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国際医療福祉大学
大学院（東京青山
キャンパス）

大学院 医療福祉学研究科

保健医療学部

医療福祉学部

薬学部

福岡リハビリテーション学部
（福岡県大川キャンパス）

看護学科、理学療法学科、作業療法学科、言語

聴覚学科、視機能療法学科、放射線・情報科学科

大学院 医療福祉学研究科

修士課程：保健医療学専攻、医療福祉経営専攻

臨床心理学専攻

博士課程：保健医療学専攻

医療経営管理学科、医療福祉学科

理学療法学科、作業療法学科、

言語聴覚学科（平成19年4月開設）

看護学科、理学療法学科、作業療法学科

 栃木本校のほかサテライトキャンパスも設置
（東京・小田原・熱海・福岡・大川）

 同時双方向遠隔授業

 医療職のための本格的な生涯学習コース、
「乃木坂スクール」開講

＜特徴＞

熱海病院 三田病院

国際医療福祉

大学病院

総務部
人事部
企画部
医療管理部

東京本部
（乃木坂）

1995年栃木県大田原市に、日本初の保健・医療・福祉分野の総合大学として設立。看護師、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、社会福祉士、介護福祉士、薬剤師等の
メディカル・スタッフを育成している。

薬学科

（２６９床） （２９１床）

（２０６床）

塩谷病院

大学附属施設

小田原保健医療学部
（神奈川県小田原キャンパス）

国際医療福祉大学・高邦会グループの概要

（300床）



国家戦略特区「国際医療学園都市構想」 成田市に
医学部が！

2017年4月医学部開講





１．医療経営管理分野の概要

医療経営
管理分野
（医療福祉
経営学分野）

修士課程

医療経営戦略コース
（ｈ－MBAコース）

医療福祉管理学コース
（研究コース）

・医療福祉経営学領域
・医療福祉情報システム学領域
・医療福祉政策学領域

博士課程





２．ｈ－MBA(医療経営戦略コース）の概要
（１）目的

「ヘルスケア分野における高い経営戦略立案能力を有
した人物の養成」

（２）プログラム（ゼミ）
①経営管理プログラム

②データ解析プログラム

③医療マネジメントプログラム

④財務管理プログラム



３ ｈ－MBAの授業の構成

・マネージメントに必要な基本知識を身に付ける。（最低9科目/18単位）
「医療経営学」、「財務会計論」、「ビジネス統計学」、「医療人事管理」、「管理会計学」、
「医療における法と倫理」、「ビジネス定量分析」、「医薬マネジメント論」等

講義

・4つのプログラムの中から1つ選び、そのプログラムの手法に基づいてマネージ
メントに必要な基礎知識や技術、判断能力等を養成する。
（「財務プログラム」「データ解析プログラム」、「医療マネジメントプログラ
ム」「経営管理プログラム」）（半期1単位×4、合計4単位）

演習

・学生の実践的な意思決定能力を訓練するために、先駆的な病院の事例を教材と
して、講義方式ではなく、受講者相互の討議を通して授業を行う。（半期2単位
×4、合計8単位）

ケースメソッド

＋

＋



４ ｈ－MBAシラバス
• 修士1年

• 医療経営学入門

• 財務会計論

• 保健医療福祉政策論 I・II

• 医療人事管理

• 医療と質のマネジメント

• マーケティング

• 医材マネジメント論

• 医薬・医材マネジメント論

• 医療福祉管理学研究指導

– Ⅰ研究計画 Ⅱデータ収集・
IIIデータ分析 Ⅳ課題研究

• 修士2年

• 組織行動論

• 医療における法と倫理

• ビジネス統計学

• 管理会計論

• 医療経営戦略論

• ビジネス定量分析

• 医療福祉管理学研究指導

– Ⅰ研究計画 Ⅱデータ収集・
IIIデータ分析・IV課題研究



ｈ－ＭＢＡは実務に直結した、
医療・福祉に特化した経営大学院です。



国際医療福祉大学大学院
医療経営戦略コース

h-MBA 医療マネジメントプログラム

プログラム責任者

国際医療福祉大学大学院教授

武藤正樹
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医療マネジメントプログラムの
問題意識

• 2025年、団塊の世代高齢化へむけて、国はおおきく医療・介護
の提供体制を変えようとしている。

• 地域医療構想、地域包括ケアシステムの構築が大きな課題

• 病床の機能分化と連携に現場はどのように対応すべきか？

• ＤＰＣ時代、病院における現場のマネジメントをどのように行え
ばよいのか？

• 医薬品・医療材料のマネジメントはどうすればよいのか？

• 病院や地域における看護マネジメントの在り方は？

• 制度環境が大きく変わるなか製薬・医療材料企業、卸のあり方
は？

• 医療機関としての保険薬局の新たな役割は？



医療マネジメントプログラム

• 看護師、製薬・医材メーカーのMR、病院薬剤師、
リハビリセラピスト、ME、チェーンドラッグストアー
経営幹部等が参加

• 財務、経営戦略、マーケティング、情報処理など
病院経営・企業経営全体を見渡す視点を獲得

• 自治体病院のケースメソッドを行った

• 看護マネジメントについても演習を行った

• 他のｈ－MBAコースの院生とともに学び、病院現
場の看護師、薬剤師等とも異業種交流ができた



ｈ－MBA医療マネジメントコース

1年生（１０名）

大館博美、駒瀬丈郎、澤田祐里、鈴木智、高木千
晴、高橋理穂、出口恭平、八尋靖子、横山いずみ
、飯島啓介

２年生（８名）

一柳景子、井上純子、遠藤史香、加茂あゆみ、

渋谷健一郎、花田真弓、森永利枝子、森山広美



お勧め公開講座「乃木坂スクール」
• #06 戦略的医療経営講座

– 9月27日開始／火曜／18:00～19:30

• #09 医薬品マネジメント講座２０１６

– 9月29日開始／木曜／19:45～21:15 （単位科目）

• #13 保険者マネジメントセミナーNEXT：保険
者運営と健康経営戦略

– 9月19日／金曜／14:00～17:30

• #07 医療材料マネジメント講座 2015（医材マネジ
メント論）4月8日開始／水曜／19:45～21:15 



「２０２５年へのカウントダウン」
～地域医療構想・地域包括ケアはこうなる！～

• 武藤正樹著

• 医学通信社

• Ａ５判 ２７０頁、２８００円

• 地域医療構想、地域包括ケア
診療報酬改定、２０２５年へ向
けての医療・介護トピックスetc

• 2015年9月発刊



課題研究が重要！

問題意識に根ざした課題研究、

目指すはイノベーション
新たな社会価値の創造！



一昨年度卒業生の課題研究例

• 経腟分娩費用の検討～A病院の患者サービ
ス向上に向けた分娩費用の検討～

• 経口補水療法に対する医師の意識調査

• 精神疾患（認知症）にかかる高齢者の服薬状
況に関する一考察

• 病棟におけるSPDシステム使用の現状と課題

• 薬剤師による吸入器の評価および指導方法
に関する研究





青山キャンパスライフ





2015年冬のゼミ旅行（台湾）



2015年夏休みのゼミ旅行（北海道）

8月2日～4日 札幌、夕張にゼミ旅行
夕張の薬剤師さんの在宅訪問を見学



2016年冬のゼミ旅行（四国）

徳島の平成博愛記念病院を
院生の皆さんと見学しました。
医療療養、回リハ、地域包括ケア病棟、
障害者病棟、介護保険施設、ケアハウス、
老人ホームを見学 高知の近森病院を見学、近森先生と

意見交換会



2016年夏休みのゼミ旅行（南三陸）



2016年12月2日見学



学友会

• メンバー：ｈ－MBAの在校生・卒業生

• サポート委員を各学年で推薦・任命

• 目的は、ｈ－MBA間の交流

• 学友会自主勉強会



医療ビックデータ
入門コース



ｈ－ＭＢＡで学ぶ４つのこと

マーケッテイング、ファイナンシング
そしてコミュニケーション

そして、
データに基づく
戦略的意思決定



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブッ
クで「お友達
募集」をして
います

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

