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第 8 回「全国医療経営士実践研究大会・仙台大会」協賛のご案内 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼

申し上げます。 

一般社団法人日本医療経営実践協会では、2019 年 11 月 9 日（土）・10 日（日）の 2 日間にわ

たり、第 8 回「全国医療経営士実践研究大会」仙台大会を開催いたします。 

この「全国医療経営士実践研究大会」は、本協会の認定登録を受けた医療経営士が年に一度一

堂に会し、実践活動および地域支部における問題解決に向けた取り組みの成果を発表する場とし

て位置づけているものです。病医院経営の実践者、識者等による大会テーマに沿った内容を語っ

ていただく「基調講演」のほか、医療経営士による演題発表を行い、演題発表については審査委

員による審査を経て、発表及び研究内容が優れていると認めた発表者を表彰しています。 

８回目を迎える今大会では、本協会理事であり、東北薬科大学医学部教授・病院長補佐を務め

る濃沼信夫氏を大会運営委員長に、「地域を動かす医療経営士の現場力――新たな『企画』『提案』

『実践』が医療を変える！」というテーマで行います。 

 企画趣旨をご理解の上、是非ともご協賛をご検討いただけますようお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、皆様のご健勝とご発展を心からお祈り申し上げます。 

謹白 

大会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主     催：一般社団法人 日本医療経営実践協会 

大会運営委員長： 濃沼 信夫  （日本医療経営実践協会東北支部支部長 

                日本医療経営実践協会理事 

                 東北医科薬科大学医学部教授・病院長補佐） 

大会運営委員  ： 田中 繁道  （日本医療経営実践協会北海道支部支部長 

渓仁会グループ最高責任者、医療法人渓仁会理事長） 

安藤 高朗  （日本医療経営実践協会関東支部支部長 

公益社団法人全日本病院協会副会長 

医療法人社団永生会理事長／衆議院議員） 

         神野 正博 （日本医療経営実践協会理事 

日本医療経営実践協会北陸支部支部長 

社会医療法人財団董仙会理事長） 

         井手 宏  （日本医療経営実践協会東海支部支部長 

                一般社団法人愛知県医療法人協会理事 

                医療法人財団愛泉会愛知国際病院理事長） 

清水 鴻一郎（日本医療経営実践協会関西支部支部長 

       一般社団法人京都私立病院協会会長 

                医療法人清水会理事長／元衆議院議員） 

         梶原 四郎 （日本医療経営実践協会中国支部支部長 

        社会医療法人清風会理事長） 

橋爪 章  （日本医療経営実践協会九州支部支部長 

       社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院在宅支援センター長 

元保健医療経営大学学長） 

 



第 8 回「全国医療経営士実践研究大会・仙台大会」 大会概要 

 

大会テーマ：    地域を動かす医療経営士の現場力 

           ―新たな『企画』『提案』『実践』が医療を変える！― 

 

会   期：2019年 11月 09日（土） 13：00 ～ 18：15（※終了後懇親会） 

11月 10日（日）  8：30 ～ 16：30 

 

場   所：ホテルメルパルク仙台  

（宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目６−５１） 

 

後   援：厚生労働省、東北厚生局、宮城県、仙台市 

（一財）医療関連サービス振興会、（公財）医療機器センター、（一財）医療情報シ

ステム開発センター、（一社）全国公私病院連盟、（公社）全国自治体病院協議会、

（一社）全国訪問看護事業協会、（公社）全国老人保健施設協会、（公社）全日本病

院協会、（公社）地域医療振興協会、（公社）日本医師会、（一社）日本医薬品卸売

業連合会、日本医用光学機器工業会、（一社）日本医療機器学会、（一社）日本医療

機器工業会、（一社）日本医療機器産業連合会、（公財）日本医療機能評価機構、

（一社）日本医療経営学会、（一社）日本医療・病院管理学会、（一社）日本医療福

祉建築協会、（一社）日本医療福祉設備協会、（一社）日本医療法人協会、（特非）

日本医療マネジメント学会、（一社）日本衛生検査所協会、（一社）日本栄養経営実

践協会、（一社）日本介護福祉経営人材教育協会、（公社）日本看護協会、（公社）

日本歯科医師会、（公社）日本診療放射線技師会、（公社）日本精神科病院協会、日

本製薬工業協会、日本製薬団体連合会、（一社）日本病院会、（一社）日本病院薬剤

師会、（公財）日本訪問看護財団、（一社）日本慢性期医療協会、（公社）日本メデ

ィカル給食協会、（公社）日本薬剤師会、（公社）日本臨床工学技士会、（独）福祉

医療機構、（公社）宮城県医師会、（公社）宮城県看護協会、（一社）宮城県歯科医

師会、（一社）宮城県精神科病院協会、宮城県病院協会、宮城県病院薬剤師会、（公

社）宮城県放射線技師会、（一社）宮城県薬剤師会、（一社）宮城県臨床工学技士

会、河北新報社 （順不同） 

 

 



プログラム 

（2019.8.30現在） 

第 1日目：11月 9日（土） 

基調講演 

地域を動かす医療機関経営／山形県・酒田市病院機構の経験から 

栗谷 義樹（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構理事長、地方医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット代表理事） 

医療経営士 特別講演 1 

組織横断的経営企画６つの取り組み－今求められる企画・提案・実践 

小野寺 和清（医療法人医徳会真壁病院医事課課長／医療経営士１級） 

医療経営士 特別講演２ 

震災復興における病院および看護師が地域に求められる役割 

崎山 晶子（石巻市立病院看護部看護部長／医療経営士３級） 

医療経営士 特別講演３ 

医薬品卸企業の医療経営士の役割と方向性 

河内 勇人（東北アルフレッサ株式会社営業本部関連事業部部長／医療経営士２級） 

医療経営士 第１回懸賞論文「日本医療経営実践賞」表彰式・講演・ディスカッション 

審査委員長 尾形 裕也（九州大学名誉教授） 

全国医療経営士情報交換会（懇親会） 

 

第２日目：11月 10日（日） 

「医療経営士による演題発表」《支部推薦》8 名予定／《一般》6 名予定 

審査委員長 吉長 成恭 
日本医療経営実践協会参与、広島経済大学特別客員教授 

審査委員  田中 繁道 
日本医療経営実践協会北海道支部支部長、渓仁会グループ最高責任者、医療法人渓仁会理事長 

濃沼 信夫 
日本医療経営実践協会東北支部支部長、日本医療経営実践協会理事、東北医科薬科大学医学部教授・病院

長補佐 

安藤 高夫 
日本医療経営実践協会関東支部支部長、全日本病院協会副会長、日本慢性期医療協会副会長／衆議院議員 

井手 宏 
日本医療経営実践協会東海支部支部長、愛知県医療法人協会理事、愛泉会愛知国際病院理事長 

清水鴻一郎 
日本医療経営実践協会関西支部支部長、京都私立病院協会会長、医療法人清水会理事長／元衆議院議員 

梶原 四郎 
日本医療経営実践協会中国支部支部長、社会医療法人清風会理事長 

橋爪 章 
日本医療経営実践協会九州支部支部長、社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院在宅支援センター長、元保健医

療経営大学学長 

特別対談 

地域を動かす！医療を変える！―今こそ求められる『病院経営イノベーター』への期待と役割 

モデレーター 真野 俊樹（日本医療経営実践協会参与、中央大学ビジネススクール・大学院戦略経営研究科教授） 

       三浦 純一（公立岩瀬病院院長） 

閉会挨拶 

安藤 高夫氏（日本医療経営実践協会関東支部支部長全日本病院協会副会長、日本慢性期医療協会副会長／衆議院議員） 

 



参加者対象 

 

■参加者対象 （大会会場定員：250名） 

①日本医療経営実践協会認定「医療経営士」（協会会員）：11,599名（31年 5月 27日現在） 

 【内訳】 

 

 

②一般 

・医療機関（経営者層、医師・看護師・メディカルスタッフ、その他職員） 

・医療関連企業、金融機関等 

・学生 

 

 

■昨年大会（札幌大会）実績 （2日間のべ参加者 358名〈協会役員除く〉） 
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医薬品製造販売 41.0％ 

医薬品卸 18.5％ 
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協賛内容のご案内 

ランチョンセミナー協賛（大会 2 日目/10 日）※1 社限定 

料金：280,000円(税別) ※事前に事務局にご相談ください。 

●大会 2日目のお昼休憩時に、貴社の講演により来場者に情報を提供できます（講演時間：30分）。 

●講演にかかる費用は貴社にてご準備ください（外部講師の招へいの場合、配布資料印刷等）。 

●来場者にお弁当を提供いたします（予定 200食／会場指定の業者よりご提供）。 

 お弁当の準備等は主催者が全て行います。 

●希望により資料を配布しますのでご準備をお願いします。 

【ランチョンセミナー協賛申込特典】 

①会場へのブース出展 

 ●商品展示に加え商品紹介やアンケート調査など、貴社スタッフにより直接参加者に PRできます。 

②大会抄録に貴社広告掲載（1色 1ページ） 

●広告データは貴社にてご用意ください。 

③貴社商品パンフレット等の配布 

●大会抄録に同封し来場者に配布いたします 

④3名まで本大会の参加登録料は無料でご参加できます 

●懇親会は 1名ご招待いたします。2名以降実費のご負担となります（参加費 5,000円／人） 

⑤参加者アンケート結果情報のフィードバック 

 ●会場参加者に配布する参加者アンケートにおいて、貴社が参加者に聞きたい質問（2問ま

で）を盛り込め、その結果をフィードバックいたします。 

 

協賛Ａ：会場にブース出展 

●商品展示はもちろん、商品紹介やアンケート調査など、貴社スタッフにより直接参加者に PR でき

ます。ブース出展は先着順とさせていただきます（先着 5 社）。 

料金：130,000円（税別） ※法人正会員割引５％OFF 

 

【協賛Ａ申込特典】 

※上記【ランチョンセミナー協賛申込特典】の②～⑤が適用となります 

仕様 ― ﾃｰﾌﾞﾙ（横 1800mm×奥行き 600mm）、ｲｽ 

 ※バックボードはございませんので御使用の際は貴社でご準備をお願いします。 

 

                                              

展示台イメージ 

 1800×600 Ｈ700 

 

 



協賛Ｂ：大会抄録の表紙まわりへ貴社広告掲載（4 色 1 ページ） 

料金：80,000円（税別） 

●広告データは貴社にてご用意ください。 

 

協賛Ｃ：大会抄録に貴社広告掲載（1色 1ページ） 

料金：30,000円（税別） 

●広告データは貴社にてご用意ください。 

 

【協賛Ｂ・Ｃ 広告原稿について】 

スペース 広告サイズ（天地 mm×左右 mm） 

協賛Ｂ（表 4・表 2・表 3）：4色 
297×210  

協賛Ｃ（1ページ）：1色 

※ご入稿に当たってのお願い 

① 入稿に際しては CD-R/RW、DVD-R/RW のいずれかの媒体による入稿をお願いします。 

② またデータ入稿仕様書 

（1）使用ＯＳ、アプリケーション、使用フォント一覧 （2）仕上がり見本（PDF）を添付してください。  

③ インターネットによるオンライン入稿の場合、雑誌広告デジタル送稿推進協議会の方針により 

「J-PDF」形式による入稿（校了）を推奨させていただいております。 

※同形式によるご入稿の際には、原稿データ.出力見本.データ仕様書.プリフライトレポートをご用意くださ

い。 

ご入稿の際は、雑誌広告デジタル送稿推進協議会の運営する上記ウェブサイト「雑誌デジ送ナビ」の 

記載に沿って制作していただけますよう、お願い申し上げます。 

▶ 雑誌広告デジタル送稿推進協議会  http://www.3djma.jp/  （外部サイト） 

▶ 原稿の制作方法  http://www.3djma.jp/production_method/  （外部サイト） 

 

協賛Ｄ：貴社商品パンフレットの配布 

料金：30,000円（税別） 

●大会抄録に同封し来場者に配布いたします。 

 

協賛Ｅ：貴社商品サンプルの配布 

料金：50,000円（税別） 

●大会抄録に同封し来場者に配布いたします。商品サンプルとあわせてパンフレットも可能です。 

 

【協賛申込共通特典】 

①大会会場サイン媒体（看板）／大会抄録の協賛一覧への社名掲載 

②大会特設ホームページへのバナーリンク掲載 

③医療経営士情報誌『理論と実践』（2020年 1月中旬発行予定）にて名刺広告掲載 

 

【法人会員特典】 

①法人会員一覧として、社名を大会抄録に掲載いたします。 

②ブース出展料を 5％割引させていただきます。 

 



第 8 回全国医療経営士実践研究大会・仙台大会 

協賛申込書 

上記開催趣旨に同意し、協賛いたします。 

お申込日：2019年  月  日 

 協賛内容 協賛金（税別） お申込 

ランチョン

協賛 
ランチョンセミナー（大会２日目） 280,000円 □ 

協賛Ａ 会場にブース出展 130,000円 □ 

協賛Ｂ 
大会抄録の表紙まわりへ貴社広告掲載 

（4色 1頁） 
80,000円 □ 

協賛Ｃ 大会抄録に貴社広告掲載（1色 1頁） 30,000円 □ 

協賛Ｄ 貴社商品パンフレット等の配布 30,000円 □ 

協賛Ｅ 貴社商品サンプルの配布 50,000円 □ 

 

 お申込先     ＦＡＸ：022-281-8537       

貴社名  

部署  

ご担当者  

ご住所 
〒 

 

お電話番号  

 

◆ご協賛申込締切：10月 9日（水）◆広告データ締切：10月 16日（水） 

◆お支払：11月末締め、12月末日お支払い 

担当：      

 

 □□□お問合せ先□□□ 

一般社団法人日本医療経営実践協会「全国医療経営士実践研究大会」 

事務局担当：日本医療経営実践協会東北支部：三浦、浅石  

TEL：022-281-8536／FAX:022-281-8537（株式会社日本医療企画 内） 

 


