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事業推進責任者の挨拶
北海道大学大学院保健科学研究院
教授 小笠原 克彦

HUHMAプログラムの注意事項

シラバス（授業計画）の説明

Eラーニングシステムの説明



ABOUT HUHMA

北海道大学病院経営アドミニストレーター育成拠点は

平成29年度文部科学省

「課題解決型高度医療人材養成プログラム」

（病院経営支援に関する領域）に採択された事業です

医療・経営の双方の視点から、課題解決とそのプロセス

においてリーダーシップを発揮し、病院の経営改善新規

事業立案に寄与する人材を育成し、病院経営部門各臨床

部門の管理職、関連企業や行政機関などで活躍する病院

経営人材として様々な組織で貢献することを目指します

Hokkaido
University
Hospital
Management
Administration



① 事業推進責任者の挨拶

北海道大学 病院経営アドミニストレータ育成プログラム
オリエンテーション資料



北海道大学大学院保健科学研究院
教授 小笠原 克彦

この度は、HUHMAをご受講いただきまして誠にありがとうございます。

本プログラムでは、病院経営における分析から戦略立案、およびその実
行まで全てのプロセスにおいてリーダーシップを発揮できる人材の育成
を目指しています。

現在、実務で病院経営を担当している人材のみだけではなく、「10年後
のトップ」となる将来のマネジメント層の育成を行うことで、患者と病
院関係者の双方にとって付加価値の高い病院経営を実現し、地域医療の
持続可能性を向上することを目的としています。

これらの教育体制は、北海道大学大学院保健科学研究院が築いてきた小
樽商科大学ビジネススクールや岩見沢市との協定などのネットワークや、
MBAホルダー教員陣を中心に構築しており、北海道大学大学院保健科学
研究院ならではのカリキュラムとなっております。

本プログラム履修生同士のディスカッションを通して、“明日の病院経
営”における教育体制を考える上で、本事業が我が国をリードするモデ
ル事業となるよう取り組んで参ります。



② HUHMAプログラムの注意事項

北海道大学 病院経営アドミニストレータ育成プログラム
オリエンテーション資料



プログラムに関するお知らせについて

本プログラムに関する情報は専用ホームページにて記載しております
本プログラムの各科目に関する情報や、受講生への連絡は学習システム（ELMS）を通じて行います

【病院経営アドミニストレーター育成プログラム】https://huhma.hokkaido.university/
【プログラム受講生用ページ】https://huhma.hokkaido.university/forstudents



Eラーニングシステムについて

本プログラムはEラーニングシステムを使用して運営いたします
それぞれのマニュアルはホームページに掲載しておりますのでご確認ください

学習管理システム
ELMS（エルムズ）

※講義に関する連絡事項や資料/課題の共有
オンデマンドの動画配信で使用

講義中継システム
Webex（ウェブエックス）

※リアルタイムの
講義動画配信で使用



講義会場

講義会場は、保健科学院E棟１階多目的室をメインの会場とします
会場に変更がある際は事前にご案内いたします

日時によっては直前まで別の講義が行われている場合がありますので
メールでの連絡や、設置されている案内板に従って入室してください

所在地: 〒060-0812 
札幌市北区北12条西5丁目
JR線: 札幌駅下車、徒歩15分
地下鉄南北線: 北12条駅下車、徒歩4分



テキスト・課題について

資料・テキストの共有や課題の提出は学習管理システムELMSを使用して行います
IDや初期パスワードはHUHMA事務局あるいは保健科学院教務担当より個別にご連絡いたします
各自ログイン後は初期パスワードを変更してください
尚、IDとパスワードは個人で管理していただくようお願いいたします

講義で使用するテキストは、担当講師からデータが到着次第（講義の2日前頃）
随時ELMS上にアップロードしますので、各自ダウンロードしてください
なお、講義での紙媒体などの配布は行いませんので、各自でご準備していただくようお願いいたします

事後課題は講義日あるいは講義翌日にアップロードしますので、ダウンロードし取り組んでください
原則講義後2週間以内にELMS上のレポート提出BOXに、提出をお願いいたします
講義によってはベストレポートを選出・公開することがございます



講義の出欠について

単位認定の評価対象となる者は、原則として出席時数が当該授業科目3分の2以上の者となっています
やむを得ず欠席する場合は、事前にHUHMA事務局までご連絡ください

出席に関して、会場受講の場合は講義会場に出席表を準備しておくので必ず記入してください

講義中継システム（Webex）を使用したWEB受講の場合は
本システムにリアルタイムにログインすることが出席条件となりますのでご注意ください
オンデマンドの動画形式の講義（スケジュール表の白塗り部分）は課題の提出により出席扱いといたします



病院経営ケーススタディA/Bについて

病院経営ケーススタディA/BについてはEラーニングでの配信は行いません
受講される方は必ず会場までお越しください
特に、シミュレーションゲームを活用する

病院ケーススタディBに関しては振替が難しいため必ずご出席ください



Google Calendarの活用

本プログラムのホームページにて、授業スケジュールのカレンダーを表示しております
ホームページにアクセスし、カレンダーの「＋」を押すことで、

本プログラムの日程を自身のGoogle Calendarに取り込むことができます
【プログラム受講生用ページ】https://huhma.hokkaido.university/forstudents



個人情報に係る注意事項

上記①及び②への協力が難しい方は個別にご連絡ください

① 本プログラムのEラーニングシステムにご登録いただいたメールアドレスは
HUHMAプログラムの関係者で構成されるメーリングリストへ登録する予定です

② 講義動画や講義風景など、本プログラムの広報等で使用する予定です



③シラバス（授業計画）の説明
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シラバスについて

最新版のシラバスはホームページよりご確認いただけます
【プログラム受講生用ページ】https://huhma.hokkaido.university/forstudents



本プログラムの趣旨

2007年の学校教育法の改正により、大学、大学院、短期大学、
高等専門学校、専門学校（以下「大学等」という）における
「履修証明制度」が創設・施行されました

大学等では、これまでも科目等履修生制度や公開講座等を活用
して、その教育研究成果を社会へ提供する取組が行われてきた
ところですが、より積極的な社会貢献を促進するため、学生を
対象とする学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を
対象とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プ
ログラム）を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明
書（Certificate）を交付できることとしました（法第105条等）
※文部科学省ホームページ「履修証明制度」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/

本教育プログラムは、全12科目で構成されており
全単位が認定された履修者には
「Diploma of Hospital Management Administration」を授与します
履修にかかる期間に制限はありません
※本教育プログラムは2021年度までの事業運営を予定



目的と養成する人物像

病院経営に必要な現状分析の手法
戦略立案から戦略実践までのプロセスの教育を行います
病院経営のリーダーシップを担う人材の育成を通して
効率的かつ持続可能な病院経営の実現を目的とします

目的

養成する人物像

本事業が育成する人材は病院経営部門、各臨床部門の管
理職、関連企業や行政機関などに輩出する想定です
履修者は各組織において、長期的戦略に基づいた病院経
営、経営と臨床の相互理解による効率的な経営に資する
人材としての役割を果たします



開講科目

（１）基礎科目
経営環境の把握から戦略立案を行うプロセスに必要な知識・理論の習得を目標としています

（２）実践科目
戦略実行に必要な知識の習得と
実際の病院経営事例やシミュレーションによる総合演習を行い実践力の習得を目標としています



単位認定の方法

（１）担当講師が提示する事前課題・事後課題によって評価を実施します
※担当講師により内容は異なります

（２）単位認定の評価対象となる者は
原則として出席時数が当該授業科目の授業時数の3分の2以上の者とします

※ Eラーニングシステムを導入し、大学開講講義においては講義のリアルタイム配信
及び講義後の動画配信、動画開講講義では講義動画の配信を行っております（演習科目以外）
原則として全ての講義を履修し、全ての課題を提出してください
欠席等につきまして予め予定が分かっている場合は、事前にご相談ください



授業計画

授業科目の参加形態には４つの種類があります

大学での受講が
必要な科目

（e-learningなし）



授業計画
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大学での受講が
必要な科目

（e-learningなし）

大学受講推奨科目
（e-learningあり）
※リアルタイム配信

演習形式のため大学での
受講を強くお勧めいたします
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（e-learningなし）

大学受講推奨科目
（e-learningあり）
※リアルタイム配信
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授業計画

授業科目の参加形態には４つの種類があります

大学での受講が
必要な科目

（e-learningなし）

動画受講科目
（e-learningのみ）
※オンデマンド形式

ご都合に合わせてご覧ください

大学受講推奨科目
（e-learningあり）
※リアルタイム配信

演習形式のため大学での
受講を強くお勧めいたします

大学開講科目
（e-learningあり）
※リアルタイム配信



日時 曜日 開講時間 科目 回 講師名 所属 大学受講 動画受講 演習形式

日程変更調整中 病院経営ケーススタディA 1/4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 〇

2020年5月20日 水 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 〇

2020年5月27日 水 6,7講目 医療マーケティング論 2/4回目 猪口　純路 小樽商科大学大学院商学研究科　教授 〇 〇 〇

2020年5月30日 土 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 〇

2020年6月3日 水 病院経営戦略論 1/4回目 李　濟民 小樽商科大学大学院商学研究科　教授 〇

2020年6月10日 水 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 〇

2020年6月13日 土 3,4講目 医療経済学 3/4回目 中村　洋 慶應義塾大学商学部 〇 〇

2020年6月17日 水 6,7講目 病院経営戦略論 2/4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 〇 〇

2020年6月24日 水 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 〇

2020年6月27日 土 3,4講目 医療政策学 2/4回目 石川　智基 医療経済研究機構 研究員 〇 〇

2020年7月4日 土 医療経済学 4/4回目
小笠原　克彦

藤原　健祐

北海道大学大学院 保健科学研究院 教授

小樽商科大学大学院商学研究科　准教授
〇

2020年7月8日 水 病院経営戦略論 3/4回目 林　亜衣子 社会医療法人母恋　天使病院　広報課　課長 〇

2020年7月11日 土 3,4講目 病院経営戦略論 4/4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 〇 〇 〇

2020年7月18日 土 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 〇

2020年7月25日 土 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 〇

2020年7月29日 水 6,7講目 医療マーケティング論 3/4回目 近藤　公彦 小樽商科大学大学院商学研究科　教授 〇 〇 〇

2020年8月1日 土 3,4講目 病院経営ケーススタディA 2/4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 〇

2020年8月8日 土 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 〇

2020年8月19日 水 医療マーケティング論 4/4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 〇

2020年8月22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 〇 〇

2020年8月26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 〇 〇 〇

授業計画

各授業の詳細につきましては、ホームページに掲載されている
最新版のスケジュール／シラバスをご参照ください

大学開講科目
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※リアルタイム配信

大学受講推奨科目
（e-learningあり）
※リアルタイム配信

演習形式のため大学での
受講を強くお勧めいたします

大学での受講が
必要な科目

（e-learningなし）

動画受講科目
（e-learningのみ）
※オンデマンド形式

ご都合に合わせてご覧ください
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Eラーニングシステムについて

本プログラムで使用するEラーニングシステムについては
ホームページにマニュアルを掲載しておりますのでご確認ください

【プログラム受講生用ページ】https://huhma.hokkaido.university/forstudents

学習管理システム
ELMS（エルムズ）

※講義に関する連絡事項や資料/課題の共有
オンデマンドの講義動画配信で使用

講義中継システム
Webex（ウェブエックス）

※リアルタイムの
講義動画配信で使用



その他、ご不明な点は担当教員までお問い合わせください

011-706-3428

huhma2020@hs.hokudai.ac.jp


