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第 1 日目 [10 月 8 日　 ］土

第

1
日

全日病委員会企画

全日病委員会企画
第5会場［熊本市国際交流会館 6F ホール］

日本医業経営コンサルタント協会企画 13:00 ～ 14:30　

2016 年診療報酬改定の影響と 2018 年同時改定の展望
～医療機関が 2 年以内に取り組むべき課題～

講　　師： 酒井　麻由美 株式会社ヘルスケア経営研究所

医療の質向上委員会企画 10:20 ～ 11:50　

医療事故調査制度の概要と対応の問題

座　　長：

講　　師：

飯田　修平

永井　庸次

公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　医療の質向上委員会　委員長
公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院　理事長　院長

長谷川　友紀

公益社団法人　全日本病院協会　常任理事　
公益社団法人　全日本病院協会　医療の質向上委員会　副委員長
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　院長

公益社団法人　全日本病院協会　医療の質向上委員会　特別委員
東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野　教授

飯田　修平 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　医療の質向上委員会　委員長
公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院　理事長　院長
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第 1 日目 [10 月 8 日 　]

第

1
日

土全日病委員会企画

病院機能評価委員会企画 14:40 ～ 16:10　

機能評価受審の問題点　－いかに解決して再更新したか－

座　　長：

講　　師：

木村　厚 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　病院機能評価委員会　委員長
社会医療法人一成会　木村病院　理事長　院長

病院のあり方委員会企画16:20 ～ 17:50　

病院のあり方に関する報告書　2015-2016 年版

座　　長：

講　　師：

徳田　禎久

猪口　雄二

公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　委員長
社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院　理事長　院長

公益社団法人　全日本病院協会　副会長
公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　担当副会長
医療法人財団寿康会　寿康会病院　理事長

長谷川　友紀 公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　特別委員
東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野　教授

木村　厚

川嶌　眞之

公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　委員
社会医療法人一成会　木村病院　理事長　院長

公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　委員
社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院　院長

飯田　修平 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　病院のあり方委員会　委員
公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院　理事長　院長

坂　宗久

内賀嶋　英明

社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院　院長

一般財団法人杏仁会　江南病院　院長

小野寺　都留子 医療法人財団寿康会　寿康会病院　看護部長

美原　盤 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院　院長
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第 1 日目 [10 月 8 日　 ］土

第

1
日

全日病委員会企画

第8会場［熊本ホテルキャッスル　２F キャッスルホール A］

医療保険・診療報酬委員会企画 10:20 ～ 11:50　

平成 28 年度診療報酬改定後の動向

座　　長：

講　　師：

猪口　雄二 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
公益社団法人　全日本病院協会　医療保険・診療報酬委員会　委員長
医療法人財団寿康会　寿康会病院　理事長

太田　圭洋 医療保険・診療報酬委員会　委員
社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院　理事長

仲井　培雄 地域包括ケア病棟協会　会長
医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　理事長

安藤　高朗 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
医療法人社団永生会　永生病院　理事長

救急・防災委員会企画 13:00 ～ 14:00　

熊本地震における全日病災害対策本部・AMAT の対応を検証する

座　　長：

講　　師：

猪口　正孝 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
救急・防災委員会　副委員長
平成立石病院　理事長

大桃　丈知 公益社団法人　全日本病院協会　救急・防災委員会委員
医療法人直和会　平成立石病院　副院長

安藤　高朗 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
医療法人社団永生会　永生病院　理事長

金澤　知徳 医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院　理事長
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第 1 日目 [10 月 8 日 　]

第

1
日

土全日病委員会企画

人間ドック委員会企画 14:10 ～ 16:10　

救命救急現場の自殺症例からひもとく健診・メンタルヘルスケアの重要性

座　　長：

講　　師：

西　昂 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
人間ドック委員会　委員長
医療法人康雄会　西病院　理事長

布施　理美 警察庁警察大学校講師
医学博士（東京大学大学院医学系研究科）
欧州災害医療学会　名誉会員
日本医科大学救急医学教室特別研究員

医療従事者委員会企画 16:20 ～ 17:50　

病院事務長研修及び看護部門長研修の成果
―病院事務長研修の優秀演題発表―

座　　長：

講　　師：

井上　健一郎

萩原　正英

公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　医療従事者委員会　委員長
社会医療法人春回会　井上病院　理事長

㈱日本経営支援センター　代表取締役社長

池上　直己 公益社団法人　全日本病院協会　医療従事者委員会　特別委員
聖路加国際大学　特任教授

風間　宏幸

斉藤　靖枝

医療法人社団明生会セントラル病院　事務長

公益社団法人　全日本病院協会　医療従事者委員会　委員
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院　看護副部長

饒平名　美千代 医療法人博愛会牧港中央病院　事務長

第9会場［熊本ホテルキャッスル　２F キャッスルホールＢ］

日本メディカル給食協会企画 13:00 ～ 14:30　

「スポーツ栄養学」基礎研究から現場へ
座　　長： 吉田　憲史 公益財団法人　日本メディカル給食協会　会長

講　　師： 寺田　新 東京大学　大学院総合文化研究科生命環境科学系　
　准教授　博士（人間科学）

大津賀　祐介 ＪＦＡアカデミー熊本宇城　アスレティックトレーナー

袴田　祥子 株式会社ＬＥＯＣ　事業人事部

シンポジスト：
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日

第

日

2

第 2 日目 [10 月 9 日　 ］全日病委員会企画

第1会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール） ２F 大会議室］

プライマリ・ケア検討委員会企画 8:30 ～ 10:00　

社会の変化に病院はどう対応すべきか　
－プライマリ・ケアと医師確保の視点から－
座　　長：

講　　師：

藤井　久丈 公益社団法人　全日本病院協会　富山県支部長
公益社団法人　全日本病院協会　プライマリ・ケア検討委員会　委員
医療法人社団藤聖会　八尾総合病院　理事長・院長

織田　正道 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
社会医療法人祐愛会　織田病院　理事長

一瀬　直日 赤穂市民病院　内科部長

木村　眞司 一般社団法人　日本プライマリ・ケア連合学会　副理事長

宮地　千尋 公益社団法人全日本病院協会　理事
公益社団法人　全日本病院協会　プライマリ・ケア検討委員会　委員
医療法人明倫会　宮地病院　理事長・院長

武内　和久 アクセンチュア株式会社　マネジング・ディレクター

第5会場［熊本市国際交流会館 6F ホール］

高齢者医療介護委員会企画 9:00 ～ 10:30　

病院・施設における身体拘束の現状と予防策
座　　長：

講　　師：

木下　毅 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　介護保険制度委員会　委員長
医療法人愛の会　光風園病院　理事長

本庄　弘次 医療法人弘生会　本庄内科病院　理事長
公益社団法人　全日本病院協会　高齢者医療介護委員会　委員

加藤　綾子 特別養護老人ホーム　アミーキ　施設長

梅崎　亜希子 医療法人愛の会　光風園病院　看護部長

栃本　一三郎 上智大学 総合人間科学部 社会福祉学科　教授
公益社団法人　全日本病院協会　介護保険制度委員会　特別委員
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土

日

第

日第 2 日目 [10 月 9 日 　]

2

全日病委員会企画

医業経営・税制委員会企画 10:30 ～ 12:00　

地域医療連携推進法人の設立に向けて
座　　長：

講　　師：

中村　康彦 公益社団法人　全日本病院協会　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　医業経営・税制委員会　委員長
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院　理事長

佐藤　美幸 厚生労働省　医政局医療経営支援課　課長

神野　正博 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　理事長

金田　道弘 社会医療法人緑壮会　金田病院　理事長

広報委員会企画 13:20 ～ 14:50　

病院の広報戦略　－先進的な広報活動を知る－
座　　長：

講　　師：

高橋　　肇 公益社団法人　全日本病院協会　常任理事
公益社団法人　全日本病院協会　広報委員会　委員長
社会医療法人　高橋病院　理事長

石川　賀代 公益社団法人　全日本病院協会　広報委員会　委員
社会医療法人石川記念会　HITO 病院　理事長　病院長

相良　吉昭 社会医療法人博愛会　相良病院　理事長

田中　志子 医療法人大誠会　内田病院　理事長

小森　直之 公益社団法人　全日本病院協会　広報委員会　副委員長
医療法人社団恵仁会　なぎ辻病院　理事長
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日

第

日

2

第 2 日目 [10 月 9 日　 ］全日病委員会企画

第6会場［熊本市国際交流会館 5F 大広間］

看護師特定行為研修検討プロジェクト委員会企画 13:20 ～ 14:50　

これからどうなる看護師特定行為研修
座　　長：

講　　師：

神野　正博 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
公益社団法人　全日本病院協会
　看護師特定行為研修検討プロジェクト委員会　委員長
社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　理事長

岩澤　和子 厚生労働省　医政局看護課　課長

工藤　潤 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院　看護担当特任副院長

美原　盤 公益社団法人　全日本病院協会　副会長
公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院　院長

池上　直己 公益社団法人　全日本病院協会
　看護師特定行為研修検討プロジェクト委員会　特別委員
聖路加国際大学　特任教授

江村　正 公益社団法人　全日本病院協会
　看護師特定行為研修検討プロジェクト委員会　特別委員
佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター　専任副センター長（准教授）

コメンテーター：
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