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すべての人に保健･医療･福祉サービスを

東京大会
第26回  日本医業経営コンサルタント学会

会　期 ： 令和4年［2022年］10月14日金
会　場 ： ホテルニューオータニ東京
主　催 ： 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会

10月15日以降
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開催概要
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＜第26回日本医業経営コンサルタント学会東京大会　実行委員会＞

学会長・大会長  川原　丈貴　（当協会会長）　　　　　
副大会長   竹田　　秀　（相談役/東京都支部）実行委員　  　谷　　進二　（東京都支部）
　 〃 　　　　 関　丈太郎　（当協会副会長）　　　　〃 　　　　手塚　浩通　（　　〃　　）
　 〃 　　　 　清水　正路　（埼玉県支部長）　　　　〃 　　　　外山　和也　（　　〃　　）
　 〃 　　　 　古澤　久志　（千葉県支部）　　　　　〃 　　　　永瀬　隆之　（　　〃　　）
　 〃 　　　 　山田　　修　（神奈川県支部長）　　  〃 　　　　道下　洋夫　（　　〃　　）
実行委員長   眞鍋　　一　（理事/東京都支部長） 　〃 　　　　三好　章樹　（　　〃　　）
副実行委員長   薄井　照人　（東京都副支部長）　　  〃 　　　　森田　仁計　（　　〃　　）　
　 〃 　　　　 柳　　雅夫　（東京都支部）　　　　　〃 　　　　横田　克彦　（　　〃　　）
実行委員   今村　　顕　（東京都副支部長）　　　〃 　　　　吉崎　　隆　（　　〃　　）
　 〃 　　　　 佐藤　由巳子（理事/東京都支部）　　 〃 　　　　脇　千香子　（　　〃　　）

※括弧内役職は令和4年7月1日現在のものです。
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開 会 式

　講演 Ⅰ

演題名：「持続可能な医業経営に向けた施策について」
 座長：永山　正人（当協会顧問・前会長）　演者：榎本健太郎（厚生労働省　医政局長）

「すべての人に保健・医療・福祉サービスを －持続可能な医業経営に向けて－」

10月 14日（金）会場開催プログラム

　講演 Ⅱ　

演題名：「医療を取り巻く現状と課題」
 座長：清水　正路（副大会長）　演者：松本 吉郎（公益社団法人日本医師会　会長）

※賛助会員懇談会を開催予定（調整中）
※演題名五十音順認定登録 医業経営コンサルタント　継続研修履修認定：12時間

（会場参加者でオンデマンド配信の視聴ログが確認できない場合は８時間の履修となります。）
※都合により、演者が変更になる可能性がございます。

第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会　 講師敬称略 10月15日（土）～11月30日（水）Web配信コンテンツ

1. 一般演題プログラム（各25～30分）

2. 10月14日の現地開催プログラム10月22日（土）より配信開始予定
3. その他演題は今後、追加予定となっており、追加演題につきましては当協会ホームページにて順次公開いたします。

医師事務作業補助者の就職支援について
～持続可能な医業経営のために～

激変の時代だからこそ全員参加の総力経営を実現する「経
営者の思考改革」

厚生局施設基準届出データを用いた薬局・法人規模別の
取組み分析
～持続可能な保険調剤のコンサルテーションに向けて～

公立病院における地域医療・介護ニーズに対応した病床機
能の再編

コロナ禍以降に求められる医療機関の組織活性化～医療勤
務環境改善支援センター事例

埼玉県の在宅医療特性と未来

新型コロナ発熱問診システムの地域医療連携システムでの
活用

地域の医師の高齢化について

過疎地域における公立病院の基本構想策定支援について

定期予防管理による歯科医院経営安定化についての分析

ニューノーマル時代における都市型診療所の診療スタイル
考察

某県自治体の感染症専門施設設置のための調査受託をとお
して得たこと

一般病床と療養病床における病棟編成の対応支援について

勤改センターにおける個別支援でＯＪＴ方式によるアドバ
イザー育成を経験した一例

高齢者の住まい事業　－診療所の成功事例－

国連SDGs “すべての人に”理念を地域包括ケアシステムと
の相互視座で考察する

持分なし医療法人へ２（4）つの移行方法・BCPの保証

椿本　由紀

三好　章樹

小松　智徳

横尾悠一朗

永瀬　隆之

源川　達也

河渕　博史

吉崎　　隆

山本　一郎

木村　泰久

杉山　正徳

外山　和也

能見　将志

江口　万里

浦上　誠

春野　政虎

岡田　雅子

自律進化組織研究所

東京都支部　
薬局価値創造研究会

総合メディカル株式会社
コンサルティング推進部

株式会社フェアアンド
イノベーション

在宅医療・訪問看護研究会

マルマンコンピュータ
サービス株式会社

医療環境情報研究所

総合メディカル株式会社
コンサルティング推進部

株式会社M&D医業経営
研究所

診療所研究会

一般社団法人
国際医療総合研究所

Ｍ＆Ｃパートナーコンサル
ティング

一般社団法人
国際医療総合研究所

ＮＣ・Ｃブレイン

医療法人社団如水会 今村
病院

株式会社グロスネット
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演　題　名 氏　名 所　属

※括弧内役職は令和 4年 9月 1日現在のものです。

5分休憩

5分休憩

　講演 Ⅲ　

演題名：「持続可能な病院経営を目指して」
 座長：竹田　秀（副大会長）　演者：相澤　孝夫（一般社団法人日本病院会　会長）

特別シンポジウム  

演題名：「医療政策の方向性と、実現のための
　　　　　　　　　　認定登録 医業経営コンサルタントへの期待」

 座長：川原　丈貴（学会長・大会長）
 演者：加藤　勝信（厚生労働大臣）
 　　　鴨下　一郎（前衆議院議員／元環境大臣）
 　　　安藤　高夫（前衆議院議員／医療法人社団永生会　理事長）
 　　　関　丈太郎（副大会長／認定登録 医業経営コンサルタント）

　講演 Ⅳ　

演題名：「ディズニー流　スタッフのモチベーションを向上させる仕組み」
 座長：古澤　久志（副大会長）
 演者：安孫子　薫（株式会社チャックスファミリー 代表取締役／　

　　　　　　　元東京ディズニーリゾート運営部長）

　JAHMC学会賞表彰式・次大会引き継ぎ

5分休憩

5分休憩

併

　設

　展

　示

　会

懇 親 会
（ガーデンタワー宴会場階（5階）鳳凰の間）

会場：ホテルニューオータニ東京 ザ・メイン 宴会場階（1 階） 芙蓉の間
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5分休憩

併

設

展

示

会

懇 親 会
（ガーデンタワー宴会場階（5階）鳳凰の間）

会場：ホテルニューオータニ東京 ザ・メイン 宴会場階（1 階） 芙蓉の間
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参加方法と申込方法について
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■ アクセスマップ

ホテルニューオータニ東京
〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1
TEL 03-3265-1111

【電車】
 ■赤坂見附駅 （東京メトロ 銀座線・東京メトロ 丸ノ内線）
 　D紀尾井町口　3分
 ■永田町駅 （東京メトロ 半蔵門線・東京メトロ 南北線）
 　7番口　3分
 ■麹町駅 （東京メトロ 有楽町線）　2番口　6分
【飛行機】
■羽田空港より
　モノレール → JR 浜松町駅より電車またはタクシー
　京浜急行→東京メトロ新橋駅より銀座線にて赤坂見附駅
■成田空港より
　成田エクスプレス → JR 東京駅より電車またはタクシー
　京成スカイライナー → 京成上野駅・JR上野駅より電車

〒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

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
公益社団法人地域医療振興協会
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経営学会
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
日本地域包括ケア学会
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

後援団体

www.jahmc.or.jp

（東京地区）
東京都
千代田区
公益社団法人全日本病院協会東京都支部
東京商工会議所
一般社団法人東京精神科病院協会
公益社団法人東京都医師会
公益社団法人東京都介護福祉士会
公益社団法人東京都看護協会
公益社団法人東京都歯科医師会
東京都社会保険労務士会
一般社団法人東京都病院協会
公益社団法人東京都薬剤師会
一般社団法人東京都老人保健施設協会
一般社団法人日本医療法人協会東京都支部

（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
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