
会　員　1日：3,000円　2日間：5,000円　3日間：  7,000円 （会員とは都道府県臨床工学技士会の正会員）
非会員　1日：5,000円　2日間：8,000円　3日間：10,000円

参加費

日本医療機器学会主催のMDIC認定の更新ポイントが1セミナーに付10ポイント付与されます。

1. 医療機器安全管理責任者の現状
　 ～アンケート調査結果から見る
　　　　　　　医療機器安全管理責任者の現状～

となりの病院の医療機器安全管理体制を知る！

1. PMDA発信の医療安全情報について

2. PMDAの情報発信を受けて、
                           各施設で行っていること

3. 医療安全に関する総括

各施設における医療機器安全情報の活用方法を知る

　北里大学大学院医療系研究科　石田　開

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）　青木 郁香

東京工科大学 医療保健学部 臨床工学科　野口 裕幸

1. スペシャリストを求めて
      ～特殊業務を担当する臨床工学部～

2． となりの病院の医療機器安全管理
　　　　　　　　組織構成の実際と課題
（1） 大学病院の場合

  杏林大学医学部付属病院 臨床工学室　村野 祐司

1-1． 高気圧酸素療法業務
  東芝病院 ＭＥ部　梅木 秀一

2-1． 事例１．電気メスによる熱傷事故
  東京慈恵会医科大学附属第三病院 臨床工学部　亜厂  耕介

2-2． 事例２．蘇生バッグ・ジャクソンリース回路
東京慈恵会医科大学附属病院 臨床工学部　石井 宣大

2-3． 事例３．人工呼吸器
日本大学医学部附属板橋病院 臨床工学技士室　中川 富美子

2-4． 事例４．医療ガスボンベ（取り違え、MRI）
                                                   ・在宅酸素

順天堂大学医学部附属浦安病院                 
  臨床工学室　山本信章

2-5． 事例５.除細動器とAED・心電図モニタ
東邦大学医療センター大橋病院                 

臨床工学部　別所郁夫

2-6． 事例６．輸液ポンプ・シリンジポンプ
東京女子医科大学病院 臨床工学部　酒井 基広

2-7． 事例７．気道チューブ抜去事例
北里大学病院 救命救急センター RST/RRT室　森安 恵実

2. ジェネラリストを求めて
　　～幅広い業務を担当する臨床工学部～
2-１． 業務ローテーションを取入れている臨床工学部

1-2. 小児領域の業務
      東京都立小児総合医療センター                 

臨床工学技士室　田川 雅久

（a） 三井記念病院の場合
三井記念病院 ＭＥセンター　山下 好史

2-2． 系列病院の中での臨床工学部

（a） ＩＭＳグループ病院の場合
板橋中央総合病院 臨床工学科　道小島 明美

（b） 東京慈恵会医科大学附属病院の場合
東京慈恵会医科大学附属病院 臨床工学部　平塚 明倫

（b） 東大和病院の場合
東大和病院 臨床工学科　梶原 吉春

3． 医療機器安全管理の実務
（1） 医療機器の安全使用を目的とした改善のための
       具体的な方策の実際

  東京警察病院 臨床工学科　関根 　蔵
（2） 従業者に対する医療機器の安全使用のための
       具体的な研修の実際

 虎の門病院 臨床工学部　白井 康之

（3） 医療機器の保守点検に関する計画の策定と
       保守点検の実施の実際

 日産厚生会玉川病院 臨床工学科　井上 博満

（4） 医療機器の購入と評価と廃棄
東京大学医学部附属病院 医療機器管理部　佐久間 伸博

（2） 総合病院の場合
公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所　　　　　 

付属 永寿総合病院 臨床工学科　内藤 美緒
（3） 中規模病院の場合
賛育会病院 診療技術部 ＭＥ機器管理室　須原 千怜

うちの臨床工学部では、こんなことやってます。

最新の出展者一覧、セミナー情報はWEBで掲載中！！

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員

手術映像の撮影から記録・配信に焦点を当て、
手術室を模した8社の協同企画展示です。高
精細化し進化する各種カメラ、3D映像の活
用が進む医用画像の現状を、出展各社の機器
を接続して提示いたします。信号処理も複雑化・
高速化し、院内情報システムとの連携が求め
られるこれからの機器導入に役立つ最新の情報
をご提供します。

●GCX
●京都科学
●第一照明
●瑞穂医科工業
●産業開発機構

●アダチ
●アイ・コマース
●池上通信機
●FAシステムエンジニアリング
●カリーナシステム

●V-net
●富士ゼロックス
●朋栄

出展企業 協力企業“ダヴィンチ Si ”最新デュアルコンソールタイプ登場
手術映像・画像処理コーナー

HOSPEX Japan 公式ホームページの専用事前登録フォームよりお申し込み下さい。参加証を発行いたします。
（参加料のお支払いは後日、東京都臨床工学技士会事務局より請求書が届きます。）

申込方法

展示会場特設ルーム 会　場 120名定　員

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

（敬称略）

医療機器安全管理セミナー　（主催：東京都臨床工学技士会） 事前登録制

全日本病院協会／日本医療法人協会 共催セミナー　（主催：全日本病院協会／日本医療法人協会） 事前登録制

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）
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全日本病院協会 広報委員会特別委員
国際医療福祉大学　大学院教授

高橋　泰 日本医科大学大学院医学研究科
外科系救急医学分野准教授

布 施　 明

武蔵野赤十字病院救命救急センター部長
日赤災害医療 コーデイネーター

勝見　敦

全日本病院協会常任理事
東京都医師会副会長

東京都災害医療 コーディネーター　猪口　正孝

医療法人三星会　大倉山記念病院 事務長
西本　育夫

医療法人弘生会 本庄内科病院
理事長　院長
本庄　弘次

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）

11:00

～

12:30

13:00

～

14:30

15:00

～

16:00

日本医療法人協会 全日本病院協会全日本病院協会

１0月24日（木） １0月25日（金）

人口減少社会に向かう日本の
　　　医療福祉の現状と将来予測
  －特に首都圏に焦点を当てて－

広報委員会

ＡＭＡＴ －災害時の病院等支援－
救急・防災委員会

診療報酬についてわかりやすく解説
医療保険・診療報酬員会

在宅療養支援 
～情報共有と医療・介護の連携～

介護保険制度委員会

栄研化学株式会社常務執行役
中国事業室長
浅野 　慎一郎

中国における最近の医療事情 
－病院、人間ドック、介護・福祉の面から－

人間ドック委員会

座長 ： 全日本病院協会 常任理事
人間ドッグ委員会 委員長

医療法人康雄会 西病院 理事長
　西　昂

全日本病院協会 副会長
医療保険・診療報酬委員会 委員長

医療法人財団寿康会寿康会病院 理事長
猪口　雄二

参加料無料

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 100名定　員

特別講演会 事前登録制

参加料無料

2013年10月23日（水）～25日（金）
10：00～17：00

東京ビッグサイト・東4・5ホール

会 期

会 場

一般社団法人 日本医療福祉設備協会　一般社団法人 日本能率協会主 催

日本マイクロソフト 
パブリックセクター統括本部 インダストリーソリューション部
医療・健康・福祉・介護担当 シニアインダストリーマネージャー　神田 宗宏

ご案内状

当社はNO.　　　　　ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

（敬称略）

最新情報はホームページで

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

インテリジェント システム
～クラウド時代の医療/福祉を切り拓く鍵～

経済産業省における医工連携による医療機器の
                               実用化促進の取り組みについて

ものづくりから医療へ ～中小企業による発表～

経済産業省 商務情報政策局 
ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐　濱田 祐治

東海部品工業 専務取締役　伊藤 泰之、他企業

医療業界参入へ向けた、展示会の活用事例
タナック 代表取締役       　　 棚橋 一成
 営業開発グループ 担当主任　棚橋 一将

自治体/モノづくり企業を支援する医工連携展示企画のご紹介
日本能率協会

臨床医からみたロボット支援手術 
　― 患者のメリット、病院のメリット ―

順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科 教授　堀江 重郎

疲労医学からみた高齢者における快適居住空間の開発

大阪市立大学医学部疲労医学教室 教授  梶本 修身

医療・介護業界参入へ向けた、事業化推進マネジメントのポイント
日本能率協会コンサルティング ヘルスケア・プロジェクトリーダー　山中 淳一

ナノテクノロジィと感染対策 ～感染症から身を守るために～

カーボンニュートラル賞の創設の背景（仮）
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政策研究事業本部 主任研究員　柏野　聡彦

新菱冷熱工業 首都圏事業本部 首都圏設計部 設計二部 部長補
一般社団法人 建築設備技術者協会 カーボンニュートラル賞運営委員会 副委員長　牧野 眞司 

足利赤十字病院のカーボンニュートラル運用実績と院内環境

足利赤十字病院 事務部長　鷲見 圭司

医療機器産業への円滑な参入のポイント（製販ドリブンモデル）

学校法人東海大学 理事・評議員
東海大学医療技術短期大学 学長

東海大学 健康推進センター所長 産業医
灰田 宗孝

杏林大学医学部 教授
日本細菌学会 理事長

医学博士
神谷　茂

全く新しい概念の環境音による院内環境の創出
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～
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～
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～
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～
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医療業界参入支援セッション

特別協賛

一般社団法人 建築設備技術者協会／
公益社団法人 東京都看護協会／
一般社団法人 東京都臨床工学技士会／
公益社団法人 全日本病院協会／
一般社団法人 日本医療法人協会／
東京都介護福祉士会　（以上、順不同）　

話題の3Dプリンタについて関連企業が医療
分野での活用をご紹介します。

3DプリンタPRコーナー特別
コラボ

全日本病院協会 常任理事
日本医療法人協会 会長代行
救急・防災委員会 委員長

社会医療法人協和会 加納総合病院 理事長
加納　繁照【座長】

日本医療法人協会顧問
 井上法律事務所所長

弁護士
井上　清成

医療安全と証拠制限契約

日本医療法人協会 医療安全調査部会長
日本医療法人協会 常務理事

小田原　良治

医療事故調査制度と病院団体合意

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科 医療経済学分野 教授

川渕　孝一

社会保障制度改革国民会議の
        結論から見える医療の未来

四病院団体協議会 医業経営・税制委員会 委員長
日本医療法人協会 副会長

伊藤　伸一

病院における消費税のゆくえ

基調講演

カーボンニュートラル賞設立記念講演 （企画協力：建築設備技術者協会）

B

A

C



医療福祉建築賞2012作品のパネル展示

一般社団法人 日本能率協会　産業振興センター 　〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22　
TEL:03-3434-1988　FAX:03-3434-8076　E-mail:hospex@convention.jma.or.jp

お問い合わせ先

http://www.jma.or.jp/hospex/事務局

企画協力： 一般社団法人日本医療福祉建築協会

●盛岡赤十字病院 緩和ケア病棟
●長野県立こころの医療センター駒ヶ根
●社会福祉法人 長岡京せいしん会 特別養護老人ホーム 第二天神の杜
●もやいの家　瑞穂

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 100名定　員 （敬称略）

病院・福祉給食セミナー 事前登録制

【本日のポイント】
新調理システム活用のポイント

【本日のポイント】
今後の多様なCK事業

NPO法人日本フードコーディネーター協会副会長                  
スリーライン 営業開発部長　右田 俊幸

【本日のポイント】
単独施設における活用法

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）
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～
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～
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～
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新調理活用の様々な事例・方法と形態

NPO法人日本フードコーディネーター協会副会長                  
スリーライン 営業開発部長　右田 俊幸

新調理導入に必要な調理技術と
作業分析と作業の組み立て

シップヘルスケアフード                 
ニュークックチル・アドバイザー　樫原 　力

新調理導入のために必要な成功条件

ヒューマンフード・マネジメント 代表　川口 靖夫

〈出展社　実演・試食プレゼン〉
スチコンを活用した皿盛りによる
再加熱方法

エフ・エム・アイ

〈出展社　実演・試食プレゼン〉
近年注目のニュークックチルに最適
再加熱カート「エルゴサーブ」を用いた
安全でおいしい食事の適温提供

エレクター

NPO法人日本フードコーディネーター協会副会長                  
スリーライン 営業開発部長　右田 俊幸

CK方式に重要なサテライトにおける
オペレーションの考え方

ヒューマンフード・マネジメント 代表　川口 靖夫

食品加工工場を持つわが社の商品と
サービス・事業内容について（試食付き）

シンセイフードサービス取締役　二神　良昌

CKパネルディスカッション：
今後求められる多様なCK事業のあり方　

シンセイフードサービス取締役　二神　良昌
ヒューマンフード・マネジメント 代表　川口　靖夫

みやぎ保健企画 セントラルキッチン事業部 統括責任者　吉田　雄次
ミールサービス 代表取締役　石井さち子

〈出展社　実演・試食プレゼン〉
軟化酵素、スチコンを利用した
形・栄養・風味の残る介護食調理
―凍結含浸法基礎編―

マルゼン
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～
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～
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NPO法人日本フードコーディネーター協会副会長                  
スリーライン 営業開発部長　右田 俊幸

今後の病院食のあり方
～売れる病院食の作り方～（仮）

せんぽ 東京高輪病院 栄養管理室長 足立香代子

新調理導入成功に重要な
給食運営ソフト構築の考え方
進行 ： ヒューマンフード・マネジメント 代表　川口 靖夫

竹田健康財団竹田綜合病院 CM部栄養科 係長　黒岩　 敏

段階的建替え工事に伴う
新調理導入について（仮）

施設パネルディスカッション：
多様な施設に合わせた
新調理の活用・導入について

〈出展社　実演・試食プレゼン〉
ニュー・クックチル・システム導入のポイント
～美味しく安全に病院の食事を提供するために～

パナソニック ヘルスケア

参加料無料

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

看護セミナー  （主催：日本能率協会　共催：東京都看護協会　企画協力：パラマウントベッド　フクダ電子　ニプロ） 事前登録制

展示会場特設ルーム 会　場

パラマウントベッド フクダ電子
安全な療養環境を目指して

NP千葉労災病院 看護部長　青田 孝子

二プロ

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）

10：30

～

15：30

10：30

～

15：00
公開KYT（危険予知トレーニング）
            ～あるべき療養環境を考える～
工学院大学 建築学部建築デザイン学科 教授　筧　 淳夫
パラマウントベッド（株）技術開発本部 主席研究員   　　　　　
元 日本赤十字社 事業局 医療事業部 医療安全課長　杉山 良子

Dr.大島一太の2013 心電図の読み方
動く心電図モニタで学ぶ！！
基礎から遭遇しやすい虚血性心疾患不整脈まで

東京医科大学八王子医療センター　　　　　 
循環器内科 兼任講師　大島 一太

10：30

～

15：30

オーラルケア（口腔ケア）の最前線を学ぼう

米国におけるオーラルケア最前線

気管挿管中患者のオーラルケア

摂食嚥下障害患者のオーラルケア　など

参加料無料

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

ソリューションプレゼンセミナー 当日先着順

13：00

～

13：40

14：00

～

14：40

15：00
～

15：40

16：00

～

16：40

ドイツNRW州が取り組む
最新ホスピタルエンジニアリング
ドイツ NRW. INVEST

今、病院を考える！

医療福祉環境エビデンス研究会

睡眠計を活用した、
これからの介護・見守り支援システム
タニタ

よくわかる医療・介護分野の
エリアマーケティング事例紹介 
技研商事インターナショナル

医療ITの新時代
『ICT』で変わる診療と企業の活動
メディ・ウェブ

医療安全と滅菌保証：
ＰＣＤの活用及び適切な滅菌コンテナの選択
名優

病棟における情報共有プラットフォームのあり方

ケアコム

医療・介護ベッドの事故とその対策

医療・介護ベッド安全普及協議会

生活習慣病・予防、改善のための
未稍血管血流測定
フューチャー・ウエイブ

医療現場における固定具の適正使用とＱＯＬ
慣用的使用を再考！
名優

病院関係者なら知っておきたい手術室の安全

美和医療電機

市場化までを徹底的にサポート
おおさかトップランナー育成事業の紹介
大阪市都市型産業振興センター

電話設備のIP化とナースコール端末としての
利用、現状と展望
ケアコム

病院・介護施設向け災害時の停電対策と
省エネによる電気料金削減
PALTEK

医療機関の海外進出
～日本の優れた医療を海外へ～
三菱東京ＵＦＪ銀行

医療関連感染と病院清掃
～米国トレンドと日本のこれから～
Diversey

病院のトイレづくりと清掃管理

癒しのトイレ研究会

＊名刺をご用意ください。満席の場合は立見になる場合もございます。展示会場特設ルーム 会　場 70名定　員

11：00

～

11：40

12：00

～

12：40

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）

参加料無料

カメラ等持込

16歳以下16歳以下

16歳未満の方
（同伴者がいる場合も不可）

注意事項

○ 本展は商談のための専門展示会につき、業界関係者以外の方（16歳未
満、乳幼児のご同伴）のご入場はご遠慮ください。

○ お名刺を2枚ご用意のうえ、登録所に展示会入場登録カードをご提示く
ださい。本カードなき場合は有料（1名につき¥１，０００税込）となります。

○ 会場内でのカメラ・ビデオ撮影は禁止です。

　三条東病院名誉院長　山田 英夫

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 80名定　員

10：30

～

12：30

１３：３０

～

１5：3０

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

慢性期医療セミナー　（企画協力：日本慢性期医療協会） 事前登録制

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）

高齢者終末期医療のあるべき姿
～看取りの現状と将来～

地域医療を守るネットワークをどう構築するか
～住民に求められる医療とは～

慢性期医療における新たな診療報酬体系の構築
～「慢性期DPC/PDPS」と「慢性期病態別診療報酬体系（試案）」～終末期医療委員会企 画 医療連携委員会企 画

診療の質委員会企 画

認知症の人の家族への支援 慢性期リハビリテーションの重要性
～人間らしく生きるために～

急性期から在宅までの栄養管理
～対象者のための栄養管理をどう考えるか～

認知症委員会企 画

リハビリテーション委員会企 画 チーム医療推進委員会企 画

講演1 「当院における看取りの現状と将来」

　康明会病院 常務理事兼法人本部長　遠藤 正樹 講演1「慢性期DPC/PDPSについて」

講演2「慢性期病態別診療報酬体系（試案）
　　　  ～作成の視点・調査結果概要～」

いばらき診療所院長　照沼 秀也
青梅慶友病院看護介護開発室長　桑田 美代子

講演2 「当院における看取りの現状と将来」

ディスカッション
座長 ： 木戸 保秀　瀬戸 静子

講演1「病院と診療所を核とする
              グループネットワークの活用」

講演2「在宅医療の意義と展望」

ディスカッション 司会 ： 医療連携委員会委員長
浜寺中央病院院長

井川 誠一郎

ディスカッション 司会 ： 終末期医療委員会委員長
信愛病院理事長

桑名 斉

認知症委員会委員長　内田病院理事長　田中 志子
講演1 「ご家族への説明」

　内田病院社会福祉士　星野 真由美
講演2 「介護家族の支援が認知症の人に与える効果」

　チーム医療推進委員会委員長
松山リハビリテーション病院理事長　木戸 保秀

司会 ： リハビリテーション委員会副委員長
大久野病院理事長

進藤 晃

博愛記念病院リハビリテーションセンター部長　池村 健

「慢性期での
　　リハビリテーション効果調査の報告」

慢性期リハビリテーション協会副会長
宇部記念病院理事長　江澤 和彦

　　座長 ： リハビリテーション委員会委員長
千里リハビリテーション病院理事長

橋本 康子

司会 ： 医療保険委員会委員長　伊豆 敦子

司会 ： 湘南長寿園病院 管理栄養士　瀬戸 静子

慢性期DPCワーキンググループ委員長　美原 盤

開会の挨拶

講演1「急性期の栄養管理」
　わかくさ竜間リハビリテーション病院 管理栄養士　西村 智子

講演2「慢性期の栄養管理」
　美原記念病院 管理栄養士　渡辺 美鈴

ディスカッション

講演2

講演1

講演3「在宅の栄養管理」
　いばらき診療所 管理栄養士　古賀 奈保子

診療の質委員会委員長　矢野 諭

テーマ：一貫した栄養管理にのぞむこと

参加料無料

東京都介護福祉士会セミナー　（主催：東京都介護福祉士会） 事前登録制

東京慈恵医科大学付属柏病院 栄養課長　林　 　進
竹田健康財団竹田綜合病院 CM部栄養科 係長　黒岩　 敏

ヒューマンフード・マネジメント 代表　川口 靖夫
シップヘルスケアフード ニュークックチルアドバイザー　樫原　 力

メディカルタウンの作り方
～これからの医療対応とまちづくり～

13:00～16:00【シンポジウム】

『医業経営の視点からのヒトづくり・モノづくり・マチづくり』

「都営戸山ハイツの「暮らしの保健室」から見えてきたもの」
白十字訪問看護ステーション 統括所長　秋山　正子

「住み慣れた地域で最後まで生ききるために
　　　　　　　～「かあさんの家」の実践より～」

ＮＰＯ法人ホームホスピス宮崎 理事長　市原　美穂

「コミュニティデザインとまちづくりの現場」
Ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ コミュニティデザイナー　西上 ありさ

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員 1,000円（税込）参加費

東京都介護福祉士会公式ホームページもしくはHOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法

展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員 会員 1,800円　非会員 3,000円　（会員とは東京都介護福祉士会の会員）参加費

医業経営セミナー （主催：日本医業経営コンサルタント協会　共催：日本医療福祉建築協会） 事前登録制

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

13：00

～

14：30

15：00

～

16：30

公開されているＤＰＣデータを用いた地域における競争戦略
～地図上の可視化～

川崎医療福祉大学 医療情報学科 教授
認定登録 医業経営コンサルタント　宮原　勅治

医業経営指標を用いて経営改善を図る
～財務諸表の分析と診療機能データの活用～

あさがお経営研究所 代表
認定登録 医業経営コンサルタント　塩田　龍海

雇用の質向上施策の切り札となるか？
～「医師事務作業補助者」の活用と今後の課題～

八神エモーション 企画部 部長
認定登録 医業経営コンサルタント　小山田　剛

看護部門におけるモチベーションと
リテンションマネジメントの実際
～最新の調査レポートと先進事例のご紹介～

フェアアンドイノベーション　永瀬　隆之

薬局の淘汰がはじまった！
～個人中小薬局が選ぶべき道筋とは～

東京都支部 調剤薬局研究会
認定登録 医業経営コンサルタント　鈴木　　聡

世界医療福祉建築回覧実記
～JIHa海外医療福祉建築研修2013～

工学院大学建築学部建築学科 教授　山下　哲郎

ワークライフバランスを実現する
「カエルの星」の取り組み
～薬剤師の勤務環境改善事例～

医療法人永和会 理事
認定登録 医業経営コンサルタント　中田　基晴

11：00

～

12：30

１0月24日（木）１0月23日（水） １0月25日（金）

メインテーマ

『認知症ケアと医療との連携』　※プログラム詳細はWEBをご確認下さい。メインテーマ

（敬称略）

10：55　主催者あいさつ

基調講演

A

D G

E

F

H


