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平成30年度 簡易シラバス



講義会場

北海道大学保健科学院
１階 多目的室

開講時間帯

1 講目 8：45-10：15 ２講目 10：30-12：00 3 講目 13：00-14：30

4 講目 14：45-16：15 ５講目 16：30-18：00 6 講目 18：15-19：45

7 講目 20：00-21：30

※ 旭川サテライトは旭川医科大学が会場となります



科目名 医療経済学

回 日程 曜日 開講時間 テーマ 講師名 所属

1,2回目 2018年7月4日 水 6,7講目 医療経済学概論 櫻井 秀彦 北海道薬科大学

3,4回目 2018年8月18日 土 1,2講目 日本の医療費 権丈 善一 慶應義塾大学商学部

5,6回目 2018年8月18日 土 3,4講目 医療経済と政策 中村 洋 慶應義塾大学大学院経営管理研究科

7,8回目 2018年8月31日 金 6,7講目 費用対効果評価 福田 敬 国立保健医療科学院

科目名 ケーススタディB

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年7月13日 金 6,7講目 ケーススタディ 小笠原 克彦、鈴木哲平 民間病院ケーススタディ

3,4回目 2018年7月14日 土 1,2講目 ケーススタディ 谷 裕児 自治体病院ケーススタディ

5-8回目 2018年7月14日 土 3-6講目 経営シミュレーション
坂野 大樹、坂上 勝也

椎名 希美
北海道大学大学院 非常勤講師

科目名 医療政策学

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1回目 2018年7月21日 土 1講目 医療政策学概論 満武 巨裕 医療経済研究機構

2回目 2018年7月21日 土 2講目
日本の医療制度・地域医療構

想
酒井 未知 医療経済研究機構

3,4回目 2018年7月21日 土 3,4講目 医療計画 小川 善之
北海道庁保健福祉部地域医療推進局地域医療課

課長

5,6回目 2018年8月8日 水 6,7講目 社会保障論 榎本 芳人 北海道大学大学院公共政策学連携研究部

7,8回目 2018年8月12日 日 3,4講目 診療報酬制度の動向 武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院

科目名 医療マーケティング論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年8月25日 土 1,2講目 医療マーケティング概論 成清 哲也 広島国際大学 医療経営学部 医療経営学科

3,4回目 2018年8月25日 土 3,4講目 マーケティング戦略 川上 智子 早稲田大学大学院 経営管理研究科

5-8回目 2018年9月1日 土 1-4講目 広報・広告戦略 北見 幸一
東京都市大学

都市生活学部／大学院環境情報学研



科目名 旭川サテライト

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1-4回目 2018年9月15日 土 3-6講目 経営シミュレーション 坂野 大樹、坂上 勝也 北海道大学大学院 非常勤講師

5-8回目 2018年9月22日 土 3-6講目 ケーススタディ 谷 祐児 旭川医科大学 経営企画部 医療情報部門

科目名 病院経営戦略論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年10月3日 水 6,7講目 経営戦略概論 李 濟民 小樽商科大学 大学院商学研究科

3,4回目 2018年10月10日 水 6,7講目 医療機関の経営戦略 谷 祐児 旭川医科大学 経営企画部 医療情報部門

5,6回目 2018年10月18日 木 6,7講目 経営戦略の実践 林 亜衣子 社会医療法人母恋 天使病院

7,8回目 2018年12月15日 土 3,4講目 経営リスクマネジメント 前田 正一 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科

科目名 医療財務会計論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年11月7日 水 6,7講目 財務会計の基礎 山田 祥夫 北海道大学公共政策学研究センター研究員

3,4回目 2018年11月14日 水 6,7講目 財務分析の手法 山田 祥夫 北海道大学公共政策学研究センター研究員

5,6回目 2018年11月21日 水 6,7講目 医療機関での財務会計

井上 晋一 公認会計士、税理士、中小企業診断士

7,8回目 2018年11月28日 水 6,7講目 ケースによる分析演習

科目名 医療管理会計論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1-4回目 2018年10月13日 土 3-6講目 管理会計の基礎知識 荒井 耕 一橋大学一橋大学大学院商学研究科

5,6回目 2018年11月3日 土 3,4講目 管理会計演習① 西山 裕 有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業

7,8回目 2018年11月10日 土 3,4講目 管理会計演習② 西山 裕 有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業



科目名 病院組織管理論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年12月5日 水 6,7講目 教育と組織管理 松尾 睦 北海道大学大学院経済学研究科

3,4回目 2018年12月12日 水 6,7講目 看護における組織管理 溝部 佳代 北海道大学大学院保健科学研究院基盤看護学分野

5,6回目 2019年1月9日 水 6,7講目 民間病院での組織管理 平間 康宣 医療法人仁友会仁友会本部本部長 北彩都病院

7,8回目 2019年1月16日 水 6,7講目 医療安全と組織管理 良村 貞子 北海道大学大学院保健科学研究院 名誉教授

科目名 ケーススタディA

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2019年1月12日 土 1,2講目 ケーススタディ 石川 智基 医療経済研究機構

3,4回目 2019年1月12日 土 3,4講目 ケーススタディ 藤原 健佑 北海道大学大学院 保健科学研究院

5-8回目 2019年1月13日 日 1-4講目 経営シミュレーション
坂野 大樹、坂上 勝也

椎名 希美
北海道大学大学院 非常勤講師

科目名 病院経営情報分析論A

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年12月8日 土 1,2講目 医療情報と個人情報 谷 祐児 旭川医科大学経営企画部医療情報部門

3,4回目 2018年12月8日 土 3,4講目 病院情報システム 遠藤 晃 北海道大学病院医療情報企画部

5-8回目 2018年1月6日 日 2-5講目 ケーススタディ 成清 哲也 広島国際大学医療経営学部医療経営学科

科目名 病院経営情報分析論B

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年11月3日 土 1,2講目 DPC/レセプト分析 小林 大介 神戸大学大学院医学研究科

3,4回目 2018年11月10日 土 1,2講目 DPC/レセプト分析演習 小林 大介 神戸大学大学院医学研究科

5,6回目 2019年1月22日 火 6,7講目 DPC分析・政策導入へのプロセス 藤森 研司 東北大学大学院 医学系研究科

7,8回目 2019年1月26日 土 3,4講目 臨床指標 武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院

科目名 産学官連携マネジメント論

回 日程 曜日 開講時間 講師名 所属

1,2回目 2018年12月1日 土 1,2講目 薬局から見た産学官連携 岡﨑 光洋 東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学寄附講座

3,4回目 2018年12月19日 水 6,7講目 地域医療と産学官連携 周藤 俊治 奈良県立医科大学 地域医療学講座

5回目 2019年1月30日 水 6講目 産学官連携と知財管理 寺内 伊久郎
北海道大学産学・地域協働推進機構

産学推進本部戦略企画部門

６～８回目 調整中



講義スケジュール（科目別） 2018/9/10 時点（日程は変更になる場合があります）

医療政策学 病院組織管理論

1-4 回目 2018年7月21日 (土) 1-4 講目 1,2 回目 2018年12月5日 (水) 6,7 講目

5,6 回目 2018年8月8日 (水) 6,7 講目 3,4 回目 2018年12月12日 (水) 6,7 講目

7,8 回目 2018年8月11日 (土) 1,2 講目 5,6 回目 2019年1月9日 (水) 6,7 講目

医療経済学 7,8 回目 2019年1月16日 (水) 6,7 講目

1,2 回目 2018年7月4日 (水) 6,7 講目 病院経営情報分析論A（実践科目）

3,4 回目 2018年7月25日 (水) 6,7 講目 1-4 回目 2018年12月8日 (土) 1-4 講目

5-8 回目 2018年8月18日 (土) 1-4 講目 5-8 回目 2019年1月6日 (土) 1-4 講目

病院経営戦略論 病院経営情報分析論B（実践科目）

1,2 回目 2018年10月3日 (水) 6,7 講目 1,2 回目 2018年11月3日 (土) 1,2 講目

3,4 回目 2018年10月10日 (水) 6,7 講目 3,4 回目 2018年11月10日 (土) 1,2 講目

5,6 回目 2018年10月18日 (木) 6,7 講目 5,6 回目 2019年1月22日 (土) 6,7 講目

7,8 回目 2018年12月15日 (土) 1-4 講目 7,8 回目 2019年1月26日 (土) 3,4 講目

医療マーケティング論 ケーススタディA（実践科目：演習）

1-4 回目 2018年8月25日 (土) 1-4 講目 1-4 回目 2019年1月12日 (土) 1-4 講目

5-8 回目 2018年9月1日 (土) 1-4 講目 5,8 回目 2019年1月13日 (日) 1-4 講目

医療管理会計論 ケーススタディB（実践科目：演習）

1-4 回目 2018年10月13日 (土) 3-6 講目 1,2 回目 2018年7月13日 (金) 6,7 講目

5,6 回目 2018年11月3日 (土) 3,4 講目 3-8 回目 2018年7月14日 (土) 1-6 講目

7,8 回目 2018年11月10日 (土) 3,4 講目 産官学マネジメント論（実践科目）

医療財務会計論 1,２ 回目 2018年12月1日 土 1,2 講目

1,2 回目 2018年11月7日 (水) 6,7 講目 3,4 回目 2018年12月19日 水 3,4 講目

3,4 回目 2018年11月14日 (水) 6,7 講目 5 回目 2019年1月30日 水 6 講目

5,6 回目 2018年11月21日 (水) 6,7 講目 6-8 回目 調整中

7,8 回目 2018年11月28日 (水) 6,7 講目


