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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１ ランチョンセミナー
第２会場［白鳥ホール（北）］

ランチョンセミナー1　12：30～ 13：30

腎臓病の克服を目指して
座　　長：湯澤由紀夫	 藤田医科大学　医学部腎内科学　教授

演　　者：柏原　直樹	 川崎医科大学　副学長
	 　　　　　　　腎臓・高血圧内科学　教授

共　　催：協和キリン株式会社

第３会場［白鳥ホール（南）］

ランチョンセミナー2　12：30～ 13：30

遠隔医療の維持透析診療への導入
座　　長：小川　洋史	 社会医療法人名古屋記念財団　新生会第一病院　院長

演　　者：風間順一郎	 福島県立医科大学　腎臓高血圧内科　主任教授

共　　催：ニプロ株式会社

第４会場［レセプションホール　東］

ランチョンセミナー3　12：30～ 13：30

改正個人情報保護法の正しい理解と適切な対応
座　　長：飯田　修平	 公益社団法人全日本病院協会　理事
	 公益社団法人全日本病院協会　個人情報保護担当委員会　委員
	 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院　理事長・院長

演　　者：宮澤　　潤	 宮澤潤法律事務所　所長
	 公益社団法人全日本病院協会　個人情報保護担当委員会　特別委員

共　　催：一般社団法人全日病厚生会

ランチョンセミナー
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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
第５会場［レセプションホール　西］

ランチョンセミナー4　12：30～ 13：30

味と匂いの見える化で新しい食文化を創る
座　　長：吉田　憲史	 公益社団法人日本メディカル給食協会　相談役・理事

演　　者：都甲　　潔	 九州大学　高等研究院　五感応用デバイス研究開発センター
	 特別主幹教授　特任教授　工学博士

共　　催：公益社団法人日本メディカル給食協会

第６会場［会議室 141+142］

ランチョンセミナー5　12：30～ 13：30

地域医療を支える民間病院の BCP（業務継続計画）
～災害時、あなたの病院は大丈夫ですか？～
演　　者：飯村　治子	 株式会社竹中工務店　エンジニアリング本部
	 事業リスクマネジメントグループ　課長

共　　催：株式会社竹中工務店

第７会場［会議室 131+132］

ランチョンセミナー6　12：30～ 13：30

がん治療中からの在宅緩和ケアとの連携
～治療中の患者にホスピスや在宅緩和ケアをどう提案するのか～
座　　長：織田　正道	 公益社団法人全日本病院協会　副会長
	 社会医療法人祐愛会　織田病院　理事長

演　　者：大井　裕子	 社会福祉法人　聖ヨハネ会桜町病院　在宅診療部長・ホスピス科

共　　催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー
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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
第８会場［会議室 133+134］

ランチョンセミナー7　12：30～ 13：30

フレイル・サルコペニアの予防対策について
－栄養の視点を中心として－
座　　長：本庄　弘次	 医療法人弘生会	本庄内科病院　理事長・院長

演　　者：鈴木　隆雄	 桜美林大学　老年学総合研究所　所長
	 桜美林大学　大学院老年学研究科　教授
	 国立長寿医療研究センター　総長特任補佐

共　　催：株式会社大塚製薬工場

第９会場［会議室 431］

ランチョンセミナー8　12：30～ 13：30

次期診療報酬改定を見据えた中小病院の経営戦略と介護医療院
座　　長：内藤　啓志	 株式会社名南メディケアコンサルティング　代表取締役

演　　者：池端　幸彦	 一般社団法人日本慢性期医療協会　副会長
	 医療法人池慶会池端病院　理事長・院長
	 社会福祉法人雛岳園　愛星保育園　たんぽぽ保育園

共　　催：株式会社名南メディケアコンサルティング

第10会場［会議室 432］

ランチョンセミナー9　12：30～ 13：30

高齢者てんかんをどう診断するか
演　　者：川上　　治	 JA 愛知厚生連　安城更生病院　神経内科代表部長・臨床検査科代表部長

共　　催：日本光電工業株式会社

ランチョンセミナー
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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
第11会場［展示室 211］

ランチョンセミナー10　12：30～ 13：30

認知症の予防検証と薬物療法（薬剤選択）
～名市大病院と名古屋市の取り組み～
座　　長：木村　和哲	 名古屋市立大学　薬剤部　部長

演　　者：赤津　裕康	 名古屋市立大学　地域医療教育学　教授

共　　催：東和薬品株式会社

第12会場［展示室 212］

ランチョンセミナー11　12：30～ 13：30

アプリを活用した健診受診後の健康増進支援とは
～ DeNA における「健康寿命」延伸への挑戦～
演　　者：三宅　邦明	 DeSC ヘルスケア株式会社

共　　催：DeSC ヘルスケア株式会社

ランチョンセミナー
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第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第２会場［白鳥ホール（北）］

ランチョンセミナー12　12：20～ 13：20

iPhone × Beacon を活用し、出退勤の打刻を 100％に
近づける施策
座　　長：石松　宏章	 Dr.JOY株式会社　代表取締役

演　　者：木村　勝弘	 岡山大学病院　総務課長

共　　催：Dr.JOY株式会社

第３会場［白鳥ホール（南）］

ランチョンセミナー13　12：20～ 13：20

短期入院ボツリヌス + リハビリテーション併用療法を用いた、
“Hub & Spoke” 型の脳卒中地域連携
座　　長：中澤　　信	 特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病院　理事長

演　　者：鈴江　淳彦	 高知赤十字病院　脳神経外科

共　　催：グラクソ・スミスクライン株式会社

第４会場［レセプションホール　東］

ランチョンセミナー14　12：20～ 13：20

佐久平地域の糖尿病チーム医療と地域連携
座　　長：森　　昭裕	 一宮西病院　副院長

演　　者：仲　　元司	 佐久市立国保浅間総合病院

共　　催：アステラス製薬株式会社

第５会場［レセプションホール　西］

ランチョンセミナー15　12：20～ 13：20

 RCA（根本原因分析）を体験しよう
座　　長：長谷川友紀	 公益社団法人全日本病院協会　医療の質向上委員会　特別委員
	 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

演　　者：柳川　達生	 公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院　副院長

演　　者：藤田　　茂	 東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野　講師

共　　催：株式会社全日病福祉センター

ランチョンセミナー
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第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第６会場［会議室 141+142］

ランチョンセミナー16　12：20～ 13：20

2025 年問題に向けて IT で地域医療を変える
～岡田病院の取り組み～
演　　者：村田　高茂	 医療法人社団成蹊会　理事長　兼　岡田病院　院長

共　　催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

第７会場［会議室 131+132］

ランチョンセミナー17　12：20～ 13：20

これからの院内感染対策
座　　長：今村　康宏	 公益社団法人全日本病院協会　常任理事
	 医療法人済衆館　済衆館病院　理事長

演　　者：大毛　宏喜	 広島大学病院

共　　催：テルモ株式会社

第８会場［会議室 133+134］

ランチョンセミナー18　12：20～ 13：20

病院 BCP の落とし穴　～持続可能な病院づくりの秘訣とは～
演　　者：星野　大道	 鹿島建設株式会社　建築設計本部医療統括　グループリーダー

共　　催：鹿島建設株式会社

第９会場［会議室 431］

ランチョンセミナー19　12：20～ 13：20

糖尿病治療における GLP-1 受容体作動薬の現状
座　　長：有馬　　寛	 名古屋大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌内科学　教授

演　　者：佐久間博也	 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院　副院長

共　　催：ノボノルディスクファーマ株式会社

ランチョンセミナー
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第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第10会場［会議室 432］

ランチョンセミナー20　12：20～ 13：20

急性期の上を行く慢性期医療
演　　者：唐澤　秀治	 医療法人社団一心会　初富保健病院　院長

共　　催：株式会社ワイズマン

第11会場［展示室 211］

ランチョンセミナー21　12：20～ 13：20

省エネ補助金を有効活用した設備更新セミナー
座　　長：結城　崇文	 キングラン中部株式会社　マネージャー

演　　者：堤　　大輔	 キングランリニューアル株式会社　代表取締役社長

共　　催：キングラン株式会社

第12会場［展示室 212］

ランチョンセミナー22　12：20～ 13：20

病院の資金調達～リートの活用方法と事例研究
座　　長：渡辺　　晶	 一般社団法人不動産証券化協会　市場調査部長

演　　者：松田　　淳	 KPMGヘルスケアジャパン株式会社　代表取締役

　　　　　山内　　章	 大和リアル ･エステート ･アセット ･マネジメント株式会社　取締役会長

　　　　　吉岡　靖二	 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長

　　　　　赤松　利起	 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社　取締役資産運用部長

　　　　　佐藤　啓介	 ケネディクス不動産投資顧問株式会社　取締役最高業務執行者

共　　催：一般社団法人不動産証券化協会

ランチョンセミナー


