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本文書は、医療マネジメントに関するグローバルコンソーシアムによって2013年1月から2015年6
月までになされた広範な取組みの結果をまとめたものである。

国際病院連盟（International Hospital Federation）により設立された本コンソーシアムの参加機関
は以下のとおりである。
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Canadian College of Health Leaders
European Association of Hospital Managers
Federacao Brasileira de Administradores Hospitalares
Federacion Andina y Amazonica de Hospitales
Federacion Latinoamericana de Hospitales
Health Management Institute of Ireland
Hong Kong College of Healthcare Executives
International Health Services Group
国際病院連盟（International Hospital Federation）





Jamaican Association of Health Services
Management Sciences for Health
全米保健機関（Pan American Health Organization）






Sociedad Chilena de Administradores en Atención Médica y Hospitalaria
Taiwan College of Healthcare Managers
Tropical Health and Education Trust – Partnership for Global Health
University of the West Indies

上記の機関からの参加者全員により、人々に提供される医療を向上させると普遍的に認識されて
いるコンピテンシーに基づき、医療マネジメントを専門職として確立する試みを促進することで
合意が形成された。
加えて、100名以上の医療専門職および研究者が、文書でのオープンレビュー過程において、ま
た2013年から2015年にわたって数回実施されたプレゼンテーションで情報を提供することによっ
て貢献してくれた。彼らの貢献は十分に認識・評価されている。
本文書は、オープンソースの著作権により保護されている。著者および原資料を適切に引用する
限り、また商業目的で使用しない限り、誰もが本文書の内容をコピー、配布、再使用することが
できる。
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医療マネジメントの専門職化への
グローバル・コンソーシアム
「医学には数千年もの歴史があるが、リーダーシップ
の研究を含むマネジメントサイエンス（経営科学）の
歴史は 100 年にも満たない。マネジメントサイエンス
の医療への応用は始まったばかりである。」1
多国間の医療機関で構成される多様なグループからの
情報に基づいて医療のリーダーのためのコアコンピテ
ンシー・ディレクトリー（一覧）を構築することを通
じ、医療マネジメント専門職（professional healthcare
management）の認知度を高めることを目的として、
政府、民間組織、医療団体および学術機関を代表する
組織のリーダーたちが集結した。参加者全員が共有し
ている目標は、全世界の患者に提供される医療を向上
させるために、リーダーシップおよび医療システムの
マネジメントを専門職として確立することである。
この共通の目標をさらに推進し、医療におけるリーダ
ーシップおよびマネジメントを強化するために、これ
らのリーダーたちは医療マネジメントの専門職化への
グローバル・コンソーシアム（Global Consortium for
Healthcare Management Professionalization）2を設立
し、国際病院連盟のメンバーによって承認・支持され
た。

者レベルおよび公衆衛生レベルのアウトカムの改善に
向けて、ますます意義のある存在となるであろう。
資源の効率的・効果的な利用と提供される医療サービ
スの質については、個々のリーダーやチームのマネジ
メント能力を強化することによって改善できることを
示した有力なエビデンスが得られている。
しかし、医療機関はマネジメント専門職がもたらす便
益の実現を妨げる 2 つの重要な障壁に直面している。
一つは、多くの医療のリーダーを訓練する過程でマネ
ジメントに関する十分な準備がなされていないという
現状である。もう一つは、いずれの国においても、医
療マネージャー（healthcare manager）の役割が専門職
として認識されていないことである。
本コンソーシアムがこれまで行ってきた一連の取組み
から、医療マネジメントを専門職として確立し、高い
能力をもったマネージャーを育成するためには、6 つ
の重要な領域に焦点を当てる必要があることが明らか
になった。その領域とは、説明責任と透明性

（accountability and transparency）、サービスの
向上（service improvement）、教育基準
（educational standards）、誠実性（integrity）、
リーダーシップ手法の共有に向けた取組み
（commitment to share leading practices）、なら
びに医療へのアクセスと医療の提供における公平性
（equity in access to and delivery of care）であ
る。

医療マネジメントの専門職化の必要性

行動への呼び掛け

各国の保健省が認めるとおり、質の高い医療の提供
は、効率的かつ効果的に資源を利用できるかにかかっ
ている。医療機関のマネジメントを専門職化すること
は、効率を高め、限られた資源を最大限に活用するた
めの助けとなる。

「医療マネジメントの専門職化へのグローバル・コン
ソーシアム」は、医療の成績および改善は医療機関に
おけるマネジメント専門職の有無とその質に大きく依
存していることを認識するよう、政府および国際医療
界に緊急に呼び掛けている。

国家の対 GDP 比が増大するにつれて、高度なマネジ
メント能力を求める要請は高まり続けるであろう。さ
らに、医療マネジメントが専門職として認められるな
らば、人々の関心をその専門職に引き付けることがで
きる。この専門職の社会に対する発言力は強まり、患

医療専門職には以下のことが求められる。
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を生涯にわたり活発に学ぶことを決意し、これら
の手法を日々の責務の実効に反映させること
医療マネージャーの後継者育成における資源とな
ること
集団および個人の健康の改善に取り組むこと
医療マネジメント団体をこの分野の管理機関とし
て認め、その規則、規定および行動規範を受け入
れること

本コンソーシアムはまた、学術機関や関係する資格
認定機関による使用を想定して、医療マネジメント
を開発するための枠組みやプログラムの最初の基盤
として Global Healthcare Management Competency
Directory を採用するよう呼び掛けている。
本コンソーシアムは、医療マネージャーの職能団体の
形成・強化を提唱しており、それによって効果的な医
療マネジメントの手法を普及させるための社会基盤を
提供し、結果として、医療成績を改善し、資源利用を
最適化することができる。各国の保健省には、医療マ
ネジメントの職能団体の形成を積極的に支援すること
が求められる。
本コンソーシアムは、コンピテンシーの枠組みは柔軟
性を保ち、各国の個別の状況に適応させる必要がある
ことを認識している。したがって、ディレクトリーで
特定されるコンピテンシーは、地域ごとの事情や習慣
に合ったものとするために変化させることができる。

対話とこの専門職の推進のため、医療マネージャ
ーの職能団体を主要な利害関係者として認める

コンピテンシーのドメイン（領域）
およびサブドメイン
コンピテンシー・ディレクトリー（一覧）に含まれる
コンピテンシーは、Healthcare Leadership Alliance
（HLA）Competency Directory に基づいて設定された
ものである3。HLA のコンピテンシーは、医療マネー
ジャーが行っている典型的な関連業務を特定するため
に実施された、業務環境や経験年数を問わない職務分
析調査の結果に基づいて策定された。グローバルコン
ピテンシーは、コンピテンシー・ディレクトリーの作
成に寄与した機関によって妥当性が確認され、様々な
環境の何千人もの医療マネージャーが有すると実証さ
れた技能および能力を代表するものとなっている。こ
のコンピテンシー・ディレクトリーは、自身の組織や
医療システムが人々に最適な医療を提供する点で効率
的に機能していることを確認するために、また、医療
マネージャーが必要とする知識の深さと幅広さを示す
ために用いることができる。

図1

本コンソーシアムのメンバーは、医療マネジメント専
門職の能力を構築するための現行の取組みには更なる
進歩が必要であることを認識して、各国の状況とニー
ズに応じて以下の方策を実施すべきとの見解で合意し
た。









学部教育、卒後教育、継続教育、専門能力開発の
あらゆるレベルでの医療マネジメント開発プログ
ラムに関して情報提供と調整を行うために、
Global Healthcare Management Competency
Directory を採用する
コンピテンシーに関する個々の要件をカスタマイ
ズし、正式な資格認定システム（独立した評価と
コンピテンシーの証明に基づくものするべきであ
る）に組み込む
医療マネジメントを専門職として国家レベルで正
式に認定する
成果主義に基づく昇進制度を、医療マネージャー
およびリーダーとしてのキャリアパスとともに導
入する
リーダーシップおよびマネジメントに関する政策

American College of Healthcare Executives のほか、
Healthcare Leadership Alliance（HLA）のメンバーは、
American Association for Physician Leadership、American
Organizations of Nurse Executives、Healthcare Financial
3

コンピテンシー・ディレクトリーでは、コンピテンシ

Management Association、Healthcare Information and
Management Systems Society および Medical Group
Management Association である。
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ーを 5 つの重要なドメイン、すなわちリーダーシッ
プ、コミュニケーション・人間関係マネジメント、職
業的・社会的責任、健康・医療環境、ビジネスに分類
している。これらのドメインの定義は以下のとおりで
ある。
1. リーダーシップ（Leadership）
組織の戦略目標および好業績を達成するために、個人
および組織の卓越性（excellence）を引き出し、共通
のビジョン（目指すべき姿）を生み出し、変化をうま
くマネジメントする能力。リーダーシップは他の 4 つ
のドメインと重複する。
2. コミュニケーション・人間関係マネジメント
（Communication and Relationship
Management）
内部顧客および外部顧客と明確・簡潔にコミュニケー
ションを取り、関係を構築・維持し、個人やグループ
との建設的な交流を促進する能力。
3. 職業的・社会的責任（Professional and Social
Responsibility）
個人および組織の行為を倫理上および職業上の基準に
合わせる能力で、その基準には、患者およびコミュニ
ティへの責任、サービス志向であること、生涯にわた

る学習と改善への固い決意などが含まれる。
4. 健康・医療環境（Health and the Healthcare
Environment）
医療システムや医療マネージャーおよび従事者が機能
する環境に対する理解。
5. ビジネス（Business）
ビジネスにおける組織の基本原則（システム思考な
ど）を医療環境に応用する能力。
コンピテンシー・ディレクトリーは様々な方法で活用
できる。図 2 に主要な利害関係者の一部を挙げ、それ
ぞれにおけるコンピテンシー・ディレクトリーの活用
例を示している。
医療マネージャーは 5 つのドメインすべての能力を示
してみせるべきである。このディレクトリーを理解す
るにつれ、生涯にわたる専門教育の道を歩んでいく上
で本ディレクトリーが役に立つということを実感して
ほしい。また、医療マネジメント専門職が国際的な認
知を得る助けとして、このツールを他の医療マネージ
ャー、政府機関、学者などとぜひ共有してほしい。本
ディレクトリーの詳細については、国際病院連盟のウ
ェブサイト（http://www.ihf-fih.org/）を参照のこと。

図2
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Global Healthcare Management Competency Directory
1.

リーダーシップコンピテンシー：



A. リーダーシップの技能および行動






組織のミッション、目的および優先事項を組織内
外の対象に明示・伝達する
マネジメント手法やマネジメント理論をリーダー
シップ活動に導入する
問題を分析し、解決策を推進し、意思決定を促す

B. 魅力的な文化および環境








チームワークを促して多様性を支持する、相互信
頼、透明性およびサービス向上の重視に基づいた
組織風土を作り上げる
人を引き付ける組織のビジョン（目指すべき姿）
や目標（ゴール）を設定・伝達することによっ
て、従業員のより深い関与を促す
組織目標を上回るという責任を自身や他者に課す

組織内の継続的な学習および改善を促進する
変化のニーズに対応し、変化のプロセスを先導す
る

イノベーション、創造性および改善を推進する
ため、思考の多様性を奨励する

2. コミュニケーション・人間関係マネジメントに
関するコンピテンシー：
A. 人間関係マネジメント





A. 個人および専門職としての説明責任















内部および外部とのコミュニケーションにおいて
文化的感受性（cultural sensitivity）を働かせる
高度な傾聴およびコミュニケーションの技能を示
す
意思決定者に対して、事実に基づいた信頼できる
方法で、わかりやすくデータ分析の結果を提示す
る
会議の議題、プレゼンテーション、事業報告、プ
ロジェクトのコミュニケーション計画など、ビジ
ネスコミュニケーションを準備して提供する
メディアおよび広報活動の機能に対する理解を示
す

継続的な教育、人脈作り、振り返り、個人的な改
善など、自己啓発に取り組む姿勢を示す

C. 専門職全体への貢献



知識と経験を共有することで医療マネジメント専
門職の発展に貢献する
メンタリング、アドバイス、コーチングを行い、
ロールモデルとなることによって、他者の能力を
開発する
自身の組織内および医療マネジメントの専門職の
中で高い潜在能力をもった人材のサポートとメン
タリングを行う

D. 自己認識



B. コミュニケーションの技能および実施


医療政策構想を支持、参加する
患者とその家族の権利および責任を提唱する
組織の規約、方針および手順によって規定される
利益相反状況を理解してマネジメントする能力を
示す
受託者責任を果たす上で適切な注意を払う
適性、誠実性、利他主義、および公益の増進に力
を尽くす
医療サービスの提供にあたって、医療の質と安全
性および社会的な貢献を促進する

B. 専門職の能力開発と生涯学習



効果的な人間関係ならびに利害関係者と良好な関
係を構築して維持する能力を示す
透明性のある共同意思決定（shared decision
making）を重視、実践し、それが利害関係者（内
部・外部）に及ぼす影響を理解する
利害関係者の関与や協力を得るために、協働のテ
クニックを発揮する

調停、交渉、その他の紛争解決手法で対立に対処
する
問題の解決と問題解決技能を示す
効果的な多職種チーム（multidisciplinary team）を
結成し、それに参加する

3. 職業的・社会的責任に関するコンピテンシー：



D. イノベーションを推進する






C. 変化を先導する


C. 円滑化と交渉

自身の仮定、価値観、長所および短所を把握する
自己評価と他者からのフィードバックに基づいて
意思決定を行うことで、内省型リーダーシップ
（reflective leadership）を示す

E. 倫理的行為と社会的意識




高い倫理観、透明性の重視、および自らの行動へ
の説明責任を示す
組織の倫理問題への対応体制を活用して倫理問題
を解決する
患者／コミュニティのニーズが最も重要であると
いうことを認識し、個人としての説明責任と専門
職としての説明責任とのバランスを取る

4. 健康・医療環境に関するコンピテンシー：
A. 医療制度と医療機関

www.ihf-fih.org
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医療制度、財源の構造、および医療サービスの組
織構成に対する理解を示す
アクセス、質、安全性、コスト、資源配分、説明
責任、医療環境、コミュニティのニーズ、職業的
役割の間の相互関係のバランスを取る
医療システム／医療サービスの一部として組織の
業績を評価する
モニタリングシステムを利用して、臨床・企業・
運営面の機能において法律面、倫理面および品質
／安全面の基準が満たされることを保証する
国内外の医療ネットワークへの社会およびコミュ
ニティの参加を拡大するために、同盟組織の設立
やネットワークの強化を促進する

労働力不足、業務範囲、多職種協働、免許、サー
ビスの変動など、局所でみられる重要な労働力問
題に対して、医療労働力（health workforce）を最
適化する能力を示す





医療を提供するにあたって、患者やその家族・介
護者の視点を効果的に認識して促進する
医療上の意思決定プロセスのパートナーとして個
人、家族およびコミュニティの視点を取り入れ、
文化的な相違や期待を尊重する












医療成績を改善するための達成目標（健康の社会
的決定要因と社会経済環境に対する理解を包含す
るもの）を設定する
主要な統計や健康指標を用いて意思決定を導き、
人口における健康の動向を分析して、健康関連サ
ービスの提供のための指針を示す
災害や緊急事態の発生時に、健康に対するリス
ク、脅威および被害に対処する
サーベイランスおよび制御システムに関連する主
要なプロセスを評価し、健康に対するリスク、脅
威および被害への対応を向上させるためのサーベ
イランス情報を伝達する
世界的な健康事象が地域に及ぼす影響を認識し、
世界的な相互のつながりと公衆衛生への影響を理
解する

5. ビジネスコンピテンシー：

D. 人材マネジメント













スタッフの役割と責任を定め、適切な職務分類・
職階制および労働力計画を策定するにあたってリ
ーダーシップを示す
部門別の人材プロセス（スケジューリング、勤務
評価、インセンティブ、スタッフ募集、選考と確
保、訓練と教育、動機付け、コーチング、メンタ
リング、適切な生産性測定など）を効果的にマネ
ジメントする

戦略計画とマーケティング



主要な計画文書（戦略計画書、ビジネスサービス
計画書、新規サービスのための投資対効果検討書
など）の作成を主導する
サービスの提供を困難にする災害の可能性に備え
て事業継続計画（BCP）を策定する
組織のミッションおよび戦略目的と調和した事業
部門ごとの戦略目的を設定してモニタリングする
マーケティングの組織における基本原則およびツ
ールを適用し、コミュニティのニーズに沿ったマ
ーケティング計画を策定する
提案された方策が組織のビジネス／戦略計画と調
和しているかどうかを評価する



ビジネスプラン、契約およびプロジェクトマネジ
メントなど、基本的なビジネス手法に関する知識
を示す
関連するデータおよび情報を収集し、効果的な決
定または勧告を支持する実施するために、それら
の情報を分析・評価する

行政機関、規制当局、専門機関および認定機関に
ついてよく理解していることを示す
組織システム理論および組織的行動に関する知識
を効果的に適用する
公共政策、立法および権利擁護のプロセスを組織
内で解釈する
組織のガバナンス構造の枠内でマネジメントする
組織を適切に監督するガバナンスシステムを構築
して維持する
ガバナンス構造の枠内でのリーダーシップの役割
を理解していることを示す

F.

A. 全般的なマネジメント


会計の組織における基本原則および財務マネジメ
ントツール（財務計画や成績評価基準［例、業績
評価指標］など）を効果的に活用する
プロジェクト、運営および資本予算の組織におけ
る基本原則を用いる
最適な医療成績と効果的な品質・コスト管理を保
証するために、組織の資源を計画、組織、実行、
監視する

E. 組織ダイナミクスおよびガバナンス

D. 公衆衛生


組織の業務に適用される法令を遵守する

C. 財務マネジメント

C. 人間中心の医療


組織の業績を裏付け、ニーズ分析を実施し、要求
事項の優先順位を付けるために、様々な情報源か
ら情報を集める

B. 法令



B. 医療労働力
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G. 情報マネジメント







業績の評価、目標の設定、指標・動向の監視、な
らびに成果物の達成の確認を目的としてデータセ
ットを利用する
該当するプライバシーおよびセキュリティー要件
が満たされていることを確認する
ビジネス・インテリジェンス、情報マネジメン
ト、臨床システム、ビジネスシステムの利用によ
って、組織内で情報・傾向分析を最大限活用でき
るようにする
医療情報の効果的なマネジメント、分析および伝
達を促進する

H. リスクマネジメント


組織におけるリスクマネジメントの基本原則およ
びプログラム（リスクアセスメント、リスク分
析、リスク低減など）を効果的に活用する

I.

品質改善



医療の質と患者安全に関する国家レベルの取組み
に沿った質保証、満足度および患者安全プログラ
ムを開発して導入する
医療の質、満足度および患者安全を測定する指標
を策定して追跡し、継続的改善（continuous
improvement）を計画する



J.

システム思考



医療部門間の相互依存性、統合および競争を理解
していることを示す
アクセス、質、コスト、資源配分、説明責任、コ
ミュニティのニーズの間で相互関係を構築する



K. サプライチェーンマネジメント





サプライチェーンを効果的にマネジメントするこ
とにより、スケジュールに合わせた納入、材料、
倉庫保管および物流の効率化を達成して、費用対
効果の高い方法で物資が最終消費者に届くように
する
契約管理および入札指針の点で、調達規則を遵守
する
組織内のサプライチェーンサービスの相互依存性
およびロジスティクスをマネジメントする
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Management が支援）、英国のコンピテンシーモ
デル（国民保健サービス［National Health
Service］および Regional Core Competency
Framework for Public Health が開発）、新興国コ
ンピテンシーモデル（Management Sciences for
Health for USAID が開発）などがあった。

付録：協働の経緯と過程
1.

医療のリーダーに必要なコンピテンシーを同定
するため、各国で研究が実施されてきた。米国
では、Association of University Programs in Health
Administration と Commission on Accreditation of
Healthcare Management Education が、大学教育の
観点からコンピテンシーの同定と医療経営者の
能力開発を主導している。英国では、Institute of
Healthcare Management と London School of
Economics が、医療マネジメント専門職の地位
を向上し、個々の医療マネージャーをサポート
するべく活動している。カナダおよびオースト
ラリアにおける取組みは、医療のリーダーの能
力開発を支持している。これらの例が示すとお
り、この分野での変化をもたらそうと努力して
いるのは、Global Consortium for Healthcare
Management Professionalization だけではない。し
かしながら、本コンソーシアムはその国際的な
構成ゆえに、医療のリーダーに必要なコンピテ
ンシーの同定に対して世界的な貢献ができると
いう固有の立場にある。また、現在行われてい
る様々な取組みからも、世界的なレベルで医療
のリーダーに必要なコンピテンシーを同定する
ことの重要性や緊急性への認識が高まっている
ことがわかる。

2.

医療マネジメントの専門職化は有益である一
方、課題も根強く存在している。この問題の取
組みを過度に細分化しないこと、および裏付け
となる事例では有益性をより客観的に提示する
ことが求められる。政府には、医療マネジメン
トを専門職化することの潜在的な影響と、この
目的は早急に達成する必要があると認識するこ
とが勧められる。各国がアウトカム、アクセ
ス、資源、グローバル化、複雑性といった問題
に努力して取り組むにつれて、医療マネジメン
トの専門職化という目的は、より差し迫ったも
のになっていくであろう。

3.

本コンソーシアムの作業は、2012 年に既存の医
療マネジメントコンピテンシーの枠組みを世界
中から収集して比較検討することから始まっ
た。収集されたコンピテンシーモデルとして
は、米国の Healthcare Leadership Alliance による
コンピテンシーモデル、カナダの LEADS リー
ダーシップフレームワーク（Canadian College of
Health Leaders および LEADS Collaborative
partnership が支援）、オーストラリアのコンピ
テンシーモデル（Health Workforce Australia が開
発し、Australasian College of Health Service

4.

本コンソーシアムは、以下の方法によって、医
療マネジメントの専門職化を支援し、医療のリ
ーダーの訓練を強化するために設立された。






国際的に合意された医療マネージャーとし
ての一連のコアコンピテンシーを策定する
医療マネージャーの訓練、雇用および昇進
を促進するツールとしてのこの枠組みの使
用を推奨する
医療マネージャーの長期のキャリアパスの
確立を促進する
各国および各地域における医療マネジメン
ト団体の定式化および受容を通して、同僚
間での管理と医療マネージャーの能力開発
を促進する

5.

最初の直接会合は全米保健機関（Pan American
Health Organization：PAHO）が主催し、ワシン
トン DC で 2013 年 1 月に開催された。この会合
の焦点は、本枠組みの対象である医療経営者に
必要な基礎的なコンピテンシー、そのコンピテ
ンシーの適切な範囲、コンピテンシーの評価方
法および評価者について合意を形成することで
あった。2013 年 3 月には、コンソーシアムで指
針となる基本原則を採用し、2013 年 5 月には、
メンバー間でコンピテンシーに関する最初の枠
組みについて合意が得られた。その後、本コン
ソーシアムは正式なものとされ、このイニシア
ティブは 2013 年 6 月に開始された。2013 年の後
半は、コンピテンシー・ディレクトリーの最初
のバージョンの検証に費やされた。2013 年 11
月と 12 月には、世界中の様々な地域や様々な医
療マネジメント環境にいる専門家に調査票を送
付し、本ディレクトリーを検討してもらった上
で、フィードバックを受けた。

6.

2014 年 1 月には、2 回目の会合が PAHO により
ワシントン DC で開催され、その目的は調査結
果を検討し、コンピテンシー・ディレクトリー
の最新版を作成することとされた。2 回目の会
合の焦点は、15 カ国から集まった 22 人の参加
者の多様な視点で検討を行い、300 以上の事項
から構成される大きなディレクトリーの枠組み
から、医療経営者に必要なキーコンピテンシー
についてコンセンサスが得られるよう協働する
ことであった。コンソーシアムはコンピテンシ
ーのリストをまとめ、検証し、世界的なレベル
で医療のリーダーにこのコンピテンシーモデル
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を適用できるかどうかを確認することに努め
た。

7.

2015 年 1 月には、3 回目の会合が PAHO により
ワシントン DC で開催され、その目的は更新さ
れたコンピテンシー・ディレクトリーを検討
し、行動を呼び掛け、コミュニケーション計画
を立てることとされた。コンピテンシー・ディ
レクトリーはコンソーシアムによって承認さ
れ、Global Consortium for Healthcare Management
Professionalization という名称に改められた。

8.

このコンピテンシー・ディレクトリーは、世界
中の医療マネジメントの団体・グループメンバ
ーを最大限代表したコンセンサスによって生ま
れた。これは、医療マネジメントの専門職化を
促進するための基盤となるものである。医療の
リーダーの資格を高めるために各国でカスタマ
イズできる、世界共通の基準となるであろう。

9.

コンピテンシー・ディレクトリーは、医療マネ
ジメントを専門職として確立するための野心的
な取組みの第一歩であり、それゆえに Global
Consortium for Healthcare Management
Professionalization は、医療の分野におけるすべ
ての主要な利害関係者の参加をさらに促すべ
く、行動を呼び掛けている。
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American College of Healthcare Executives
Australasian College of Health Service Management
Canadian College of Health Leaders
European Association of Hospital Managers
Federacao Brasileira de Administradores Hospitalares
Federacion Andina y Amazonica de Hospitales
Federacion Latinoamericana de Hospitales
Health Management Institute of Ireland
Hong Kong College of Healthcare Executives
International Health Services Group
International Hospital Federation
Jamaican Association of Health Services
Management Sciences for Health
Pan American Health Organization
Sociedad Chilena de Administradores en Atención Médica y Hospitalaria
Taiwan College of Healthcare Managers
Tropical Health and Education Trust – Partnership for Global Health
University of the West Indies
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