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日程表

【1日目】10月29日金 【2日目】10月30日土 【3日目】10月31日日
第1会場 第2会場 第1会場 第2会場 第1会場 第2会場

9:00
9:00-10:45

 DS3  【共 3, K】
指定企画 3
医療安全セミナー：
医療機器の国際規格を巡
る新たな課題 －世界標準
の医療安全を目指して－

9:00-10:00

 EL2  【共 3, K】
教育講演 2
パンデミックにおける病
院のリスクマネジメント
～医療安全の視点から～

9:00-10:30

 DS6  【K】
指定企画 6
医師と看護師の相互関係
のあり方

9:15-10:45

 CP2  【K】
委員会企画 2
若手へのメッセージ：
医療管理学研究の未来に10:00

10:10-11:40

 DS7  【共 1, K】
指定企画 7
新型コロナウイルスのパ
ンデミックとの対峙 －保
健・医療の各セクターは
どのように対応している
のか－

10:40-12:10

 CP4  【K】
委員会企画 4
働き方改革の実質に向け
た働きがいと働きやすさ

11:00
11:00-12:00

 EL1  【共 1, K】
教育講演 1
新型コロナ感染症パンデ
ミックで問われた感染予
防への対応 ～組織と個人
の危機管理体制の充実を
目指して～

11:00-12:30

 CS2 
公募企画 2
医療機器の医療安全と
トレーサビリティー

12:00
11:50-12:50

 EL3  【共 2, K】
教育講演 3
ここまで来ている遺伝子
治療 －生命倫理との葛藤
を乗り越えて

13:00
13:00-13:20　 OCS 
-Opening Session-

13:00-14:00

  SL   【K】
特別講演
コロナ危機後の医療提供
体制 －予測と選択

13:30-14:30

 IL1  【K】
招待講演 1
地域共生社会と社会保障
の将来

13:30-15:00

 DS8  【K】
指定企画 8
鼎談：コロナ後を見据え
た地域医療構想のあり方

13:30-15:00

 OS4 
公募企画 4
病院を魅力ある職場にす
るには～職員やりがい度
調査の活用

14:00

14:15-16:15

 DS4  【K】
指定企画 4
【緊急企画】
渋谷明隆教授のケースメ
ソッド授業 －コロナ禍へ
の対応に苦慮する病院の
ケース－

14:15-15:15

 CP3  【共 2, K】
委員会企画 3
研究倫理入門

14:40-16:10

 DS1  【共 1, K】
指定企画 1
COVID-19と病院建築

14:40-16:10

 OS1 
公募企画 1
包括的ヘルスケア・デー
タベースの構築・活用 
－リスクやレジリエンス
を見据えた、個人の健康
を支える社会情報インフ
ラをめざして－

15:00

15:10-16:10

 IL2  【K】
招待講演 2
医学と医療の間

15:30-17:00

 OS3 
公募企画 3
地域における社会経済状
況と医療：公的医療機能
再考

16:00

16:10-16:45

 CCS 
-Closing Session-

16:20-17:50

 DS2  【K】
指定企画 2
医薬品・医療機器の費用
対効果の評価と応用 －日
本の現状と今後の展望－

16:20-17:50

 CP1  【K】
委員会企画 1
医療・病院管理の専門家
制度のあり方について

16:30-18:15

 DS5  【K】
指定企画 5
部門単体の第三者評価の
現状と活用について －部
門機能の評価を適切に行
うために－

17:00

17:15-18:15

 SP1  【K】【指】
指導医講習会
社会医学系専門医制度の
概要について ～更新申請
にあたっての留意点を中
心に～

18:00

会長講演

優秀演題賞発表
学会賞発表
次回学術総会案内
閉会挨拶

【K】 K単位
【指】 指導医講習会
【共 1】共通 「感染対策」
【共 2】共通 「医療倫理」
【共 3】共通 「医療安全」
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第59回日本医療・病院管理学会 学術総会プログラム

テーマ

保健・医療・福祉の「これまで」と「いま」、そして「これから」 
～コロナ禍と高齢社会に向き合う地域共生とは～

WEB開催

学術総会長

寺崎　仁 （東京女子医科大学.医療安全科.教授）

会　期

　　　ライブ配信：2021年10月29日金～31日日 
オンデマンド配信：2021年11月 1 日月～15日月

　

第1日目　10月29日金　　第1会場

 OCS 　オープニングセッション 13:00～13:20

開会のあいさつ

　　　寺崎　　仁（第59回日本医療・病院管理学会学術総会長）

 IL1 　招待講演 1　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 13:30～14:30

「地域共生社会と社会保障の将来」

座長：中島　範宏（東京女子医科大学医学部.衛生学公衆衛生学講座）
演者：菊池　馨実（早稲田大学.法学学術院）

 DS1 　指定企画 1　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・感染）1単位】 14:40～16:10

「COVID-19と病院建築」
座長：筧　　淳夫（工学院大学.建築学部）
演者：中山　茂樹（千葉大学大学院.工学研究院）.
　　　林　　基哉（北海道大学工学研究院.建築都市部門）.
　　　坂本　史江（学校法人.聖路加国際大学.聖路加国際病院.QIセンター感染管理室）

 DS2 　指定企画 2　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 16:20～17:50

「医薬品・医療機器の費用対効果の評価と応用 －日本の現状と今後の展望－」　
共同企画：ISPOR日本部会

座長：齋藤　信也（岡山大学学術研究院.保健学域）.
　　　福田　　敬（国立保健医療科学院.保健医療経済評価研究センター）
演者：田倉　智之（東京大学大学院.医学系研究科）.
　　　白岩　　健（国立保健医療科学院.保健医療経済評価研究センター）.
　　　田村　　誠（一般社団法人.医療システムプランニング）.
　　　池田　俊也（国際医療福祉大学.医学部）.
　　　能登　真一（新潟医療福祉大学.リハビリテーション学部）

特別発言：池上　直己（慶応義塾大学）
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第1日目　10月29日金　　第2会場

 OS1 　公募企画 1 14:40～16:10

「包括的ヘルスケア・データベースの構築・活用  
－リスクやレジリエンスを見据えた、個人の健康を支える社会情報インフラをめざして－」

座長：橘　とも子（厚生労働省.国立保健医療科学院.研究情報支援研究センター）.
　　　小林　慎治（国立保健医療科学院.研究情報支援研究センター）
演者：水島　　洋（国立保健医療科学院.研究情報支援研究センター）.
　　　小林　慎治（国立保健医療科学院.研究情報支援研究センター）.
　　　平子　哲夫（厚生労働省.老健局）.
　　　橘　とも子（厚生労働省.国立保健医療科学院.研究情報支援研究センター）

 CP1 　委員会企画 1　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 16:20～17:50

「医療・病院管理の専門家制度のあり方について」
座長：鮎澤　純子（九州大学大学院医学研究院.医療経営・管理学講座）.
　　　今中　雄一（京都大学.大学院医学研究科.社会健康医学系専攻.医療経済学分野）
演者：尾島　俊之（浜松医科大学.健康社会医学講座）.
　　　亀井美登里（学校法人.埼玉医科大学医学部.社会医学）.
　　　今中　雄一（京都大学大学院医学研究科.社会健康医学系専攻.医療経済学分野）

第2日目　10月30日土　　第1会場

 DS3 　指定企画 3　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・安全）1単位】 9:00～10:45

「【医療安全セミナー】医療機器の国際規格を巡る新たな課題 －世界標準の医療安全を目指して－」
協賛：一般社団法人 日本医療機器産業連合会

座長：寺崎　　仁（東京女子医科大学.医療安全科）.
　　　酒井　基広（東京女子医科大学病院.臨床工学部）
演者：奥野　欣伸（テルモ株式会社／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　.....一般社団法人.日本医療機器産業連合会ISO/TC210.国内対策委員会.JWG4分科会主査）.
　　　金井　純子（株式会社ジェイ・エム・エス.ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部.栄養グループ）.
　　　鈴木　厚子（東京女子医科大学病院.医療安全推進部）.
　　　安部　貴之（東京女子医科大学.臨床工学部）.
　　　田丸　義之（コヴィディエンジャパン株式会社.PM＆RI.マーケティング）.
　　　屋比久育男（日本光電工業株式会社.営業本部.人工呼吸器営業部）

 EL1 　教育講演 1　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・感染）1単位】 11:00～12:00

「新型コロナ感染症パンデミックで問われた感染予防への対応 
～組織と個人の危機管理体制の充実を目指して～」

座長：浅野　晃司（学校法人.慈恵大学）
演者：満田　年宏（東京女子医科大学.感染制御科）

 SL1 　特別講演　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 13:00～14:00

「コロナ危機後の医療提供体制 －予測と選択」
後援・共同企画：日本医療経営学会

座長：大道　　久（日本大学.医学部）
演者：二木　　立（日本福祉大学大学院）
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 DS4 　指定企画 4　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）2単位】 14:15～16:15

「【緊急企画】渋谷明隆教授のケースメソッド授業 －コロナ禍への対応に苦慮する病院のケース－」
演者：渋谷　明隆（学校法人.北里研究所.法人本部）

 DS5 　指定企画 5　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 16:30～18:15

「部門単体の第三者評価の現状と活用について －部門機能の評価を適切に行うために－」
協賛：公益財団法人 日本医療機能評価機構

座長：浜野　公明（千葉県がんセンター.本部）.
　　　加藤多津子（東京女子医科大学.衛生学公衆衛生学）
演者：木佐貫　篤（宮崎県立日南病院.病理診断科）.
　　　飛田　　規（磐田市立総合病院.外来化学療法センター）.
　　　三浦ひとみ（東京女子医科大学病院.中央検査部）

第2日目　10月30日土　　第2会場

 CP2 　委員会企画 2　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 9:15～10:45

「若手へのメッセージ：医療管理学研究の未来に」

座長：伊藤　弘人（独立行政法人.労働者健康安全機構）.
　　　池崎　澄江（千葉大学大学院看護学研究院.健康増進看護学講座）
演者：広井　良典（京都大学.こころの未来研究センター）.
　　　井上　貴裕（千葉大学医学部附属病院.病院経営管理学研究センター）.
　　　根東　義明（日本大学医学部.社会医学系医療管理学分野）

 OS2 　公募企画 2 11:00～12:30

「医療機器の医療安全とトレーサビリティー」

協賛：単回医療機器再製造推進協議会

座長：上塚　芳郎（内藤病院.内科）.
　　　武藤　正樹（社会医療法人日本医療伝道会.衣笠病院グループ.本部）
演者：武藤　正樹（社会医療法人日本医療伝道会.衣笠病院グループ.本部）.
　　　本田　大輔（公益社団法人.医療機器センター.医療機器産業研究所）.
　　　佐々木勝雄（株式会社ホギメディカル.リスクマネジメントグループ.コンプライアンス室）.
　　　澤田　真如（東海大学医学部.医学科外科学系.麻酔科）

 CP3 　委員会企画 3　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・倫理）1単位】 14:15～15:15

「研究倫理入門」

座長：上條　由美（昭和大学保健医療学部.医療マネジメント）.
　　　加藤　　憲（愛知淑徳大学.健康医療科学部）
演者：田代　志門（東北大学大学院.文学研究科）

 OS3 　公募企画 3 15:30～17:00

「地域における社会経済状況と医療：公的医療機能再考」

座長：伊藤　弘人（独立行政法人.労働者健康安全機構.本部）
演者：伊藤　弘人（独立行政法人.労働者健康安全機構.本部）.
　　　山崎　　清（価値総合研究所.パブリック第4事業部）.
　　　小熊　　豊（公益社団法人.全国自治体病院協議会）.
　　　印南　一路（慶應義塾大学.総合政策学部）
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 SP1 　指導医講習会　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・指導医講習会）1単位】 17:15～18:15

「社会医学系専門医制度の概要について ～更新申請にあたっての留意点を中心に～」
座長：山本　光昭（社会保険診療報酬支払基金.本部）
演者：前田　光哉（厚生労働省.官房付兼健康局）

第3日目　10月31日日　　第1会場

 EL2 　教育講演 2　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・安全）1単位】 9:00～10:00

「パンデミックにおける病院のリスクマネジメント ～医療安全の視点から～」
後援：日本医療の質・安全学会

座長：矢野　　真（日本赤十字社.医療事業推進本部）
演者：鮎澤　純子（九州大学大学院医学研究院.医療経営・管理学講座）

 DS7 　指定企画 7　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・感染）1単位】 10:10～11:40

「新型コロナウイルスのパンデミックとの対峙  
－保健・医療の各セクターはどのように対応しているのか－」
共催：全国保健所長会

座長：山本　光昭（社会保険診療報酬支払基金.本部）.
　　　寺崎　　仁（東京女子医科大学.医療安全科）
演者：田中　一成（静岡市保健所（前成田空港検疫所長））.
　　　松本　加代（東京都港区.みなと保健所）.
　　　英　　裕雄（新宿ヒロクリニック）.
　　　石川　元直（東京女子医科大学.東医療センター.内科／感染制御部）

 EL3 　教育講演 3　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（必須・倫理）1単位】 11:50～12:50

「ここまで来ている遺伝子治療 －生命倫理との葛藤を乗り越えて」
座長：上塚　芳郎（内藤病院.内科）
演者：齋藤加代子（東京女子医科大学.遺伝子医療センター.ゲノム診療科）

 DS8 　指定企画 8　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 13:30～15:00

「鼎談：コロナ後を見据えた地域医療構想のあり方」

座長：尾形　裕也（九州大学）
演者：今村　知明（奈良県立医科大学.公衆衛生学講座）.
　　　小熊　　豊（公益社団法人.全国自治体病院協議会）.
　　　猪口　雄二（公益財団法人.全日本病院協会）

 IL2 　招待講演 2　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 15:10～16:10

「医学と医療の間」

座長：寺崎　　仁（東京女子医科大学医学部.医療安全科）
演者：村上陽一郎（豊田工業大学.次世代文明センター）
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 CCS 　クロージングセッション 16:10～16:45

表彰　1. 優秀演題賞 
　　　2. 学会賞

次回学術総会紹介

　　　齋藤.信也（第60回日本医療・病院管理学会学術総会長）

閉会のあいさつ

　　　寺崎　仁（第59回日本医療・病院管理学会学術総会長）

第3日目　10月31日日　　第2会場

 DS6 　指定企画 6　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 9:00～10:30

「医師と看護師の相互関係のあり方」

日本看護管理学会との連携企画：日本医療・病院管理学会／日本看護管理学会 ジョイント・リレー企画

座長：勝山　貴美子（横浜市立大学大学院医学研究科.看護管理学）.
　　　筧　　　淳夫（工学院大学.建築学部）
演者：田城　孝雄（放送大学.教養学部）.
　　　川添　高志（ケアプロ株式会社／株式会社エイチ・ユウ・ジー）.
　　　山口　育子（認定NPO法人.ささえあい医療人権センターCOML）

 CP4 　委員会企画 4　【社会医学系専門医　共通講習：K単位（選択）1単位】 10:40～12:10

「働き方改革の実質に向けた働きがいと働きやすさ」

共同企画：日本クリニカルパス学会・日本医療情報学会

座長：太田　圭洋（社会医療法人.名古屋記念財団.本部）.
　　　小林　美亜（千葉大学医学部附属病院.総務課）
演者：副島　秀久（済生会熊本病院.医療情報調査分析研究会）.
　　　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）.
　　　米本　倉基（藤田医科大学大学院.医療マネジメント領域）

 OS4 　公募企画 4 13:30～15:00

「病院を魅力ある職場にするには ～職員やりがい度調査の活用」
座長：遠矢　雅史（公益財団法人.日本医療機能評価機構.評価事業推進部）.
　　　長谷川友紀（公益財団法人.日本医療機能評価機構.理事）
演者：村上　成明（青森県立中央病院「医療の質」総合管理センター）.
　　　萩原　　隆（独立行政法人国立病院機構.渋川センター.事務部）.
　　　濱田　太一（社会医療法人財団白十次会.燿光リハビリテーション病院.事務部）


