
No. カテゴリー 講義タイトル 形式 単位 担当者 所属

1 オリエンテーション 講義 1 プログラム教員

2 ケーススタディ演習 演習 1 渋谷 明隆 学校法人北里研究所 常任理事

3 プログラムの全体像（オリエンテーション） 講義 1 橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科 教授

4 Overview 会計、財務のOverview Lecture 講義 1 渡邊 亮 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科 准教授

5 Overview 組織論のoverview～組織論総論 講義 1 渡邊 光康 医療法人財団愛慈会 理事長、東京大学大学院医学系研究科 非常勤講師

6 Overview 医療制度のOverview Lecture 講義 1 橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科 教授

7 Overview 医師患者コミュニケーション 講義 1 高山 智子 国立がんセンターがん対策研究所 部長

的場 匡亮 昭和大学大学院 保健医療学研究科　准教授

渡邊 光康 医療法人財団愛慈会 理事長、東京大学大学院医学系研究科 非常勤講師

9 Overview HRMのOverview Lecture 講義 1 高橋 俊介 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 上席所員

10 Overview リーダーシップのOverview Lecture〜問題解決型リーダーと問題設定型リーダー 講義 1 渡邊 光康 医療法人財団愛慈会 理事長、東京大学大学院医学系研究科 非常勤講師

11 Overview 戦略論のOverview Lecture 戦略論総論 講義 1 橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科 教授

12 会計 財務諸表、複式簿記の基礎 講義 1 渡邊 亮 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科 准教授

13 会計 財務諸表、複式簿記の基礎(演習) 演習 1 渡邊 亮 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科 准教授

14 会計 会計３：会計不正事例（財務会計） 講義 1 牧 健太郎 牧公認会計士・税理士事務所

15 会計 会計４：原価計算、意思決定会計概論（管理会計） 講義 1 牧 健太郎 牧公認会計士・税理士事務所

16 会計 会計５：経営分析（管理会計）、経営改善 講義 1 長谷川 英司 公認会計士、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ　　

17 会計 国立大学法人会計基準について 講義 1 塩崎 英司 一般社団法人国立大学病院長会議 理事・事務局長

18 財務 マネジメントにおけるファイナンスの位置づけ 講義 1 松原 由美 早稲田大学人間科学部健康福祉学科 教授

19 財務 ファイナンス理論とその限界 講義 1 松原 由美 早稲田大学人間科学部健康福祉学科 教授

20 財務 病院におけるファイナンスと経営のあり方 講義 1 松原 由美 早稲田大学人間科学部健康福祉学科 教授

21 財務 設備投資に関わる意思決定 ケース 1 松原 由美 早稲田大学人間科学部健康福祉学科 教授

22 HRM 看護における人材管理 講義 1 武村 雪絵 東京大学医学部附属病院　看護部長

23 HRM 人材の採用と育成 講義 1 小田村 裕子 株式会社トライト 執行役員 CHRO人事本部長

24 HRM 組織変革をリードするマネジメントチーム ケース 2 奥 真也 Alnylam Japan

25 HRM 育成プログラムの作り方 演習 1 鈴木 大介 Sansan株式会社

26 IT 医療情報システム（総論） 講義 1 大江 和彦 東京大学大学院医学系研究科 教授

27 IT 医療情報管理とデータの安全な二次利用 講義 1 大江 和彦 東京大学大学院医学系研究科 教授

28 IT 医療情報システムのデザイン 講義 1 土井 俊祐 東京大学医学部附属病院 特任講師(病院)

29 IT 医療におけるITの未来 講義 1 山本 康正 京都大学大学院 客員教授

小西 竜太 元・労働者健康安全機構

橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科 教授

31 医療経営学 医療経営の原理 講義 1 西田 在賢 県立広島大学特任教授、HBMS地域医療経営研究センター長、静岡県立大学 名誉教授

32 医療制度 中医協の役割 講義 1 田辺 国昭 国立社会保障・人口問題研究所 所長

33 医療制度 DPC概論 講義 1 荒井 康夫 北里大学病院診療情報管理室 特別専門職

34 医療制度 診療報酬制度と大学病院 講義 1 小山 信彌 東邦大学 名誉教授、一般社団法人私立医科大学協会 参与

35 医療制度 Regulatory Science（総論） 講義 1 永井 純正 京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構医療開発部 教授・部長

36 医療制度 Regulatory　Science（PMDAの役割を中心に） 講義 1 永井 純正 京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構医療開発部 教授・部長

37 医療制度 医療政策の展望 講義 1 迫井 正深 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室　室長

38 医療制度 政策提言の役割① 講義 1 小野崎 耕平 日本医療政策機構 理事

39 医療制度 政策提言の役割② 講義 1 小野崎 耕平 日本医療政策機構 理事

40 戦略 DPCデータを用いた品質管理 講義 2 荒井 康夫 北里大学病院診療情報管理室 特別専門職

西田 在賢 県立広島大学特任教授、HBMS地域医療経営研究センター長、静岡県立大学 名誉教授

橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科 教授

42 戦略 医療制度改革の方向と病院経営 講義 1 小松 大介 株式会社メディヴァ 取締役

43 戦略 用賀アーバンクリニック ケース 1 小松 大介 株式会社メディヴァ 取締役

44 戦略 Balanced Score Cardについて（総論） 講義 1 渡辺 明良 学校法人聖路加国際大学 法人事務局長

45 戦略 Balanced Score Cardについて（演習） 演習 1 渡辺 明良 学校法人聖路加国際大学 法人事務局長

46 戦略 ケアセッティングシフトと病院再編～医療供給体制からみた病院再編仮設の立案 講義 1 松田 淳 KPMGヘルスケアジャパン 代表取締役・パートナー

47 戦略 ケアセッティングシフトと病院再編～医療供給体制からみた病院再編仮設の立案 演習 1 松田 淳 KPMGヘルスケアジャパン 代表取締役・パートナー

48 戦略 雪印乳業から学ぶリスクマネジメントとリーダーシップ・前編 講義 1 渋谷 明隆 学校法人北里研究所 常任理事

49 戦略 雪印乳業から学ぶリスクマネジメントとリーダーシップ・後編 ケース 1 渋谷 明隆 学校法人北里研究所 常任理事

50 組織論 医療における総合的リスクマネジメント ケース 1 井田 有亮 プログラム専任教員

51 法律・リスク 医療安全と医療紛争 講義 1 三村 まり子 西村あさひ法律事務所 弁護士

52 法律・リスク 医療安全とリスクマネジメント 講義 1 中島 勧 埼玉医科大学総合医療センター医療安全管理学 教授

53 法律・リスク管理 経営者が知るべき法律知識 講義 1 渡邊 昌裕 東京ミレニアム法律事務所 代表

54 法律・リスク管理 マスメディアとリスクマネジメント・演習 演習 2 礒野 敏和 元 学校法人植草学園 理事・大学事務局長

55 マーケティング けいじゅヘルスケアシステム ケース 1 井田 有亮 プログラム専任教員

56 マーケティング 青梅慶友病院（ケース） ケース 1 井田 有亮 プログラム専任教員

57 マーケティング 青梅慶友病院 講義 1 大塚 太郎 医療法人社団慶成会 青梅慶友病院　理事長

58 マーケティング 地域におけるポジショニング 講義 1 今村 英仁 公益財団法人慈愛会 理事長

59 リーダーシップ、組織論 意思決定とガバナンス 講義 1 後藤 隆久 公立大学法人横浜市立大学附属病院 病院長

60 地域連携 地域連携 講義 1 中村 文隆 帝京大学ちば総合医療センター 副院長、帝京大学医学部第三内科 主任教授、市原市医師会長　

61 地域連携 地域の医療提供体制と医療連携 講義 1 林 修一郎 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課長

62 地域連携 川崎市―住民主体の互助活動と市役所主導の公助をいかに組み合わせるか－ ケース 1 井田 有亮 プログラム専任教員

63 地域連携 地域包括ケアシステムと大学病院の役割 討論 1 田中 滋 埼玉県立大学 理事長、慶應義塾大学 名誉教授

64 地域連携 地域医療連携（在宅医療の立場から） 講義 1 壁谷 悠介 医療法人社団さんりつ会 理事長

65 総合 ディスカッション 討論 1 プログラム教員

合計コマ数 70

2

41 戦略 統合・多角化戦略：野村病院ケース ケース 2

30 IT 戦略的情報マネジメント　ケース ケース

2022年度（令和４年度）「高度医療経営人材育成プログラム」カリキュラム

8 Overview マーケディング論のOverview Lecture 講義 1


