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文部科学省補助事業
「課題解決型高度医療人材養成プログラム」

病院経営の現場を支える・牽引する人材を育てるため
講義主体ではなく実習も多く取り入れた実践的教育を行います
医療経営（Medical、Management）を神戸から
それが「M×M KOBE」です

主として、神戸大学楠キャンパス（医学部・医学研究科、医学部附属病院）
Webによる開催 （フィールドワークで他施設への訪問もあり）

【受講場所】

2021年5月オリエンテーション、開講予定（2022年1月までの約8ヶ月間）
平日の夜間（18:20～21:30）および土曜日（9:00～16：10または9：00～19：00）

【開講期間】



Web＋現地の
ハイブリッド形式で開催いたします！※

・遠⽅で通うのが難しい
・業務終了時間がギリギリになる
・⾏動規制で通うのが難しい…etc

※ 病院の経営分析・コスト分析、病院の業績管理会計、病院の⼈的資源管理についてはオンライン開催のみ、実習講義については現地開催
のみとなります。その他の講義でもコロナウイルス感染対策防⽌の為オンラインのみの開催となる場合がございます。

ハイブリッド講義（コース・科⽬履修）とVOD聴講の違い
履修証明発⾏ 講師への質問 講義動画の視聴

ハイブリッド講義
（コース・科⽬履修） 〇

履修証明を発⾏いたします。講義当
⽇、現地またはWebでの出席（各科⽬
全コマ数の1/2以上）が必要となりま
す。また、⼀部の科⽬ではレポート
などの課題提出がございます。

〇 可能です。 〇
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。

VOD聴講 ×
履修証明は発⾏いたしません。
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。

×
不可となります。
後⽇、配信される
講義動画の視聴の
みとなります。

〇
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。

・開始時間にWebで参加すれば出席となります！
・VOD聴講ではできない講師への質問ができます！
・インターネット環境があればどこでも参加可能です！



開講科⽬紹介

2コースを開講･･･共通科⽬：5領域11科⽬、コース別科⽬：1領域2科⽬ずつ
（その他、共通選択科⽬12科⽬）

【両コース共通科⽬】
病院マネジメント（管理会計）

病院の業績管理会計
（MBA 12時間）

病院の経営分析・コスト分析
（MBA 12時間）

病院⼈的資源管理
病院の⼈的資源管理
（MBA 12時間）

医療統計分析
医療統計分析

（講義・実習 6時間）

医療機関リスク管理
医療安全管理

（講義・実習 12時間）
医療の質管理

（講義・実習 9時間）
医療政策と医療法・個⼈情報保護法

（講義 12時間）

病院経営シュミレーション演習等
医療マーケティングⅠ

（講義 6時間）
病院経営ケーススタディⅠ
（講義・実習 12時間）

病院経営ケーススタディⅡ
（実習・フィールドワーク 9時間）

医療マーケティングⅡ
（講義・実習 6時間）

【コース別科⽬】

DPCデータ分析
DPCデータ分析Ⅰ
（講義 6時間）

（地域マネジメント養成コース）
地域連携

地域連携Ⅱ
（講義・実習 6時間）

DPCデータ分析Ⅱ
（講義・実習 6時間）

地域連携Ⅰ
（講義 6時間）

（医療の将来を担う病院経営者養成コース）

【共通選択科⽬】

地域医療構想と経営戦略
（講義 6時間）

病院経営⽅針マネジメント実習
（実習 6時間）

組織管理Ⅰ
（講義 6時間）

組織管理Ⅱ
（講義・実習 6時間）

医療情報管理
（講義 6時間）

情報管理
（講義 6時間）

Access演習
（実習 6時間）

地域医療情報連携
（講義 6時間）

病院経営ケーススタディⅢ
（フィールドワーク 6時間）

医療ICT・AI
（講義 6時間）

NDBデータの利活⽤
（講義 6時間）

病院経営ケーススタディⅣ
（マネジメントゲーム 12時間）

・2021年5⽉22⽇（⼟）オリエンテーション、開講予定（2022年1⽉までの約8ヶ⽉間）
・平⽇の夜間（18:20〜21:30）および⼟曜⽇を中⼼に、神⼾（MBA科⽬はオンライン予
定）で開講

・MBAとの共通開講科⽬あり（神⼾⼤学MBAを体験）
・両コース共通科⽬とコース別選択科⽬の計120時間を修めた参加者には履修証明を発⾏

・⻘の選択科⽬（2科⽬）が第4期に新たに追加予定の科⽬です。
・また緑の科⽬はＶＯＤ聴講⽣募集科⽬になります。
・病院経営ケーススタディⅢ・Ⅳ募集開始時期は別途お知らせいたします。
・MBA3科⽬（病院の業績管理会計・病院の経営分析・コスト分析・病院の⼈的資源管理）と
科⽬の⼀部はオンライン講義になる可能性があります。

開講スケジュールおよび簡易シラバスをホームページに
随時掲載してまいりますので、是⾮ご参照ください。



講師一覧



スケジュール



第４期生の募集案内・受講料について

募集期間
２０２１年４月２８日（水）～２０２１年５月１４日（金）必着
（科目履修は各科目開講１週間前まで、VOD聴講は２０２２年１月３１日まで応募可能）

対象者 企業勤務の方を含むすべての方対象

募集コース・定員

医療の将来を担う病院経営者養成コース
（両コース共通科目+DPCデータ分析Ⅰ・Ⅱ）

定員に達するまで

地域マネジメント養成コース
（両コース共通科目+地域連携Ⅰ・Ⅱ）

定員に達するまで

（各科目にて空きのある科目のみ）

科目履修生
科目ごとの定員に
達するまで

※科目ごとの募集人数は募集要項をご参照ください。

受講料

コース
大学・医療機関・

行政機関にご所属の方、学生
（企業所属の社会人学生を除く）

左記以外の方

医療の将来を担う病院経営者養成コース
各２４０,０００円（税込） 各３００,０００円（税込）

地域マネジメント養成コース

（追加）選択科目6科目履修オプション ５０,０００円（税込） ６３,０００円（税込）

（追加）選択科目全14科目全履修オプション １００,０００円（税込） １２５,０００円（税込）

科目履修（長期履修コース）・VOD聴講

事務登録料（第1～3期に受講された方は不要） １０,０００円（税込） １０,０００円（税込）

４コマ（６時間）科目の履修
（Access演習、病院経営ケーススタディⅢを除く）

各１３,５００円（税込）
（VOD 各９，０００円（税込））

各１７,０００円（税込）
（VOD 各１２，０００円（税込））

Access演習の履修（少人数制演習科目） 各１７,０００円（税込） 各２２,０００円（税込）

病院経営ケーススタディⅢの履修
（遠方病院へのフィールドワーク科目）

５,０００円（税込） １０,０００円（税込）

６コマ（９時間）科目の履修
各２０,０００円（税込）

（VOD 各１３，５００円（税込））
各２５,０００円（税込）

（VOD 各１７，０００円（税込））

８コマ（１２時間）科目の履修
（病院経営ケーススタディⅠ・Ⅳを除く）

各２７,０００円（税込）
（VOD 各１８，０００円（税込））

各３４,０００円（税込）
（VOD 各２３，０００円（税込））

病院経営ケーススタディⅠの履修
（医療経営MX（マネジメントゲーム）実習）

３０,０００円（税込） ３８,０００円（税込）

病院経営ケーススタディⅣの履修
（医療経営MXを札幌で2日間のコース実習）

１５,０００円（税込） ３０,０００円（税込）

※病院経営ケーススタディⅡ・Ⅲ・Ⅳのフィールドワークにかかる交通費・宿泊費は別途必要となります。
（特に病院経営ケーススタディⅢ・Ⅳは遠方となるため、行先にもよりますが7～8万円程度必要になる予定です）

詳細については募集要項をご参照ください。

ハイブリッド講義（コース・科⽬履修）とVOD聴講の違い
履修証明発⾏ 講師への質問 講義動画の視聴

ハイブリッド講義
（コース・科⽬履修） 〇

履修証明を発⾏いたします。講義当
⽇、現地またはWebでの出席（各科⽬
全コマ数の1/2以上）が必要となりま
す。また、⼀部の科⽬ではレポート
などの課題提出がございます。

〇 可能です。 〇
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。

VOD聴講 ×
履修証明は発⾏いたしません。
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。

×
不可となります。
後⽇、配信される
講義動画の視聴の
みとなります。

〇
講義⽇の２〜３営業⽇後にホー
ムページ受講者専⽤ページに講
義動画がアップされます。



第3期にご参加いただいた受講生の方達からの、感想・メッセージの一部をご紹介いたします

参加者の声（敬称略）

社会医療法⼈ 製鉄記念広畑病院 副院⻑ 村津裕嗣
【受講してみての感想】
講義分野に関しては⾮常に充実した内容で、⼩林⼤介先⽣やMxM KOBE事務局の皆様に感謝です。どれもがまさに私が知りたいと
願っていたご講義で、いわゆる⼤⼈の勉強の楽しさを教えていただきました。実際、講義の最中は『⽬から鱗』の連続で、180分
間が短く感じ全集中で楽しめました。
この知識と経験を何にどう役⽴てるかは、やはり⾃⾝の⾏動⼒とその環境によるところが⼤きいと思います。もちろん、すべての
講義の内容を実践することは不可能ですが、医療を取り巻く環境や各職種、特に事務職の仕事の内容と重要性も理解でき、⽇々の
診療とは異なる⽅向より病院を俯瞰する視野は得られたと思います。また、いろんな考え⽅や問題解決の⽷⼝の知識は、病院とい

う極めて多因⼦の集合体を運営する上で必ず役⽴つと思います。ただ、失敗できないという呪縛に捕らわれがちになりますが、何とか授けて頂いた
知識を今後の病院マネイジメントに⽣かせることを⽬指します。
最後に、COVID19の影響で受講⽣の皆様と親交を深める機会が制限され残念でしたが、zoomの中のお顔と初対⾯した時のうれしさは忘れません。コロ
ナ禍治まれば、是⾮同窓会しましょう。
【今後受講される⽅へのメッセージ】
私のように副院⻑になってからの受講は当然有⽤です。しかし、病院幹部としては⾝につまされる内容も多く⼼理的に知識を試す余裕がありません。
本来なら、各科主任部⻑になったくらいの時期に１度知識として頭に⼊れておかれることをお勧めします。もちろん病院幹部としては知っていなけ
ればならないことの講義ですが、すこし余裕をもってまずは各科の部⻑としてのマネイジメントからその実際を⾏っていければ、その後の役職にも
役⽴つと思います。おそらく、今後の⽇本の医療においては、医師においてもバランスが求められ、働き⽅改⾰という流れのなかで、いかに医療の
理想を求めるか？を考えたときに、本講義ｓｅｒｉｅｓは有効な考え⽅や実際の事例からのヒントも得られると思います。
医師にとっては⽇程的に⼤変ですが、興味深い内容で気がつくともう終わりに近づいていました。医学の勉強ばかりでは医療はできません、各科部
⻑クラスの先⽣⽅には強く受講をお勧めします。

⽇本⾚⼗字社 姫路⾚⼗字病院 緩和ケア部⻑ 福永智栄
【受講してみての感想】
「医療の将来を担う病院経営者養成コース」を受講しました。幅広く医療経営を学ぶカリキュラムで充実した内容になっていまし
た。初⼼者である私は受講科⽬すべて興味深く得るものも多かったです。医療に関わる法律のことはもちろん医療安全などは⽇常
の診療を⾒直すきっかけになりました。地域医療構想、医療マーケチング、医療経営は、受講のきっかけであったので⾃院のあり
⽅、⾃⾝の⽴場を考える上でとても参考になりました。またMBAとの共通開講科⽬（業務管理会計、経営分析、⼈的資源管理）は
課題もありましたが、グループメンバーとディスカッションしながら問題を考える貴重な機会となりました。

ただ、コロナ禍で、ケーススタディなどのフィールドワークができなかったこと、受講者の⽅々との交流会が持てなかったのは残念でした。他病院
の先⽣⽅や医療スタッフ、事務の⽅々と知り合えたのは⼤きな財産です。嬉しかったのはこのコースを受講したことで、⾃院の院⻑と医療構造や当
院の在り⽅など話をする機会が増えたことです。
ちょうど医師の働き⽅改⾰が進んでいたので、フレックスタイムを利⽤し、平⽇の講義は参加しました。遠⽅からの参加、コロナ禍での通学でした
ので気を使い⼤変でしたが、いい思い出になりました。
【今後受講される⽅へのメッセージ】
医師は知識、医術を磨き深めていくことが本分ですので、医療資源（ヒト、モノ、カネ、情報）に関⼼が少ない傾向にあります。病院経営に関わる
ようになって必要に迫り経営を勉強する⽅が多いのではと思います。ここ最近特に⽇本の医療を取り巻く環境も変化が激しい状況です。そうした中
で私たち医療⼈は医療全体を俯瞰してみることで、⾃⾝が取り組む医療の形がみえるのではないでしょうか。病院の運営は様々な専⾨職、事務の
⽅々で成り⽴つチーム医療です。MM KOBEは、医療をもう⼀度考えるきっかけになると思います。平⽇、⼟曜⽇など仕事の後、⼤変だと思いますが
得るものも⼤きいと思います。医療構造を学ぶ機会として、参加されたらいかがでしょうか。
最後に受講を指導してくださる先⽣⽅に、コロナ禍で授業の形を⼯夫、配慮してくださったことに本当に感謝いたします。

神⼾低侵襲がん医療センター 事務部経理課⻑ ⽊村晃久
【受講してみての感想】
幅広く病院経営に関することが学べて⾮常によかったです。また座学だけでなく、グループディスカッションを取り⼊れた講義が
多く、他の職種の⼈達と議論しながら、より深く議論のテーマについて考えることができました。今年は新型コロナの影響もあり
講義やグループディスカッションがオンラインに切り替わったものも多かったです。現地での講義とはまた違った雰囲気でしたが
慣れれば⾮常にスムーズに受講することができました。MMKOBEでは、講義のテーマ内容が幅広いこともあって、普段の業務に深
く関わっている内容もあれば、そうでないものもありました。ただ、どちらも共通して⾔えたことは、新しい気付きがあったとい
うことです。

例えば、私が普段あまり関わっていない業務で、特に印象深かった講義は医療安全管理です。こちらの講義ではヒヤリハットのRCA分析を⾏ったので
すが、RCA分析という考え⽅を知らなかったので学びが⼤きかったです。普段関わっている業務で印象深かったのは、病院の経営分析・コスト分析の
講義です。HADという統計プログラムで財務分析をしました。今まで、統計を使って分析をするという機会がなかったため、⾮常に新鮮な切り⼝でし
た。実際に、当院のデータにあてはめて分析をしてみたら、収益予測に使えそうなことがわかりましたので、実際に利⽤していこうと考えています。
また講義を通じて、様々な職種の⽅々と膝を交えて学べたことは、貴重な経験になりました。
【今後受講される⽅へのメッセージ】
講義が平⽇の⼣⽅か⼟曜⽇にあります。受講時間の確保に苦労することもありますが、もし⽋席することになっても、講義がビデオ録画されている
ので、後⽇、講義内容を確認することができます。講義内容は、それぞれの分野で活躍されている先⽣⽅が⾏いますので⾮常に刺激的な内容が多
かったです。また、参加されている、様々な職種の参加者の皆様から刺激を受けることも数多くありました。
病院経営について関⼼がある⽅は、幅広く学べる良い機会だと思います。おすすめはコース受講ですが、科⽬履修やビデオ受講などもありますので、
上⼿く活⽤して受講していただければと考えています。


