
開催日 テーマ 講師名 開催場所

講演
　「視界ゼロ時代の病院経営」

川渕　孝一　氏
　日医総研

講演
　「医療事故とリスクマネジメント」

児玉　安司　氏
　弁護士

特別講演
　「日本における人事革新のトレンド」

田中　滋　氏
　株式会社ヘイコンサルティング　グループ社長

特別講演
　「病院経営における危機管理」

佐々　淳行　氏

講演
　「医療制度改革のゆくえ」

西村　周三　氏
　京都大学経済学部教授

講演
　「医療制度改革と病院経営　～市場の観点から」

渡辺　英克　氏
　みずほ証券株式会社シニアアナリスト

講演
　「行政に依存しない病院経営　九州からの報告」

信友　浩一　氏
　九州大学大学院　医療システム学教室教授

特別講演
　「需要創出の経営」

大星　公二　氏
　株式会社NTTドコモ　会長

講演
　「医療改革とこれからの病院経営」

盛　宮喜　氏
　日経メディカル開発　顧問

特別講演
　「高齢化大好機」

堺屋　太一　氏
　作家、元経済企画庁長官

講演
　「最近の董仙会の取組み」

神野　正博　氏
　恵寿総合病院理事長・院長

特別講演
　「医療改革について」

大井川　和彦　氏
　マイクロソフトアジアリミテッド執行役員、元経済産業省

講演
　「21世紀初頭の医療改革と病院の選択」

二木　立　氏
　日本福祉大学　社会福祉学部教授

特別講演
　「経営革新とリーダーシップ」

北城　恪太郎　氏
　株式会社日本アイ・ビー・エム　代表取締役会長

講演
　「バランスト・スコアカードによる戦略的病院経営」

高橋　淑郎　氏
　日本大学商学部教授

特別講演
　「環境変化に対応するトヨタ式経営」

若松　義人　氏
　カルマン株式会社　代表取締役社長

特別講演
　「DPCの今後」

福田　祐典　氏
　厚生労働省保険局企画官

座長：

　神野　正博　氏
　　恵寿総合病院院長

パネリスト：

　福田　祐典　氏
　　厚生労働省保険局企画官

　松田　晋也　氏
　　産業医科大学医学部公衆衛生学教室教授

　分校　久志　氏
　　金沢大学医学部附属病院　医療情報部長・院長補佐

　秦　温信　氏
　　札幌社会保険総合病院　院長

　アキ　よしかわ　氏
　　グローバルヘルスコンサルディング会長

講演
　「大学病院改革」

大島　伸一　氏
　国立長寿医療センター総長、前名古屋大学医学部附属病院　院長

特別講演
　「厳しい国際情勢に立ち向かえるのか」

岡本　行夫　氏
　外交評論課・国際コンサルタント、元首相補佐官

特別講演
　「個人力と組織力」

星野　仙一　氏
　元阪神タイガース監督

第2回

第3回

第4回
平成15年6月6日（金）
平成15年6月7日（土）

品川プリンスホテル

第6回
平成17年6月10日（金）
平成18年6月11日（土）

パネルディスカッション
　「DPCと病院経営」

品川プリンスホテル

平成13年6月8日（金）
平成13年6月9日（土）

第1回

病院の経営を考える会病院の経営を考える会病院の経営を考える会病院の経営を考える会

第5回
平成16年6月4日（金）
平成16年6月5日（土）

開東閣
（品川）

開東閣
（品川）

開東閣
（品川）

品川プリンスホテル

平成12年2月18日（金）

平成14年7月5日（金）
平成14年7月6日（土）



開催日 テーマ 講師名 開催場所

特別講演
　「インフラ事業の経営戦略」

葛西　敬之　氏
　東海道旅客鉄道株式会社　会長

特別講演
　「賢い消費者の知恵をいかして」

佐々木　かをり　氏
　株式会社イー・ウーマン　社長

パネルディスカッション 座長：

　大テーマ「勤務医の問題について」
　大道　久　氏
　　日本大学医療管理学部　部門教授、日本医療機能評価機構理事

パネリスト：

　　小テーマ（生命輝かそう日本の勤務医）
　邉見　公雄　氏
　　赤穂市民病院　院長

　　小テーマ（医師の人事マネジメント）
　相澤孝夫　氏
　　相澤病院　理事長・院長

　　小テーマ（勤務医評価のポイント）
　羽田　雅史　氏
　　トーマツコンサルティング株式会社　マネージャー

　　小テーマ（病院の抱える問題）
　小澤　勝男　氏
　　静岡済生会総合病院　院長

特別講演
　「厳しい環境下での企業経営の決め手」

船井　幸雄　氏
　株式会社船井本社　代表取締役会長

特別講演
　「制度改正と今後の取組み」

深田　修　氏
　厚生労働省大臣官房参事官・医療費適正化対策推進室長

講演
　「DPCの現状と将来ー病院経営へのインパクト」

高橋　泰　氏
　国際医療福祉大学　医療福祉部　医療経営管理学科教授・学科長

講演
　「医療計画制度と病院経営」

長谷川　友紀　氏
　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

座長：

　尾形　裕也　氏
　　九州大学大学院医学研究院　医療経営・管理学講座教授

パネリスト：

　原澤　茂　氏
　　埼玉県済生会川口総合病院　院長

　高橋　泰　氏
　　国際医療福祉大学　医療福祉部　医療経営管理学科教授・学科長

　長谷川　友紀　氏
　　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

特別講演
　「わが国の医療政策と病院経営」

武見　敬三　氏
　厚生労働副大臣　参議院議員

ワークショップ　テーマ1
　「人事考課　～行動評価の手法を考える～」

渡辺　明良 　氏
　聖路加国際病院　事業管理部財務経理課マネージャー

ワークショップ　テーマ2
　「医療ADR ～院内メディエーターによる紛争解決モデル～」

和田　仁孝　氏
　早稲田大学大学院法務研究科　教授
　日本学術会議連携会員、日本法社会学会理事・事務局長

大割　慶一　氏
　KPMGヘルスケアジャパン　代表取締役/パートナー
小野木　雅史　氏
　KPMGヘルスケアジャパン　マネージャー

講演
　「医療機関におけるICT戦略とマネジメントの調和を求めて」

紀ノ定　保臣　氏
　岐阜大学大学院　医学系研究科　医療管理学講座医療情報学分野　教授

講演
　「革新的な病院経営の骨組み ～ 病院建替えと経営改革」

田中　豊　氏
　東海大学病院 診療部次長・医学部基盤診療学系病院管理学　准教授

特別講演
　「近代日本経済の創始者、そのビジョンと行動
    　　　　      ～渋沢栄一、松下幸之助らの挑戦」

津本　陽 氏
　作家

ワークショップ　テーマ1
　「バランスト・スコアカード（BSC）の現実と課題
　　　　　～BSCを戦略的マネジメントツールとして使いこなす～」

高橋　淑郎 　氏
　日本大学商学部教授、日本医療バランスト・スコアカード研究学会会長

ワークショップ　テーマ2
　「DPCデータの活用　～診療プロセスの見直し・改善～」

今中　雄一　氏
　京都大学　大学院医学研究科　医療経済分野　教授

ワークショップ　テーマ3
　「これだけは知っておきたい、部門別原価計算のポイント」

渡辺　明良 　氏
　聖路加国際病院　事業管理部財務経理課マネージャー

ワークショップ　テーマ4
　「病院長のあるべき姿　～病院経営の戦略～」

原澤　茂 　氏
　埼玉県済生会川口総合病院　院長

講演
　「日本における医療版経営品質賞の展開について」

真野　俊樹　氏
　多摩大学総合リスクマネジメント研究所　医療リスクマネジメントセンター教授

講演
　「医療の質を高める；聖路加国際病院の試み」

福井　次矢　氏
　聖路加国際病院　院長

講演
　「選ばれる病院を目指して　～ES・CSのさらなる向上～」

田中　延善 氏
　福井県済生会病院　院長代理

三菱ビル　エムプラス
三菱商事会議室

（東京）

パネルディスカッション
　「医療情報活用できる人材の育成は？
　　　　　　　　　　亜急性期の病床の行方は？」

第10回

第9回

第7回
ロイヤルパークホテル

（日本橋）
平成18年6月2日（金）

平成21年7月24日（金）
平成21年7月25日（土）

ヒルトン大阪

品川プリンスホテル平成19年6月8日（金）第8回

平成20年6月6日（金）

東京国際フォーラム

ワークショップ　テーマ3
　「医療機関の戦略的方向性と事業計画策定上の成功要因」



開催日 テーマ 講師名 開催場所

ワークショップ　テーマ1
　「手術室運営の課題」

小笠原　隆行 　氏
　相澤病院　麻酔科統括医長

ワークショップ　テーマ2
　「心を動かす病院広報戦略」

山田　隆司　氏
　大分岡病院　広報マーケティング部ディレクター

ワークショップ　テーマ3
　「病院経営者向けワークショップ」

田中　豊　氏
　東海大学医学部　基盤診療学系病院管理学　専任准教授

ワークショップ　テーマ4
　「事務責任者向けワークショップ」

中村　彰吾 　氏
　東京都健康長寿医療センター　理事

ワークショップ　テーマ5
　「平成22年度診療報酬改定の急性期病院の影響」

中林　梓　氏
　株式会社ASK梓診療報酬研究所　所長

講演
　「社会保障ニューディール政策～今後の医療政策～」

櫻井　充　氏
　民主党参議院議員・医師、「適切な医療費を考える議員連盟」会長

講演
　「変革期の病院経営」

相澤　孝夫　氏
　相澤病院　理事長・院長

講演
　「戦略のプロフェショナルが語る、経営改革のポイント」

内田　和成 氏
　早稲田大学大学院商学研究科教授、早稲田大学ビジネススクール教授

ワークショップ　テーマ1
　「強い組織の病院作りを目指して
　　　　　－価値観の共有が組織を強くする－」

望月　智行　氏
　医療法人財団献心会　川越胃腸病院　理事長・院長

ワークショップ　テーマ2
　「病院の組織力を上げる仕組みづくり」

成吉　弘次　氏
　株式会社麻生　取締役（元飯塚病院事務長）

ワークショップ　テーマ3
　「手術室運営の課題」

横田　美幸　氏
　公益財団法人がん研究会有明病院　院長補佐・麻酔科部長

ワークショップ　テーマ4
　「病院情報システムの課題とポイント」

森川　富昭　氏
　徳島大学情報化推進センター　情報マネジメント室長
　徳島大学病院　病院情報センター　病院教授・センター部長

ワークショップ　テーマ5
　「院内感染対策　～医療現場で考える耐性菌対策～」

森澤　雄司　氏
　自治医科大学附属病院　感染制御部長・感染症科科長

講演
　「経営者から見たチーム医療」

近森　正幸　氏
　社会医療法人近森会　理事長・近森病院 院長

講演
　「復興に向けた日本の課題　～世界の“目線”から～」

小島　順彦　氏
　三菱商事株式会社　取締役会長

講演
　「災害時における病院のリスクマネジメント」

澤田　勝寛　氏
　特定医療法人慈恵会　新須磨病院 院長

講演
　「グローバル時代の日本経済」

浜　矩子　氏
　同志社大学大学院教授

講演
　「医療は日本を救う輸出産業になる！」

北原　茂実　氏
　医療法人社団KNI理事長

講演
　「国立病院機構の内部マネジメントは改善途上」

北川　博一 氏
　ヒューマンケア・システム研究所、元国立病院機構財務部長

ワークショップ　テーマ1
　「医療政策と病院経営」

印南　一路 　氏
　慶應義塾大学総合政策学部教授、中央社会保険医療協議会委員

ワークショップ　テーマ2
　「変革期に活路を拓くチーム医療
　　　　　～事務部門の立ち位置と病院経営改善に向けた方策～」

鈴木　紀之　氏
　公益財団法人　筑波メディカルセンター
　　法人事務部門長・事務局次長、財団事業推進室室長

ワークショップ　テーマ3
　「手術室効率化の光と影
　　　　　～周術期患者管理体制の問題点～」

鈴木　利保 　氏
　東海大学医学部医学科　外科系　診療部　麻酔科　教授

講演
　「今後の医療提供体制に関する制度・政策の動向」

梶尾　雅宏　氏
　厚生労働省　医政局　指導課長

講演
　「手術はこれからどうなるのか？　～医療情報誘導手術の近未来
　　　　　SCOT(Smart Cyber Operating Theater)計画～」

伊関　洋　氏
　東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　教授

講演
　「中国の新政権と日中関係」

宮本　雄二 氏
　宮本アジア研究所　代表、元駐中国大使

ワークショップ　テーマ1
　「コーチングスキルを活用した組織マネジメント」

畑埜　義雄　氏
　畑埜クロスマネジメント代表、元和歌山県立医科大学附属病院　院長

ワークショップ　テーマ2
　「地域医療連携ネットワーク運営の課題」

柴田　真吾　氏
　NPO法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会　理事（運営委員）
　市立大村市民病院　医療情報企画部長・地域医療連携室長・麻酔科医長

ワークショップ　テーマ3
　「臨床工学技士を活用した効率的な手術室運営」

北本　憲永 　氏
　聖隷浜松病院　臨床工学室　室長

第14回

第11回
平成22年6月4日（金）
平成22年6月5日（土）

東京国際フォーラム

平成25年7月5日（金）
平成25年7月6日（土）

品川グランドホール

品川イーストワンタワー
貸会議室

第13回
平成24年6月1日（金）
平成24年6月2日（土）

東京国際フォーラム

第12回
平成23年7月8日（金）
平成23年7月9日（土）

パシフィコ横浜



開催日 テーマ 講師名 開催場所

ワークショップ　テーマ1
　「病院経営への情報の活用」

森川　富昭　氏
　慶應義塾大学環境情報学部　准教授

ワークショップ　テーマ2
　「DPC病院における薬剤師の役割と院内連携」

増原　慶壮　氏
　 聖マリアンナ医科大学病院　薬剤部長

ワークショップ　テーマ3
　「診療報酬制度の変化を踏まえた今後の病院経営」

長面川　さより　氏
　株式会社医療情報科学研究所　代表取締役

講演
　「JALの再建と病院経営 ～アメーバ経営の活用～」

森田　直行　氏
　KCCSマネジメントコンサルティング会長、元JAL副社長

松山　幸弘　氏
　キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

栗谷　義樹　氏
　地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　理事長

神野　正博　氏
　社会医療法人財団 董仙会　理事長

 辻　哲夫　氏
　東京大学高齢社会総合研究機構　特任教授、元厚生労働事務次官

ワークショップ　テーマ1
　「地域医療を担う急性期病院の経営
　　　　　～今、経営幹部がやるべきこと～」

工藤　高　氏
　株式会社MMオフィス　代表取締役

ワークショップ　テーマ2
　「病院のロジスティクス
　　　　　～平常時と災害時の物流の課題～」

苦瀬　博仁　氏
　東京海洋大学名誉教授、流通経済大学教授

ワークショップ　テーマ3
　「選ばれる病院になるために
　　　　　～施設管理の観点から～」

岩堀　幸司　氏
　特定非営利活動法人　医療施設近代化センター　常務理事　技術本部長

講演
　「地域医療提供体制の再構築」

夏川　周介　氏
　JA長野厚生連　佐久総合病院　名誉院長

講演
　「決断力を磨く」

羽生　善治　氏
　棋士

松山　幸弘　氏
　キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

木矢　克造　氏
　県立広島病院　院長

上西　紀夫　氏
　公立昭和病院　院長

講演
　「医療改革の展望～持続可能な医療への視点～」

小野崎　耕平　氏
　特定非営利活動法人日本医療政策機構　理事

講演
　「タニタの経営論
　　　～世界初・家庭用体脂肪計、タニタ食堂 誕生秘話を交え～」

谷田　大輔　氏
　株式会社タニタ　前代表取締役社長

ワークショップ　テーマ1
　「地域医療資源の有効活用と病院経営（経営者層向け）」

柴田　真吾　氏
　NPO法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会　専務理事

ワークショップ　テーマ2
　「患者はなぜ怒る!!　～悪質クレーム・暴力への対応～」

横内　昭光　氏
　ホスピタルサポートサービス　代表、慈恵大学総務部渉外室名誉顧問

ワークショップ　テーマ3
　「今後の医療政策の展望と今から取り組むべき対応策」

山口　聡　氏
　メディキャスト株式会社　厚生政策情報センター

講演
　「ＡＩがもたらす医療業界の変革」

Shiva　Kumar　氏
　米国IBM Watson Health division　Vice President 兼 Chief Strategy Officer

モデレーター：

大友　康裕　氏
　東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 救急災害医学分野　教授

パネリスト：

金田　巖　氏
　石巻赤十字病院　院長

髙橋　毅　氏
　独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター　院長

小井土　雄一　氏
　厚生労働省災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)　事務局長

品川イーストワンタワー
貸会議室

コクホヨール
（品川）

第16回 平成27年11月28日（土）

品川インターシティー
会議室

コクホヨール
（品川）

パネルディスカッション
　「地域ヘルスケア（医療・介護）経営の展望」

第15回 平成26年11月28日（金）

第18回 平成29年6月23日（金）
コクホヨール

（品川）
パネルディスカッション
　「大規模災害に対する備えと発生時におけるマネジメント」

第17回
平成28年6月10日（金）
平成28年6月11日（土）

恵比寿ガーデンプレイス/
ザ・ガーデンホール

恵比寿ガーデンプレイス/
Space6

講演
　「急性期医療機関の現在と未来～全国の事例紹介～」



開催日 テーマ 講師名 開催場所

講演
　「米国に於ける従業員満足度の高い病院グループ経営の事例紹介」

Chuck　Stokes　氏
　米国Memorial Hermann Health System　President 兼 Chief Executive Officer

モデレーター：

渋谷　健司　氏
　東京大学大学院 医学系研究科国際保健政策学教室　教授

パネリスト：

小西　竜太　氏
　関東労災病院　経営戦略室室長、救急総合診療科部長

大嶽　浩司　氏
　昭和大学医学部 麻酔科学講座　主任教授、 昭和大学病院　副院長

武藤　真祐　氏
　医療法人社団鉄祐会　理事長

水野　篤　氏
　聖路加国際病院 循環器内科、QIセンター　副センター長

ワークショップ　テーマ1
　「地域医療連携」（経営者層向け）

酒井　麻由美　氏
　株式会社M＆Cパートナーコンサルティング　取締役

ワークショップ　テーマ2
　「BCPシミュレーション」（災害拠点病院向け）

坂本　憲幸　氏
　東京海上日動リスクコンサルティング株式会社　ビジネスリスク本部 主席研究員

※肩書き、所属等は当時のものを掲載させていただいております。

ベルサール秋葉原

パネルディスカッション
　「働き方改革」

第19回
平成30年6月15日（金）
平成30年6月16日（土）

UDXカンファレンス
（秋葉原）


