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第69回 日本病院学会

主要プログラム

学会長講演　8月1日（木）　11：40～12：10 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール AB）

座長：中村　博彦（一般社団法人日本病院会 常任理事／社会医療法人医仁会 中村記念病院 理事長）

その先の、医療へ

田中　繁道（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 理事長）

日本病院会会長講演　8月1日（木）　9：35～10：05 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール AB）

座長：田中　繁道（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 理事長）

その先の時代に求められる病院

相澤　孝夫（一般社団法人 日本病院会 会長／社会医療法人財団慈泉会 理事長／相澤病院 最高経営責任者）

日本医師会会長講演　8月1日（木）　10：05～10：35 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール AB）

座長：相澤　孝夫（一般社団法人 日本病院会 会長／社会医療法人財団慈泉会 理事長／相澤病院 最高経営責任者）

日本医師会の医療政策

横倉　義武（公益社団法人 日本医師会 会長）

特別講演1　8月1日（木）　10：40～11：40 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール AB）

座長：末永　裕之（一般社団法人日本病院会 顧問／小牧市民病院 病院事業管理者）

医療の構造改革 変わるのは、今だっ！

鈴木　康裕（厚生労働省 医務技監）

特別講演2　8月1日（木）　13：50～14：50 第2会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：上田　順子（公益社団法人 北海道看護協会 会長） 

地域包括ケア時代の看護職に求められる4つの力

福井トシ子（公益社団法人 日本看護協会 会長）

特別講演3　8月1日（木）　14：55～16：25 第2会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：島本　和明（日本医療大学 総長／前札幌医科大学 理事長・学長）

リーダーが育つ55の智慧（仮題）

似鳥　昭雄（株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長兼 CEO）

特別講演4　8月2日（金）　9：30～10：30 第3会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：成田　吉明（第 69 回日本病院学会 実行委員長／医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 院長）

力士生活と健康

芝田山　康（日本相撲協会 理事）
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特別講演5　8月2日（金）　10：35～11：35 第3会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：万代　恭嗣（一般社団法人日本病院会 副会長／医療法人社団大坪会 北多摩病院 病院長）

臨床応用を志向した AI を活用した医療システムの開発

浜本　隆二（国立がん研究センター研究所 がん分子修飾制御学分野 分野長）

シンポジウム1　8月1日（木）　16：30～18：00 第3会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：岡留健一郎（一般社団法人日本病院会 副会長／済生会福岡総合病院 名誉院長）

中井　　修（一般社団法人日本病院会 常任理事／国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 病院長）

病院の働き方改革アンケートまとめと先進事例の紹介

SY1-1　勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査結果

塩谷　泰一（高松市立みんなの病院 名誉院長）

SY1-2　地方都市の救急を主体とした中核病院における働き方改革への挑戦

牧野　憲一（一般社団法人日本病院会 常任理事／旭川赤十字病院 院長）

SY1-3　医療を未来へつなぐために、医師の働き方改革 － No Change, No Future －

安里賀奈子（ 厚生労働省 医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室 室長／医政局看護課 労働基準局労

働条件政策課 医療労働企画官）

シンポジウム2　8月1日（木）　16：30～18：00 第2会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：栗原　正紀（一般社団法人日本病院会 理事／一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 理事長・院長）

高齢者に対するこれからの医療

SY2-1　高齢者疾患の特性・フレイルと包括的アプローチ

小川　純人（東京大学大学院医学系研究科加齢医学 准教授）

SY2-2　ポリファーマシー対策の現状と展望

溝神　文博（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 薬剤部 薬剤師）

SY2-3　2025 年に向けて､ そしてその先の高齢者医療の中で､ 看護職が果たす役割
～「長生きして良かった」と思える社会を実現するために～

山田　律子（北海道医療大学看護福祉学部 教授）

SY2-4　病院・施設・地域、それぞれの場所で求められる自立を支えるための食支援

相馬　梨沙（社会医療法人慈恵会介護医療院・介護老人保健施設 北湯沢温泉いやしの郷 主任管理栄養士）
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シンポジウム3　8月1日（木）　16：30～18：00 第4会場（札幌コンベンションセンター　中ホール B）

座長：万代　恭嗣（一般社団法人日本病院会 副会長／医療法人社団大坪会 北多摩病院 病院長）

安藤　文英（一般社団法人日本病院会 常任理事／医療法人西福岡病院 理事長）

中小病院のこれからを考える

SY3-1　地域における中小病院の役割と収益改善方策

伊藤　哲雄（医療総研株式会社 代表取締役社長）

SY3-2　病院の事業承継（M&A・親族内承継・相続対策）の体験から

西岡　秀樹（西岡秀樹税理士・行政書士事務所 所長）

シンポジウム4　8月1日（木）　14：30～16：00 第5会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：山口　武兼（公益財団法人東京都保健医療公社 理事長）

牧野　憲一（一般社団法人日本病院会 常任理事／旭川赤十字病院 院長）

精神障害（認知症含む）にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて

SY4-1　診療所と NPO 法人による地域ネットワークづくり
～ソーシャルワーカー活動、アウトリーチを中心として～

藤原修一郎（医療法人滔々会 金沢文庫エールクリニック 院長）

SY4-2　地域における総合病院精神科医療の展開

高田　秀樹（市立札幌病院 精神医療センター 精神科 副部長）

SY4-3　認知症医療において精神科が果たすべき役割

北村　　立（石川県立高松病院 院長）

シンポジウム5　8月2日（金）　13：30～15：00 第3会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：島　　弘志（一般社団法人日本病院会 副会長／社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 病院長）

2020年診療報酬改定に向けて

SY5-1　2020 年度診療報酬改定に向けた検討状況について

木下　栄作（厚生労働省 保険局 医療課 課長補佐）

SY5-2　急性期医療の立場から
　　　 ～ 2018 年診療報酬改定に込められた新たな時代へのメッセージ～

牧野　憲一（一般社団法人日本病院会 常任理事／旭川赤十字病院 院長）

SY5-3　最大で最強の地域包括ケア病棟 2020

仲井　培雄（医療法人社団 和楽仁芳珠記念病院 理事長）

SY5-4　療養・回復期・地域包括ケア病床、介護医療院の診療報酬改定

松本　隆利（一般社団法人日本病院会 理事／社会医療法人 財団新和会 八千代病院 名誉院長）
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シンポジウム6　8月2日（金）　15：00～16：30 第3会場（札幌コンベンションセンター　特別会議場）

座長：牧野　憲一（一般社団法人日本病院会 常任理事／旭川赤十字病院 院長）

中山　和則（公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 副院長兼事務部長）

病院経営の質向上と次世代を読む新たな取り組み

SY6-3　前橋赤十字移転後、次世代の取り組み

鈴木　典浩（前橋赤十字病院 事務副部長）

SY6-2　地方の中規模民間病院における経営戦略と地域から必要とされるための病院づくり

山口　秀一（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 事務長）

SY6-1　山形県北庄内地域における地域医療連携推進法人設立と背景、
共同事業と今後の課題について

栗谷　義樹（山形県酒田市病院機構 理事長）

シンポジウム7　8月2日（金）　10：00～11：30 第4会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：有賀　　徹（独立行政法人労働者健康安全機構 理事長）

病院の BCP と災害時の医療

SY7-1　ブラックアウト時の当院の対応とその後の大規模災害時における事業継続計画（BCP）の
作成について

吉田　茂夫（北見赤十字病院 名誉院長・特別顧問）

SY7-2　地域及びグループの災害レジリエンスを踏まえた病院 BCP

野口　英一（戸田中央医科グループ 災害対策特別顧問）

SY7-3　被災地域への支援と病院機能の発揮

久保　達彦（産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 准教授）

シンポジウム8　8月2日（金）　13：30～15：00 第4会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：栗原　正紀（一般社団法人日本病院会 理事／一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 理事長・院長）

浅香えみ子（獨協医科大学埼玉医療センター 看護副部長）

多職種連携で行うタスクシェアリング強化・時短への取り組み

SY8-1　「メディカル・コントロール」と「メディカル・リソース・マネジメント」で達成する
タスクシェアリング

山下　智幸（日本赤十字社医療センター（救命救急センター・救急科）医師）

SY8-2　薬剤師が担うタスク・シェアリングと生産性向上に対する取り組み

桒原　　健（一般社団法人日本病院薬剤師会 専務理事）

SY8-3　多職種協働によるチーム医療の実践とタスクシェアリング
～ソーシャルワーカーの視点から～

多田　弘美（昭和大学病院 総合サポートセンター ソーシャルワーカー 主査）

指 定 発 言	 末永　裕之（一般社団法人日本病院会 顧問／小牧市民病院 病院事業管理者）

	 有賀　　徹（独立行政法人労働者健康安全機構 理事長）

コメンテーター	 木澤　晃代（日本大学病院 看護部長）

	 本多　哲也（医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立第１病院 事務長）
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シンポジウム9　8月2日（金）　15：00～16：30 第4会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：木村　　厚（社会医療法人社団一成会 木村病院 理事長・院長）

地域で生きるを支える ～ ACP の取り組み～

SY9-1　地域で生きるを支える ～ ACP の取り組み～

齊藤　克子（医療法人真正会 霞ヶ関南病院 副理事長）

SY9-2　地域で ” 暮らす ”、そして ” 生ききる ” に伴走する医療
～あなたの思いを地域でつなぎ、紡いでいく～

宇都宮宏子（在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表）

SY9-3　ACP は「つなげる・見直す」こと ～「点」と「線」の取り組み

岡村　紀宏（社会医療法人恵和会 西岡病院 医療福祉課長）

SY9-4　” 最期まで自分らしく ”　思いをかなえるために　地域への期待と私たちにできること

飯野奈津子（NHK 解説委員室 NHK 解説委員）

経営セミナー　8月2日（金）　10：30～11：30 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール A）

座長：安藤　文英（一般社団法人日本病院会 常任理事／医療法人西福岡病院 理事長）

消費税増税への対応

石井　孝宜（一般社団法人日本病院会 監事／石井公認会計士事務所 所長）

企業共催セミナー　8月2日（金）　13：40～14：40 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホールA）

Dr. JOY 株式会社 座長：石松　宏章（Dr.JOY 株式会社 代表取締役）

iPhone × Beacon を活用し、出退勤の打刻を100％に近づける施策

木村　勝弘（岡山大学病院 総務課長）

企業協賛医療政策セミナー　8月2日（金）　15：00～16：00 第1会場（札幌コンベンションセンター　大ホール A）

中日本航空株式会社 座長：小野寺英雄（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 経営企画部長）

2040年を展望した医療提供体制の改革へ向けて

～医師の働き方改革に主導的な役割を果たした日本病院会の政策提言を通して～

秋野　公造（一般社団法人日本病院会 顧問／公明党社会保障制度調査会事務局長 参議院議員）
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一般演題プログラム・ターゲットカテゴリー　2019 年8月1日 木

ワークショップ1　14：58～16：28 第3会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：小松本　悟（足利赤十字病院 院長）

ターゲットカテゴリー：働き方改革

WS1-1　聖マリア病院において実施した働き方改革の現状と問題点

谷口　雅彦（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院）

WS1-2　亀田総合病院薬剤部における薬剤師の働き方改革
～タスク・シフティング／タスク・シェアリングの導入～

鈴木　一己（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院）

WS1-3　RPA 活用による働き方改革の取り組み

長江　範之（旭川赤十字病院）

WS1-4　人的マネジメントにおける経営戦略室の役割
～負担軽減策と ES、ラダーと階層別研修制度構築において～

秋吉　裕美（社会医療法人 製鉄記念八幡病院）

WS1-5　労働生産性向上に向けた独自の働き方改革

大塚　浩士（社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 医療情報部）

WS1-6　リハセラピスト間の患者申し送り負担軽減に向けた取り組み

石川　裕貴（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院）

一般演題プログラム・ターゲットカテゴリー　2019 年8月2日 金

ワークショップ2　10：20～11：50 第5会場（札幌コンベンションセンター　中ホール B）

座長：牧野修治郎（北斗病院 歯科口腔外科 部長）

針谷　靖史（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科）

ターゲットカテゴリー：チーム医療

WS2-1　効率的な周術期等口腔機能管理を目指して

針谷　靖史（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科）

WS2-2　当院の他職種・医療連携による入院患者の口腔管理をベースとした周術期口腔機能管理の
現状について

新垣　敬一（沖縄中部病院 歯科口腔外科）

WS2-3　当科における周術期口腔機能管理への取り組み －管理症例を増やすための努力－

小野　貢伸（市立札幌病院 歯科口腔外科）

WS2-4　当院の周術期口腔機能管理における医科歯科連携と多職種による取り組み

榊原　典幸（社会医療法人母恋 日鋼記念病院 歯科口腔外科）

WS2-5　石川県立中央病院における周術期口腔機能管理の現状と収益効果

宮田　　勝（石川県立中央病院 歯科口腔外科）

WS2-6　洛和会音羽病院京都口腔健康センターにおける医科連携と周術期口腔機能管理の現状

横江　義彦（洛和会音羽病院 京都顎変形症センター）

WS2-7　がん診療における医科歯科連携、歯科医科連携

太田　嘉英（東海大学医学部 外科学系口腔外科学領域）


