会芳野病院　地域医療連携推進室室長／副看護部長　徳島　光一

○「福島県医業承継事業の取り組みとは」
一般社団法人福島県医師会　常任理事　石塚　尋朗

サテライト会場表彰式　次回引継

協会事業・活動紹介（サテライト）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

協会事業・活動紹介
※事前申込制でお弁当を提供予定（有料）

会員所属企業PR
（予定）

懇 親 会　３階 平安

懇親会の開催方法について現在検討中です。
開催方法が決定次第、別途ご案内いたします。

併設
展示会

◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月7日木 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム
◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月8日金 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム

ホワイエ Ⅰ～Ⅲ1日目 3階　平安

福島県における医療機関のＢＣＰの
現状と課題

渡邊　泰之（福島県支部）

健康福祉と防災のまちづくり―都市
型地域包括ケア構築とコンサルタ
ントの役割―　　 美留町　利朗（京都府支部）

異なるアプローチでＢＣＰに取り組
む福島県内の３事例の研究
森　清司（野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー（株））

オンライン資格確認と地域医療連
携の機能連携、将来のPHRへの道

河渕　博史

地域包括ケアシステムにおける薬
局の事業継続性を測る

小松　智徳（東京都支部　薬局価値創造研究会）

九州の在宅医療と主治医機能の実態から
みた、今後の「かかりつけ医」制度の考察
白木　秀典（保健医療経営大学 保健医療経営学部）

ウィズコロナ時代の大都市及び周
辺地域における在支診経営の課題

折笠　勉（在宅医療・訪問看護研究会）

コロナ禍における地域医療支援
吉崎　隆（医療環境情報研究所）

新型コロナ危機下でのクリニック二
極化と情報発信の有用性について

菅原　直樹（診療所研究会）

地域マネジメントを目指した自治
体（保険者）へのアプローチ
渡辺　尚浩（ＩＣＣリサーチ・アンド・アドバイザリー（株））

コロナ禍における地域医療体制を担保する
基盤として医療法人内の医学会運営の検討

春野　政虎（医療法人社団如水会 今村病院）

クリニックの事業承継対策　
～成功事例と失敗事例～　

庄司　日出幸（丸木医科器械株式会社）

施設整備における、設計から施工・運用
段階までを通した、施設情報のデジタル
化について　藤記　真（株式会社 藤記建築研究所）

150病院の賃金調査結果の報告
橋本　竜也（大阪府支部）

仮設病院の企画から運用まで
河崎　邦生（株式会社 内藤建築事務所）

閉 会 式

併設
展示会

賛 助
会 員
懇談会

勤務環境改善シンポジウム

演　者：
　１．厚生労働省医政局医事課
　　　医師等医療従事者の働き方
　　　改革推進室

　２．森　東
　　　公益財団法人星総合病院 
　　　病院長補佐

　３．脇　千香子
　　　株式会社MMPG 総研

2日目 3階　平安

会場1 会場2 ホワイエ Ⅰ～Ⅲ

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会　  会　長
第25回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 学会長

永山　正人

会場1 会場2
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認定登録　医業経営コンサルタント　
継続研修履修認定：2日間で12時間

一般演題

一般演題

1 2 3
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25分
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会場転換

5分休憩
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25分
講演
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25分
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25分
講演
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　日頃は、当協会の会務運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、今年は、2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災と原発事故から 10 年の

節目にあたります。また、昨年の 2 月ころから新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、現

在も社会・経済活動をはじめとして医療界に多くの影響を与えています。

　このような風水災害、大地震、感染症によるパンデミックは、いつ起こるかを予測すること

は困難ですが、これらの経験から学んだことを今後に生かすことは重要なことと考えています。

　現在、地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想による計画的な医療提供体制の整備にお

いては、地域医療関係者や地方自治体との連携を促進し、その存続を図ろうとしていますが、

この度のような新型コロナウイルス感染症の蔓延による医療機関の対応を考えた時、単体の医

療機関だけで地域医療を守ることは、困難であることを多くの人が認めるところだと思います。

　以上のような社会環境の変化は、医療機関における「危機管理」の重要性を再確認させられ

たように思います。つまり、危機管理は、災害発生に対する予知・予防の重要性もさることな

がらその影響を最小限度に抑え、危機状態から速やかに脱出と回復を図ることであると考えて

います。

　そこで、福島大会では、医業経営コンサルタントとして BCP（Business Continuity Plan）

の策定支援など災害時の医療機関支援を考える大会といたしたく、学会テーマを「備えあれば

憂いなし―地域包括ケアシステムを担保するBCPをめざす―」といたしました。

　特別講演には、福島県郡山市にある星総合病院の理事長　星 北斗先生より災害やパンデミッ

クにおける備え、また実際の経験や取り組みを中心にご講演をいただきます。

　また、本学会では、現場の生の声を聴くことを目的として、医療機関や介護施設などからの

発表や医療勤務環境改善支援をテーマとしたシンポジウムも企画し、開かれた公益社団法人と

しての使命を果たしたいと思っています。

　学会の開催時期には、ワクチン接種が終わり、ある程度落ち着いた日々が戻っているとは思

いますが、現地開催と収録Web 配信というハイブリット形式で開催いたします。

　現地開催では、感染対策を万全に行い、安心してご参加できるようにいたします。

　さらに、収録Web 配信では、簡便にご覧いただけるように検討しております。

　本大会は、福島県支部の役員、北海道・東北地区支部の役員を中心に実行委員の皆様により

開催準備、実行されます。また、関係者の皆様の応援、関係企業の応援をいただいており、皆

様の期待に応えるために決意をあらたにしているところです。

　結びに、本福島大会の開催に際し、多大なるご支援、ご協力を頂きましたすべての関係各位

に深甚なる謝意を表しますとともに、本大会が皆様にとりまして、盛大で有意義な学会になり

ますように祈念いたしまして、挨拶といたします。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会長・学会長　挨拶

特　別　講　演

医療・介護現場からの発表

開 会 式

「災害に対する病院のリスクマネジメント」
星　北斗（公益財団法人星総合病院 理事長／福島県医師会 副会長）

○「当病院はコロナにどう対応したか」
公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター　教授　澁川　悟朗

○「地域医療連携推進法人のコロナ対応」
一般社団法人酒田地区医師会十全堂　会長　佐藤　顕

○「コロナ対応のBCPの在り方」
公益財団法人磐城済世会　西元　晃

○「在宅医療推進・多職種連携の活動から見えた
　 地域包括ケアシステムの課題」

医療法人やすらぎ会　渡部　文江

○「地域包括ケアシステムへの経営対応」
医療法人寿芳会芳野病院　地域医療連携推進室室長／副看護部長　徳島　光一

○「福島県医業承継事業の取り組みとは」
一般社団法人福島県医師会　常任理事　石塚　尋朗

サテライト会場表彰式　次回引継

協会事業・活動紹介（サテライト）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

会員所属企業PR
（予定）

協会事業・活動紹介
※事前申込制でお弁当を提供予定（有料）

会員所属企業PR
（予定）

懇 親 会　３階 平安

懇親会の開催方法について現在検討中です。
開催方法が決定次第、別途ご案内いたします。

併設
展示会

◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月7日木 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム
◉学会テーマ 「備えあれば憂いなし　-地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす-」
■2021年10月8日金 

第25回日本医業経営コンサルタント学会　福島大会　プログラム

   医療・介護現場からの発表　6演題

ホワイエ Ⅰ～Ⅲ1日目 3階　平安

福島県における医療機関のＢＣＰの
現状と課題

渡邊　泰之（福島県支部）

健康福祉と防災のまちづくり―都市
型地域包括ケア構築とコンサルタ
ントの役割―　　 美留町　利朗（京都府支部）

異なるアプローチでＢＣＰに取り組
む福島県内の３事例の研究
森　清司（野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー（株））

オンライン資格確認と地域医療連
携の機能連携、将来のPHRへの道

河渕　博史

地域包括ケアシステムにおける薬
局の事業継続性を測る

小松　智徳（東京都支部　薬局価値創造研究会）

九州の在宅医療と主治医機能の実態から
みた、今後の「かかりつけ医」制度の考察
白木　秀典（保健医療経営大学 保健医療経営学部）

ウィズコロナ時代の大都市及び周
辺地域における在支診経営の課題

折笠　勉（在宅医療・訪問看護研究会）

コロナ禍における地域医療支援
吉崎　隆（医療環境情報研究所）

新型コロナ危機下でのクリニック二
極化と情報発信の有用性について

菅原　直樹（診療所研究会）

地域マネジメントを目指した自治
体（保険者）へのアプローチ
渡辺　尚浩（ＩＣＣリサーチ・アンド・アドバイザリー（株））

コロナ禍における地域医療体制を担保する
基盤として医療法人内の医学会運営の検討

春野　政虎（医療法人社団如水会 今村病院）

クリニックの事業承継対策　
～成功事例と失敗事例～　

庄司　日出幸（丸木医科器械株式会社）

施設整備における、設計から施工・運用
段階までを通した、施設情報のデジタル
化について　藤記　真（株式会社 藤記建築研究所）

150病院の賃金調査結果の報告
橋本　竜也（大阪府支部）

仮設病院の企画から運用まで
河崎　邦生（株式会社 内藤建築事務所）

閉 会 式

併設
展示会

賛 助
会 員
懇談会

勤務環境改善シンポジウム

演　者：
　１．厚生労働省医政局医事課
　　　医師等医療従事者の働き方
　　　改革推進室

　２．森　東
　　　公益財団法人星総合病院 
　　　病院長補佐

　３．脇　千香子
　　　株式会社MMPG 総研

2日目 3階　平安

会場1 会場2 ホワイエ Ⅰ～Ⅲ

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会　  会　長
第25回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 学会長

永山　正人

会場1 会場2

座
長…

眞
鍋
　
一
（
当
協
会
事
業
連
携
推
進
室
長
）

認定登録　医業経営コンサルタント　
継続研修履修認定：2日間で12時間

一般演題

一般演題

1 2 3
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第25回　日本医業経営コンサルタント学会

̶ 地域包括ケアシステムを担保するＢＣＰをめざす ̶

福島大会
備えあれば憂いなし

参加募集要項

〒102-0075  東京都千代田区三番町9-15  ホスピタルプラザビル5F
 TEL. 03-5275-6996　FAX. 03-5275-6991

■ アクセスマップ

ホテルハマツ
〒963-8578 福島県郡山市虎丸町 3 番 18 号
TEL 024（935）1111

【車】
 ■ 東北自動車道（東京より 3時間 30分）
 ■ 郡山 I.C. より 15分
 ■ 郡山南 I.C. より 20分
【電車】
■ JR郡山駅（東京駅から新幹線で最短78分、仙台駅から新幹線で最短35分）
〇 JR 郡山駅からバスでお越しの方（福島交通）
■ JR 郡山西口発（バスターミナル乗り場　7、8、9番ポール）→虎丸バス停
　市役所経由
【飛行機】
 ■ 福島空港から車で 50分

厚生労働省
独立行政法人福祉医療機構
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会
一般財団法人医療関連サービス振興会
公益財団法人医療機器センター
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構
一般財団法人医療情報システム開発センター
公益社団法人医療・病院管理研究協会
一般財団法人厚生労働統計協会
一般社団法人シルバーサービス振興会
公益社団法人全国自治体病院協議会
全国社会保険労務士会連合会
一般社団法人全国訪問看護事業協会
公益社団法人全国有料老人ホーム協会
公益社団法人全国老人福祉施設協議会
公益社団法人全国老人保健施設協会
公益社団法人全日本病院協会
公益財団法人テクノエイド協会
公益社団法人日本医師会
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会
日本医用光学機器工業会
一般社団法人日本医療機器学会
一般社団法人日本医療機器工業会
一般社団法人日本医療機器産業連合会
公益財団法人日本医療機能評価機構
一般社団法人日本医療・病院管理学会
一般社団法人日本医療福祉建築協会
一般社団法人日本医療福祉設備協会
一般社団法人日本医療法人協会
一般社団法人日本衛生検査所協会
一般社団法人日本介護支援専門員協会
公益社団法人日本介護福祉士会
一般社団法人日本画像医療システム工業会
公益社団法人日本看護協会
一般社団法人日本在宅介護協会
公益社団法人日本歯科医師会
公益社団法人日本診療放射線技師会
公益社団法人日本精神科病院協会
日本製薬工業協会
日本製薬団体連合会
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
一般社団法人日本病院会
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会
一般社団法人日本福祉用具供給協会
公益財団法人日本訪問看護財団
一般社団法人日本慢性期医療協会
公益社団法人日本メディカル給食協会
公益社団法人日本薬剤師会
一般社団法人日本ロボット学会
一般社団法人日本ロボット工業会
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会

（北海道・東北地区、隣接県）
福島県
郡山市
一般社団法人福島県医師会
公益社団法人福島県歯科医師会
一般社団法人福島県薬剤師会
公益社団法人全日本病院協会　福島県支部
一般社団法人日本病院会　福島県支部
一般社団法人郡山医師会
郡山商工会議所
公益財団法人郡山コンベンションビューロー
福島民報社
福島民友新聞社
一般社団法人北海道医師会
一般社団法人北海道歯科医師会
公益社団法人北海道看護協会
特定非営利活動法人北海道病院協会

公益社団法人青森県医師会
一般社団法人青森県歯科医師会
公益社団法人青森県看護協会
一般社団法人青森県薬剤師会
公益社団法人全日本病院協会　青森県支部
一般社団法人岩手県歯科医師会
一般社団法人日本病院会　岩手県支部
一般社団法人日本医療法人協会　岩手県支部
公益社団法人全日本病院協会　岩手県支部
一般社団法人岩手県私立病院協会
公益社団法人宮城県看護協会
公益社団法人山形県看護協会
公益社団法人全日本病院協会　山形県支部
一般社団法人茨城県医師会
公益社団法人茨城県歯科医師会
公益社団法人茨城県看護協会
公益社団法人全日本病院協会 茨城県支部
一般社団法人栃木県医師会
一般社団法人栃木県歯科医師会
公益社団法人栃木県看護協会
栃木県病院協会
一般社団法人栃木県私的病院協会
一般社団法人日本医療法人協会 栃木県支部
一般社団法人群馬県薬剤師会
一般社団法人群馬県病院協会
群馬県医療法人協会
一般社団法人新潟県医師会
公益社団法人新潟県看護協会
公益社団法人新潟県薬剤師会
一般社団法人日本医療法人協会 新潟県支部

（医業経営管理能力検定指定校）
広島国際大学
川崎医療福祉大学
日本福祉大学
保健医療経営大学
東京医療保健大学

後援団体

www.jahmc.or.jp

25  Congress
FUKUSHIMA 2021

25  Congress
FUKUSHIMA 2021

開催概要

医療・介護現場からの発表 ６題

学　生 2,000 円（当日受付のみ。学生証を受付に提示してください。）
10,000 円　事前割引料金【9/10 まで】8,000 円（会員・一般共通）

（現　地 ・ Web）

　／福島県医師会 副会長）

　を選択のうえ、お申込み

ください。学会開催中に会場での当日申し込みも可能です。

【収録Ｗｅｂ配信にお申込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 25 回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 実行委員会＞ 

学会長      永山 正人（会長）

副学会長     佐藤 吉弘（福島県支部）

 〃       菅原  治（学会・学術委員／福島県支部監事） 

実行委員長   澁谷 辰吉（福島県支部）

副実行委員長  吉田 和美（福島県支部長）

実行委員      大澤  允（福島県支部）

 〃          小野 秀樹（福島県副支部長）

 〃      菅野 克彦（  〃  ）

〃      坂本 喜一（  〃  ）

〃      佐藤 洋平（岩手県支部長）

〃      澁川 義満（福島県支部）

実行委員    鈴木 裕之（福島県副支部長）

　　〃　　　　　高橋 洋子（秋田県支部長）  

　　〃　　　　　竹内与志夫（理 事/宮城県支部長） 

　　〃　　　　　谷  幹夫（理 事/北海道支部長） 

　　〃　　　　　土田 一成（山形県支部長） 

　　〃　　　　　中村 広幸（青森県支部長） 

　　〃　　　　　西元  晃（福島県支部） 

　　〃　　　　　濵津 幸秀（    〃    ） 

　　〃　　　　　松浦 敏幸（福島県支部監事）        

　　〃　　　　　光本 孝一（福島県支部） 

　　〃　　　　　渡邊 泰之（    〃    ） 

　参 与　　　　滝田　康雄（郡山商工会議所 会頭） 

※括弧内役職は令和 3年 6月 1 日現在のものです。 
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　を選択のうえ、お申込み

ください。学会開催中に会場での当日申し込みも可能です。

【収録Ｗｅｂ配信にお申込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 25 回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 実行委員会＞ 

学会長      永山 正人（会長）

副学会長     佐藤 吉弘（福島県支部）

 〃       菅原  治（学会・学術委員／福島県支部監事） 

実行委員長   澁谷 辰吉（福島県支部）

副実行委員長  吉田 和美（福島県支部長）

実行委員      大澤  允（福島県支部）

 〃          小野 秀樹（福島県副支部長）

 〃      菅野 克彦（  〃  ）

〃      坂本 喜一（  〃  ）

〃      佐藤 洋平（岩手県支部長）

〃      澁川 義満（福島県支部）

実行委員    鈴木 裕之（福島県副支部長）

　　〃　　　　　高橋 洋子（秋田県支部長）  

　　〃　　　　　竹内与志夫（理 事/宮城県支部長） 

　　〃　　　　　谷  幹夫（理 事/北海道支部長） 

　　〃　　　　　土田 一成（山形県支部長） 

　　〃　　　　　中村 広幸（青森県支部長） 

　　〃　　　　　西元  晃（福島県支部） 

　　〃　　　　　濵津 幸秀（    〃    ） 

　　〃　　　　　松浦 敏幸（福島県支部監事）        

　　〃　　　　　光本 孝一（福島県支部） 

　　〃　　　　　渡邊 泰之（    〃    ） 

　参 与　　　　滝田　康雄（郡山商工会議所 会頭） 

※括弧内役職は令和 3年 6月 1 日現在のものです。 
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https://www.jahmc.or.jp  

( )  FAX 03-5275-6991

9 24 11 26

 

 

 

 9 10

8,000

9 11 ( )  

10,000

【個人情報の取り扱いについて】 

個人情報は、当協会個人情報保護方

針に基づき利用し、安全かつ厳密に

管理します。詳細は当協会ホームペ

ー ジ の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

(http://www.jahmc.or.jp/cgi-

bin/privacy/ )をご確認ください。 

□  

□  

□  

～～ 9 月月 10 日日((金金))のの振振込込ままでで

↓ 

参 加 費： 8,000 円

割引期間 

9 月 11 日(土)～ 9 月 24 日(金)
↓ 

参 加 費：10,000 円 

参加費は 2 日間有効です 

※お支払いされた参加費は、キャンセルの際にも原則としてご返金致しません。予めご了承ください。 

c-mori
取り消し線




