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ポスター・表紙デザイン：松本佳澄（大分県立芸術文化短期大学 美術科 デザイン専攻）
　学会テーマである“「百川海に学んで海に至る」～病院の成長にゴールはない～”を元に
田ノ浦ビーチの風景を絵にしました。灯台は迷い人を導く。鳥は成長を遂げ、次の場所を
求めて飛び立っていく。そんなイメージを描いた絵になります。
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第40回大分県病院学会開催概要

学 会 テ ー マ ：「 百川海に学んで海に至る 」　～病院の成長にゴールはない～　

ハイブリッド開催日時 ： 2022年11月20日（日）8:30～12:00

オンデマンド配信日時 ： 2022年11月24日（木） ～ 12月15日（木）

学 会 長 ： 山本　記顯（石垣病院）

実行委員長 ： 長松　宜哉（佐賀関病院）

主 催 ： 一般社団法人　大分県病院協会

共 催 ： 公益社団法人　全日本病院協会

後 援 ： 　　大分県

別府市

（一社）大分県医師会

（一社）別府市医師会

（一社）大分県歯科医師会

（一社）大分県精神科病院協会

（公社）大分県薬剤師会

大分県病院薬剤師会 

（公社）大分県看護協会

（公社）大分県放射線技師会

（公社）大分県臨床検査技師会

（公社）大分県栄養士会 

（公社）大分県理学療法士協会

（公社）大分県作業療法協会

（公社）大分県言語聴覚士協会

（公社）大分県臨床工学技士会

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会

（公社）大分県社会福祉士会

（一社）大分県介護福祉士会

（一社）大分県歯科衛生士会

一般社団法人 大分県公認心理師協会

大分県精神保健福祉士協会

特定非営利活動法人

　　　　　大分県介護支援専門員協会

（公社）大分県老人保健施設協会

大分県地域リハビリテーション研究会

大分県リハビリテーション医学会

大分県リハビリテーション協議会

（一社）別府市観光協会

ＯＢＳ大分放送

ＴＯＳテレビ大分

ＯＡＢ大分朝日放送

ＣＴＢメディア

朝日新聞大分総局

西日本新聞社

毎日新聞社

読売新聞西部本社
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第40回大分県病院学会プログラム

◎ハイブリッド開催（開催並びにLIVE配信）　2022年11月20日（日）8:30～　於 ビーコンプラザ

　内　　容：開会行事  ………………………………………………………………………………………… 　8:30～ 8:50

　　　　　　特別講演  ………………………………………………………………………………………… 　9:10～10:15

　　　　　　シンポジウム  ……………………………………………………………………………………  10:30～11:45

◎オンデマンド配信　2022年11月24日（木）9:00　～　12月15日（木）23:59

　配信内容：一般演題、企業バナー広告：11月24日（木）～

　　　　　　開会行事、特別講演、シンポジウム：11月28日（月）～

　１．開会行事

　　主催者挨拶　　学　会　長　　　　　　　　山本　記顯　大分県病院協会会長

　　主催者紹介　　実行委員長　　　　　　　　長松　宜哉　大分県病院協会副会長

　　共催者紹介　　全日本病院協会大分県支部　曽根　　勝　全日本病院協会大分県支部副支部長（支部長代理）

　　来 賓 挨 拶　　大分県

　　　　　　　　　別府市長

　　　　　　　　　大分県医師会

　２．特別講演

　　演　題　「起こるかもしれない予期していなかった医療事故への対応」

　　　　　　　 ～過誤等の観点からではなく、医学的な原因究明と再発防止へ～

　　講　師　木村　壯介（一般社団法人 日本医療安全調査機構　常務理事）

　３．シンポジウム

　　テーマ　「医療安全の再構築に向けて」

　　シンポジスト　・山下　太郎（医療法人玖寿会 高田病院　院長）

　　　　　　　　　・和田　純治（医療法人信和会 和田病院　院長）

　　　　　　　　　・松尾　則義（社会医療法人帰巖会 臼杵病院　院長）

　　　　　　　　　・鈴木　正義（大分県厚生連 鶴見病院　院長）

　　　　　　　　　・白鳥　敏夫（一般社団法人大分市医師会 大分市医師会立アルメイダ病院　院長）

　４．一般演題

　　［Ａ１］　研究・調査

　　［Ａ２］　安全管理、教育研修、地域連携

　　［Ａ３］　病院管理運営、治療・リハビリテーション、５疾病５事業、指定カテゴリ

　　［Ａ４］　治療・リハビリテーション

　　［Ｂ］　　病院管理運営、安全管理、教育研修、指定カテゴリ

　　［Ｃ］　　地域連携、治療・リハビリテーション、教育研修

　　［Ｄ］　　治療・リハビリテーション

　　［Ｅ］　　研究・調査、治療・リハビリテーション

　５．企業バナー広告
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ご協力誠にありがとうございました

第40回大分県病院学会実行委員会

（掲載順）

㈱大分銀行	

大分県信用組合

㈱OBSメディア21　ほけんギャラリー

ジンマー・バイオメット同

㈱西日本シティ銀行　別府支店

㈱メディカルアーネスト

メドトロニックソファモアダネック㈱

アストラゼネカ㈱

エーザイ㈱

㈱スリーエイ・システム

㈱そうりん

㈱ソフトウェア･サービス

ソフトマックス㈱

帝人ナカシマメディカル㈱

東京海上日動火災保険㈱

日本臓器製薬㈱

日本メドトロニック㈱

ビタカイン製薬㈱

ファイザー㈱

㈱保険プランニング大分

メイラ㈱

ワコーエンジニアリング㈱

ワタキューセイモア㈱

あゆみ製薬㈱

㈱SCP.SOFT

大分県医療機器協会

大分みらい信用金庫

大分ヤナセ㈱

大分ヤナセAu販売㈱

科研製薬㈱

協和キリン㈱

沢井製薬㈱

三和酒類㈱

塩野義製薬㈱

㈱菅組

セーフィー㈱

㈲総合メンテナンス・フォード

第一三共㈱

大王製紙㈱

田辺三菱製薬㈱

㈱ツムラ

帝人ヘルスケア㈱

㈱トキハ

ニシム電子工業㈱　大分支店

富士産業㈱

㈱メンテナンス

祐徳薬品工業㈱

アクリーティブ㈱

旭化成ファーマ㈱

アステラス製薬㈱

エームサービス㈱

㈱大塚製薬工場

キャノンメディカルシステムズ㈱

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

　　　　メディカルカンパニー

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

㈱三和化学研究所

武田薬品工業㈱

中外製薬㈱

㈱電子印刷センター

㈱TOMORROW	COMPANY

日本イーライリリー㈱

ノボ	ノルディスク	ファーマ㈱

久光製薬㈱

ふく亭本店

富士フイルムメディカル㈱

平和サービス㈱

メドライン・ジャパン同

ヤンセンファーマ㈱
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バナー広告協賛企業



－ 142 －

ご協力誠にありがとうございました。　第40回大分県病院学会実行委員会

㈱アクティブ・エイジ ㈱エージーピー ㈱SCP.SOFT 大分県信用組合

（一社）共生の会
就労継続支援Ｂ型事業所

工房きらら

㈱クリニコ ゴードービジネスマシン㈱ セーフィー㈱

ソフトマックス㈱ テルモ㈱ ㈱ナリコマエンタープライズ ニシム電子工業㈱

大分県医療ロボット・機器産業協議会

大分県医療ロボット・
機器産業協議会

㈱ＡＫシステム ケイ・デザイン シーラスメディカル㈱

㈲ビューティフルライフ ヘルメット潜水㈱


