
お問い合わせ先

〒650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1

神戸大学医学部附属病院 情報分析推進室
「実践的病院経営マネジメント人材養成プラン M×M KOBE」事務局

E-mail : mmkobe-info@med.kobe-u.ac.jp
TEL : 078-382-6850 FAX : 078-382-6851
HP : https://www.med.kobe-u.ac.jp/mmkobe/

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）
および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】

2022年5月オリエンテーション、開講予定（2023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9：00～19：30）

【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３～４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３～４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。

・開始時間から30分以内に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からでも参加可能です！



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11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6時間+実習3時間（希望者のみ））

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＋実習6時間（希望者のみ））
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・実習 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
（講義・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）

・2022年5月21日（土）オリエンテーション、開講予定（2023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、一部を除きハイブリッド（神戸での
開催+オンライン）で開催（MBA科目と一部科目はオンラインのみ）

・MBAとの共通開講科目あり（神戸大学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書を発行

・緑の科目はＶＯＤ聴講生も募集する科目になります。
・病院経営ケーススタディⅢの募集開始時期は別途お知らせいたします。
（新型コロナウイルス感染症の影響から、開催できない場合があります）

・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（回）はオンラインのみの講義となります。

・病院経営ケーススタディⅠの実習、病院経営ケーススタディⅡのフィールドワーク、
Access演習、病院経営方針マネジメント実習は、現地のみでの開催となります。
また、地域連携Ⅱの後半は実習となりますが、ハイブリッドで開催しますが、VODでの聴講
のみはできません。

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。



病院経営ケーススタディⅠについて

医療機関経営をテーマにしたビジネスゲーム（医療経営MX）を通じ、
経営者として“ヒト・モノ・カネ・情報”への投資を各々が意思決定し、
医療機関経営を楽しみながら体験！

6/24（金） 6/25（土） 6/26（日）
講義
１８：２０
～２１：３０

実習（医療経営MX）
９：００～１９：００
決算期第１期～第３期

実習（医療経営MX）
９：３０～１６：００頃
決算期第４期～第５期

科目として必須 希望者のみ受講

6/25（土）の科目として必須の実習部分（予定）

決算期を第5期まで行うことで、初期での投資の影響がより感じやすく
なります。
また、ゲーム自体への慣れもあるため、より積極的な戦略実行が可能
となるとの意見が多かったことから、これまでの実習1日（第3決算期
まで）を実習2日（第5決算期まで）も体験できるよう設定しました。
コース受講生の方は、コース受講料の中でどちらのパターンでも選択
できます。
科目履修の方は、実習1日と実習2日で受講料が変わりますので、ご注
意ください。（お申し込み時に選択していただきます）



第５期生の募集案内・受講料について

２次募集

募集期間
２０２２年４月２８日（木）～２０２２年５月１３日（金）必着
（科目履修は各科目開講１週間前まで、VOD聴講は２０２３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

（１次募集にて空きのあるコースのみ）

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）

１０名程度

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）

１０名程度

科目履修生
科目ごとの定員に
達するまで

VOD聴講生（講義中心科目のみで募集） 定員なし

※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 ※2022年4月28日時点での最終確定額です。（一部前回ご案内額から変更があります）

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２５０,０００円（税込） 各３１３,０００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1３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１～４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１４,０００円（税込）
（VOD 各１０,０００円（税込））

各１８,０００円（税込）
（VOD 各１３,０００円（税込））

Access演習の履修（少人数制演習科目） 各１８,０００円（税込） 各２３,０００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２１,０００円（税込）

（VOD 各１５,０００円（税込））
各２７,０００円（税込）

（VOD 各２０,０００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を除く）

各２８,０００円（税込）
（VOD 各２０,０００円（税込））

各３６,０００円（税込）
（VOD 各２６,０００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）

１日コース（第3決算期まで）
３０,０００円（税込）

２日コース（第5決算期まで）
４０,０００円（税込）

１日コース（第3決算期まで）
３８,０００円（税込）

２日コース（第5決算期まで）
５０,０００円（税込）

※病院経営ケーススタディⅡ・Ⅲ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。
（行先にもよりますが病院経営ケーススタディⅡは１万円程度、病院経営ケーススタディⅢは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。

コース受講生は、選択科目を追加する場合、選択科目受講料と追加オ
プションとで比較し、安くなるパターンで計算します。
例：4コマ6時間の選択科目を4科目追加する場合、選択科目受講料は
14,000円×4科目＝56,000円となりますが、選択科目6科目履修オプ
ションが50,000円のため、50,000円で受講可能です。（4科目受講も6
科目受講も受講料は変わらないため、6科目受講する方がお得です）



第4期にご参加いただいた受講生の方からの、感想・メッセージの一部をご紹介いたします
ホームページには他の受講生の方からのメッセージも掲載しています

参加者の声（敬称略）

北播磨総合医療センター 病院長 西村善博
【受講してみての感想】
どの講義も素晴らしかったです。初めての講義内容も多々あり、推薦参考書をネットで購入しては拝読しており
ました。当初18:20-21:30の講義は若干辛く感じたのは事実でした。しかし、小職の場合12/10のMBA関連講義が最
終講義でしたが、講義終了時にはM×M KOBEロスに陥ったような感もありました。開講科目の組み立ても巧妙で、
後半に経営学研究科MBAとのコラボ科目があり、医療職以外の人たちとの交流ができたのは非常に新鮮でした。
対面での交流がコロナ禍の影響で少なかったのは残念でしたが、一方でZoomによる講義参加ができたため、日程

調整が可能でほぼ皆勤できたこと、出張中にも時間調整を行うことで参加できたことなどメリットの方が小職には大きかったよう
に思います。次年度にも職員が受講できるよう検討したいと思っています。
【今後受講される方へのメッセージ】
病院経営の基本、人の管理、コミュニケーションについて幅広く研修を受けることができます。しかも比較的お安く。病院経営や
リーダーを目指す人はもちろん、医師・看護師・薬剤師・メディカルスタッフ・事務など職種に関係なく、有意義な時間を過ごす
ことができ、明日からの業務に活かすことができる内容が豊富にあります。お買い得な研修会とはまさにこのM×M KOBEのプログ
ラムだと思います。是非ご参加ください。

神戸低侵襲がん医療センター 事務部総務課長 小林朋絵
【受講してみての感想】
最初、講義内容を見た時、日々の業務が忙しく、講義についていけるか心配で不安も沢山ありました。受講生
だった病院長、事務部長、経理課長よりアドバイスやサポートをしてもらいながら、事前資料で予習をしたり、
講義動画で復習をしたりと、日常業務もある中で大変ハードな毎日でしたが、一つ一つの講義に学びや気付きが
あり、どの講義も緊張感がある中でとても有意義な時間になりました。特にM×M KOBEの講義全般で印象的だっ
たのは、グループディスカッションや実習形式の講義が多数あることでした。はじめは緊張のせいでなかなか発、

言できなかった意見も最後には発表できるようになっていたりと、私にはグループディスカッションの場が自分自身の成長へと
つながる大きなきっかけになったとも言えます。実際に考えることや意見交換をする中で、より理解を深めることができました。
MBAとの合同講義では、更に緊張感が増す中で、しんどさも沢山ありましたが、異業種の方達との意見交換はとても新鮮で、課
題提出も大変でしたが、少しずつ理解しながらできるようになっている事が楽しさを生み、最後まで乗り切る事ができたと思い
ます。病院経営に関する理解が深まった講義の一つには、医療経営MXも大変勉強になりました。ビジネスゲームを通じ、「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」への投資を自分で意思決定し、医療機関経営を楽しみながら体験することができました。コロナ禍もあ
り、全体を通してWEB開催やハイブリット開催の講義がほとんどとなりましたが、できるだけグループディスカッションや実習が
ある講義には現地参加するようにし、他の医療機関や様々な職種の方達との意見交換は、学びや刺激を受けることも多く、視野
を拡げることにつながるとても良い機会であり貴重な時間となりました。
【今後受講される方へのメッセージ】
日常業務との両立は非常に大変でしたが、久しぶりに味わう緊張感と共に大変充実した1年になりました。M×MKOBE講義受講を
終え、普段では味わえない充実感や達成感がとても大きかったです。一つ一つの講義を終える度に、新たな学びや知識を習得す
る中で、日常業務の仕事への向き合い方が変わり、全てに対して視野を拡げて物事を考えられるようになったと実感しています。
コロナ禍もあり現地開催が難しい一年となりましたが、WEB開催の中でも工夫されたグループディスカッションや実習であった
りと、どの講義も実践につながる内容で、病院経営に関わる幅広い分野をこの一年で学ぶ事ができ、参加の機会を与えてもらえ
た事に心から感謝しています。私の場合は、集中してこの一年で身に付けようと思いコース受講にしましたが、日常業務が忙し
い方は科目履修からスタートされても良いかと思います。多職種の受講生や異業種のMBA生との交流や意見交換は、刺激を受け
る事や励みになる事が沢山あり、病院の将来を担う若手職員の皆様にも、是非講義受講に挑戦される事をお勧めします。日々の
仕事に自信を持てるようになるとても良い機会になると思います。

独立行政法人明石市立市民病院 経営管理本部経営管理室経営企画課 係長 大塚啓介
【受講してみての感想】
病院経営全般について幅広く学習することができました。M×M KOBEは座学だけでなくグループディスカッショ
ンやグループワークが多く、普段はお話することがないような様々な立場の方々と議論し、色々な考え方を共有
することで刺激になりました。特にMBA科目は、 M×M KOBE受講生だけでなく異業種のMBA受講生たちとも議論
する機会があり、大変有意義な議論ができました。また、ケーススタディのカリキュラムにおいては、開院前の
病院施設を見学したり、二つの病院が統合するにあたっての課題について考えるグループワークを行ったりと、

大変貴重な機会となりました。北海道大学に行ってHUHMA受講生と一緒に医療経営MXという楽しみながら急性期病院の経営を学
べるゲームができたことも印象深いです。受講を通じて、講義以外で業務の課題などの情報交換をさせていただくなど人脈を広げ
ることができたこと、内容の充実した講義に日々刺激され学習意欲を高めることができたこと、講義で学んだことを実際の業務に
活かし成長を実感できたことなど、M×M KOBEの受講が自分にとって大きな財産になりました。
【今後受講される方へのメッセージ】
M×M KOBEのコース受講前は、カリキュラムが多く、業務に支障がでるのではと仕事との両立に不安がありましたが、実際に受講
してみると講義は面白く、充実した内容であったため、その不安はすぐに解消されました。確かに講義は平日の夕方や土曜日、多
いときで週に３回講義が重なることもありましたし、毎週レポートを提出しなければならない講義もあり、業務との兼ね合いで辛
い時期はありましたが、受講を終えてそれ以上の効果が得られたと実感しております。また、一緒に学ぶ受講生たちとの交流も励
みになり、刺激になりましたし、講義以降も様々な職種の方々と相談や情報交換ができるネットワークができたことも自分にとっ
てプラスになりました。病院経営全般を体系的に学びたいと本気で考え、時間の都合等でもし受講を迷われている方がいたら、是
非とも積極的な受講をお勧めします。
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