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●実行委員会

学 会  長 永山　正人（当協会会長）

大 会  長 川原　丈貴（理事／東京都支部）

副大会長 竹田　　秀（相談役／東京都支部）

　  〃 関　丈太郎（東京都支部）

　  〃 清水　正路（埼玉県支部長）

　  〃 古澤　久志（千葉県支部長）

　  〃 山田　　修（神奈川県支部長）

実行委員長 眞鍋　　一（理事／東京都支部長）

副実行委員長 薄井　照人（東京都支部）

　  〃 柳　　雅夫（東京都支部）

実行委員 今村　　顕（東京都支部）

　  〃 佐藤由巳子（東京都支部）

　  〃 谷　　進二（東京都支部）

　  〃 手塚　浩通（東京都支部）

　  〃 道下　洋夫（東京都支部）

　  〃 三好　章樹（東京都支部）

　  〃 森田　仁計（東京都支部）

　  〃 横田　克彦（東京都支部）

　  〃 吉崎　　隆（東京都支部）

　  〃 脇　千香子（東京都支部）

オブザーバー 福田　昭一（理事／学会・学術委員会 委員長
／東京都支部）

※括弧内役職は令和4年2月1日現在のものです。
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協賛依頼書



協賛金募集要項

1．名　　称 第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会 協賛金
2．目　　的 第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会開催のため
3．目 標 額 6,000 , 000 円
4．金　　額 1 口 50 ,000 円
5．募集期間 2022年 2月 1日～2022年11月30日

（抄録集への掲載は2022年6月末お申込分まで）
6．使　　途 第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会の運営費用に充当
7．責 任 者 第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会　
　　　　　　　学会長　永山正人／大会長　川原丈貴／実行委員長　眞鍋　一
8．申込方法 申込書にご記入の上、下記までＦＡＸまたは郵送・Eメールにてお送
　　　　　　　りください。

〒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
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
Fax.03 -5275-6991

E-mail：gakkai@jahmc.or.jp

9．振 込 先 下記の銀行口座・郵便振替口座へお振り込みください。
◆三菱UF J 銀行　市ヶ谷支店　　　　　　　　 普通預金口座　1418693

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

◆ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座預金口座　0091612

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

◆郵便振替口座　00140-0 -91612

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

 ※請求書をご希望の際は、申込書にある請求書要欄にチェックしてください。

10．お問い合わせ （公社）日本医業経営コンサルタント協会　学会担当

〒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

フリーコール 0088-21-6996 TEL.03-5275-6996

E-mail：gakkai@jahmc.or.jp

各位

　謹啓　時下ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、このたび「第26回日本医業経営コンサルタント学会　東京大会」をホテルニューオータニ
東京（千代田区）において、開催する運びとなりました。
　今回は、学会テーマを「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-」といたしました。2015年の国連サミットで全ての加盟国が合意した、持続可能でより
よい社会の実現をめざす世界共通の目標である「SDGs（Sustainable Development Goals（持続可
能な開発目標））」をもとに、令和2年12月に出されたSDGs推進本部SDGsアクションプラン2021で
は、8つの優先課題に関する主な取組に「2.健康・長寿の達成」が挙げられています。アクション
プランでは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、保健医療体制の重要性が改めて確認さ
れた。この危機を乗り越えるに当たり、人間の安全保障の理念に立脚し、「誰の健康も取り残さな
い」という考えの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成に向け、目標を掲げ、強靭
かつ包摂的な保健システムの構築、感染症に強い環境整備を進める。」こととされています。
　新型コロナウイルス感染症の第5波では入院できずに亡くなる方もいらっしゃるなど、国民皆
保険であるにも関わらず適切な医療を受けられないケースがありました。すべての人に適切な
保健・医療・福祉サービスを提供するためには、医療提供体制の重要性を改めて認識しまし
た。そのためには持続可能な医業経営の確立が必要です。そこで、我々に何ができるのかを考
える大会にしたいと思っております。
　また、本学会では、新型コロナウイルス感染対策として会場開催を1日に縮小し、オンデマンド
配信を実施することといたしました。また、一般演題についてはすべてオンデマンド配信という
新しい形式での開催となります。
　つきましては、誠に恐縮ではございますが、第26回日本医業経営コンサルタント学会　東京大会
の趣旨にご賛同のうえ、ご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。
　なお、協賛の内容につきましては、下記のとおりとさせていただきますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。

謹白

記
　1.　大　会　期　日　【現地開催】 2022年10月14日（金）

【オンデマンド配信】 2022年10月15日（土）～ 11月30日（水）
　2.　会　　　場　ホテルニューオータニ東京
　3.　大会テーマ　「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-」
　4.　協賛金募集要項　別掲

開 催 予 算
（単位：千円）

支出の部収入の部
予　算項　目 予　算項　目

2,302
400
3,600
2,650
9,500
1,030
4,700
300
100

24,582

旅費交通費
通信運搬費
渉外費
印刷製本費
賃借料
講師謝金等
委託費
広告宣伝費
雑費

学会参加費
協賛金
広告料
その他

10,500
6,000
3,100
4,982

24,582 合　計 合　計 

１口につき２名様を大会・懇親会に無料ご招待いたします。
※懇親会は、社会情勢により変更となる場合がございます。
（通常の参加費 10,000円 懇親会費 10,000円）
招待状は9月より順次郵送いたします。
お申込み頂いた法人・個人については、当日の会場にお名前を掲示させて頂きます。



協賛金募集要項

1．名　　称 第 26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会 協賛金
2．目　　的 第 26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会開催のため
3．目 標 額  6 , 000 , 000 円
4．金　　額  1 口 50 , 000 円
5．募集期間  2022年 2月 1日～2022年11月30日

（ 抄録集への掲載は2022年6月末お申込分まで）
6．使　　途 第 26 回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会の運営費用に充当
7．責 任 者 第 26 回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会　
　　　　　　　学会長・大会長　川原丈貴／実行委員長　眞鍋　一
8．申込方法 申込書にご記入の上、下記までＦＡＸまたは郵送・Eメールにてお送
　　　　　　　りください。

〒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
　　　　　　　　　    公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会

　　　　　　　　Fax.03 -5275-6991
　　　　　　　　 E-mail：gakkai@jahmc.or.jp

9．振 込 先 下記の銀行口座・郵便振替口座へお振り込みください。
◆三菱UF J 銀行　市ヶ谷支店　　　　　　　　 普通預金口座　1418693

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

◆ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座預金口座　0091612

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

◆郵便振替口座　00140-0 -91612

　口座名：日本医業経営コンサルタント学会

 ※請求書をご希望の際は、申込書にある請求書要欄にチェックしてください。

10．お問い合わせ  （公社）日本医業経営コンサルタント協会　学会担当
〒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

フリーコール 0088-21-6996　TEL.03-5275-6996　

E-mail：gakkai@jahmc.or.jp

2022 年 2 月吉日
各位

第 26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会
学会長　永山　正人
大会長　川原　丈貴

実行委員長　眞鍋　　一

　謹啓　時下ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、このたび「第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会」をホテルニューオータニ
東京（千代田区）において、開催する運びとなりました。
今回は、学会テーマを「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-」といたしました。2015年の国連サミットで全ての加盟国が合意した、持続可能でより
よい社会の実現をめざす世界共通の目標である「SDGs（Sustainable Development Goals（持続可
能な開発目標））」をもとに、令和2年12月に出されたSDGs推進本部SDGsアクションプラン2021で
は、8つの優先課題に関する主な取組に「2.健康・長寿の達成」が挙げられています。アクション
プランでは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、保健医療体制の重要性が改めて確認さ
れた。この危機を乗り越えるに当たり、人間の安全保障の理念に立脚し、「誰の健康も取り残さな
い」という考えの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成に向け、目標を掲げ、強靭
かつ包摂的な保健システムの構築、感染症に強い環境整備を進める。」こととされています。
　新型コロナウイルス感染症の第5波では入院できずに亡くなる方もいらっしゃるなど、国民皆
保険であるにも関わらず適切な医療を受けられないケースがありました。すべての人に適切な
保健・医療・福祉サービスを提供するためには、医療提供体制の重要性を改めて認識しまし
た。そのためには持続可能な医業経営の確立が必要です。そこで、我々に何ができるのかを考
える大会にしたいと思っております。
また、本学会では、新型コロナウイルス感染対策として会場開催を1日に縮小し、オンデマンド

配信を実施することといたしました。また、一般演題についてはすべてオンデマンド配信という
新しい形式での開催となります。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、第26回日本医業経営コンサルタント学会 東京大会

の趣旨にご賛同のうえ、ご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。
なお、協賛の内容につきましては、下記のとおりとさせていただきますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。

謹白
記

1.　大 会 期 日　【現地開催】 2022年10月14日（金）
【オンデマンド配信】 2022年10月15日（土）～ 11月30日（水）

2.　会　　　場　ホテルニューオータニ東京
3.　大会テーマ　「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-」
4.　協賛金募集要項　別掲

開 催 予 算
（単位：千円）

支出の部収入の部
予　算項　目 予　算項　目

2,302
400
3,600
2,650
9,500
1,030
4,700
300
100

24,582

旅費交通費
通信運搬費
渉外費
印刷製本費
賃借料
講師謝金等
委託費
広告宣伝費
雑費

学会参加費
協賛金
広告料
その他

10,500
6,000
3,100
4,982

24,582 合 計 合 計 

１口につき２名様を大会・懇親会に無料ご招待いたします。
※懇親会は、社会情勢により変更となる場合がございます。
（通常の参加費　10,000円　懇親会費　10,000円）
招待状は9月より順次郵送いたします。
お申込み頂いた法人・個人については、当日の会場にお名前を掲示させて頂きます。



１口につき２名様を大会・懇親会に無料ご招待いたします。
※懇親会は、社会情勢により変更となる場合がございます。
招待状は9月より順次郵送いたします。
お申込み頂いた法人・個人については、当日の会場にお名前を掲示させて頂きます。

協賛金申込書
第26回 日本医業経営コンサルタント学会 東京大会
学会長　永山　正人 殿 

　　　　年　　月　　日 

第26回 日本医業経営コンサルタント学会 東京大会の趣意に賛同して、下記のとおり協
賛金を申し込みます。 

お支払予定日： 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　（請求書　□要　□不要）
　　　　　　　　 （請求書を希望された場合、【宛名：貴社名】【送付先：ご住所＋貴社名＋ご担当者様】

へ郵送いたします）
　 

（公社）日本医業経営コンサルタント協会　学会担当
〒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

ﾌﾘｰｺｰﾙ 0088-21-6996  Tel 03-5275-6996  Fax 03-5275-6991  E-mail gakkai@jahmc.or.jp

（公社）日本医業経営コンサルタント協会　学会担当　行

FAX 03-5275-6991　TEL 0088-21-6996（フリーコール）

振込先： 
□ 三菱ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店　普通預金口座　1418693
□ ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座預金口座　0091612
□ 郵便振替口座　00140-0-91612
　 　口座名／日本医業経営コンサルタント学会

お振込み予定口座の□欄に　 印をお付けください

※郵便振替については本申込書受信後に振替用紙（手数料無料）を郵送いたします 

貴社名：

代表者名：

ご住所：

電　話：

ご担当者：

〒　　  - 

Eメール：

役職　　　　　　　　　　　　　　　氏名

口、　　 金　　　　　　　　　　　　　　円　　（協賛金1口   50,000円）

貴社名及び代表者名を抄録集等に掲載いたしますので正式名称でご記入ください。
記入内容に変更がありましたら、下記連絡先にご一報ください

（抄録集への掲載は2022年6月末お申込分まで）




