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2018年（平成30年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第361回 1月15日（月）

国際医療福祉大学　池田俊也
共催：東アジア共同体評議会、

　：マヒドン大学「グローバル・ヘルス」プログラム、
　：国際医療福祉大学

国際シンポジウム
東アジアにおける強靭な保健協力ネットワークの構築に向けて

Vol.55-3

第362回 2月4日（日）
多摩大学　真野　俊樹
共催：一般社団法人ＭＱＭA

国際認証を使ったパフォーマンス向上 Vol.55-3

第363回 3月17日（土）
東京女子医科大学　　寺崎　仁
共催：東京女子医科大学

　：女子医大医師会
医療政策から見た平成30年診療報酬改定の評価 Vol.55-3

第364回 4月21日（土） 川崎医療福祉大学　岡田　美保子 病院における診療データの利活用 Vol.55-4

第365回 5月19日（土）
札幌医科大学　山本武志
共催：第44回日本保健医療社会学会大会シンポジウム

ヘルス・ガバナンスの可能性：地域から考える保健医療の未来 掲載予定

第366回 6月20日（水） 京都大学　今中　雄一 医療の質指標ＱＩの新たな挑戦 Vol.55-4

第367回 7月7日（土)
藤田保健衛生大学 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

医療技術評価の理解と展望 Vol.55-4

第368回 9月29日（土） 日本大学　　根東義明 エキスパートに学ぶ ー医療における経営と質・安全のサイエンスー 掲載予定

第369回 11月15日（木） 産業医科大学　松田　晋哉 地域医療構想における慢性期のあり方を考える 掲載予定

第370回 12月8日（土） 昭和大学　　上條　由美 働き方改革について 掲載予定

2017年（平成29年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第351回 1月22日（金） 日本大学　根東　義明 医療バランス・スコアカードから考える医療管理の未来 Vol.52-3

第352回 3月5日（土） 千葉大学 　中山　茂樹 病院外来診療部の最新の動向と病院内の位置づけ Vol.52-3

第353回 3月25日（土） 兵庫県立大学 小山　秀夫
「病院管理学の到達点」～病院機能を発揮し、病院運営管理を徹底することで
得られる果実とはなにか～

Vol.52-3

第354回 4月23日（土） 沖縄国際大学  安次　富郁哉 地域ケアを考える～一人にしない～ Vol.52-3

第355回 5月18日（水） 東京大学  水流　聡子 地域医療連携にかかる「移行」の質向上にむけて―移行の判断に必要な情報を集める Vol.52-3

第356回 6月25日（土） 九州大学   馬場園　明 医療の質をめぐって Vol.52-4

第357回 7月16日（土)
藤田保健衛生大学 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

病院管理学の新たな展開　―国民の求める健康者会の実現を求めて― Vol.52-4

第358回 10月15日（土） 東邦大学　長谷川　友紀 医療事故調査制度について Vol.53-1

第359回 12月3日（土） 慶應義塾大学 　吉村　公雄 ストレスチェック制度と病院の対応 Vol.53-1

第360回 12月17日（土） 横浜市立大学 　勝山　貴美子 プロフェッショナリズムと倫理教育 Vol.53-2

2016年（平成28年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載
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第341回 1月22日（金） 日本大学　根東　義明 医療バランス・スコアカードから考える医療管理の未来 Vol.52-3

第342回 3月5日（土） 千葉大学 　中山　茂樹 病院外来診療部の最新の動向と病院内の位置づけ Vol.52-3

第343回 3月28日（月） 産業医科大学 　松田　晋哉 地域医療構想について Vol.52-3

第344回 4月23日（土） 沖縄国際大学 　 安次　富郁哉 地域ケアを考える～一人にしない～ Vol.52-3

第345回 5月18日（水） 東京大学 　水流　聡子
地域医療連携にかかる「移行」の質向上にむけて―移行の判断に必要な情報を集め
る方法論―

Vol.52-3

第346回 6月25日（土） 九州大学 　馬場園　明 医療の質をめぐって Vol.52-4

第347回 7月16日（土)
愛知県医師会総合政策研究機構 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

病院管理学の新たな展開　―国民の求める健康者会の実現を求めて― Vol.52-4

第348回 10月15日（土） 東邦大学　長谷川　友紀 医療事故調査制度について Vol.53-1

第349回 12月3日（土） 慶應義塾大学 　吉村　公雄 ストレスチェック制度と病院の対応 Vol.53-1

第350回 12月17日（土） 横浜市立大学 　勝山　貴美子 プロフェッショナリズムと倫理教育 Vol.53-2

2015年（平成27年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第331回 1月31日（土） 済生会熊本病院 　副島　秀久 医療情報の活用と医療プロセスの改善　～電子カルテを活用して～ Vol.52-3

第332回 2月17日（火） 工学院大学  長澤　泰 病院建築の国際化をめざして Vol.52-3

第333回 2月17日（火） 広島国際大学  白髪　昌世 2025年問題と病院経営 ― 病院医療の役割と期待される人材 ― Vol.52-3

第334回 4月25日（土） 聖路加国際大学   井部　俊子 People-Centered Care (PCC) と地域包括ケア Vol.52-3

第335回 5月30日（土） 国際医療福祉大学   池田　俊也 これからの医療経営 Vol.52-3

第336回 6月10（水） 京都大学 　今中　雄一 地域医療構想時代の組織変革　― 魅力発信の医療介護経営 ― Vol.52-4

第337回 7月18日（土）
愛知県医師会総合政策研究機構 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

地域医療ビジョンと病院管理 Vol.52-4

第338回 9月12日（土） 東京女子医科大学　　上塚　芳郎 2025年問題と医療と介護の連携 Vol.53-1

第339回 10月31日（土) 多摩大学   真野　俊樹 さまざまな知恵を結集した医療経営 Vol.53-1

第340回 12月19日（土） 青森県立保健大学  上泉　和子 健やかな力（ヘルスリテラシー：Health Literacy）向上をめざして Vol.53-2

2014年（平成26年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第321回 1月 26日（日） 東京医科歯科大学　川渕　浩一
地域医療マネジメントの可視化
―医療の質の向上と効率化の同時達成を目指して

Vol.50-2
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第322回 2月22日（土） 慶應義塾大学　池上　直己
終末期医療の展望
―国際動向と日本の現状―

Vol.50-3

第323回 3月7日（金） 横浜市立大学附属市民総合医療センター　寺崎　仁
中小病院の医療安全の支援を考える
―院外資源の活用と横浜市における取り組みについて―

Vol.50-3

第324回 4月17日（木）
筑波大学医学医療系保健医療政策学・医療経済学　大久保
一朗

地域活性化における大学病院の役割 Vol.50-3

第325回 5月17日（土）
九州大学大学院
医学研究院　医療経営・管理学講座　馬場園　明

医療の質における対策と政策 Vol.50-3

第326回 6月28日（土） 国立保健医療科学院　今井　博久
医薬品・医療機器のアセスメントとアプレイザル
―費用対効果の評価方法と意思決定―

Vol.50-3

第327回 7月26日（土）
愛知県医師会総合政策研究機構 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

地域医療連携におけるデータの利活用 Vol.50-4

第328回 10月26日（日） 川崎医療福祉大学　岡田　美保子 診療情報連携 - 何のために・誰のために・何を Vol.51-1

第329回 11月22日（土） 昭和大学  有賀　徹 病院のBCP（病院機能存続プラン）について

第330回 12月13日（土） 東北大学  伊藤　道哉 在宅医療・介護連携 - 在宅看取りを増やすために Vol.51-1

2013年（平成25年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第311回 １月20日（日） 多摩大学　真野　俊樹 シンポジウム「医療と介護の今後を探る」 Vol.50-2

第312回 2月17日（日） 東京女子医科大学　上塚　芳郎 新春を迎えて、これからの医療・介護の展望 Vol.50-3

第313回 3月22日（金） 日本大学　梅里　良正 ITと医療安全 Vol.50-3

第314回 4月23日（火） 千葉大学　中山　茂樹
ニュータウンの高齢化問題
- 千葉海浜地区集合住宅地の課題 -

Vol.50-3

第315回 5月25日（土） 自治医科大学　長谷川　剛 リスクとのつきあい方-リスクの統治：社会学・人類学の視点 Vol.50-3

第316回 6月15日（土） 沖縄国際大学　安次富　郁哉
地域包括ケアを考える
～住み慣れた地域で老いる～

Vol.50-3

第317回 7月20日（土）
愛知県医師会総合政策研究機構 　加藤　憲
共催：東海病院管理学研究会

看護におけるHealthy Work Environmentとは何か？ Vol.50-4

第318回 10月30日（水） 東京大学　水流 聡子
医療の質向上への取り組み
-　比較による問題特定と改善　-

Vol.51-1

第319回 11月11日（日） 産業医科大学　松田　晋哉 医療介護レセプトの総合分析

第320回 12月8日（日）
東邦大学
長谷川　友紀

高齢化による疾病構造変化と社会的負担への対応 Vol.51-1

2012年（平成24年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第301回 1月27日（金） 
東京医科大学
共催：日本医師会

シンポジウム
「ダイバーシティから考える若手女性医師のキャリア」

Vol.48-2

第302回 2月18日（土） 川崎医療福祉大学 医療機関における情報システムの目的と評価 Vol.48-2
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第303回 3月7日（水） 筑波大学 個別化医療の臨床研究と経済評価

第304回 4月21日（土） 済生会熊本病院
時代の趨勢に対応する人事制度
― 医師及び病院幹部の人事考課と処遇反映について ―

Vol.48-3

第305回 5月12日（土） 工学院大学 最近気になる病院建築の・・・・・ Vol.48-3

第306回 6月2日（土） 広島国際大学
シンポジウム
「社会保障と税の一体改革　- これからの医療経営 -」

第307回 8月4日（土）
藤田保健衛生大学
共催：第182回東海病院管理学研究会

シンポジウム
介護予防・健康政策マネジメントの新潮流 ― 社会環境や格差への着目

Vol.48-4

第308回 9月1日（土） 聖路加看護大学
ヨーロッパと日本の交代制勤務
看護師の健康な働き方を考えよう

Vol.49-1

第309回 11月7日（水）
京都大学
共催：日本医師会

「医師のキャリアパスと地域医療・男女共同参画の推進」 Vol.49-2

第310回 12月22日（土） 青森県立保健大学 被災経験から学ぶ病院の備え Vol.49-2

2011年（平成23年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第291回 1月23日（日）

琉球大学
併催：全日本鍼灸学会用語委員会「鍼灸の標準化を考える会」
　　　：厚生労働科学研究（H22-医療-一般-013）
　　　　公開シンポジウム「東洋医学の国際標準化の過程（中間
報告）

東洋医学の情報学的な標準化を考える Vol.48-2

第292回 2月19日（土） 慶應義塾大学 大学病院のこれから Vol.48-2

第293回 3月5日（土） 九州大学 高齢者の長期ケアと居住系サービス

第294回 4月23日（土） 昭和大学 継続的な病院機能評価と職員による自己評価について Vol.48-3

第295回 5月28日（土） 横浜市立大学 シンポジウム：「総合医」構想の見直しと地域医療を支える新たな動き Vol.48-3

第296回 7月 東北大学　（震災の影響により中止）

第297回 7月16日（土）
藤田保健衛生大学
共催：東海病院管理学研究会

経営工学から病院マネジメントを考える Vol.48-4

第298回 10月22日(土) 広島大学病院 「広域災害に備えるミニマムデータセット」何を、どう創り、どう活用するか Vol.49-1

第299回 11月6日（日）
東京医科歯科大学
共催：第7回 病院可視化ネットワーク研究会

病院マネジメントの可視化
―医療の質の向上と効率化の同時達成化の同時達成を目指して

Vol.49-2

第300回 12月24日（土） 国際医療福祉大学 これからの日本の社会保障のあり方を考える Vol.49-2

2010年（平成22年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第281回 1月31日（日）
聖路加看護大学
（共催：日本看護管理学会）

病院を「学習する組織」にするには Vol.47-2

第282回  2月28日（日） 東邦大学 「経済連携協定（EPA）による外国人看護師・介護士の受け入れの現状と課題」 Vol.47-2

第283回 3月13日（土） 日本大学 「医療の質と病院機能評価」 Vol.47-3
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第284回 4月17日（土） 自治医科大学 「臨床倫理とナラティブ」 Vol.47-3

第285回 5月29日（土） 東京女子医科大学
“特定看護師”モデル事業実施へ
－「職能・職域の見直しを伴うチーム医療推進が病院医療に与えるインパクト」
－

Vol.47-3

第286回 6月25日（金） 千葉大学 シンポジウム 「地域に必要な医療と公的病院建築の質」 Vol.48-1

第287回 7月24日（土）
藤田保健衛生大学
共催： 東海病院管理学研究会

「医療従事者の的確な評価と仕事環境を考える」 Vol.47-4

第288回  9月11日（土） 産業医科大学 「DPCと医療計画」

第289回 11月26日（金）
東京大学
共催：ISPOR 日本部会

「医療経済評価の制度への活用 」

第290回 12月10日（金）
国立保健医療科学院
共催：均てん化推進事業研究会

都道府県がん対策推進計画の評価と推進
～都道府県のアクションプランをどう進めていくか～

Vol.48-1

2009年（平成21年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第271回 1月24日（土） 国際医療福祉大学 シンポジウム「地域医療福祉ネットワークと連携パス」 Vol.46-2

第272回 2月21日（土） 東京医科大学 シンポジウム「地域医療連携　パートⅡ」 Vol.46-2

第273回 3月21日（土） 川崎医療福祉大学
「医療情報化と医療連携」
- 院内クリニカルパスから広域電子カルテネットワークまで -

Vol.46-3

第274回 4月25日（土） 順天堂大学 「郡市区医師会主導による地域医療連携の構築」

第275回 5月30日（土） 済生会熊本病院 「熊本の医療連携の現状と今後の課題」 Vol.46-4

第276回 6月20日（土） 筑波大学 シンポジウム「ヒューマン・ケア科学の視点からみた地域医療福祉のあり方」 Vol.46-3

第277回 7月15日（水）
藤田保健衛生大学
（共催： 東海病院管理学研究会）

「病院マネージメント改革をどう進めるか」 Vol.46-4

第278回 9月19日（土） 京都大学 「医療制度再構築への学術的アプローチ」 Vol.46-4

第279回 11月6日（金） 青森県立保健大学 テーマ「新人看護職員研修を考える」

第280回 12月12日（土）
広島国際大学
（共催：広島国際大学医療経営学科第39回医療経営セミナー）

テーマ「かかりつけ医機能と地域連携について」
- 病院運営の工夫と今後の課題 –

Vol.47-1

2008年（平成20年）度開催　日本医療・病院管理学会　例 会
開催日 担　当　校 主　題　・　テーマ 抄録掲載

第261回 1月26日(土)
産業医科大学
（後援：北九州市・北九州医師会）

「地域ケアネットワーク整備の理想と現実－排尿ケアに焦点を当て－」 Vol.45-2

第262回 2月16日（土） 慶應義塾大学 「日本医療・病院管理学会の使命と今後の学術交流、連携・協力について」 Vol.45-2

第263回 3月7日（金） 国立保健医療科学院 「療養病床転換　Up to Date」 Vol.45-2

第264回 4月5日（土） 昭和大学 「病院医療の質の向上－安全管理サーベイと職員自己評価の試み」 Vol.45-3
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第265回 1月19日（土） 東北大学 「健康づくりと医業経営」 Vol.45-2

第266回 6月28日（土） 横浜市立大学 「メディエーションという方法の有効性を考える」

第267回 7月12日（土）
藤田保健衛生大学
（共催： 東海病院管理学研究会）

「医療再生へ向けた診療情報のあり方」 Vol.45-4

第268回 9月6日（土） 工学院大学 「地域医療福祉を支える社会システムデザインの可能性」 Vol.45-4

第269回 10月18（土）
広島大学
（共済：日本医療情報学会中国四国支部医療情報技師生涯研
修セミナー）

ワークショップ
「複雑化する病院情報システムの管理～医療情報技師に求められる役割と
は？～」

Vol.46-1

第270回 12月7日(日)
東京医科歯科大学
（共催：第6回 病院可視化ネットワーク研究会）

「病院マネジメントの可視化 －
医療の質の向上と効率化の同時達成を目指して」

Vol.46-1
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