
 

 

 

■ 会期・会場・メインテーマ 
2014年 9月 13日（土）～14日（日）TOC有明コンベンションホール（東京・有明） 

エビデンスに基づく意思決定～医療・病院管理学の役割～ 

 
 

■ 特別講演・教育講演・学術シンポジウム等 

○特別講演：9月 13日（土） 9:30～10:20 

「エビデンスに基づく医療・病院管理」  

座 長：  筧 淳夫（工学院大学 建築学部、日本医療・病院管理学会 理事長） 

演 者： 矢崎 義雄（国際医療福祉大学 総長） 

 

 

○教育講演 1：9月 14日（日） 9:30～10:20 

「DPC の過去・現在・未来」 

座 長： 真野 俊樹（多摩大学 大学院） 

演 者：  石川 ベンジャミン光一（国立がん研究センター がん対策情報センター  

がん統計研究部） 

 

○教育講演 2：9月 14日（日）11:30～12:20 

「地域医療ビジョンについて」 

座 長：  馬場園 明（九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座） 

演 者： 松田 晋哉（産業医科大学医学部 公衆衛生学教室） 

 

○学術シンポジウム：9月 13日(土) 10：30～12：20 

「医療・病院管理におけるビッグデータの利用」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ･座長：伏見 清秀（東京医科歯科大学 医療政策情報学分野） 

座 長：今中 雄一（京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野） 

演 者：藤森 研司（東北大学大学院 医学系研究科 医療管理学分野） 

猪飼 宏（京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野） 

伊藤 弘人（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健

研究部） 

今井 博久（国立保健医療科学院） 

 

 

 

■ パネルディスカッション 

○パネルディスカッション 1：9月 13日(土) 10：30～12：20 

「質評価に基づいたケアの質改善」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ･座長･演者：小林 美亜（千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部） 

座 長：林田 賢史（産業医科大学 産業保健学部） 

演 者：岩澤 由子（日本看護協会 看護開発部看護情報課） 

    勝原 裕美子（聖隷浜松病院 看護部） 

    伊藤 文代（国立循環器病研究センター）



 

 

 

○パネルディスカッション 2：9月 13日(土) 14：00～15：50 

「医療安全管理」 

座 長：長尾 能雅（名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部） 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ･座長：坂口 美佐（金沢大学附属病院 麻酔科蘇生科） 

演 者：白鳥 義宗（名古屋大学医学部附属病院 メディカル ITセンター） 

小林 美亜（千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部） 

大野 和子（京都医療科学大学） 

後   信（日本医療機能評価機構） 

 

○パネルディスカッション 3：9月 13日(土) 16：00～17：50 

「医療と介護の連携」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長：武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野） 

座 長：下村 裕見子（北里大学大学院  精神科学） 

演 者：逢坂 悟郎（厚生労働省老健局老人保健課） 

三原 一郎（山形県鶴岡地区医師会、三原皮膚科） 

五島 朋幸（ふれあい歯科ごとう） 

横井 孝治（株式会社コミュニケーター） 

 

○パネルディスカッション 4：9月 13日(土) 16：00～17：50 

「医療の国際化」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長･演者：岡村 世里奈（国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野） 

演 者：大堀 秀実（医療法人雄心会 函館新都市病院海外事業室） 

百崎 眞（日本医科大学 健診医療センター 事務室） 

    原茂 順一（聖路加国際病院 人事課） 

 

○パネルディスカッション 5：9月 14日(日) 14：00～15：50 

「エビデンスに基づく病院経営」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長･演者：高橋 泰（国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野） 

座 長：井手 義雄（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院） 

演 者：遠山 峰輝（株式会社 メディカルクリエイト） 

井手 義雄（社会医療法人 雪の聖母会 法人本部）  

 

○パネルディスカッション 6：9月 14日(日) 16：00～17：50 

「病院建築の設計根拠」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長：中山 茂樹（千葉大学大学院工学研究科 建築・都市科学） 

座 長：河口 豊（滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科） 

演 者：島 弘志（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院） 

玉上 晃（国立大学財務・経営センター） 

小林 健一（国立保健医療科学院 生活環境研究部） 

藤記 真（株式会社日建設計 設計部門） 



 

 

 

■共同企画セッション 

○共同企画セッション 1（日本クリニカルパス学会）：9月 13日(土) 14：00～15：50 

「エビデンスに基づくパスの作成と運用～医療の質向上につなげるために～」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ：小林 美亜（千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部） 

座 長：副島 秀久（済生会熊本病院 TQM部） 

久保田 聡美（高知県立大学 看護学研究科） 

演 者：町田 二郎（済生会熊本病院 腎泌尿器センター） 

島井 健一郎（徳島大学病院 病院情報センター） 

岡本 泰岳（トヨタ記念病院 形成外科／診療情報支援グループ） 

勝尾 信一（福井総合病院 整形外科） 

 

○共同企画セッション 2（医療機能評価機構）：9月 14日(日) 10：30～12：20 

「症例トレース法は現場でのチーム医療の充実に資するか」 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長：橋本 廸生（日本医療機能評価機構） 

座 長：安田 信彦（慈恵大学 経営管理研究室） 

演 者：尾藤 誠司（国立病院機構東京医療センター 教育研修部 臨床研修科） 

武村 雪絵（東京大学医科学研究所附属病院 看護部） 

畠中 めぐみ（社会医療法人大道会 森之宮病院 神経内科） 

 

○共同企画セッション 3（ISPOR日本部会）：9月 14日(日) 14：00～15：50 

「医療技術評価（HTA）の活用-エビデンスをどう作り、どう使うか-」 

座 長：坂巻 弘之（名城大学 薬学部） 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長：福田 敬（国立保健医療科学院） 

演 者：佐々木 健（厚生労働省大臣官房総務課） 

白岩 健（国立保健医療科学院 医療･福祉サービス研究部） 

五十嵐 中（東京大学大学院 薬学系研究科 医薬政策学） 

田倉 智之（大阪大学大学院 医学系研究科） 

Peter Neumann（Sackler School of Graduate Biomedical Sciences， 

Tufts University） 

 

○共同企画セッション 4（QOL/PRO研究会）：9月 14日(日) 16：00～17：50 

「意思決定にいかす QOL/PRO」 

座 長：齋藤 信也（岡山大学大学院 保健学科） 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長：白岩 健（国立保健医療科学院 医療･福祉サービス研究部） 

演 者：下妻 晃二郎（立命館大学 生命科学部 生命医科学科） 

鈴鴨 よしみ（東北大学大学院 医学系研究科肢体不自由学分野） 

能登 真一（新潟医療福祉大学 医療技術学部） 

宮崎 貴久子（京都大学大学院 医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野） 

内藤 真理子（名古屋大学大学院 医学系研究科予防医学） 



 

 

 

○ 特別企画：9月 14日（日） 9:30～11:20 

「日本社会でヒューマンエラーを罰する意味―医療事故加害者は処罰されるべきか」 

座 長：井部 俊子（聖路加国際大学） 

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞ・座長・演者：相馬 孝博（日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院） 

演 者：佐伯 仁志（東京大学大学院 法学政治学研究科） 

 

■一般演題（口演・ポスター）発表 

9月 13日（土）、14 日（日）の 2日間に、のべ 5会場で行われます。 

 

医療安全、リスクマネジメント、病院経営(1)、病院経営（2）、国際、質管理、組織管理、

看護と組織・施設管理、患者参加、人材育成、看護業務(1)、看護業務(2)、地域包括ケア、

医療情報、医療政策、医療経済、在宅ケア、DPCデータ分析(1)、DPCデータ分析(2)、施設・

設備管理、医療圏、レセプトデータ分析、患者情報の分析、薬剤管理、医療機関・医療体

制、医療経済・医療政策、医療情報、地域ケア・災害医療、医療の質、看護・医師事務作

業補助業務 

 

■その他 

〇ランチョンセミナー 

〇展示 

〇情報交換会 

 


