シラバス
ナンバリングコード／科目番
号

0ATHE23 / 01EQ511

科目名

医療管理学

科目名（英語）

Health Services Administration

授業形態

講義

標準履修年次

1・2 年次

実施学期・曜時限等

秋 AB・木 4 限

使用教室

4F204

単位数

1

担当教員名

田宮菜奈子、石川雅俊、杉山雄大、阿部智一、森隆浩、黒田直明、岩上
将夫

使用言語（☑してください）

□日本語 ・ ☑英語 ・ □バイリンガル

ティーチングフェロー(TF)・
ティーチングアシスタント
(TA)

あり

オフィスアワー等

随時（メールで予定を確認のうえ、訪問すること）
田宮菜奈子 E-mail: ntamiya@md.tsukuba.ac.jp
汎用

学位プログラム・コンピテン
スとの関係

専門

公衆衛生学コア 3:保健政策・医療管理学応用能力

授業の到達目標
（学修成果）

保健医療介護福祉の制度とその現場での管理について、基礎的な理論
を踏まえたうえで、ヘルスサービスリサーチの視点から論じることがで
きる。
Upon completion of this course, students will be able to examine the current
issues on health system and its administration based on basic theories from the
prism of Health Services Research.

他の授業科目との関連

ヘルスサービスリサーチ概論

履修条件

なし

授業概要

１ わが国の保健医療介護サービスの管理に必要な制度を学ぶ。
２ わが国の保健医療介護福祉のサービスの実態を学ぶ。
３ 保健医療介護 サービス管理の視点からヘルスサービリサーチを学
ぶ。
1 To understand the policy and systems for administering health services in
Japan
2 To understand the practices of health services in Japan.
3 To understand Health Services Research from the point of view of the
administration of health services.

キーワード

Health services administration、Health services research、hospital
management、Health services quality and its accreditation、cost-effectiveness
analysis、outpatient mental health services、Health insurance system、Public
health
第 1 回（10 月 1 日(木)、4 限）
田宮菜奈子 TAMIYA Nanako
Introduction.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 2 回（10 月 8 日(木)、4 限）
石川雅俊 ISHIKAWA Masatoshi
Introduction of hospital management.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 3 回（10 月 15 日(木)、4 限）
杉山雄大 SUGIYAMA Takehiro
Health services quality and its accreditation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

授業計画

第 4 回（10 月 29 日(木)、4 限）
阿部智一 ABE Toshikazu
Clinical medicine and HSR 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 5 回（11 月 12 日(木)、4 限）
森隆浩 MORI Takahiro
The principles of cost-effectiveness analysis and their application.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 6 回（11 月 19 日(木)、4 限）
黒田直明KURODA Naoaki
Enhancing capacity and quality of outpatient mental health services.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 7 回（11 月 26 日(木)、4 限）
佐方信夫 SAKATA Nobuo
Health insurance system in Japan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 8 回（12 月 3(木)日、4 限）
田宮菜奈子 TAMIYA Nanako
Clinical prediction rule and HSR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 9 回（12 月 10 日(木)、4 限）
田宮菜奈子 TAMIYA Nanako
Methods for evaluating changes in health care policy
-------------------------------------------------------------------------------------------------第 10 回（12 月 17 日(木)、4 限）
岩上将夫 IWAGAMI Masao
Summary.

学修時間の割り当て及び授業
外における学修方法

授業は全て講義(ほぼ 100%)で実施する。
授業範囲を予習し、授業後には必ず復習する事。
All classes are conducted in lectures (almost 100%).
Preparing for the range of classes and reviewing then after class.

単位取得要件

7 割以上の出席を単位取得要件とする。
More than 70% attendance is required for earning the credit.

成績評価方法

出席状況およびプレゼンと学期末に各担当教員出題による筆記試験(12 月

24 日)またはレポートにより評価する
Class attendance and participation, oral presentation; written exam
(Dec. 24) or report.
教材・参考文献・配付資料等

その他（受講生にのぞむこと
や受講上の注意点等）

国民衛生の動向 厚生統計協会
Health and Welfare Statistics Association Journal of Health and Welfare statistics
(Suppl.) (Japanese)

