サードステージ開講案内

平成 30 年９月 28 日
(公社)日本医業経営コンサルタント協会
会長 永山 正人

開講概要
問題解決ファシリテーション＊専修コース ＜演習方式 速修講座＞
階層や組織の垣根を越えて、現場の集合知を創発し、根本的な解決へ導くシステム思考
＊［ファシリテーション］進行調整介助。問題状況を認識し課題を解決しようとする組織に対して公平な立場にたち、
それを推進するプロセスに介入する能力。ミーティング等の“場”で、発言や参画を促したり、
話の流れを整理し、参画者の認識の一致を確認する行為で介入し、合意形成や相互理解を
支援することにより、組織や参画者の活性化、協同を促進させる介助者の持つ能力の一つ。

実施日：平成３０年１１月２２（木）・２３（金/祝）・２４（土）日 〔３日間連続 完結スタイル〕
●1 日目－12～18 時［6H］ ●2 日目－9～12 時［3H］,13～18 時［5H］ ●3 日目－9～12 時［3H］,13～16 時［3H］

講師： 西山病院管理研究所 所長 ＭＢＡ 認定登録 医業経営コンサルタント 西山信之
履修ロジック：多職種協同型組織を全体最適へ構造変革する真の問題解決メソッド
医療組織の成果は、現場の成員の暗黙知や志向に依存する行為によって創出される。
支援者の使命は、活動の原点である現場の気づきと共感、問題解決能力の開発にある。
思考の障壁となる情報の閉鎖と既成の知識を無批判に受け入れる慣習にピリオドを打ち、
組織に宿る集合的な知性を創発し、現場力に転換する枠組と方法論の本質を考究する。
コース名
開 講 日
講
師
演習内容
詳細は別紙を
ご参照ください

修得スキル：論理的思考（要素分解）を超える 知の創造・融合・実践オペレーション
組織が直面する問題と対峙するとき、現場の知を導き出し融合する集団活動を通じ、個
人では至らなかった気づきや優れた解を創造する。ビジョンを共に達成する意図を持っ
て、互いに耳を傾け、考えや思いに共感し、連帯を深める中で生まれる集合知。それを生
み出せたとき、組織は大きく前進する。組織のポテンシャルを自発的に生かす行動原理
や思考様式について考察。個々の知識だけでは創造できなかった、個別最適ではなく、
より高い次元の全体最適へ導く、論理的思考を超える問題解決スキルの修得を目指す。
演習テーマ：働き続けたい職場の創造（医療勤務環境改善マネジメントシステムの最適化）
医療従事者が勤務環境を意識するとき最も重視する働きがいに焦点を絞り、その要因と
される「人材としての成長可能性と達成感の獲得」ができるような魅力ある職場（組織）の
創造を演習テーマとして、その根本的な解決への取組を推進する支援手法を演習する。
また、人材確保では「この職場に入りたい」、職場定着では「この職場でずっと働きた
い」、働きやすさでは「働く苦労・障壁が小さい」と感得できる勤務環境が求められ、構造か
ら変えてしまう職場づくりの活性化につなげていく枠組みと接近方法を演習する。
活力ある個と組織を創造するために、「職務でのやりがい」「人生展開に合った働き方」
など「個の価値志向」と、事業体としての「組織の方向性」という２つのベクトルの一致を究
極のテーマとし、職員の視点にたった組織（職場）の最適化をつかむ思考法を演習する。
この演習は、医療勤務環境改善支援センター（群馬県/茨城県/長野県/高知県/福島
県予定等）で実用のイノベーティブなスキーム/プログラム/ツール等を活用し実践する。

対 象 者

定
員
受 講 料
履修認定

当協会会員（個人正会員・医業経営コンサルタント） ※専門領域・知識・経験・技能等 一切不問
当協会 本部事務局内 会議室
https://www.jahmc.or.jp/cgi-bin/about_association/jimukyoku.html
２０名以内（先着受付順)
６０,０００円（内税） 〔注〕１日単位での申込はできません
全日程出席で２０時間（さらに修了レポート提出により１０時間加算） ※平成 30 年度履修該当

申込締切

平成３０年１１月１１日（日） 〔注〕定員に達した場合は申込みを締切ります

申込方法

会員専用ﾍﾟｰｼﾞからの Web 申込、または別紙の「申込書」に必要事項をご記入のうえ FAX 送信

会

場

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 5 階
TEL.03-5275-6996 FAX 03-5275-6991 http://www.jahmc.or.jp
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実施計画

■コースの名称
問題解決ファシリテーション専修コース ＜演習方式＞
問題解決ファシリテーション専修コース
（演習方式）

専門領域・知識・経験・技能にかかわらず受講可能

サードステージにおける専修領域全体構想と当該コースの関連部分（●印）
①制度対応領域
● ②事業戦略領域
● ③組織経営領域
④人的資源管理領域
● ⑤応用情報領域
⑥計量分析領域
⑦戦略財務会計領域
⑧課題解決実践力領域
● ⑨思考/創造系メソッド領域
⑩変革系オペレーションズ領域
●

●
●

■コースの講師
西山病院管理研究所 所長 ＭＢＡ 認定登録 医業経営コンサルタント 西山 信之

■コースの目的
医療組織の現場や経営層などにおいて、問題の認識・課題の抽出・解決に求められる知識の醸成と技
能を開発し、将来に向けて組織を変革し業務を革新する現場力を向上させる枠組と手法を修得する。
問題認識の前提として、理念（価値志向）の共有化、将来像（ありたい姿）の明確化、事業戦略（シナリオ）
の構造化、それらを体系的に組織化するためのシステム思考（デザインアプローチ）の方法論を習得する。

■コースの実践
多職種協同型組織で働く人が抱えうる問題の本質とは何か、問題の気づきと認識、解決手段の抽出と
決定、意図的な実践行動をどのように連結するのか、一連の過程を構造化する統合的な知見を習熟する。
その過程で、思考や発想などを目的に沿って他人に伝え、理解と共感をうる基本的な技法を練磨する。
また、全体最適と真の解決を導出する具体的な因果要素の連結について、演習で実践力を身につける。

■コースの目標
① 問題解決の基本構造（要素間の相互作用、筋道の立った手順、基礎的な知識の操作）を理解する。
② 組織の問題解決に必要な情報処理（重複なく・漏れなく、合意形成、相互理解など）を支援できる。
③ 普遍的な前提（ビジョンや目標など）に接近する思考を推進するための方法論・手法を援用できる。
④ 参画者の協同による解決策の立案・実行計画（プロセスデザインやアクションプラン）を調整できる。
⑤ 組織（グループ）内でのコミュニケーションを活性化しながら、組織に宿る集合的な知性を創発し、
根本的な問題解決のプロセスを促進させる知識・技能・手法を参画メンバーに移転できる。

■コースの進行
日程
１日目
（11/22 木）
２日目
（11/23 金・祝）
３日目
（11/24 土）
計

開始・終了時刻
12:00 ～ 14:00
14:00 ～ 18:00
9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 18:00
9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00
3 日間

時間
2 時間
4 時間
3 時間
5 時間
3 時間
3 時間
20 時間

講義・演習の内容
オリエンテーション（参加者紹介、進行方法、理論・手法の解説等）※VSAC etc.
問題の見方・見え方（問題意識と気づきの共有） ※リッチピクチャー/SSM
理想形の創造・明示（ありたい姿と合意の形成）※センスメーキング/World Café
変革シナリオの策定（解決課題の定義と確信の獲得） ※共感マップ/MECE
重要成功要因の構造化（変革要素の因果関係の連結） ※付箋紙ミーティング
行動計画と監視指標の設定（理想形との絶対評価の構築） ※A３-WAY/BSC
※研修後、修了レポート（テーマ等は別途指定）提出により、履修時間を 10 時間加算

＜お問合せ先＞本部事務局 事業部事業第二課
(E メール:kensyu@jahmc.or.jp)
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 5 階
TEL.03-5275-6996 FAX 03-5275-6991 http://www.jahmc.or.jp

これまでの本コース受講者の声
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本研修のアンケートならびにお寄せいただいた感想や意見について
受講者を匿名化したうえ原文を引用（一部合体）してご紹介させていただきました

 全てが参考になった。学んだ手法を日々の業務、顧問先への
業務に活かしたい。
 一方的な講義ではなく、オープンにコミュニケーションをと
りながら行う研修方式でとても良かった。
 問題解決方法について、今までの考え方とはまったく違う手
法を知り、学べた。
 全体最適という高次元のセミナーであった。ポジティブなメ
ソッドであり、ギャップアプローチをベースにして来た考え
方を改めるに大変勉強になった。今回のような参加型で楽し
い研修の企画を数多くお願いしたい。
 多様性のある意見の中で全体の意見を統一するためにいかにビジョンが大切であるか、またそのビジョン
を導くためにワークショップやワールドカフェなどがいかに有効かということを学ぶことができた。
 今回のようにコンサルスキルを向上できるメソッドをお願いしたい。この講座を受けて、多方面に活用で
きる想いを強く感じた。
 今回の演習レポートは、作成しているうちに、私のモチベーションも段々と湧きあがってくるようで、考
えることが非常にワクワクした。
 今後の業務をどうしていけば皆が、組織全体がハッピーになるのか、突き詰めれば突き詰めるほど段々と
楽しくなるようで、この講座で学んだ手法が、さまざまな面で利用できると確信しました。
 合意形成の方法、プロセスに重点を置いた点。理念をビジョン化し、演繹的に具体策を導き出す点。参加
者の問題意識が高く大いに啓発された点。負荷のかかる講義の進め方がとても心地よかった。
 どうありたいか、デザインアプローチで取り組むことは今後も大切にしていきたい。また、リッチピクチ
ャーというツールを使用した自己紹介は第一歩として有用なので使っていきたい。
 他の受講者の方々の考えなどからも非常に刺激を受けた。これまでの自分自身の考えが、いかに狭い範囲
でしか捉えていなかったのか、という点を改めて感じさせられたと実感しています。
 難しかったが、講師の説明・講義は丁寧でわかりやすかった。受講者の自由な発言にも誠実に答え対応し
ているのは、自分ならとても嫌で対応できないと思った。
「本質」のとらえ方を心掛けたいと思う。
 講師密着ゼミ形式短期集中型研修は、参加者との一体感を得られるだけでなく、疑問点の即時解決に大変
効果が高い。
 コンサルティングを実施する際のクライアント側の状況を体感できたことが大きな学びとなりました。
 コンサルタントとして仕事をする場合、ファシリテーターに徹しながらも、参加する方々を正しい方向に
導いていく手腕に感動した。
 グループ内での討議を重ねるうちに、バラバラだったベクトルが、少しずつ統合されていく様子を実感で
き、苦しかったけど生み出す喜びを感じることができました。
 業界の異なる多くの方と接することができ、公私ともにいろいろな話ができ、とてもよい刺激を受けた。
 いつも研修に対し負担感が強かったが、今回のサードステージのように、負担が大きくでも充実感の在る
研修は良いものだと考えを改めた。また、充実感があったのは主体的に受講したためだと思った。
 今回のような双方向性の研修をもっと増やして欲しい。 このような少人数ワークショップ形式の演習を
多くして欲しい。
 協会に所属しているだけでは、会員同士の接点が持てず、何か創り出せる可能性がありながら、協働でき
ないのは、もったいない。
 会員同士の距離が近くなる、この研修のような仕掛けを期待します。
 ３日間ほんとうに楽しく充実した時間を過ごすことができました。

受講者アンケート結果

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 5 階
TEL.03-5275-6996 FAX 03-5275-6991 http://www.jahmc.or.jp
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サードステージとは
ファースト/セカンド/ステージとのちがい
ファースト/セカンド/ステージとのちがい

サードステージ【応用・実務】
 具体的実務ならびに応用について実習
 個々人が目指す専門分野に新生面をひらく先駆的な方法論、卓越した
手法等を研究

サード

セカンドステージ【各論】
 医業経営管理全般にわたる体系的な
理論、先端的な事例等を深耕

セカンド

ファーストステージ【概論】
 医業経営の基本的知識を習得

ファースト

体系化された
カリキュラムに沿って
講義（レクチャー）を
聴講することが主体

サードステージでは……
目標共有
参画原理
相互研鑽






自らが自らのために学ぶ場と位置づけるスタイルで、個別の問題意識にも対応
スキル修得のために、互いに高めあう場を共同して作り上げる研修とする
参加者は、受講者でありながら運営者でもありアドバイザーでもある
参加者それぞれが、ある程度の役割を分かちあう姿勢で取り組む

サードステージの特徴
サードステージの特徴
講師密着ゼミ形式

理論＋手法＝融合

原理原則を徹底解説

考え方と扱い方を一体的に身につける

少人数で短期集中

全員参加/相互研鑽

３日間で計２０時間の実践研修

誰もが主役・互いが高め合う

サードステージの効用と成果
サードステージの効用と成果
最少の負担で履修できること

聞くだけでなく演習できること

実践力の向上に繋がること

専門分野が確立できること

期待される使命を果たせること

支援の成果を実感できること

サードステージの概念と応報
サードステージの概念と応報
個人で蓄積した情報・知識・経験

理論＋手法

ステップ

現場の立場で組織的に活用

問題の認識 / 課題の解決

①「医療現場が抱える問題の発見・認識（気づき）
」⇒ ②「解決の手順」
⇒ ③「情報収集・分析」⇒ ④「解決案を見出す考え方」⇒ ⑤「解決策」

サードステージのアドバンテージ
自分自身の情報・知識・経験の確認
コンサルタントとしてのレベルの認識
基本的なコミュニケーション技法
具体的な実践方法・思考法や方法論
洞察力や思考力の意思決定力の強化
今後の活動に“生”かす専門知識や能力
コンサル業務の幅・手法・価値観に新しい視点
「一生の宝になる、そこで得られる人脈」の形成

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会
〒102-0075 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 5 階
TEL.03-5275-6996 FAX 03-5275-6991 http://www.jahmc.or.jp

＜申込書＞ FAX ０３－５２７５－６９９２

申込締切
11/11(日)

（代表 FAX:03-5275-6991 も可)
ﾌﾘｰｺｰﾙ：0088-21-6996/TEL：03-5275-6996
(公社)日本医業経営コンサルタント協会

事務局 事業部事業第二課

行

平成 30 年度 11 月「応用・実務研修」(サードステージ)
“問題解決ファシリテーション 専修コース”
演習テーマ 働き続けたい職場の創造
（医療勤務環境改善マネジメントシステムの最適化）
会 員 №

氏

電

話

名
※当協会の登録通信先と異なる場合のみお書きください。

〒

連絡先

－

（住所・所属等）

【個人情報の取り扱いについて】
個人情報は、当協会個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理します。詳細は当協会ホームページのプライバシー
ポリシー（ http://www.jahmc.or.jp/cgi-bin/privacy/ ）をご確認ください。

合計受講料： ６０,０００円
・会員専用ﾍﾟｰｼﾞにﾛｸﾞｲﾝ後 Web 申込みするか、この用紙を FAX 送信にてお申込ください。
担当部署より、お申込確認のご連絡を差し上げます。

【受講料のお振込みについて】
・原則として、下記のいずれかの口座にお振込みのうえ、下記情報と共にお申込ください。
・振込済み受講料は、事前に受講キャンセルの連絡がある場合に限り、返金いたします。
・請求書や領収書をご希望の場合は、お手数ですが、当協会事務局担当部署までお知らせください。
振込予定のいずれかの口座を〇で選んでください。【必須】
お振込みの際は、通信欄で受講者の会員番号・お名前・研修月日をお知らせください。
Ａ

郵便振替口座

００１４０－８－５４９６６９

Ｂ

ゆうちょ銀行

Ｃ

０一九(ゼロイチキュウ)店
当座預金口座
０５４９６６９

三菱東京ＵＦＪ銀行

市ヶ谷(イチガヤ)支店
普通預金口座
０５２４７６１

【口座名】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
振込日(予定)
【必須】
振込人名義
【必須】
その他ご連絡事項

平成

年

月

日

