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2019年度 講義スケジュール



講義会場

北海道大学大学院保健科学院
E棟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

※ 部屋の予約状況によって変更になる場合があります。

※ 2019年4月初旬時点でのスケジュールであるため

日時は変更になる可能性があります。



講義スケジュール（7～9月）

日程 曜日 開講時間 科目 回 講師名 所属

2019年7月3日 水 6,7講目 医療経済学 1/4回目 櫻井 秀彦 北海道科学大学薬学部 教授

2019年7月6日 土 2,3講目 病院ケーススタディA 1/3回目 谷 祐児 旭川医科大学/旭川医科大学病院 経営企画部 准教授/副部長

2019年7月6日 土 4,5講目 医療政策学 1/4回目 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長

2019年7月10日 水 6,7講目 病院経営戦略論 1/3回目 李 濟民 小樽商科大学大学院商学研究科 教授

2019年7月17日 水 6,7講目 医療経済学 2/4回目 櫻井 秀彦 北海道科学大学薬学部 教授

2019年7月20日 土 3,4講目 病院経営戦略論 2/3回目 林 亜衣子 社会医療法人母恋 天使病院 広報課 課長

2019年7月24日 水 6,7講目 医療政策学 2/4回目 榎本 芳人 北海道大学大学院公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター 教授

2019年7月31日 水 6,7講目 医療財務会計論 1/4回目 田瀬 祥夫 一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事

2019年8月7日 水 6,7講目 医療財務会計論 2/4回目 田瀬 祥夫 一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事

2019年8月10日 土 2-5講目 病院経営戦略論 3/3回目 谷 祐児 旭川医科大学/旭川医科大学病院 経営企画部 准教授/副部長

2019年8月21日 水 6,7講目 医療財務会計論 3/4回目 田瀬 祥夫 一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事

2019年8月28日 水 6,7講目 医療財務会計論 4/4回目 田瀬 祥夫 一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事

2019年8月31日 土 3-5講目 病院ケーススタディB 1/3回目 成清 哲也 広島国際大学 医療経営学部 医療経営学科 教授

2019年9月4日 水 6,7講目 医療経済学 3/4回目 小笠原 克彦 北海道大学大学院保健科学研究院 教授

2019年9月7日 土 1,2講目 医療政策学 3/4回目 権丈 善一 慶應義塾大学商学部 教授

2019年9月7日 土 3,4講目 医療マーケティング論 1/4回目 川上 智子 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

2019年9月14日 土 3,4講目 医療政策学 4/4回目 武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院 教授

2019年9月18日 水 6,7講目 病院組織管理論 1/4回目 林 亜衣子 社会医療法人母恋 天使病院 広報課 課長

2019年9月21日 土 3,4講目 医療経済学 4/4回目 中村 洋 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授

2019年9月28日 土 2,3講目 医療マーケティング論 2/4回目 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究科 准教授

2019年9月28日 土 4,5講目 病院経営情報分析論B 1/4回目 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究科 准教授



講義スケジュール（10～2月）
日程 曜日 開講時間 科目 回 講師名 所属

2019年10月2日 水 6,7講目 病院組織管理論 2/4回目 松尾 睦 北海道大学大学院経済学研究科 教授

2019年10月5日 土 2-4講目 病院ケーススタディA 1/2回目
坂野 大樹
坂上 勝也
星 康臣

北海道大学大学院 非常勤講師

2019年10月5日 土 5,6講目 病院ケーススタディB 1/2回目
坂野 大樹
坂上 勝也
星 康臣

北海道大学大学院 非常勤講師

2019年10月6日 日 2-4講目 病院ケーススタディA 2/2回目
坂野 大樹
成清 哲也

北海道大学大学院 非常勤講師
広島国際大学 医療経営学部 医療経営学科 教授

2019年10月6日 日 5,6講目 医療マーケティング論 3/4回目 成清 哲也 広島国際大学 医療経営学部 医療経営学科 教授

2019年10月16日 水 6,7講目 産学官連携マネジメント論 1/4回目 周藤 俊治 奈良県立医科大学 地域医療学講座 准教授

2019年10月26日 土 1,2講目 産学官連携マネジメント論 2/4回目 岡﨑 光洋 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学 特任研究員

2019年10月26日 土 3,4講目 医療マーケティング論 4/4回目 鈴木 哲平 北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻 講師

2019年10月30日 水 6,7講目 病院経営情報分析論B 2/4回目 小寺 正史 小寺・松田法律事務所 代表弁護士

2019年11月2日 土 3-5講目 医療管理会計論 1/3回目 西山 裕 有限責任監査法人トーマツ

2019年11月13日 水 6,7講目 産学官連携マネジメント論 3/4回目 齋藤 厚 介護福祉サーベイジャパン株式会社 代表取締役

2019年11月16日 土 3-5講目 医療管理会計論 2/3回目 西山 裕 有限責任監査法人トーマツ

2019年11月20日 水 6,7講目 病院組織管理論 3/4回目 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 講師

2019年11月27日 水 6,7講目 病院組織管理論 4/4回目 平間 康宣 医療法人仁友会 仁友会本部本部長/北彩都病院 事務長

2019年11月30日 土 3-5講目 病院経営情報分析論A 1/3回目 小林 大介 神戸大学大学院医学研究科 特命准教授

2019年12月14日 土 3-5講目 病院経営情報分析論A 2/3回目 小林 大介 神戸大学大学院医学研究科 特命准教授

2019年12月18日 水 6,7講目 病院経営情報分析論B 3/4回目 谷 祐児 旭川医科大学/旭川医科大学病院 経営企画部 准教授/副部長

2020年1月15日 水 6,7講目 産学官連携マネジメント論 4/4回目 調整中

2020年1月22日 水 6,7講目 病院経営情報分析論A 3/3回目 藤森 研司 東北大学大学院医学系研究科 教授

2020年1月25日 土 1,2講目 医療管理会計論 3/3回目 荒井 耕 一橋大学大学院経営管理研究科 教授

2020年1月29日 水 6,7講目 病院経営情報分析論B 4/4回目 調整中

2020年2月8日 土 2-4講目 病院ケーススタディB 3/3回目 石川 智基 医療経済研究機構


