第４期 診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム
■ 募集要項 ■

関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム事務局

Ⅰ．概要
少子高齢化の進展と孤独死が社会問題となり、少子多死社会が待ち受けているなか、行政が提唱
する地域包括ケアシステムを実現するために、関西学院大学では、兵庫医科大学の協力を得て新た
な講座を提供いたします。関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科では、医療経営に関する科目
を開講し、診療所の経営力の向上と地域医療人材の育成を目指し、先進事例をケースに取り上げた
プログラムを開講いたします。
本プログラムは、ＭＢＡ取得を目指す方だけでなく、「地域医療に必要な地域医療経営マネジメ
ントを体系的に学びたい方」「経営マネジメント関連の授業を受けたことがなく、まずしっかりと
理論を学びたい方」「人事異動で地域連携部門に移り、早急に業務対応力が求められている方」な
どを対象としています。様々なニーズやシーンに対応できるよう、受講科目を選択することができ
ます。
また、一定の条件を満たすことで「履修証明書」発行の対象となります。履歴書・経歴書等に
「関西学院大学 地域医療経営人材育成プログラム履修」と記載いただくことができます。

１．受講資格
（１）４年制大学の卒業者で、医薬・医療・介護・福祉関連の職場での実務経験が３年以上の者
（２）個別の審査により、（１）と同等以上の学力と意欲を有し、医薬・医療・介護・福祉関連の職
場での実務経験が３年以上の者
※資格（２）により受講を希望される場合は、申請書類を提出していただく必要があります。
該当者には、面接選考会のご案内時にメールにてフォーマットをお送りいたします。

２．受講対象者
（１）地域医療機関の従事者（病院の事務長・事務関係者、看護師、薬剤師等の医療職）
（２）医院の経営者、開業医（医師、歯科医師）
、勤務医（特に将来開業を考えている医師、歯科医
師）
（３）医療関連産業の経営者・従事者（介護事業、薬局、製薬メーカー（ＭＲ等）等）
（４）医療関連機関へ経営支援サービスを提供している企業の従業員（経営者を含む）

３．定

員

１５名程度
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４．開講期間
２０１９年６月 ～ ２０２１年３月修了（２１か月

最大２年）

５．学期・クォーター制度
本研究科は春学期・秋学期をそれぞれ前半と後半に分けたクォーター制で授業を実施しています。
そのため、発展科目（科目等履修）については、クォーター制度のもとでの受講となります。
２０１９年度
春学期： ４月１日～ ９月１９日
春学期前半（第１クォーター） ：４月４日～６月３日
※祝日授業実施：４月３０日（火）、５月１日（水）、５月６日（月）
春学期後半（第２クォーター） ：６月４日～７月２９日
※祝日授業実施：７月１５日(月)
春学期集中（夏季集中講義期間）：７月３０日～８月１１日
※祝日授業実施：８月１１日（日）
秋学期： ９月２０日～３月３１日
秋学期前半（第３クォーター） ：９月２１日～１１月１５日
※関西学院創立記念日授業実施：９月２８日（土）
※ 祝 日 授 業 実 施 ： ９ 月２ ３ 日 （ 月 ） 、 １ ０ 月１ ４ 日 ( 月 ) ・ ２ ２ 日 ( 火 ) 、
１１月３日（日）・４日（月）
秋学期後半（第４クォーター） ：１１月１６日～１月２５日
秋学期集中（冬季集中講義期間前半） ： １月２６日～２月１０日
（冬季集中講義期間後半） ： ２月１２日～２月２８日
※祝日授業実施：２月２３日（日）
２０２０年度
春学期： ４月 １日 ～ ９月１９日

秋学期： ９月２０日 ～ ３月３１日

＊詳細なスケジュールは、未定です。

６．受講について
本プログラムは、基礎科目・発展科目・先端科目で構成されています。
（１）基礎科目
「経営管理に関する科目を履修したことがなく、社会人になってからも経営について学ぶ機
会がなかった」あるいは「経営については独学でしかなく、理論をきちんと学びたい」とい
った方々を対象に、経営管理の視点に立ちながら日々の業務を行う上で最低限必要なベーシ
ックな内容を習得できるように４つの科目からなる基礎科目群を設けました。基礎科目は、
「人的資源とキャリア開発」「会計・財務諸表」
「経営戦略１・２」
「マーケティング１・２」
です。
「人的資源とキャリア開発」
「会計・財務諸表」は、本学経営戦略研究科の『ハッピー
キャリアプログラム』と合同で開講、
「経営戦略１・２」
「マーケティング１・２」は同研究
科の『経営戦略講座』を受講していただくものです。「経営戦略」と「マーケティング」は１
と２がありますが、全く同じ内容で２回開講しますので、１か２かどちらかご都合の良い方
を受講していただくことができます。
（２）発展科目
本学経営戦略研究科の正規科目です。同研究科ビジネススクール経営戦略専攻・企業経営戦
略コースの「自治体・医療・大学経営プログラム」で提供している科目を履修していただき
ます。
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発展科目は、本学科目等履修制度（※）を利用するため、受講するには、本プログラムの入
校許可とあわせて、
「科目等履修生」としての受講許可が必要となります。発展科目の受講を
許可された方は、
「科目等履修生」という「学籍」を有することになります。後日、経営戦略
研究科に正規学生として入学した場合は、科目等履修により修得した単位（１科目で２単位
修得）については、２０単位を限度として認定することが可能です。ただし、入学時に該当
科目が廃止されている場合は、単位認定できないことがあります。単位認定により早期に修
了要件が条件を満たせる場合は、その認定した単位数に応じて１年以上２年未満の範囲で在
学期間の短縮が可能です。ただし、在学期間の短縮を可能とする既修得単位は、専門職大学
院の入学資格（大学卒業等）を有した後に修得した単位に限ります。
※科目等履修制度…大学院で開講している授業科目を履修し、正規の単位を修得できる制度
（関西学院大学「経営戦略研究科」ホームページ） https://kwansei-ac.jp/precourse/
（３）先端科目
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム実施に向けて開発された科目です。
「医
療機関事業承継」「医療機関事例研究」は、いずれも診療所に特化した内容です。先端科目の
受講は、「科目等履修生」の対象となりません。

７．開講場所
関西学院大学 大阪梅田キャンパス
大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー１４階または１０階（阪急梅田駅茶屋町口徒歩５分）

Ⅱ．手続き
１．受講希望票の提出
『第４期受講希望票』に必要事項を記入の上、２０１９年４月２４日（水）まで（当日消印有効）
に下記事務局へ、簡易書留等配達状況が追跡できる送付方法でご送付ください。ＥメールやＦＡ
Ｘでは受け付けておりませんのでご注意ください。
所定用紙は、下記ウェブサイトからダウンロードしてください。
（関西学院大学「地域医療経営人材育成プログラム」ホームページ）
https://kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/requirements/list
≪提出・郵送先（西宮上ケ原キャンパスのみ）≫
〒６６２－８５０１
兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム 事務局
（西宮上ケ原キャンパス全学共用棟２０９教室）

２．出願
受講希望票受理後に改めて出願のご案内をさせていただきます。
（１）出願書類提出
次の書類を、診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム事務局（西宮上ケ原キャ
ンパス全学共用棟２０９教室）へ郵送または持参によりご提出ください。
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所定用紙は、下記ウェブサイトからダウンロードしてください。
（関西学院大学「地域医療経営人材育成プログラム」ホームページ）
https://kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/requirements/list
受講される方によって、出願に必要な書類等が異なります。ご不明な点は、事前に事務局
（E-mail：servicejinzai@kwansei.ac.jp ＴＥＬ：０７９８－５４－６３４２）まで
お問い合わせください。
【出願期間内必着・当日消印有効】
≪診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム提出書類一覧≫

書

類

①願書
（所定用紙 【様式１】：写真貼付)
②小論文
（所定用紙【様式２】）
③写真貼付台紙
（所定用紙【様式３】：写真貼付）
④面接希望時間帯
（所定用紙【様式４】）
⑤履修登録シート
（所定用紙【様式５】）
⑥科目等履修生検定料領収書の写し
（原本は各自保管すること。）
⑦成績証明書（原本）

１通

第１～３期
本プログラム受講者

○

○

○

１通
１通
１通
１通
１通
１通

⑧在学証明書もしくは
出身大学卒業証明書（原本）

第４期
申込者

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

１通

手続き時の注意点
※１. ③⑥について、2019 年度秋学期に発展科目を受講する方のみ必要となります。
※２．2018 年度春・秋学期または 2019 年度春学期に発展科目を履修しており、今年度継続して
受講する方は④は不要です。
※３．経営戦略研究科修了生、2018 年度春・秋学期または 2019 年度春学期に「科目等履修生」
であった方は⑦⑧は不要です。
※４．⑤に関し、過去に単位修得済みの科目（同一名称科目、旧名称で修得した科目を含む）
を再度履修することはできません。履修が許可された授業科目やクラスは変更できませ
ん。十分ご注意の上出願してください。
正規学生の履修者がいない場合、当該科目は不開講となります。その場合は、事務局よ
りご連絡いたします。
※５．⑦に卒業年月の記載がある場合は、⑧は不要です。
※６. ⑦⑧について、在学時の氏名と異なる方は戸籍抄本をご提出ください。
※７．外国人で在留資格「留学」以外の方は、上記の書類の他に次の書類が必要です。
日本での在留資格及び在留期間を確認できる証明書
（在留カードまたは特別永住者証明書）の写し
※８．提出された書類はいかなる理由があっても返還しません。
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≪提出・郵送先（西宮上ケ原キャンパスのみ）≫
〒６６２－８５０１

兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム 事務局
（西宮上ケ原キャンパス全学共用棟２０９教室）
（２）出願期間
２０１９年５月７日（火） ～ ５月１５日（水）
【事務局必着】
出願書類提出における注意点
※１．出願期間を過ぎての出願は受理いたしません。必ず、出願期間を厳守するようお願い
いたします。
※２．郵送または直接窓口にてお申込みください。
（窓口開室時間） 平日 ９：００ ～ １１：３０ １２：３０ ～ １５：３０
※土曜・日曜・祝日閉室
※３．提出書類に不備がないか確認の上ご提出ください。
不備がある場合は受理できないことがあります。
（３）科目等履修生検定料の納入
発展科目については、本学経営戦略研究科の授業科目を履修し、
「経営戦略研究科科目等履修
生」となっていただきますので、検定料が必要となります。
※所定の「振込依頼書」をご使用いただき、必ず出願期間中に銀行窓口にて納入してくださ
い。
所定用紙をお持ちでない方は、下記ウェブサイトからダウンロードしてください。
（関西学院大学「地域医療経営人材育成プログラム」ホームページ）
https://kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/requirements/list
●新規

１４,０００円

●継続

７,０００円

●経営戦略研究科修了生

７,０００円

手続き時の注意点
※１．
「継続」とは、２０１８年度春学期・秋学期及び２０１９年度春学期に科目等履修を許
可されていた方を指します。
※２．検定料領収書の写しは、出願書類提出時に必要となります。
※３．ハッピーキャリアプログラム受講生、経営戦略講座受講生、アカウンティング講座受
講生は、経営戦略研究科修了生には含まれません。
※４．いったん納入された検定料はいかなる理由があっても返還しません。
振込期間内に振込が確認できない場合は、出願を受け付けられません。
期日を厳守してください。
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３．選

考

提出書類と面接（１０分程度）により選考します。科目等履修生継続は原則として面接を免除しま
す。ただし、必要に応じて面接を実施する場合があります。
面接は、下記のいずれかの日程で行います。面接日時は、出願締切後に、願書に記載のメールアド
レス宛に連絡します。
日 時： ２０１９年５月２７日（月）１８：３０ ～ ２１：００（予定）
２０１９年５月２９日（水）１８：３０ ～ ２１：００（予定）
会 場： 関西学院大学大阪梅田キャンパス

（ ※教室は後日ご案内いたします。
）

※面接日３日前になってもメールによる連絡がない場合は、事務局にお問合せください。
（ＴＥＬ：
０７９８－５４－６３４２）

４．「プログラム入校許可」および「発展科目（科目等履修）受講許可」の発表
許可通知は、「本プログラムの入校を許可するもの」
「科目等履修生としての身分を許可するもの」
の２種類があります。
※本プログラムの入校許可が出ましても、科目等履修生としての身分が許可されず、発展科目の受
講が不可となる可能性がございます。
各許可の発表日は、以下のとおりです。
（１）
「診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム」の入校許可発表
発表日にメールによる通知とあわせて、願書に記載の住所・本人宛に「診療所を中核とした
地域医療経営人材育成プログラム入校許可通知書」書類一式を郵送いたします。
到着は発表日の翌日以降となります。
発表日：２０１９年５月３１日（金）
※入校決定通知より４日を経過しても通知が届かない場合は、診療所を中核とした地域医療
経営人材育成プログラム事務局（０７９８－５４－６３４２）へご連絡ください。
（２）
「発展科目（科目等履修）
」の受講許可発表
願書に記載の住所・本人宛に、
「経営戦略研究科 科目等履修生 受講許可通知書」書類一式
を郵送いたします。到着は発表日の翌日以降となります。
発表日：２０１９年９月４日（水）
※受講許可発行日より２日経過しても通知が届かない場合は、経営戦略研究科事務室（０７
９８－５４－６５７２）までご連絡ください。

５ ． 「 発 展 科 目 （科 目 等 履 修） 」の 受講 許可 発 表後 の手 続
発展科目（科目等履修）の受講料振込が完了しており、
「経営戦略研究科 科目等履修生」としての
受講が許可された方には、配付書類（科目等履修生証・学生の手引き・時間割・関学システム利用
ＩＤ等）をお渡しいたします。
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手続き時の注意点
※１．配付時期、受取方法などの詳細は「経営戦略研究科科目等履修生 受講許可通知書」ととも
にご案内いたします。
※２．「発展科目（科目等履修）」の受講が許可されなかった場合、検定料は返金いたし
かねますのでご了承ください。

６．受講料について
（１）基礎科目・発展科目(科目等履修)・先端科目の受講料および振込期間・方法について
受講予定である全科目の受講料を納入いただきます。
振込方法・振込期間につきましては、後日ご案内いたします。
受講料
●基礎科目の受講料

２２,０００円／１講座
※２講座目以降の受講料、又は２０１８年度春学期・秋学期又は２０１９年度春学期に
基礎科目を受講された方の受講料は１講座あたり２０，０００円となります。
●発展科目の受講料

８０,０００円／１科目
※本学の在学生、卒業/修了生（他大学を卒業だが本学博士課程前/後期修了を含む）は
受講料が半額（４０,０００円）となります。
●先端科目の受講料

８０,０００円／１科目
（２）納入場所：銀行等の金融機関窓口（ゆうちょ銀行、郵便局を除く）
※銀行等の金融機関の窓口からの「電信扱い」による振り込みによって納入してください。
ゆうちょ銀行・郵便局からの振り込みはできません。
※取扱金融機関の出納印をもって関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納
印まで有効です。なお、金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締
切り間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
※土曜日、日曜日、祝日は金融機関窓口が休業のため振込手続ができません。
※許可発表時に送付する「振込依頼書」に記載の金融機関の本・支店から振り込む
場合、手数料は不要です。

７．受講を許可された授業科目の不開講について
正規学生の履修登録がなかった授業科目は不開講となります。この場合は科目等履修の許可が取り
消されますので予めご了承ください。なお、この場合の受講料は全額返還いたします。
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Ⅲ．スケジュール、受講料、各コース紹介、シラバス
１．開講日程、受講料、各コースの紹介
（１）プログラム開講日程
詳細は、パンフレットもしくはＨＰをご確認ください。
https://kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/
（２）プログラム構成・受講料
区分

科目名

授業時数

受講料

マーケティング１・２
基礎科目

経営戦略１・２

各

２２,０００円／１科目

会計・財務諸表

１２時間

２０,０００円／２科目以降

人的資源とキャリア開発

発展科目
（科目等履修）

先端科目

情報システム

８０,０００円

地域包括ケアと医療経営

８０,０００円

ソーシャル・マネジメント
サービス・マーケティング
医療経済学

各
２１時間

８０,０００円
８０,０００円
（２０２０年度開講予定）

組織管理

（２０２０年度開講予定）

管理会計

（２０２０年度開講予定）

医療機関事業承継

各

８０,０００円

医療機関事例研究

２１時間

８０,０００円

履修時の注意点
※１．発展科目（科目等履修）の受講は１学期につき３科目までです。
※２．発展科目（科目等履修）の「管理会計」「組織管理」「医療経済学」は２０２０年度
開講予定です。
※３．履修証明書発行のために不足する科目を受講いただきますと、第１～２期の受講の方
も科目を加算して履修証明書を発行いたします。
（３）受講及び履修証明書発行に必要となる要件
●本プログラム受講要件
「地域包括ケアと医療経営」
「ソーシャル・マネジメント」
「医療機関事業承継」
「医療機関
事例研究」のなかから１科目以上を履修していただきます。
●履修証明書発行の要件
履修証明書の発行には、次の①②両方の条件を満たす必要があります。
①履修・受講の総時間数が１３２時間以上であること。
②基礎科目（全４科目）から２科目以上を履修。
発展科目・先端科目（全９科目）から３科目以上を履修し、かつ、
「地域包括ケアと医療
経営」
「ソーシャル・マネジメント」
「医療機関事業承継」
「医療機関事例研究」の中から
１科目以上を履修。
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２．＜参考＞第３期シラバス
詳細は、ＨＰをご確認ください。
https://kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/requirements/subject

３． 入校式
日

時：２０１９年６月１０日（月） １８：３０ ～ ２０：００（予定）

会

場：関西学院大学大阪梅田キャンパス

Ⅳ．本プログラム出願における注意点
１．期日は必ず厳守いただくようお願いいたします。
提出および納入期日を過ぎてからの対応はいたしかねます。
２．本プログラムには、２種類の受講許可発表（
「本プログラムの入校を許可するもの」
「科目等履修
生としての身分を許可するもの」
）があります。ご注意ください。
３．
「基礎科目」
「発展科目」「先端科目」では、検定料・受講料の納入期日が異なります。納入期間に
ご留意ください。
４．発展科目は、履修時期ごとの出願手続きが必要となります。
２０２０年度春学期に開講予定の科目を受講希望する場合、２０２０年３月に再度出願手続きを
行っていただく必要がございます。詳細は、２０２０年度春学期の出願開始時期（２０２０年２
月頃）に、別途ご案内いたします。
※開講学期・クオーターは予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
（２０２０年度春学期開講予定科目が２０２０年秋学期開講となることがあります。
）
５．発展科目については、過去に単位修得済みの科目（同一名称科目、旧名称で修得した科目を含
む）を再度履修することはできません。
６．発展科目について、1 学期あたり履修できる科目数は、３科目までです。
学期の区分は、 ２頁の「４．学期・クォーター制度」をご参照ください。
７．万が一、講義が不開講となった場合は事務局よりご連絡いたします。
８．本プログラム入校決定通知後の受講科目の変更はいたしかねます。十分ご検討の上、出願してく
ださい。

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム 事務局
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５
ＴＥＬ：０７９８－５４－６３４２
E-mail：servicejinzai@kwansei.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.kwansei-ac.jp/iba/service-jinzai/
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