Japan Association for Healthcare Balanced Scorecard Studies (JHBSC)

日本医療バランスト・スコアカード研究学会
International Symposium on The Fifteenth Anniversary

設立 15 周年記念 国際シンポジウム
持続可能な病院経営～BSC と Sustainable BSC の貢献
2017 年 3 月 18 日（土）10:00～18:15（通訳付）

【会

場】東京大学医学部 教育研究棟 14 階「鉄門記念講堂」

【テ ー マ】持続可能な病院経営～BSC と Sustainable BSC の貢献
【開催責任者】大 会 会 長 髙橋淑郎（日本大学商学部 JHBSC 研究学会理事長）
実行委員長 小出大介（東京大学大学院医学系研究科 JHBSC 研究学会評議員）
【主

催】日本医療バランスト・スコアカード研究学会（JHBSC）

【参 加 費】資料代として
事前登録 JHBSC 会員（個人、賛助会員）3,000 円

非会員 10,000 円

当日登録 JHBSC 会員（個人、賛助会員）5,000 円

非会員 15,000 円

【参加申し込み】日本医療バランスト・スコアカード研究学会ホームページからお申し込みく
ださい。 http://www.hbsc.jp/
日本医療バランスト・スコアカード研究学会事務局 担当：平尾みゆき
【参加費振込み先】
口座番号 みずほ銀行 成城支店（店番号 445）普通預金 1268479
口座名 日本医療バランスト・スコアカード研究学会創立 15 周年記念国際シンポジウム
（略称 「HBSC15 シンポ」です。略称で振り込めます。
）
住 所 〒157－8570 世田谷区砧 5－2－1 日本大学商学部 高橋淑郎 研究室内
電 話 03－3749－6940

(不在の場合は、学会事務局 03－5389－3027 まで)

【申し込み期間】2017 年 1 月 5 日（木）～ 3 月 10 日（金）
＊大会当日、お弁当等の昼食は準備しておりません。

国際シンポジウム日程表
10:00～10:10

【総 合 司 会】日本医療バランスト・スコアカード研究学会 理 事 赤瀬朋秀
【開会のご挨拶】日本医療バランスト・スコアカード研究学会 理事長 髙橋淑郎
【問 題 提 起】BSC から Sustainable BSC へ～その活用と期待

10:10～10:30

【講
【座

演

者 】日本大学商学部 教授 髙橋淑郎（JHBSC 研究学会 理事長）
長】 聖路加国際大学 法人事務局長 渡辺明良（JHBSC 研究学会 副理事長）

【演 題】Macro Perspective of Sustainable BSCs in U.S. Health Care

10:30～12:00
講
演 30 分
通
訳 30 分
討 論 者 15 分
一般討論 15 分

【講演者】(1) Prof. George H. Pink（University of North Carolina at Chapel Hill, School of
Public Health, Department of Health, Policy and Administration）
(2) Walter L. Hawkin（Major, U.S. Army, Medical Service Corps Army-Baylor
University, Graduate Program in Health and Business Administration）
【討論者】聖路加国際大学看護学部 教授 井部俊子（JHBSC 研究学会 理事）
【座 長】松山赤十字病院 院長 横田英介（JHBSC 研究学会 理事）
専修大学商学部 教授 伊藤和憲（JHBSC 研究学会 理事）

12:00～13:15

ランチ
【演 題】Measuring Management Quality in Singapore Hospitals: Balancing Value,

13:15～14:45
講
演 30 分
通
訳 30 分
討 論 者 15 分
一般討論 15 分

Innovation and Sustainability
【講演者】Adjunct Assistant Professor Jeremy LIM Fung Yen（Saw Swee Hock School of
Public Health, National University of Singapore）
【討論者】東京大学大学院医学系研究科 特任教授 小出大介（JHBSC 研究学会 評議員）
【座 長】一般財団法人長岡病院 理事長 中野種樹（JHBSC 研究学会 理事）
日本大学医学部 教授 髙橋昌里（JHBSC 研究学会 理事）

14:45～15:00
15:00～16:30

休 憩
【演 題】The Sustainability and Future of HBSC in Taiwan
【講演者】Dr. Jin-Tang Chen（整形外科医、台湾で院長として 4 病院に BSC を導入し成功）
Taiwan Health Industry Balanced Scorecard Association（THBSC）前理事長

講
演 30 分
通
訳 30 分
討 論 者 15 分
一般討論 15 分

【討論者】日本大学商学部 准教授 劉慕和（JHBSC 研究学会 評議員）

16:30～16:40

休 憩

【座 長】早稲田大学会計大学院 教授 清水 孝（JHBSC 研究学会 理事）
前国際医療福祉大学 教授 佐藤貴一郎（JHBSC 研究学会 理事）

【シンポジスト】Prof. George H. Pink
Dr. Jin-Tang Chen

16:40～17:40

Adjunct Assistant Professor Jeremy LIM Fung Yen
ディスカッション

【座

長】日本大学 名誉教授 大道久（JHBSC 研究学会 理事）
日本大学商学部 教授 髙橋淑郎（JHBSC 研究学会 理事長）

17:40～17:45
17:45～18:15

【閉会のご挨拶】シンポジウム実行委員長 小出大介
（東京大学大学院 医学系研究科 特任教授）
【意 見 交 換 会】シンポジストを囲んで意見交換

【アクセスマップ】

