病院経営管理士通信教育
第42回生募集について

日本病院会の「病院経営管理士通信教育」は、病院管理運営を円滑
かつ積極的に実行する能力および適応力をそなえた病院経営管理士を
養成することを目的とした2年間の通信教育です。
本通信教育は、病院という組織医療を実践する上で、経営管理者に
求められる幅広く深い知識が履修できるよう、多彩なカリキュラムと
一流の講師陣による教育で病院経営をリードする人材を育成します。
修了者には日本病院会認定の「病院経営管理士」の資格を付与し、
1978年（昭和53年）開始当初の事務長養成課程から数え1,000名
以上の方が各分野でご活躍されています。
つきましては、向学の志を持つ貴院の職員が受講されますようご高
配賜りたくお願い申しあげます。
病院経営管理士教育委員会 委員長

中

佳一

１．開講月日 2019年 ７月 １日
２．申込締切 2019年 ５月 31 日（締切間際の申込は要連絡）
３．修業期間 ２ヶ年
４．受 講 料

１ヶ年 480,000 円（税込）
（但し前期・後期分納として、240,000円毎納入）

５．募集定員

50名程度（先着順）

６．受講資格 (1)施設等の長が適格と認めた者、または委員会が同等と認めた者。
(2)短大卒以上（但し病院勤務者は当分の間高卒でもよい）
※本通信教育は、事務長養成課程から通算第42回となる。平成21年度より修了者に
「病院経営管理士」として認定。

一般社団法人日本病院会 病院経営管理士通信教育担当
〒102-8414 東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビル
TEL：03－3265－1281 FAX： 03－3265－1282
http://www.jha-e.com/mcmm/

病院経営管理士通信教育とは
病院経営管理士通信教育は、病院の管理運営を円滑かつ積極的に実行する能力および適応力をそなえた「病院
経営管理士」を養成することを目的とした2年間の通信教育です。
本講座は1978年（昭和53年）の「事務長養成課程通信教育」に始まり、医療界を取り巻く経営環境の変化に
対応するため、「病院経営管理者養成課程通信教育」、そして「病院経営管理士通信教育」へと講座名称やカリ
キュラムの変更を重ねて、今日に至っています。また、2009年（平成21年）より本講座を修了し合格基準を満
たした卒業生には、日本病院会認定の「病院経営管理士」資格を付与しています。
わが国では、近年、医療技術の高度化と複雑化、医療の専門分化や患者ニーズの多様化等が急速に進み、社会
保障制度改革を柱に医療制度改革、医療費抑制施策が行われるなど、病院経営は益々厳しい状況となっています。
医療の質向上への努力は、病院にとって最も重要な社会的責任ですが、病院の健全経営なくしては成り立ちませ
ん。病院変革の厳しい時代のなかで、病院経営管理士は、病院経営の専門家として、健全経営の維持・向上を行
うことが使命として求められています。
現在のカリキュラムは、Ⅰ．医療関連科目、Ⅱ．経営管理科目、Ⅲ．経営管理演習、Ⅳ．特別講座、Ⅴ．卒論
の大きく5つの柱で構成され、基礎学習と実務の両面できめ細やかな教育内容となっています。病院経営管理全般
にわたって幅広く深い知識が履修できるよう編成し、なかでも経営管理演習は、より実践的な演習時間を多く取
り入れ、病院経営に関する知識、実践力を高めることをねらいとしています。医療界の第一線で活躍されている
講師陣をはじめ、一部の科目では本講座の卒業生が講師を務め、自分自身の受講経験と医療現場での実践経験を
活かし、受講生を支えています。
受講生は、当初の事務長あるいは将来の事務長候補者を対象としたものから、次第に現職の病院長をはじめ医
師や看護師など様々な医療技術職にも拡がり、病院全体の経営のみならず、各部門におけるマネジメントについ
ても、病院経営に関する専門教育の必要性が増しているものと思われます。現在、開講以来1,021名の卒業生を
輩出し、うち「病院経営管理士」資格認定者数は774名となり、多くの卒業生が、全国の病院施設や医療関連分
野で、習得した知識を活用し、それぞれの施設・部門に適応した経営管理を実践し活躍されています。
2年間の通信教育は、日常業務に加えて、スクーリング、リポート提出、期末試験、卒論準備という苦労があり
ますが、共通の目的を有する同期生の存在は、力強い絆で結ばれ、新しい人脈の形成と不撓不屈の精神の醸成は
もとより、今後の大きな支えとなるでしょう。
また、卒業生が組織する「病院経営管理士会」は、機関誌の定期発行、研修会の定期開催等々により、会員で
ある卒業生のブラッシュアップなど、最新かつ最適な病院経営に関する情報発信を続け、日本病院会の様々な活
動にも参画しています。
2019年４月１日

病院経営管理士教育委員会

受講の申込から卒業まで
1年次スケジュール

２年次スケジュール

4月1日～5月31日

６月中旬～下旬

受講申込

２年次前期教材到着

6月中旬

7月中旬

受講受理通知到着

1年次後期試験・2年次前期スクーリング

6月下旬

10月末

1年次前期教材到着

２年次前期リポート提出

7月中旬

12月中旬～下旬

1年次前期スクーリング

２年次後期教材到着

10月末締切

１月中旬

1年次前期リポート提出

２年次前期試験・2年次後期スクーリング

12月中旬～下旬

4月末締切

1年次後期教材到着

２年次後期リポート提出

1月中旬

５月中旬

1年次前期試験・1年次後期スクーリング

卒業論文提出

4月末締切

９月下旬

1年次後期リポート提出

卒業・認定式

リポート

該当科目のリポートを課題に沿って自学習し、期日までに仕上げます。
内容については担当講師により評価され、受講生に返却します。

スクーリング
（面接授業）
試験

卒業論文

１単位 3 時間の講義を 49 単位 144 時間、半期に１度５日間、東京において
スクーリングとしておこない出席単位を取得します。一方的な講義だけでなく演習を
設け、事例を研究・検討し、発表・討論する講義も実施します。

習得した知識を確認するため筆記試験を行い合格者に
所定の単位が与えられます。
２年間の集大成として、日常業務における研究・調査報告、
事例報告、また、各科目の講義等から「病院経営管理に
関する事項」のテーマを選び提出し、評価されます。

病院経営管理士通信教育
第42回生

実施要綱

◆目的及び対象◆
病院経営管理に関する業務は広範多岐にわたっており、
単に病院長、事務長にとどまらず病院における各職種の
管理者にとっても病院医療、経営管理、マーケティング
等病院組織全体にわたる知識と総合的判断力が不可欠と
なっております。
日本病院会では1978年（昭和53年）より2年制の通
信教育により事務長を養成してきましたが、現在では多
職種により構成される病院の管理運営を円滑かつ積極的
に実行する能力及び適応力を備えた医療機関職員を養成
することを目的に病院経営管理士通信教育を実施してい
ます。

◆受講内容◆
１．実施要綱
（1）修業期間 2カ年
（2）受講者選考 書類審査
（3）受講料 １カ年480,000円（税込）
（但し前期・後期分納として、240,000円毎納入）
※受講者選考後、該当者へ受講受理通知を送付する。
受講受理通知を受けてから、1年次前期分を指定口座
に納入すること。但し、既納の受講料は返却しない。

④卒業論文の提出及び合格評価
上記3つの単位取得要件を満たし、かつ卒業論
文を提出すること。
（2）リポートの提出
該当科目のリポートが送付されるので、教科書等
で自習しリポートを作成する。リポートは期日まで
に会に送付すると該当科目講師によって添削され、
本人に返送される。各科目毎の全リポート提出がな
い場合は、該当科目の期末試験は受けられない。
（3）面接授業（スクーリング）
スクーリングは1年を前期と後期に分け各5日間
東京で行う（年2回）。出席できなかった場合は次
の学年のスクーリングを受講すること。但し、勤務
の都合でスクーリングに欠席した場合、代替措置に
より出席とみなす。
（4）期末試験
該当科目の全リポート提出およびスクーリングに
出席しないと各科目の期末試験は受けられない。期
末試験は学習スケジュールにしたがって該当科目が
講義されたスクーリングの次期スクーリング前に受
験する。合否の判定は、この試験に基づき一般社団
法人日本病院会病院経営管理士教育委員会で行う。

２．スクーリング（予定）
（1）開催地 東京
（2）会場 一般社団法人 日本病院会
東京都千代田区三番町9-15
ホスピタルプラザビル セミナールーム
電話 03-3265-1281
（3）期日 2019年7月16日(火)～20日(土)

３．資格
修了者は一般社団法人日本病院会認定の病院経営
管理士として会に登録する。

４．単位取得方法
（1）履修科目39科目（49単位）を習得しなければな
らない。（※別紙参照）
この49単位の修得方法は、
①面接授業（スクーリング）の出席
1年を前期（例年7月）と後期（例年1月）に分
け、各5日間東京で行われるスクーリングに出席す
ること。計4回のスクーリング出席となる。
②レポートの提出及び合格評価
上記科目の全てについて、スクーリング前に該当
科目のリポート問題が送付される。そのリポートを
スクーリング後、自習により作成する。そのリポー
ト評価が合格基準を満たすこと。
③期末試験の合格
該当科目について講義されたスクーリングの試験
を次期スクーリング前に実施。これを受験し合格す
ること。

○申込方法○
１．受講申込書と履歴書に必要事項を記入のう
え、写真とともに事務局まで郵送すること。
※写真3枚必要。1枚は履歴書貼付、2枚は
同封のこと。
２．受講料は「受講受理通知」受領後すみやかに
納入すること。
３．申込締切日 2019年5月31日

＜申込および問い合わせ先＞
一般社団法人日本病院会
病院経営管理士通信教育 担当
〒102-8414 東京都千代田区三番町9-15
ホスピタルプラザビル
TEL:03-3265-1281
FAX:03-3265-1282
http://www.jha-e.com/mcmm/
＜銀行振込先＞
三菱UFJ銀行 麹町中央支店
普通預金 口座番号 4352800
一般社団法人 日本病院会通信教育部

履修科目39科目（49単位）と講師について（2019年度予定）
教科目

講師（敬称略）

杉田 克生

2．診療部門管理

木野 昌也

3．看護部門管理

高橋 弘枝

4．薬剤部門管理

桒原 健

5．医療技術部門管理

日下部 行宏

6．医事・事務部門管理

櫻井 雅彦

7．病院人事・労務管理

佐合 茂樹

8．病院管理概論

小山 秀夫

9．栄養食事管理

中村 丁次

10．病院物品管理

（千葉市療育センター センター長）

（北摂総合病院 理事長・病院長）

（大阪府看護協会 会長）

（日本病院薬剤師会 専務理事）

（聖隷福祉事業団 理事・常務執行役員）

（元 三井記念病院 シニアマネージャー）

（木沢記念病院 事務長・病院長補佐）

（兵庫県立大学 名誉教授）

（神奈川県立保健福祉大学 学長）

11．病院施設・設備管理

小室 克夫

12．感染管理

洪 愛子

13．診療情報管理

（聖路加国際病院 管財課顧問）

（神戸女子大学 看護学部看護学科教授）

中川原 譲二
（大阪なんばクリニック 院長）

14．医療安全管理概論

橋本 廸生

15．病院建築論

長澤 泰

16．医事関連法規
17．医事紛争
18．社会保障概論
19．医療経済学
20．医療・介護保険制度

1

１

5．マーケティング論（1）
マーケティング概論

6．マーケティング論（2）
マーケティング戦略

１

7．財務管理論（1）
基礎編

１

8．財務管理論（2）

１

9．病院経営管理概論

実務編

（日本医療機能評価機構 常務理事）

（東京大学 名誉教授・工学院大学 名誉教授）

児玉 安司
（新星総合法律事務所 弁護士）

府川 哲夫
（福祉未来研究所 代表）

吉田 裕人
（ 東北文化学園大学 医 療 福 祉 学 部 教 授 ）

合計

吉長 成恭
（広島経済大学 特別客員教授）

石尾 肇
（石尾公認会計士事務所 所長）

西田 大介
（西田公認会計士事務所 所長）

正木 義博
（済生会支部神奈川県済生会 支部長）

Ⅲ．経営管理演習（経営手法）

１

1．組織管理演習（1）

１

2．組織管理演習（2）

単位

4．マーケティング演習(2)

吉長 成恭

6．病院経営管理演習

１

1
1

1

2

西田 大介

2

（西田公認会計士事務所 所長）

正木 義博

2

（済生会支部神奈川県済生会 支部長）

9

合計

１

1．病院機能評価概論

梅里 良正

2．先進医療概論

宮坂 信之

3．医療（病院）情報
システム管理

笹川 紀夫

１

１

16

（広島経済大学 特別客員教授）

Ⅳ．特別講座

１

2

（広島経済大学 特別客員教授）

１

１

2

（関西学院大学 経営戦略研究科教授）

１

１

2

明石 純

吉長 成恭

5．財務管理演習

2

（関西学院大学 経営戦略研究科教授）

3．マーケティング演習(1)

１

2

明石 純

１

川渕 孝一
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
医療経済学分野 教授）

（広島経済大学 特別客員教授）

１

西脇 正義
（名古屋市立東部医療センター 保険・診療情報管理
担当主査）

吉長 成恭

合計

１

直江 幸範
（社会医療法人きつこう会 法人本部 企画部部長・
情報システム部部長・物流管理室室長）

講師（敬称略）

Ⅱ．経営管理科目（経営管理についての知識）

Ⅰ．医療関連科目（医療に関する知識）
1．医学概論

教科目

単位

1

（地域医療振興協会 シニアアドバイザー）

1

（東京医科歯科大学 名誉教授）

1

（広島国際大学 医療経営学部教授）

3

合計

Ⅴ．卒業論文

20

髙橋 長裕
（ちば県民保健予防財団総合検診センター 顧問）

卒論指導

Ⅱ．経営管理科目（経営管理についての知識）
1．組織管理論（1）
経営戦略と組織

2．組織管理論（2）
組織行動と人的資源管理

3．統計解析実践法
4．病院経営分析

相馬 敏克

1

（元岩手県立中部病院 事務局長）

明石 純
（関西学院大学 経営戦略研究科教授）

明石 純
（関西学院大学 経営戦略研究科教授）

赤澤 宏平
（新潟大学医歯学総合病院 医療情報部教授）

井上 貴裕
（千葉大学医学部附属病院 副病院長・
病院経営管理学研究センター長）

2
2

合計

１

総計

49

1
1

＊カリキュラム・講師等は、受講期間中に変更となる場合があります。

靍見脳神経外科（19床）
事務長・院長秘書
全く病院経営の経験がないまま事務長となって
2年目だった私にとっては講義の内容は新しい

卒業生からの
メッセージ

ことばかりで勉強することが多く、実りある2
年間でした。講義の内容と同じくらい大きいの
は同期の存在です。実務での問題を同期に相談
すると本当に親身に答えてくれ、調べるだけで

それぞれの現場で活躍中！

辻 奈緒

はわからない情報を得ることができます。本課
程に申し込みをするときに事務局の方も「同期

38回生（茨城県） との人脈ができるのが一番大きい」とおっ
しゃっていましたが、その通りだと思っていま
す。

社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院（284床）
医療介護連携室 課長

佐久総合病院 佐久医療センター（450床）
管理部 事務次長兼経営企画課長

日本全国から集まった多種多様な職種の医療

現在、病院を取り巻く環境は人口減少や急速

機関の方々とともにスクーリングで講義を聴

な少子高齢化、また疾病構造の変化や高額技

き、ディスカッション等で意見交換し、交流

術の台頭など目まぐるしく変化しています。

を深めることで、複眼的に自院や自らの業務

一方で働き方改革や労働人口減少に伴う労働

を見つめる貴重な機会となりました。まさに、

力の確保など様々な課題が山積しています。

“井の中の蛙、大海を知らず”で、2年間の

病院経営者は環境の変化をいち早く捉え、課

受講で得た新しい知識や視座は、大いに刺激

題解決に向けて効率的かつ的確な判断を行う

田中 範彦

となり、現在の業務にも役立っていると感じ

北島 隆司

37回生（東京都）

ています。また、修了後も、連絡を取り合う

39回生（長野県） 要な知識を多角的に学ぶことができ、病院経

仲間もでき、かけがえのない財産となってい

営に貢献できる人材育成プログラムだと思い

ます。

ます。

医療法人 林病院（216床）
薬剤科 薬剤科長

白波瀬 正樹

天草第一病院（128床）
健康管理センター長、常務理事

医療法人社団永寿会

卒業後、早5年ほどが経過しましたが、心地

病院経営に携わるのは、医師としての知識だ

よい緊張感の中、研修初日を迎えたのを今で

けでは非常に難しいものがあると感じており

も覚えています。終わってみればあっという

ました。病院経営管理士通信教育では、ス

間の2年間で、講義やリポート、試験、卒論

クーリングで、各分野のスペシャリストの講

なども今となってはいい思い出です。また、

師陣から、病院運営に関わる様々な知識を、

他職種の同期生との出会いは大きな財産にな

系統立てて学ぶことができました。また、想

り、同期の仲間と同じ時間を過ごせたことは、
貴重な経験になりました。そこで得られた経

37回生（福井県） 験を活かし、薬剤師の視点で今後も努力して

永野 優子
39回生（熊本県）

いを同じくする同志との出会いもありました。
今、現場での様々な問題に向き合う時、2年
間で得た知識が活かされているのを実感して

いくつもりです。この会でさらに薬剤師の輪

います。是非、皆さんにお勧めしたいと思い

が広がることを期待します。

ます。

社会医療法人 大雄会（511床）

経営企画課 課長
病院経営管理って何をすればいいの？講義に
ついていけるのだろうか？本講座への申し込
みを済ませた後、後悔と不安な気持ちでいっ
ぱいでしたが、全くの杞憂に終わりました。
素晴らしい仲間との出会い、事務局スタッフ
の懇切丁寧なフォローにも助けられ、あっと

大橋 明仁

ことが求められます。本課程は病院経営に必

いう間の2年間でした。試験やリポートなど
多少の苦労もありますが、病院経営管理につ

38回生（愛知県） いて幅広く学ぶことができ、且つ、素敵な仲
間もできます。是非お勧めいたします。
Let's have a try !

横浜市立市民病院（650床）
管理部新病院推進課・新病院推進課長
超高齢社会が進展し、医療を取り巻く環境が
大きく変化する中で、全国の自治体病院には、
慣れない病院勤務に戸惑いながら管理職とし
て病院運営を任されている行政職員が沢山い
ると思います。私はそういう方達にこそ、こ
の通信講座をお勧めしたいと思います。
本講座では医療安全や感染管理など医療に
関する専門知識だけでなく、組織管理、マネ
ジメント、マーケティングといった「組織」
神内 浩
を経営するために必要な知識や考え方を身に
39回生（神奈川県） つける事ができます。日々の経常業務と通信
講座を両立させた２年後には、病院管理職と
しての成長を実感する事ができます。

－

受講番号

※ⒶⒷⒸ欄にご記入・チェックをお願いします。

後日確定しますので、記入しないでください。

病院経営管理士通信教育 第 42 回生受講申込書
このたび病院経営管理士通信教育を受講いたしたく、裏面履歴書および写真3枚を添えて申し込みます。
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病床数※3

（経営主体、種別、病床数）

役

職

名

所

在
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電話番号・FAX

〒

FAX：

TEL：

〒

教材・連絡文書
等の送付先
（勤務先・自宅）

FAX：

TEL：
※事務連絡等をこちらのE-mailアドレスにお送りしますので正確にご記入ください。

E-Mail：
管 理 者 名

理事長
病院長

一般社団法人 日本病院会会長 殿
※１、※２は以下から選択して記入すること。
経営主体※１：厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、
独立行政法人地域医療機能推進機構、その他（国）、都道府県、市町村、地方独立行政法人、 日赤、済生会、北海道社会事業協会、
厚生連、国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合、公益法人、医療法人、
社会医療法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他法人、個人
種 別 ※２：一般、特定機能、地域医療支援、精神、結核、専門
病 床 数 ※３：許可病床数の合計数を記入

Ⓑ

「個人情報等の取扱いについて」に同意いただけましたら、「同意する」にチェックしてください。チェックがない場合は申込できません。
必ず忘れずに
チェック

□ 同意する

【個人情報等の取扱いについて】
日本病院会・病院経営管理士通信教育におきまして、下記によりあなたの肖像（受講風景等の画像）ならびに個人情報を利用させていただきたく、内容をご確認のうえ、
ご承諾いただきますようお願いいたします。 なお、写真等の掲載および個人情報の取扱いについては、肖像権並びに個人情報保護の観点から本会として万全の措置を
取らせていただきます。
記
１．個人情報の利用目的について
肖像並びに個人情報の使用について日本病院会は、受講者からご提示いただいた名前、住所、電話番号、性別、その他の受講者個人に関わる情報（以下「個人情報等」）
を、日本病院会 病院経営管理士通信教育に関する受講者への連絡、受講者管理、受講者間の親睦を目的として配布する受講者名簿の作成に利用させていただき、受講者
の承諾なく、他の目的には利用いたしません。
２．個人情報の委託について
日本病院会は、病院経営管理士通信教育受講に伴いお預かりした個人情報等を、以下のいずれかに該当する場合を除き、取り扱いを委託することはありません。
・連絡物の発送を宅配業者に委託する場合
３．個人情報の提供の任意性について個人情報の提供がされない場合、受講することが出来ません。
４．個人情報の開示等について
日本病院会は、個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、 受講者ご本人であることを 確認させていただいたうえで、すみやかに対応いたします。また、入
講後は、個人情報等を含む受講申込書類一式は原則、返却いたしません。
〈個人情報保護管理者〉
以上

Ⓒ

◆リポート提出状況・試験結果の施設管理者への送付について◆

リポートの提出状況、試験結果および卒業時の最終成績書について、ご本人様あておよび施設管理者様あてそれぞれに郵送にて通
知を行います。なお、受講料の支払いについて、所属施設のご負担ではなく、受講生ご本人様のご負担である場合は施設管理者様に通
知することはありません。
リポート提出状況・試験結果の施設管理者への送付について、下記いずれかにチェックしてください。
□ Ⓐ欄で記入した管理者様に送付
□ 管理者（

必ず忘れずに
チェック

□受講料を自費で支払うため、施設管理者への郵送は不要

）様あてに送付

西暦

※裏面を必ずご確認ください。

※貼付分以外に写真を
２枚同封してください。

