
学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

科目名

導入教育Ⅰ
30時間 2単位 講師名 丸山暢子

必修
開講時期 1年 前期　　集中

医療事務IT学科

【講師略歴】

保有資格：
略歴：滋慶学園（スポーツ、福祉、食の分野）で23年職員として働く

【授業への心構え・留意点】　

入学後学校生活で必要なルールなどを学びます。学校生活に支障が出ないよう理解してください

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

集団生活で必要なルールーや必要とされる知識や技術を理解する

【科目目標（一般目標）】

学校生活が円滑に送ることができる

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1
2

新入生オリエンテーション①

演習

学校生活のルールを理解する

3
4

健康診断

演習

自分の健康状態を知るために受診する

5
6

社会人で求められる力を知る

演習

社会人基礎力を理解する

学校生活の中でどのように身につけていくかグループワークを通じて考える

7
8

就職活動のスケジュールの理解

演習

いつまでに何を身につけ行動するのかスケジュールを立てる

マイナビの登録

9
10

学習システム研修

演習

Microsoftの使用方法のレクチャーを受け実施できる

11
12

自己理解他者理解

演習

コミュニケーションゲームを通じてクラスメイトのことを理解する

自己紹介を通じて自分のことを知ってもらう。クラスメイトのことを知る

13
14

入学式

演習

進路選択に間違いがなかったと自信をもち、不安を解消することができる。

定期試験　レポート提出

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

授業における提出物と最終レポートで総合的に評価する。



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８ 定期試験　レポート提出で評価

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（70点満点）毎時間振り返りレポートで評価

定期試験（30点満点）レポート課題

６

ヘア　メイク講座④

演習

カラーについて理解する

セルフカラーを知る

７

救急法

演習

応急処置、救急処置の必要性を理解する

救急法を実践し方法を学ぶ

４

ヘア　メイク講座②

演習

就活メイクを実践し完成する

５

ヘア　メイク講座③

演習

就職活動のヘアのまとめ方を知る

自分でヘアをアレンジすることができる

３

ヘア　メイク講座①

演習

自分に合ったメイク方法を知る

２

病院・クリニックの見学②

演習

仕事内容を知る

仕事のやりがいを知る

印象の良いメイクをすることで与える印象が変わってきます。第一印象の良いメイクができるようになりましょう

【科目目標（一般目標）】

就職する業界を知る。就職活動に必要なヘアメイクを実践できる

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

病院・クリニックの見学①

演習

病院・クリニックの特徴を知る

医療事務IT学科

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

通常科目では学べない知識や技術を身にtけることができます。積極的に参加してください

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

導入教育Ⅱ
15時間 １単位 講師名

必修
開講時期 1年 前期　　集中



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

授業における提出物と最終レポートで総合的に評価する。

11
12

カラーコーディネート①

演習

自分に合うカラーを知る

13
14
15

カラーコーディネート②

演習

色の配色ルールを知る

7
8

手話講座②

演習

手話で簡単な会話ができる

9
10

手話講座③

演習

医療現場で必要な用語を手話で伝えることができる

5
6

手話講座①

演習

基本の手話を学び、自分の名前を手話で表現できる

3
4

アロマオイルについて②

演習

アロマオイルの種類と匂いごとの効能を知る

卒業後ビジネスシーンで多様的な場面で活躍できる

【科目目標（一般目標）】

卒業後ビジネスシーンで多様的な場面で活躍できる知識・技術を身につける

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1
2

アロマオイルについて①

演習

匂いの効果を知る

医療事務IT学科

【講師略歴】

保有資格：講師は単元ごとに変わる
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

専門知識、技術以外の学びですが、知っていると役立つ内容です。楽しみながら身につけてください

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

導入教育Ⅲ
30時間 2単位 講師名

必修
開講時期 1年 後期　　集中



回 回

8

　 実施方法：受験希望先医院の選定（３院）・選定理由（医院をＷｅｂ上で調べた上でレポートの提出）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：第二回模擬面接にて総体的に評価を行う

中間試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：第一回模擬面接にて行った内容を振り返り、レポートを提出する

中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　グループワーク

15 定期試験

【授業形態】　演習

【到達目標】
仕事における優先順位の付け方を学び行動変容と日々の習慣に役立てる手法を
理解する

6

【授業単元】　グループワーク

14

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義、演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
仕事における信頼関係を学び面接だけでなく将来の仕事にも役立てるマインドを
養う

特別な会話技法を学び社会に出てからも学ぶ姿勢が重要である考え方を養う。

5

【授業単元】　自己分析

13

【授業単元】　職業理解

【授業形態】　講義、演習 【授業形態】　講義、演習

【到達目標】
面接対策として自己分析の深堀と手法を学び実際に演習で発揮できるようにする

【到達目標】
仕事の理解をするために職業理解を深める

4

【授業単元】　コミュニケーション

12

【授業単元】　活動の技術

【授業形態】　講義、演習 【授業形態】　講義、演習

【到達目標】
目線やバイアスを学び目標に向けて主体性をもって行動できるようになる

【到達目標】
就職活動で行う電話のかけ方、アポイントの取り方を演習を通じて学び今後の就
職活動や仕事での電話対応に仕方を理解し実践できるようにする

3

【授業単元】　話す力

11

【授業単元】　グループワーク

【授業形態】　講義、演習 【授業形態】　講義、演習

【到達目標】
印象と会話技法を学び演習で発揮する

【到達目標】
仕事におけるチームワークを理解する

2

【授業単元】　聞く力

10

【授業単元】　履歴書作成

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
メモの取り方、質問の仕方を学び就職活動時の行動に生かす

【到達目標】
履歴書の作成方法を学び就職活動で複数回記入する履歴書を一人で作成できる
ようにする

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　オリエンテーション

9

【授業単元】　履歴書作成

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
就職活動の流れを知ることで今後の授業に生かす

【到達目標】
履歴書の作成方法を学び就職活動で複数回記入する履歴書を一人で作成できる
ようにする

医療事務IT学科 

【講師略歴】
東京メディカル・スポーツ専門学校　キャリアセンター　５年
日本医歯薬専門学校　キャリアセンター　２年

【授業への心構え・留意点】
主体性を発揮し意見、討論を行うことで会話スキルを磨き就職活動で希望する就職先に内定を獲得できるるようにする

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職スキルを学ぶことで仕事の仕方、考え方を学ぶ

【科目目標（一般目標）】
全員が年内に希望の就職先に内定を取る

【使用教科書・教材・参考書】
特になし

科目名 就職講座
30時間 2単位 講師名 今井　恭平

開講時期 1年 前期　　水曜日　７時限
学科･学部



回 回
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　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：

中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　第一印象を上げる・読解力を付ける

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
・第一印象を上げる手法を再確認する
・文章を読んで、感想を書き、話し合う

6

【授業単元】　言葉遣い・伝え方

14

【授業単元】　コミュニケーションとは

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・ビジネスでの言葉遣い
・「伝える」ということを理解する

【到達目標】
・コミュニケーション技法の総まとめ

5

【授業単元】　自己理解

13

【授業単元】　患者様満足を考える・聴き方

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・自分を知る➡自己ＰＲにつなげる
・就職するにあたって、有利な自己PRがあることを知る

【到達目標】
・患者様に良い印象を与えるということを考える
・そのために必要なコミュニケーション力・傾聴力をつける

4

【授業単元】　感じがいい態度・話し方

12

【授業単元】　アサーション・丁寧な話し方

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・誰もが感じがいいと思う話し方とは何かを知り、できるようになる
・相手に伝わりやすい態度

【到達目標】
・自分も相手もオッケーでハッピーになる伝え方を理解する
・敬意ある話し方を理解する

3

【授業単元】　マナー5原則

11

【授業単元】　第一印象を上げることを実践する

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・マナー5原則を理解する
・実際に身に付ける

【到達目標】
・第一印象を上げて、いいコミュニケーションを作り出す
・バーバルとノンバーバルを理解できる

2

【授業単元】　感じがいい第一印象

10

【授業単元】　感じのいい第一印象・電話対応

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・自己紹介ができるようになる

【到達目標】
・感じのいい電話対応ができるようになる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション

9

【授業単元】　自己PRをプレゼンする

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
自分の名前を丁寧に読みやすいように書けるようになる
・コミュニケーション技法とは、理解度を確認する

【到達目標】
・自己PRが書けるようになる
・自己PRが言えるようになる

医療事務IT学科 

【講師略歴】
保有資格：2級キャリアコンサルタント技能士、メンタルヘルスマネジメント　ラインⅡ種、AFP
国際線客室乗務員30年の経験を活かしたビジネスマナー、コミュニケーションを中心とした研修が得意である。講師としては、JALでの客室訓練部教官経験を加え
13年以上になる。キャリアコンサルタントの資格を活かし、歯科医院でのコミュニケーション研修、キャリアガイダンスやウンセリング実績がある。

【授業への心構え・留意点】
医療関係者としてだけでなく、1人の人間として必要なマナー、患者様対応にも必要な接遇マナーの技法を理解させ、習得できるように授業に臨む。
ビジネスマナーの講義は得意としており、病院スタッフへの患者様対応研修の実績が多くあるので、より具体的な実践的な例を伝えることができる。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
実習先や就職先で人間関係をスムーズにするコミュニケーション力を付けることができる。
社会人基礎力が何かを知り、その知識、技法を身にを付ける。
患者様スタッフの人間関係を深めるスキルを身に付ける

【科目目標（一般目標）】
・接遇マナーとは具体的に何かを理解し、その手法を身に付ける。
・コミュニケーションスキルを上げるベースには、マナーのスキルが必要だという事を理解し行動できるようになる。
・社会人基礎力を高める。

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶グループのコミュニケーションスキルアップ検定教科書。授業に応じて作成するパワーポイントを使用

科目名 接遇マナー
30時間 2単位 講師名 花澤真里子

開講時期 1年 前期　　水曜日　6時限
学科･学部
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　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：

中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　態度

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
・第一印象を上げる手法を再確認する
・文章を読んで、感想を書き、話し合う

6

【授業単元】　言葉遣い・伝え方

14

【授業単元】　コミュニケーションとは

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・ビジネスでの言葉遣い
・「伝える」ということを理解する

【到達目標】
・コミュニケーション技法の総まとめ

5

【授業単元】　挨拶

13

【授業単元】　患者様満足を考える・聴き方

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・自分を知る➡自己ＰＲにつなげる
・就職するにあたって、有利な自己PRがあることを知る

【到達目標】
・患者様に良い印象を与えるということを考える
・そのために必要なコミュニケーション力・傾聴力をつける

4

【授業単元】　表情・笑顔

12

【授業単元】　アサーション・丁寧な話し方

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・誰もが感じがいいと思う表情とは何かを知り、できるようになる
・えがお・表情の重要性を理解できる

【到達目標】
・自分も相手もオッケーでハッピーになる伝え方を理解する
・敬意ある話し方を理解する

3

【授業単元】　マナー5原則

11

【授業単元】　バーバルとノンバーバル

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・マナー5原則を理解する
・実際に身に付ける

【到達目標】
・第一印象を上げて、いいコミュニケーションを作り出す
・バーバルとノンバーバルを理解できる

2

【授業単元】　感じがいい第一印象

10

【授業単元】　感じのいい第一印象・電話対応

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・自己紹介ができるようになる

【到達目標】
・感じのいい電話対応ができるようになる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション

9

【授業単元】　自己PRをプレゼンする

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
自分の名前を丁寧に読みやすいように書けるようになる
・コミュニケーション技法とは、理解度を確認する

【到達目標】
・自己PRが書けるようになる
・自己PRが言えるようになる

医療事務IT学科 

【講師略歴】
保有資格：2級キャリアコンサルタント技能士、メンタルヘルスマネジメント　ラインⅡ種、AFP
国際線客室乗務員30年の経験を活かしたビジネスマナー、コミュニケーションを中心とした研修が得意である。講師としては、JALでの客室訓練部教官経験を加え
13年以上になる。キャリアコンサルタントの資格を活かし、歯科医院でのコミュニケーション研修、キャリアガイダンスやウンセリング実績がある。

【授業への心構え・留意点】
医療関係者としてだけでなく、1人の人間として必要なマナー、患者様対応にも必要な接遇マナーの技法を理解させ、習得できるように授業に臨む。
ビジネスマナーの講義は得意としており、病院スタッフへの患者様対応研修の実績が多くあるので、より具体的な実践的な例を伝えることができる。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
実習先や就職先で人間関係をスムーズにするコミュニケーション力を付けることができる。
社会人基礎力が何かを知り、その知識、技法を身にを付ける。
患者様スタッフの人間関係を深めるスキルを身に付ける

【科目目標（一般目標）】
・接遇マナーとは具体的に何かを理解し、その手法を身に付ける。
・コミュニケーションスキルを上げるベースには、マナーのスキルが必要だという事を理解し行動できるようになる。
・社会人基礎力を高める。

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶グループのコミュニケーションスキルアップ検定教科書。授業に応じて作成するパワーポイントを使用

科目名 ビジネススキル
30時間 2単位 講師名 花澤真里子

開講時期 1年 後期　　水曜日　6時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：
その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

定期試験（80点満点）
実施方法：
全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

7

【授業単元】 Word試験対策

【授業形態】 講義・演習

Word基礎で習ったことを実践できる

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 Word基礎2

【授業形態】 講義・演習

画像や図形を駆使した文書を作成できる

6

【授業単元】 Word基礎3

【授業形態】 講義・演習

表を駆使した文書を作ることができる

3

【授業単元】 CCT入門3

【授業形態】 講義・演習

Officeの基本操作ができる

4

【授業単元】 Word基礎1

【授業形態】 講義・演習

文書作成ソフトを使って、効率的にビジネス文書を作ることができる

授　業　概　要

1

【授業単元】 CCT入門1

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】
講義の意義を理解し,PCの基礎的な操作ができる

2

【授業単元】 CCT入門2

【授業形態】 講義・演習

新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知識や注意点を理解し、正しく上手に活用できる

　　　　　　医療事務IT学科

【講師略歴】
滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキルの定着をはかる

【科目目標（一般目標）】
・新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知識や注意点を理解し、正しく活用できる
・Wordを利用した複合文書を作成できる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

科目名 IT技術Ⅰ
15時間 1単位 講師名 （株）ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年 前期
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：
その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

定期試験（80点満点）
実施方法：
全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

7

【授業単元】 PowerPoint試験対策

【授業形態】 講義・演習

PowerPoint基礎で習ったことを実践できる

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 PowerPoint4（発表1）

【授業形態】 講義・演習

作成したスライドを使って発表できる（1）

6

【授業単元】 PowerPoint4（発表2）

【授業形態】 講義・演習

作成したスライドを使って発表できる（2）

3

【授業単元】 PowerPoint3（動きを付ける）

【授業形態】 講義・演習

スライドに動きを付け、全てのスライドを完成できる

4

【授業単元】 PowerPoint

【授業形態】 講義・演習

フォントや配色などを工夫して見やすいスライドに編集できる

授　業　概　要

1

【授業単元】 PowerPoint1（基本操作）

【授業形態】 講義・演習

プレゼンテーションソフトの基本操作ができる

2

【授業単元】 PowerPoint2（表現力を上げる）

【授業形態】 講義・演習

図形や画像を活用したスライドを作成できる

　　　　　　医療事務IT学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】
滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキルの定着をはかる

【科目目標（一般目標）】
・PowerPointを利用して訴求力のあるプレゼンテーションの為の効果的なスライドを作成できる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

科目名 IT技術Ⅱ
15時間 1単位 講師名 （株）ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年 前期
学科･学部



回 回

8

　 実施方法：Ｅｘｃｅｌの操作方法に関する選択問題
定期試験（60点満点）

　 実施方法：全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

中間テスト
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）
　 実施方法：その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する
中間テスト（30点満点）

7

【授業単元】 Excel実践

15 定期試験

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
計算機能を使用した表作成と、グラフ作成ができる

6

【授業単元】 Excel応用C （関数応用2）

14

【授業単元】 Excel試験対策

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
応用的な関数を活用できる2

【到達目標】
Excel基礎で習ったことを実践できる

5

【授業単元】 Excel応用B （関数応用1）

13

【授業単元】 Excel応用E （ブックの活用）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
応用的な関数を活用できる1

【到達目標】
ブックを活用するさまざまな機能を理解し活用できる

4

【授業単元】 Excel基礎3

12

【授業単元】 Excel応用D （グラフ応用）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
グラフを駆使した資料を作成できる

【到達目標】
目的に合ったグラフを選択し、作成することができる

3

【授業単元】 Excel基礎2

11

【授業単元】 Excel応用A（データベース）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
関数を駆使した資料を作成できる

【到達目標】
データベース機能を理解し活用できる

2

【授業単元】 Excel基礎1

10

【授業単元】 差込み印刷

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
企業や施設が求める表計算ソフトの操作ができる

【到達目標】
WordやExcelで作成したデータをWord文書の指定した位置に差し込んで印刷する
ことができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 AIリテラシー

9

【授業単元】 プレゼンテーション応用A（データ集計）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
AI（人工知能）に関する正しい情報や知識を身に着け、適正かつ有効に活用でき
る

【到達目標】
COUNTIF関数やピボッドテーブルを使用したアンケート集計ができる

　　　　　　医療事務IT学科

【講師略歴】
滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキルの定着をはかる

【科目目標（一般目標）】
・Excelを用いた処理（関数や機能）を行って研究発表に活かせる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

科目名 IT技術Ⅲ
30時間 ２単位 講師名 （株）ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年 後期 水曜日6-7限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：Teamsを通して、〇×・選択・穴埋め等の方法で実施する。

定期試験（80点満点）
実施方法：小テストを基本に紙ベースで実施する（予定）。

7

【授業単元】 心の発達とカウンセリング技術～その２～

【授業形態】 講義

【到達目標】性別違和について理解し、説明することができる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 心の病気とカウンセリング技術～その５～

【授業形態】 講義

【到達目標】摂食障害について理解し、説明することができる。

6

【授業単元】 心の発達とカウンセリング技術～その１～

【授業形態】 講義

【到達目標】性とこころの結びつきについて理解し、説明することができる。

3

【授業単元】 心の病気とカウンセリング技術～その３～

【授業形態】 講義

【到達目標】発達障害について理解し、説明することができる。

4

【授業単元】 心の病気とカウンセリング技術～その４～

【授業形態】 講義

【到達目標】パニック症について理解し、説明することができる。

授　業　概　要

1

【授業単元】 心の病気とカウンセリング技術～その１～

【授業形態】 講義

【到達目標】統合失調症について理解し、説明することができる。

2

【授業単元】 心の病気とカウンセリング技術～その２～

【授業形態】 講義

【到達目標】うつ病について理解し、説明することができる。

医療事務IT学科・歯科助手学科

【講師略歴】
　保有資格：公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
　　　　 略歴：精神病院、総合病院精神科、企業の相談室等で、カウンセリングや心理検査を行ってきました。
　　　　　　　　その間、講師として、専門学校をはじめ大学・大学院等において、心理学や臨床心理学の講義を行ってきました。

【授業への留意点・心構え】
　　カウンセリング技術は、自分自身や他者を理解するための技術です。また、その理解を通じて、自分自身や他者とかかわる実践そのものです。
　　基本的に、講義（座学）形式で行いますが、学生の皆さんには、折に触れて資料を読んでもらうなり、意見等・声をあげてもらうなりしながら進めます。
　　つまり、毎回の授業でのやり取りそのものが、心理学の実践にほかならない、ということになります。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　　医療事務および歯科助手は、れっきとした対人援助職です。
　　皆さんが、現場で患者さん“その人そのもの”とかかわるために、聴くこと、知ること、考えること、想像し理解すること、そして実践することを身につけること
　が必要になります。

【科目目標（一般目標）】
　　人はそれぞれ多様な環境に置かれています。また、年齢によっても世代によっても、そして時代によっても、人の心理は変わってきます。カウンセリング技
　術を学習することで、自分自身を理解し、他者を理解するための基礎を身に付けることを目標とします。

【使用教科書・教材・参考書】　特に指定しません。必要に応じて資料を配布します。また、適宜、参考文献を紹介します。

科目名 カウンセリング技術Ⅰ
　　15　時間 　　　１単位 講師名 福井　博一

開講時期 　１年 前期　　　　金曜日　　　７時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：Teamsを通して、〇×・選択・穴埋め等の方法で実施する。

定期試験（80点満点）
実施方法：小テストを基本に紙ベースで実施する（予定）。

7

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その７～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】燃え尽き症候群とカウンセリング技術について理解し、説明することができる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その５～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】心理検査とカウンセリング技術について理解し、説明することができる～その２～。

6

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その６～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】親子関係とカウンセリング技術について理解し、説明することができる。

3

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その３～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】芸術療法とカウンセリング技術について理解し、説明することができる。

4

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その４～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】心理検査とカウンセリング技術について理解し、説明することができる～その１～。

授　業　概　要

1

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その１～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】行動療法とカウンセリング技術について理解し、説明することができる。

2

【授業単元】 心理療法とカウンセリング技術～その２～

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】クライエント中心療法とカウンセリング技術について理解し、説明することができる。

医療事務IT学科・歯科助手学科

【講師略歴】
　保有資格：公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
　　　　 略歴：精神病院、総合病院精神科、企業の相談室等で、カウンセリングや心理検査を行ってきました。
　　　　　　　　その間、講師として、専門学校をはじめ大学・大学院等において、心理学や臨床心理学の講義を行ってきました。

【授業への留意点・心構え】
　　カウンセリング技術は、自分自身や他者を理解するための技術です。また、その理解を通じて、自分自身や他者とかかわる実践そのものです。
　　基本的に、講義（座学）形式で行いますが、学生の皆さんには、折に触れて資料を読んでもらうなり、意見等・声をあげてもらうなりしながら進めます。
　　つまり、毎回の授業でのやり取りそのものが、心理学の実践にほかならない、ということになります。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　　医療事務および歯科助手は、れっきとした対人援助職です。
　　皆さんが、現場で患者さん“その人そのもの”とかかわるために、聴くこと、知ること、考えること、想像し理解すること、そして実践することを身につけること
　が必要になります。

【科目目標（一般目標）】
　　人はそれぞれ多様な環境に置かれています。また、年齢によっても世代によっても、そして時代によっても、人の心理は変わってきます。カウンセリング技
　術を学習することで、自分自身を理解し、他者を理解するための基礎を身に付けることを目標とします。

【使用教科書・教材・参考書】　特に指定しません。必要に応じて資料を配布します。また、適宜、参考文献を紹介します。

科目名 カウンセリング技術Ⅱ
　　15　時間 　　　１単位 講師名 福井　博一

開講時期 　１年 後期　　　　金曜日　　　７時限
学科･学部



学科･コース 医療事務IT学科　　　

回

８ 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：　授業の中で学んだ英単語のテスト

定期試験（80点満点）

　 実施方法：　英語レポート提出、筆記試験、会話試験

６

【授業単元】　 Chpater 16　　会計での会話

【授業形態】　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・会計の費目の英語名称を覚え、支払いの場面で金額を伝えられるようになる。
・次回の予約日を確認する表現を習得する

７

【授業単元】　Chpater 17　　薬についての会話

【授業形態】　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・さまざまな薬の英語名称を学び、服用方法を英語で説明できるようになる

４

【授業単元】　Chpater 6　　生活習慣　＆　Chpater 7　　診察時の表現

【授業形態】　　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・アレルギーや睡眠時間など生活習慣について問診ができるようになる
・患者さんへの依頼や指示を行う際の英語表現を習得する

５

【授業単元】　Chpater 2　　病院案内

【授業形態】　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・診療科の英語名称と道案内する際の表現を学び、病院内の案内ができるようになる

２

【授業単元】 　Chpater 3    症状（１）

【授業形態】　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・身体の部位の名称や痛みの表現を学び、英語で簡単な問診ができるようになる

３

【授業単元】　Chpater 4    症状（2）

【授業形態】　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・さまざまな症状の表現を学び、その症状がどれくらい続いているかを聞くことができるようになる

【使用教科書・教材・参考書】　「医療英語コミュニケーション」

授　業　概　要

１

【授業単元】 　Chapter1　　病院受付での会話

【授業形態】 　講義　/　ペアワーク

【到達目標】

・英語で自己紹介ができるようになる
・病院受付で、初診かどうか、保険証を持っているかどうか等を患者さんに尋ねる表現を習得する

授業では学生同士のペアで様々な医療場面での英会話を練習しする。

困っている方を見かけた時に躊躇なく英語で声かけができるよう、積極的に会話練習に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

診療科名（内科、外科）や症状（発熱、咳）など、医療人としての基本的な英単語を覚える。
受付や会計など、場面ごとに想定される会話を練習して、将来さまざまな場面において英語で対応できるようになる。

【科目目標（一般目標）】　

医療現場特有の英単語を覚えることで医療人としての自覚を高める。毎授業ペアで英会話を練習することにより英語を話すことに慣れ、病院に
勤務した時に外国人の患者さんに自然に声をかけることができるようになる。

【講師略歴】　 保有資格　：　視能訓練士 、中学・高校英語科教員免許

略歴：　大学で英米文学を専攻、海外貿易事務 を経験した後、視能訓練士免許を取得、視能訓練士として眼科で勤務。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2年間のアメリカ滞在から帰国後、英語教師となり、2003年より視能訓練士に医学英語を教える。  

2年間のアメリカ滞在から帰国後、英語教師となり、2003年より視能訓練士科、臨床工学技士科で医学英語を教える。

【授業への心構え・留意点】

外国人の増加に伴い、国際共通語である英語でコミュニケーションを取る場面も多くなり、英語の必要性は高まっている。

科目名 英会話
15 時間 1　単位 講師名 岩渕　美嘉

開講時期 1年 後期　　金曜日　7時限



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：Teamsを通して、〇×・選択・穴埋め等の方法で実施する。

定期試験（80点満点）
実施方法：小テストを基本に紙ベースで実施する（予定）。

7

【授業単元】心理学の基礎～その６～

【授業形態】 講義

【到達目標】働くこととお金と心の結びつきについて理解し、説明することができる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】心理学の基礎～その４～

【授業形態】 講義

【到達目標】いじめの発生といじめ防止対策について理解し、説明することができる。

6

【授業単元】心理学の基礎～その５～

【授業形態】 講義

【到達目標】思春期の人間関係について理解し、説明することができる。

3

【授業単元】心理学の基礎～その２～

【授業形態】 講義

【到達目標】幼少期の親子関係とその後の対人関係について理解し、説明することができる。

4

【授業単元】心理学の基礎～その３～

【授業形態】 講義

【到達目標】児童期の人間関係について理解し、説明することができる。

授　業　概　要

1

【授業単元】 オリエンテーション

【授業形態】 講義

【到達目標】心理学の目的・方法・進め方について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 心とは何かについて理解し、説明することができる。

2

【授業単元】心理学の基礎～その１～

【授業形態】 講義

【到達目標】対人援助における想像力について理解し、説明することができる。

医療事務IT学科・歯科助手学科

【講師略歴】
　保有資格：公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
　　　　 略歴：精神病院、総合病院精神科、企業の相談室等で、カウンセリングや心理検査を行ってきました。
　　　　　　　　その間、講師として、専門学校をはじめ大学・大学院等において、心理学や臨床心理学の講義を行ってきました。

【授業への留意点・心構え】
　　心理学は、自分自身や他者を理解するための学問です。また、そうすることで、自分自身や他者といかにかかわるかを学ぶ学問です。
　　基本的に、講義（座学）形式で行いますが、学生の皆さんには、折に触れて資料を読んでもらうなり、意見等・声をあげてもらうなりしながら進めます。
　　つまり、毎回の授業でのやり取りそのものが、心理学の実践にほかならない、ということになります。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　　医療事務および歯科助手は、れっきとした対人援助職です。
　　皆さんが、現場で患者さん“その人そのもの”とかかわるために、聴くこと、知ること、考えること、想像し理解すること、そして実践することを身につけること
　が必要になります。

【科目目標（一般目標）】
　　人はそれぞれ多様な環境に置かれています。また、年齢によっても世代によっても、そして時代によっても、人の心理は変わってきます。心理学を学習する
　ことで、自分自身を理解し、他者を理解するための基礎を身に付けることを目標とします。

【使用教科書・教材・参考書】　特に指定しません。必要に応じて資料を配布します。また、適宜、参考文献を紹介します。

科目名 心理学
　　15　時間 　　　１単位 講師名 福井　博一

開講時期 　１年 前期　　　　金曜日　　　７時限
学科･学部



回 回

8

　 実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）
定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

中間試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）
　 実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）
中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　療養の給付（健康保険法）

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
療養の給付（現物給付）の仕組みを理解できる。
一部負担金（自己負担額）の計算方法を理解できる。
療養費として支給される例について理解できる。

6

【授業単元】　保険給付のしくみ（健康保険法）

14

【授業単元】  保険の給付制限　（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
保険給付の種類を理解できる。
現物給付と現金給付を区別できる。

【到達目標】
資格喪失後の給付について理解できる。
第三者行為による傷病等の流れを理解できる。

5

【授業単元】　保険医療機関及び保険医療養担当規則（健康保険法）

13

【授業単元】　妊娠、出産に関連する現金給付　（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
保険医療機関の主な療養担当規則を理解できる。
保険医の主な療養担当規則を理解できる。

【到達目標】
出産育児一時金の目的と受給条件を理解できる。
出産手当金の目的と受給条件を理解できる。

4

【授業単元】　保険医療機関及び保険医

12

【授業単元】　所得保障に関連する現金給付　（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
保険医療機関の開設許可について理解できる。
保険医療機関・保険医等の責務を理解できる。

【到達目標】
傷病手当金の目的を理解できる。
傷病手当金の受給条件を理解できる。

3

【授業単元】　健康保険法(本法の目的）

11

【授業単元】　その他の療養費の支給　（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
健康保険事業の設立、目的を理解できる。
保険者、被保険者・被扶養者を区別できる。

【到達目標】
訪問看護療養費の目的と支給内容を理解できる。
移送費の目的と支給内容を理解できる。
埋葬料、埋葬費の目的と支給内容を区別できる。

2

【授業単元】　医療保険各法

10

【授業単元】　高額療養費制度（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
医療保険の種類を理解できる。
医療保険各法の特徴を理解できる。

【到達目標】
高額療養費制度の目的と現物給付化について理解できる。
高額療養費の自己負担額の計算方法を理解できる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　わが国の社会保障制度と医療保険制度

9

【授業単元】　保険外併用療養費（健康保険法）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
社会保障制度の目的を理解できる。
医療保険制度の特徴を理解できる。

【到達目標】
評価療養の概要を理解できる。
患者申出療養の概要を理解できる。
選定療養の概要を理解できる。

医療事務IT学科　(医療事務・歯科助手）

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
医療に関与するすべての業務は、何らかの医療関連法規に基づき行われています。　この授業は、医療秘書又は医療事務に不可欠な関連法規を理解し、一般的
な医事業務を遂行できる技能を身につけることを目指します。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療秘書・医療事務職に不可欠な関連法規の基礎的知識に加えて、実務における一般的な業務を遂行できる技能を身につける。
医療事務系の資格取得を目指す目的において、医療保険制度の領域に対応できる。

【科目目標（一般目標）】
医療秘書・医療事務職に不可欠な関連法規の基礎的知識に加えて、実務における一般的な業務を遂行できる技能を身につけることができる。

【使用教科書・教材・参考書】
最新「医療関連法の完全知識 2022年版」 医学通信社

科目名 医療保険と関連法規Ⅰ
30 時間 2　単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 前期　　火　曜日　6　時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

7

【授業単元】　難病医療法
【授業形態】  講義
【到達目標】
難病医療法の概要を理解できる。
医療保険給付、公費負担と患者負担の割合を理解できる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　新型インフルエンザ対策特別措置法
【授業形態】  講義

【到達目標】
新型インフルエンザ対策特別措置法の概要を理解できる。
新型インフルエンザ対策特別措置法の一部改正（新型コロナ特別措置法）について理解できる。

6

【授業単元】　生活保護法
【授業形態】  講義

【到達目標】
生活保護法の概要を理解できる。
保護の種類と給付の範囲を理解できる。

3

【授業単元】　公費負担医療制度の概要
【授業形態】  講義
【到達目標】
公費負担医療制度の目的別に区別できる。
公費負担医療制度を費用別に区別できる。

4

【授業単元】　感染症予防法
【授業形態】  講義
【到達目標】
感染症予防法の概要を理解できる。
医療保険給付、公費負担と患者負担の割合を理解できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】　労働者災害補償保険法
【授業形態】  講義

【到達目標】
労働者災害補償保険法の仕組みを理解できる。
業務災害と通勤災害の適用を区別できる。

2

【授業単元】  自動車損害賠償保障法
【授業形態】  講義

【到達目標】
自動車保険の仕組みを理解できる。
自動車保険の請求手続きの方法を理解できる。

医療事務IT学科　（医療事務・歯科助手）

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
医療等を担当する医療機関は多くの制度と密接な関係があります。 医事業務にかかわるものにとって、取り扱う頻度が高いと考えられる法制度をとりあげ、
その目的や仕組みについて理解を深めます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医事業務において取り扱う頻度が高いと考えられる法制度について、一応の対応ができるように実践的な技能を身につけます。
医療事務系の資格取得を目指す目的において、医療保険制度の領域に対応できる。

【科目目標（一般目標）】
医事業務において取り扱う頻度が高いと考えられる法制度について、一応の対応ができるように実践的な技能を身につけることができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 医療保険と関連法規Ⅱ 15 時間 　　１　単位 講師名 川村好子

開講時期 1　年 後期　　　　火曜日　　　6時限
学科･学部



学科･コース 医療事務IT学科　（医療事務コース）　　

回

８ 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20 点満点）

毎回授業の最後に実施

定期試験（80 点満点）

筆記試験、レポートにて評価

６

【授業単元】発表＆就職準備

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

1分間スピーチ（自己評価、他者評価から自己分析）
検定試験について理解する

７

【授業単元】発表＆就職準備

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

1分間スピーチ（自己評価、他者評価から自己分析）
受験先を見つける

４

【授業単元】発表＆就職準備

【授業形態】講義＆ワーク

【到達目標】

1分間スピーチ（自己評価、他者評価から自己分析）
送付状の書き方

５

【授業単元】発表＆就職準備

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

1分間スピーチ（自己評価、他者評価から自己分析）
封筒の書き方

２

【授業単元】　計画

【授業形態】講義＆ワーク

【到達目標】

GWの課題（GWにやりたいことの計画を作成）
履歴書の履歴の書き方を理解する

３

【授業単元】発表＆就職準備

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

ゴールデンウィークの出来事の発表（オンラインでの話し方のチェック）
履歴書の履歴の書き方の理解と実践

【科目目標（一般目標）】　

人前で話すことに慣れ、自信をもって話せるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】
医療秘書技能検定実問題集3級

授　業　概　要

１

【授業単元】 お礼状の書き方

【授業形態】 講義

【到達目標】

お礼状の書き方を理解し実際に書けるようになる

【講師略歴】　 

滋慶学園講師３年、職員22年

【授業への心構え・留意点】

医療事務のスキルと知識だけでなく、社会人として大変重要なチームワーク力、社会人としてのマナー、また、自立する力を必要になります。１Ｑから基礎の積み
重ねの集大成として、また、社会に出たときに必要となるマナーになるので積極的に授業に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

社会人になり求められる力、社会人基礎力を授業を通じて学ぶ

科目名

キャリア教育講座Ⅰ
15時間 1単位 講師名 丸山　暢子

必修
開講時期 1年 前期　　木曜日　7時限



学科･コース 医療事務IT学科　　　

回

８ 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20 点満点）

毎回授業の最後に実施

定期試験（80 点満点）

筆記試験、レポートにて評価

６

【授業単元】社会人としてのマナー⑥

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

訪問・おもてなしのマナー

７

【授業単元】社会人としてのマナー⑦

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

年中行事とお付き合いのマナー

４

【授業単元】社会人としてのマナー④

【授業形態】講義＆ワーク

【到達目標】

結婚のマナー

５

【授業単元】社会人としてのマナー⑤

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

食事・お酒のマナー

２

【授業単元】　社会人としてのマナー②

【授業形態】講義＆ワーク

【到達目標】

贈り物とお返しのマナー

３

【授業単元】社会人としてのマナー③

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】

お悔みごとのマナー

【科目目標（一般目標）】　

社会人として「生きる力」を身につける。

【使用教科書・教材・参考書】
その都度資料配布

授　業　概　要

１

【授業単元】 社会人としてのマナー①

【授業形態】 講義＆ワーク

【到達目標】

税金保険について

【講師略歴】　 

滋慶学園講師３年、職員22年

【授業への心構え・留意点】

医療事務のスキルと知識だけでなく、社会人として大変重要なチームワーク力、社会人としてのマナー、また、自立する力を必要になります。１Ｑから基礎の積み
重ねの集大成として、また、社会に出たときに必要となるマナーになるので積極的に授業に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

仕事をスムーズに行うためのストレス発散法や人との付き合い方、社会人として必要なマナーなどを学ぶ

科目名 キャリア教育講座Ⅱ（医療事務コース）
キャリア教育講座（歯科助手コース）

15時間 1単位 講師名 丸山　暢子

必修
開講時期 1年 後期　　金曜日　6時限



回 回

8

　 実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）
定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

中間試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）
　 実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）
中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　薬剤部門　（副診療技術部門）

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
薬剤部門の役割を理解できる。
薬剤師法との関連性を理解できる。

6

【授業単元】　診療部門

14

【授業単元】　栄養・給食部門　（副診療技術部門）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
診療部門の位置づけと役割を理解できる。
医師法との関連性を理解できる。

【到達目標】
栄養・給食部門の役割を理解できる。
栄養士法との関連性を理解できる。

5

【授業単元】　医療に関する情報の提供

13

【授業単元】　リハビリテーション科　（副診療技術部門）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
医療機能情報提供制度、広告規制の見直しの目的を理解できる。
医療事故調査制度の目的を理解できる。

【到達目標】
それぞれの療法を区別できる。
それぞれの業務と各法との関連性を理解できる。

4

【授業単元】　医療提供体制の確保

12

【授業単元】　救急救命士　（副診療技術部門）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
医療計画に定める事項及び変更点を理解できる。
医療提供体制の将来像を理解できる。

【到達目標】
救急救命士の役割を理解できる。
救急救命士法との関連性を理解できる。

3

【授業単元】　医療機関の開設・管理等

11

【授業単元】　臨床検査科・臨床工学科　（副診療技術部門）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
病床種別を区別できる。
病床の違いによる人員配置や設備構造を理解できる。

【到達目標】
臨床検査技師の役割と各法との関連性を理解できる。
臨床工学技士の役割と臨床工学技士法との関連性を理解できる。

2

【授業単元】　医療提供施設

10

【授業単元】　診療放射線科　（副診療技術部門）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
病院と診療所の定義を区別し理解できる。
医療提供施設の種類を理解できる。

【到達目標】
診療放射線科の役割を理解できる。
診療放射線技師法との関連性を理解できる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　医療法

9

【授業単元】　看護部門

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
医療法の目的、医療提供の理念を理解できる。
医療法改正の変遷を理解できる。

【到達目標】
看護部門の役割を理解できる。
保健師助産師看護師法との関連性を理解できる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
医療機関の組織は、医療提供体制という枠組みの中で多くの専門職で構成されている。医療に関与するものにとって不可欠な知識として、医療機関の定義や目
的、組織体制、各部門の役割等について理解を深めます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療法や医師法等の医療関連法規に基づき、医療機関の定義や目的、組織体制、各部門の役割等について理解を深めます。
医療事務系の資格取得を目指す目的において、医療関連各法の一部領域に対応できる。

【科目目標（一般目標）】
医療法や医師法等の医療関連法規に基づき、医療機関の定義や目的、組織体制、各部門の役割等について理解を深めることができる。

【使用教科書・教材・参考書】
最新「医療関連法の完全知識 2022年版」 医学通信社

科目名 医療機関の組織運営Ⅰ
30 時間 2　単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 前期　　火　曜日　7　時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

7

【授業単元】　地域包括ケアシステム
【授業形態】  講義
【到達目標】
地域医療連携の必要性を理解できる。
地域包括ケアシステムの仕組みを理解できる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　チーム医療
【授業形態】  講義

【到達目標】
多職種連携の目的について理解できる。
連携を行うためのコミュニケーション能力の重要性を理解できる。

6

【授業単元】　社会保障改革プログラム法
【授業形態】  講義

【到達目標】
少子高齢化の現状を理解できる。
社会保障改革プログラム法の目的を理解できる。

3

【授業単元】　事務部門（医療支援系）
【授業形態】　講義
【到達目標】
医療支援系の各課を区別できる。
医療支援系の各課の役割を理解できる。

4

【授業単元】　病院経営管理
【授業形態】　講義
【到達目標】
病院経営の特徴を理解できる。
病院経営におけるリスクマネジメントの意味を理解できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】　病院組織の基本形態
【授業形態】　講義

【到達目標】
病院組織の概念図を理解できる。
組織の基本原則を理解できる。

2

【授業単元】　事務部門（運営管理系）
【授業形態】　講義
【到達目標】
運営管理系の各課を区別できる。
運営管理系の各課の役割を理解できる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
病院組織における多職種連携による働き方や業務プロセスの改善には、チーム一丸となって取り組むという姿勢が大切です。この授業では、マネジメント能
力が求められる病院経営管理と事務部門の役割、地域医療連携の方策について理解を深めます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療事務職においてもマネジメント能力が求められるという視点に立ち、病院経営管理、地域医療連携の方策について理解を深めます。

【科目目標（一般目標）】
医療事務職においてもマネジメント能力が求められるという視点に立ち、病院経営管理、地域医療連携の方策について理解を深めることができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 医療機関の組織運営Ⅱ 15 時間 1 単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 後期　　火　曜日　7　時限
学科･学部



回 回
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　 実施方法：第1回～7回の内容を踏まえた選択肢もしくは〇×の問題として出題

定期試験（60点満点）

　 実施方法：前期全体の内容を踏まえ（特に第９～13回の内容に重点をおく）、選択肢もしくは〇×の問題として出題

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：第２～６回、９～13回の10回で各４点の小テストを実施。合計点数を1/4にして算出。

中間試験（30点満点）

7

【授業単元】　第4章　消化器系

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
主な消化器疾患について知る

6

【授業単元】　第４章　消化器系

14

【授業単元】　前期のまとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
消化器系についての知識を得て、かつ理解する

【到達目標】
前期の内容を整理し、定期試験に備える

5

【授業単元】　第３章　呼吸器系

13

【授業単元】　第７・８章　神経系・自律神経系

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
主な呼吸器疾患について知る

【到達目標】
神経系・自律神経系についての知識を得て、かつ理解する

4

【授業単元】　第３章　呼吸器系

12

【授業単元】　第７・８章　神経系・自律神経系

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
呼吸器系についての知識を得て、かつ理解する

【到達目標】
神経系・自律神経系についての知識を得て、かつ理解する

3

【授業単元】　第２章　循環器系

11

【授業単元】　第６章　血液・免疫系

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
主な循環器疾患について知る

【到達目標】
・血液・免疫系についての知識を得て、かつ理解する
・主な血液・免疫系疾患について知る

2

【授業単元】　第２章　循環器系

10

【授業単元】　第５章　腎・尿路系（泌尿器系）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
循環器系についての知識を得て、かつ理解する

【到達目標】
主な腎・尿路系疾患について知る

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　第1章　人体の基本知識

9

【授業単元】　第５章　腎・尿路系（泌尿器系）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・医学知識の基本である人体について、その表現や構成要素について理解する
・人体の各構成要素の機能の概要を知る

【到達目標】
腎・尿路系（いわゆる泌尿器系）についての知識を得て、かつ理解する

医療事務IT学科 

【講師略歴】
保有資格：歯科医師。　歯学部卒業後、大学院基礎研究科(衛生学）にて博士(歯学）を取得。歯科医院において、口腔衛生学会の認定医としての貢献のあり様を模
索しつつ歯科医業に従事

【授業への心構え・留意点】
医療事務関係の職に必要な知識を短期間で身に着けることは決して楽ではありません。講義内容において不明な点は速やかに解決し、正確な知識となるよう心が
けましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
時代の変遷と共に、医療事務（医療秘書）職に要求される知識や能力が高くなっている。社会に貢献できる医療事務(秘書)職として、医学に関する基礎知識を身に
着けることが必要である。

【科目目標（一般目標）】
前期では教科書の2/3に相当する部分に関する知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】　　教科書；「なるほど なっとく！解剖生理学」　多久和典子・多久和陽 著　　南山堂、　それに追加してプリント配布(PDFデータ）

科目名 医学知識Ⅰ
30 時間 2単位 講師名 大竹　千生

開講時期 1年 前期　　金曜日　6時限
学科･学部



回

8

小テスト（40点満点）
実施方法：第１～5回で各８点の小テストを実施する

定期試験（60点満点）
実施方法：後期全体の内容を踏まえ、選択肢および〇×問題、穴埋め問題等で実施

7

【授業単元】　後期のまとめ
【授業形態】 講義　実習

【到達目標】
後期の内容について整理し、定期試験に向けて備える

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　第11章　生殖器系
【授業形態】 　講義

【到達目標】
生殖器系についての知識を得て、理解する

6

【授業単元】　第11章　生殖器系
【授業形態】 講義　実習

【到達目標】
生殖器系および染色体異常の疾患について知る

3

【授業単元】 　第10章　運動器系
【授業形態】 　講義

【到達目標】
運動器系についての知識を得て、理解する

4

【授業単元】　第10章　運動器系
【授業形態】 　講義

【到達目標】
運動器系の疾患について知る

授　業　概　要

1

【授業単元】 　第７・８章　神経系・自律神経系
【授業形態】 　講義

【到達目標】
神経系・自律神経系の主な疾患について知る

2

【授業単元】　第９章　感覚器系
【授業形態】 　講義

【到達目標】
感覚器系についての知識を得て、理解し、また、感覚器の主な疾患について知る

　　　　　　　　医療事務IT科　 部

【講師略歴】
保有資格：歯科医師。　歯学部卒業後、大学院基礎研究科(衛生学）にて博士(歯学）を取得。歯科医院において、口腔衛生学会の認定医としての貢献のあり様を模
索しつつ歯科医業に従事

【授業への心構え・留意点】
前期に引き続き、医療事務関係の職に必要な知識を身に着けるため、講義内容において不明な点は速やかに解決し、正確な知識となるよう心がけましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
時代の変遷と共に、医療事務（医療秘書）職に要求される知識や能力が高くなっている。社会に貢献できる医療事務(秘書)職として、医学に関する基礎知識を身に
着けることが必要である。

【科目目標（一般目標）】
後期では教科書の1/3に相当する部分に関する知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】　教科書；「なるほど なっとく！解剖生理学」　多久和典子・多久和陽 著　　南山堂、　それに追加してプリント配布(PDFデータ）

科目名 医学知識Ⅱ
15 時間 1 単位 講師名 大竹　千生

開講時期 1　年 後期　　　　金曜日　　　6時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

１５ 38

　 実施方法：筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験

中間試験 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験（30点満点）

13
14

【授業単元】　検査・病理診断

35
36
37

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・生体検査、病理診断における点数算定の考え方を習得し、
  カルテにもとづく点数算定ができる

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

11
12

【授業単元】　検査

33
34

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・検体検査における点数算定の考え方を習得し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

9
10

【授業単元】　画像診断
29
30
31
32

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・画像診断における点数算定の考え方を習得し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

7
8

【授業単元】　レセプト作成
25
26
27
28

【授業単元】　リハビリテーション・精神科専門療法・在宅医療

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・レセプトの上書き部分の記載方法を習得する
・レセプト作成手順を習得する

【到達目標】
・リハビリテーション、精神科専門療法、在宅医療における点数
  算定の考え方を習得し、カルテにもとづく点数算定ができる

5
6

【授業単元】　注射・医学管理
21
22
23
24

【授業単元】　手術・輸血・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・注射・医学管理における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる
・主病が「特定疾患」の患者に対する算定について説明できる

【到達目標】
・手術、輸血、麻酔における点数算定の考え方を習得し、
  カルテにもとづく点数算定ができる

3
4

【授業単元】　再診・投薬・医学管理等

19
20

【授業単元】　医学管理・処置

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・再診における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく点数算定ができる
・診療報酬請求における薬の分類について説明できる
・薬剤情報提供料について説明できる

【到達目標】
・処置・医学管理における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1
2

【授業単元】　初診・再診

16
17
18

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・初診、再診における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・画像診断、検査、手術、麻酔のレセプト記載方法を習得する

医療事務ＩＴ学科（医療事務コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（検定試験、小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参考できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえその業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
医科点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、事務技能認定試験の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】
診療点数早見表（医学通信社）、医科 カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション）

科目名 診療報酬請求事務Ⅰ
７５時間 　５単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 前期　　月曜日６・７時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

１５ 30

　 実施方法：筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験

中間試験 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験（30点満点）

13
14

【授業単元】　レセプト作成

28
29

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・入院料のレセプト記載方法を習得する

【到達目標】
・入院カルテから入院レセプトを作成する

11
12

【授業単元】　レセプト作成

26
27

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・入院料のレセプト記載方法を習得する

【到達目標】
・入院カルテから入院レセプトを作成する

9
10

【授業単元】　入院

24
25

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・一般病棟入院基本料の計算ができる
・入院時食事療養費の算定ができる

【到達目標】
・入院カルテから入院レセプトを作成する

7
8

【授業単元】　入院

22
23

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・一般病棟入院基本料の計算ができる

【到達目標】
・入院カルテから入院レセプトを作成する

5
6

【授業単元】　レセプト作成

20
21

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・画像診断、検査、手術、麻酔のレセプト記載方法を習得する

【到達目標】
・入院カルテから入院レセプトを作成する

3
4

【授業単元】　手術・輸血・麻酔

18
19

【授業単元】　入院

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・手術、輸血、麻酔における点数算定の考え方を習得し、
  カルテにもとづく点数算定ができる

【到達目標】
・外来時の算定と相違部分（医学管理）の算定ができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1
2

【授業単元】　処置

16
17

【授業単元】　入院

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・処置における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・外来時の算定と相違部分（投薬・注射・検査など）の算定ができる

医療事務ＩＴ学科（医療事務コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（検定試験、小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参考できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえその業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
医科点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、事務技能認定試験の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】
診療点数早見表（医学通信社）、医科 カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション）

科目名 診療報酬請求事務Ⅱ
６０時間 　４単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 後期　　木曜日６・７時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

23

　 実施方法：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験

13
14

【授業単元】　過去問題演習 【授業単元】

【授業形態】　演習 【授業形態】

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】

11
12

【授業単元】　過去問題演習 【授業単元】

【授業形態】　演習 【授業形態】

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】

9
10

【授業単元】　過去問題演習 【授業単元】

【授業形態】　演習 【授業形態】

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】

7
8

【授業単元】　過去問題演習

21
22

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

5
6

【授業単元】　過去問題演習

19
20

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

3
4

【授業単元】　過去問題演習

17
18

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

授　業　概　要 授　業　概　要

1
2

【授業単元】　過去問題演習

15
16

【授業単元】　過去問題演習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

【到達目標】
・医療事務技能認定試験の過去問題を行い、試験問題の
  傾向を習得する

医療事務ＩＴ学科（医療事務コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（検定試験、小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参考できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえその業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
医科点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、事務技能認定試験の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】
診療点数早見表（医学通信社）、医科 カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション）

科目名 診療報酬請求事務Ⅲ
４５時間 　３単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 後期　　曜日は変則６・７時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

8

定期試験（80点満点）

　 実施方法：実技試験

　定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）
　 実施方法：実技試験
復習試験
　 実施方法：

6

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習

【到達目標】
・処置、手術、麻酔の入力方法を習得する

7

【授業単元】　リハビリテーション、精神科専門療法

【授業形態】　演習

【到達目標】
・リハビリテーション、精神科専門療法の入力方法を習得する

4

【授業単元】　検査

【授業形態】　演習

【到達目標】
・検体検査の入力方法を習得する

5

【授業単元】　検査

【授業形態】　演習

【到達目標】
・生体検査、病理診断の入力方法を習得する

2

【授業単元】　注射・医学管理

【授業形態】　演習

【到達目標】
・注射、医学管理の入力方法を習得する

3

【授業単元】　画像診断

【授業形態】　演習

【到達目標】
・画像診断の入力方法を習得する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　患者登録・診療内容入力

【授業形態】　演習

【到達目標】
・患者情報、傷病名、初診料、再診料の入力方法を習得する
・内服薬、屯服薬、外用薬の入力方法を習得する
・医学管理の入力方法を習得する

医療事務ＩＴ学科（医療事務コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
診療報酬請求事務演習授業の理解が正しい入力へとつながるので、診療報酬請求事務演習の授業資料は必ず持参する。
入力結果の正解は1つなので、解答確認の時間を大切にし、間違ったところをしっかり理解する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場において、レセプト作成・請求における医療事務OA操作スキルは必要不可欠であることを踏まえ、その業務にも直結する内容や演習を
本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
医事コンピュータを使用して、正しい外来レセプトを作成することを習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
診療点数早見表（医学通信社）、医科 カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション）

科目名 医事コンピュータⅠ
１５時間 　１単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 前期　集中
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

15

　 実施方法：
定期試験（60点満点）

　 実施方法：実技試験

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）
　 実施方法：実技試験
復習試験

7

【授業単元】　入院

14

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・入院料、入院時食事療養費の入力方法を習得する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

6

【授業単元】　外来入力

13

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

5

【授業単元】　外来入力

12

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

4

【授業単元】　外来入力

11

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

3

【授業単元】　外来入力

10

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

2

【授業単元】　外来入力

9

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　外来入力

8

【授業単元】　入院入力

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・外来カルテからレセプトを作成する

【到達目標】
・入院カルテからレセプトを作成する

医療事務ＩＴ学科（医療事務コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
診療報酬請求事務演習授業の理解が正しい入力へとつながるので、診療報酬請求事務演習の授業資料は必ず持参する。
入力結果の正解は1つなので、解答確認の時間を大切にし、間違ったところをしっかり理解する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場において、レセプト作成・請求における医療事務OA操作スキルは必要不可欠であることを踏まえ、その業務にも直結する内容や演習を
本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
医事コンピュータを使用して、正しい外来レセプトを作成することを習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
診療点数早見表（医学通信社）、医科 カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション）

科目名 医事コンピュータⅡ
30時間 2単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 後期　　月曜日６・７時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

7

【授業単元】　電子カルテシステムにおける各部門間のデータ共有
【授業形態】 講義　演習

【到達目標】
各種検査や画像診断のデータの取り込みができる。
検査結果報告や放射線科医による読影レポートを作成できる。

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　入力支援機能の活用
【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
各種テンプレートを活用し効率的な入力ができる。
シェーマ図を活用し解りやすいカルテを作成できる。

6

【授業単元】　オーダリングシステム
【授業形態】 講義　演習
【到達目標】
オーダリングシステムの意味を理解できる。
検査、画像、処方などのオーダー機能を活用できる。

3

【授業単元】　患者基本情報の入力
【授業形態】 講義、演習
【到達目標】
患者基礎情報や保険情報などを正確に入力できる。
問診票の内容を要約し、カルテに入力できる。

4

【授業単元】　診療経過記録（SOAP欄）の入力
【授業形態】 講義、演習
【到達目標】
SOAPのそれぞれの意味を理解できる。
診療における医師と患者の基本的なやりとりを、ＳＯＡＰに振分けて入力できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】　電子カルテシステムの概要
【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
診療録の電子化の流れを理解できる。
電子保存の3原則を理解できる。

2

【授業単元】　電子カルテシステムの基本的な機能
【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
電子カルテの画面構成と基本的な機能を理解できる。
IDやパスワードによる権限設定ができる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
電子カルテシステムとは、電子化された診療情報を保存・更新するシステムとオーダリングシステムをあわせもつシステムです。急速に進む医療情報システ
ムのIT化において、電子カルテシステムは中心的役割を担っています。この授業では、電子カルテシステムの仕組みを学習し、とりわけ医師事務作業補助者
において期待される代行入力に注目し、主に診療経過記録（SOAP欄）の入力によって電子カルテの基本的操作法を身につけます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
急速に進む医療情報システムのIT化と医師をはじめとする医療従事者の働き方改革の推進を受け、電子カルテの代行入力は医療業界の強いニーズのもと
増加傾向にあります。この授業では、電子カルテシステムの仕組みを学習し、主に診療経過記録（SOAP欄）の入力によって電子カルテの基本的操作法を身
につけます。

【科目目標（一般目標）】
患者基本情報や診療経過記録（SOAP欄）などの入力をとおして、電子カルテシステムの仕組みや基本的操作法を身につけることができる。
電子カルテシステムの特徴をとらえて、医療機関全体の情報システムの流れを理解することができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 電子カルテ 15 時間 1　単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 後期　　火　曜日　6　時限
学科･学部



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

7

【授業単元】　医療機関を取り巻く情報セキュリティ対策の現状
【授業形態】  講義
【到達目標】
医療機関を取り巻く情報セキュリティ対策の現状を理解できる。
医療機関における情報セキュリティインシデントとは何かについて理解できる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 　改定ガイドラインにおける電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方
【授業形態】  講義

【到達目標】
電子保存の要求事項を理解できる。
診療録及び診療諸記録の電子保存の取り扱いを区別できる。

6

【授業単元】　情報通信機器を用いた診療
【授業形態】  講義
【到達目標】
オンライン診療の流れを理解できる。
遠隔医療システムの導入状況を理解できる。

3

【授業単元】　個人情報の保護に関する法律
【授業形態】  講義

【到達目標】
個人情報の定義を理解できる。
法の概要を理解できる。

4

【授業単元】　医療分野の情報化の推進
【授業形態】  講義

【到達目標】
医療分野の情報化の現状を理解できる。
医療情報を取扱う際のガイドラインの目的を理解できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】　 医療情報とは
【授業形態】　講義

【到達目標】
ガイドラインにおける「医療情報」の定義を理解できる。
医療情報の安全を取り巻く環境の変化を理解できる。

2

【授業単元】　医療情報の取り扱いに関する法整備
【授業形態】  講義

【到達目標】
医療機関等の管理者の責任及び医療従事者の責務を区別できる。
医療法における医療に関する情報提供等(広告規制）を理解できる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
医療現場では、電子カルテシステムの導入、医療情報のデータベース化など、IT化が加速しており、今後は、医療事務であっても情報管理まで担うケースが
増えると予測されます。一方で、医療情報には患者の個人情報なども含まれることから、医療に関与するものはその取扱いに関する正しい知識が求められ
ます。　この授業では、医療情報に関するガイドラインを参考に、医療情報の取り扱いにおいて留意すべき点を学習し、正しく利用できるよう理解を深めます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療現場では、電子カルテシステムの導入、医療情報のデータベース化など、IT化が加速しています。今後は、医療事務であっても情報管理まで担うケース
が増えると予測されることを踏まえて、電子的な医療情報を取り扱う際の留意すべき点を学習し、正しく利用できるよう理解を深めます。

【科目目標（一般目標）】
医療情報の安全を取り巻く環境の変化を踏まえて、情報管理の重要性を身近なものとしてとらえることができる。
電子的な医療情報を正しく利用できるよう、取り扱う際の留意すべき点について理解を深めることができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 医療情報管理 15時間 1　単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 後期　　火　曜日　7　時限
学科･学部



回

8

GroupWorkでの話し合いや発表などの積極的な参加態度や最後の「発表会」の内容、振り返りレポートの内容をもって評価とする。

7
6/9

【授業単元】 講義から現場の仕事について考える

【授業形態】　講義
【到達目標】
講師：戸田中央医科グループ様
ご講演内容：学生自身が在学中に身につけるべき、社会人として、医療人としてのスキルやマインドに改めて気づくことができる、総まとめの時間とする。

【評価】小論文

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

5
5/2
6

【授業単元】 医療業界講義～医療業界で求められる力を知る②～

【授業形態】 講義
【到達目標】
医療機関で働いているスタッフから、医療機関で働く「身構え・気構え・心構え」について具体的に説明していただく。
医療機関で働くために必要な職業観や倫理観を知ることができる。

6
6/2

【授業単元】 振り返りワーク

【授業形態】　演習
【到達目標】
現在学んでいる科目が実際の仕事にどのように生かせるのかを知る。個人ワーク及びグループワークで得られた考えを共有するために、
指定されたワークシートの作成をおこなう。

3
5/1
2

【授業単元】 医療業界講義～医療事務のレジリエンス力～

【授業形態】 講義・演習
【到達目標】
レジリエンス力について医療現場の実例を通して学習していく。社会にでると様々な困難や失敗に遭遇するが、それを上手く乗り越え折れない心を創り
出すことが出来るようになることを目的とする。また、診療報酬改定を例に上げ変化に「適応」する必要性を学び、幅広いGeneralistの視点も求められるこ
とを学ぶ。

4
5/1
9

【授業単元】 医療業界講義～医療業界で求められる力を知る①～

【授業形態】 講義
【到達目標】
医療機関で働いているスタッフから、実際現場で求められる力についての話を聞き、医療の仕事に必要なスキルやマインドを感じる。
医療機関で働く将来の自分の姿を想像し、これからの学習に目的を持つことができる。

授　業　概　要

1
4/2
1

【授業単元】 オリエンテーション

【授業形態】 講義・演習
【到達目標】
最終目標を「就職」に設定し、その為に必要なスキルを「考える力」および「レジリエンス力」とする。本講義、演習を通して「考える力とはなにか？」また考
えることを通して「問題解決手法」を身に付け、早期に就職先の目標設定と対策を行う。就職先選択に係る重要事項を「病床機能」とし、先ずは自ら調べ
ることを演習として実践し、発表も行うことで人前で話す機会を提供する。

2
4/2
8

【授業単元】 医療業界講義～医療事務の基礎的な学び～

【授業形態】 講義・演習
【到達目標】
医療事務の業務を理解し、習得すべき基本的なスキル・意識・知識を学ぶ。また、その中から、大切にすべきMindを知り、病院経営に寄与するSpecialist
となることが求められていることを理解する。医療現場ではノーライセンスである事務も有資格者である多職種と協働しなければならず臨床知識なども習
得しなければならず、その為には向上心などの意識が重要であることを学ぶ。

医療事務IT学科

【講師略歴】
病院、クリニック等の医療機関に勤務する方（または現場にスタッフを派遣する企業様など）に依頼予定。

【授業への心構え・留意点】
総合病院やクリニックなどの医療現場と連携して授業を実施します。
医療現場が求めることを身に付けるように努め、身に付けるべき知識やスキルを効果的に学ぶように意識してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療事務の資格取得だけでなく、常に医療の現場から学ぶ姿勢が大切です。
医療現場から学ぶことは、医療人として、または社会人として求められる働き方、それを実現するために必要なスキルやマインドを知ることにつながります。

【科目目標（一般目標）】
実務者である医療事務は、セルフマネジメントが大切であり、主体性、協調性、向上心をはじめとして、レジリエンス力が身についてる人材となっている（社会人
基礎力）必要がある。また医療人であることを一人ひとりがしっかりと認識し、成長を続けることができる人材となる（医療業界で求められる力）ことも求められ
る。そのために学び続け、その知識を利活用するスキルをもつことが大切である（医療事務の基礎的な学び）。

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ、スライド等　適宜使用

科目名 専門技術実践演習Ⅰ
15時間 1単位 講師名

山野邊 豊
戸田医科グループ

開講時期 前期
学科･学部



回

15

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

13
14

【授業単元】 　健康保険法に基づく指導・監査について
【授業形態】 　講義

【到達目標】
指導と監査の違いを区別できる。
指導・監査の実施状況を把握できる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

9
10

【授業単元】　レセプトチェック（特掲診療料）
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
特掲診療料の算定に係る留意事項を理解できる。
事例をもとに請求誤りや請求もれを点検できる。

11
12

【授業単元】　請求もれを防ぐために
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
事例をもとに請求もれの原因を把握できる。
診療部門との連携強化の重要性を理解できる。

5
6

【授業単元】　カルテ及びレセプトチェック（診療録の記載）
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
事例をもとに診療録（カルテ）の記載不備を把握できる。
事例をもとに傷病名の記載に関する留意事項を理解できる。

7
8

【授業単元】　レセプトチェック（基本診療料）
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
基本診療料の算定に係る留意事項を理解できる。
事例をもとに請求誤りや請求もれを点検できる。

授　業　概　要

1
2

【授業単元】　診療報酬に関する法規
【授業形態】  講義

【到達目標】
診療報酬の決め方を理解できる。
診療報酬算定に関する基準等（施設基準等）の概要を理解できる。

3
4

【授業単元】　審査の仕組み（社会保険診療報酬支払基金法）
【授業形態】  講義

【到達目標】
審査業務の目的を理解できる。
審査の流れ、審査基準を理解できる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
医事部門の役割は経営の一躍を担う重要な部門です。この授業では、医療事務の専門性がもっとも発揮される診療報酬請求業務に関連し、審査の仕組み・
基準などの実践的な内容に取組み、コスト意識をもつことの重要性について学びます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療事務の専門性がもっとも発揮される仕事が診療報酬請求業務です。病院やクリニックなどの保険医療機関は、健康保険組合、国民健康保険組合などに
対して診療費用を請求しなければなりません。保険収入は医療機関の大半を占めることから、その業務に携わる者として、コスト意識を身近なものとしてとら
えます。
【科目目標（一般目標）】
保険医療機関による収益構造を理解した上で、その業務に携わる者として、コスト意識をもつことの重要性を身近なものとしてとらえ、正しい診療報酬請求事
務ができるよう、留意すべき点や診療部門との連携の必要性について理解を深めることができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 専門技術実践演習Ⅱ 30時間 2 単位 講師名

開講時期 1　年 後期　(変則）　　　　曜日　　　時限
学科･学部



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

聴覚に障害を持った方への対応

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

外国人患者への対応

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

授業最後に実施

定期試験（80点満点）

筆記試験

13.14

個人情報の取り扱い/まとめ

講義・演習

個人情報・インフォームドコンセント

事例問題

定期試験

9.10

小児患者とその家族/外国人患者の対応

講義・演習

小児患者とそのご家族への対応

看護師関連知識

11.12

患者の心理/言葉使い

講義・演習

患者心理

敬語・言葉使い

5.6

クレーム対応について対応

講義・演習

クレーム対応について

7.8

障害を持った方の対応

講義・演習

視覚に障害を持った方への対応

身体の機能に障害を持つ方への対応

3.4

高齢者の対応/ご家族の対応

講義・演習

高齢者への対応

ご家族の対応

病院、クリニックには様々な患者様書きます。ホスピタリティマインドをもって対応することが求められます。

【科目目標（一般目標）】

どのような方にも分け隔てなく、ホスピタリティマインドをもって対応できる知識を身につけ、実践できるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】
医療従事者向け問題集（一般社団法人　接遇教育推進機構

授　業　概　要

1.2

ホスピタリティマインド

講義・演習

基本的な動作・身だしなみを理解する

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名
検定対策講座Ⅲ（医療事務コース）
検定対策講座Ⅳ（歯科助手コース）

15時間 １単位 講師名

必修
開講時期 1年 後期　　集中　6.7限



回

8

小テスト（20点満点）
実施方法：多岐選択式（問題文を読み選択肢の中から答えを選択）

定期試験（80点満点）
実施方法：筆記試験（実施要領は事前に周知します。）

7

【授業単元】 　DPCデータの活用事例
【授業形態】  講義・演習
【到達目標】
レセプトをもとに、コーディングデータとは何かについて理解できる。
事例をもとに、DPCデータの利用目的を知ることができる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】 　診療報酬額の算定
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
包括対象(包括評価部分）と包括対象外（出来高部分）を区別できる。

6

【授業単元】 　DPCレセプトの作成手順
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
記載要領の一般的事項を理解できる。
包括対象(包括評価部分）と包括対象外（出来高部分）を区別し記載できる。

3

【授業単元】　DPC/PDPS（診断群分類による入院1日あたりの包括支払い方式）の仕組み
【授業形態】  講義・演習
【到達目標】
医療機関別係数の内訳を理解できる。
包括入院料の仕組みを理解できる。

4

【授業単元】　包括入院料の算定
【授業形態】  講義・演習
【到達目標】
基礎的な包括入院料を計算できる。
医療機関別係数を含む、入院期間に応じた包括入院料を計算できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】 診療報酬の包括化（急性期入院医療におけるDPC制度の導入）
【授業形態】  講義

【到達目標】
急性期入院医療におけるDPC制度導入の目的、その背景を理解できる。
対象病院の基準、及び対象患者と対象外患者について区別できる。

2

【授業単元】　診断群分類区分の構成
【授業形態】  講義・演習

【到達目標】
傷病名決定までの流れを理解できる。
診断群分類区分番号決定までの流れを理解できる。

医療事務IT学科 

【講師略歴】
医療機関の医事課及び業務指導者として勤務（11年）、その後、診療報酬請求における精度調査及び分析等に携わる企業に勤務（10年）

【授業への心構え・留意点】
急性期入院医療を対象とする包括評価制度を導入する病院は段階的に拡大しており、入院業務においてDPC制度の知識は重要性が増しています。この授
業では、DPC制度の導入の経緯、包括評価の考え方、診療報酬額の算定の仕組みについて、事例や演習をとり入れて理解を深めます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
急性期病院における入院医療費は、これまでの出来高方式から定額報酬方式（包括評価制度）へと変更している現状を踏まえて、比較的規模の大きな病院
における入院業務に携わる者にとって、DPC制度の知識は不可欠です。

【科目目標（一般目標）】
急性期病院における入院医療は、これまでの出来高方式から定額報酬方式（包括評価制度）へと変更している現状を踏まえて、DPC制度の導入の経緯、包
括評価の考え方、診療報酬額の算定の仕組みについて、事例や演習により理解を深めることができる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 医療事務総合演習 15時間 1　単位 講師名 川村　好子

開講時期 1　年 後期　(変則）　　　　曜日　　　時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

30

　 実施方法：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験

13
14

【授業単元】　検査

28
29

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・検査における点数算定の考え方を習得し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

11
12

【授業単元】　医学管理

25
26
27

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医学管理における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

9
10

【授業単元】　医学管理

23
24

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・医学管理における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・歯冠修復における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

7
8

【授業単元】　画像診断

21
22

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・画像診断における点数算定の考え方を習得し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・歯冠修復における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

5
6

【授業単元】　注射

19
20

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・注射における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・処置・手術・麻酔における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

3
4

【授業単元】　投薬

17
18

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・診療報酬請求における薬の分類について説明できる
・薬剤情報提供料について説明できる

【到達目標】
・処置・手術・麻酔における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1
2

【授業単元】　初診・再診

15
16

【授業単元】　レセプト作成

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・初診、再診における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
  点数算定ができる

【到達目標】
・初診、再診、投薬、注射、画像診断、検査
  医学管理のレセプト記載方法を習得する

医療事務ＩＴ学科（歯科助手コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（検定試験、小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参考できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえその業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
歯科診療報酬点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、
医療事務技能認定試験の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】
歯科診療報酬点数表（社会保険研究所）

科目名 診療報酬請求事務Ⅰ
６０時間 　４単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 前期　　火曜日７時限、金曜日６時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回 回

23

　 実施方法：

定期試験（80 点満点）

　 実施方法：筆記試験

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20 点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験

7
8

【授業単元】　処置・手術・麻酔

21
22

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯周病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・欠損補綴における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

6

【授業単元】　処置・手術・麻酔

19
20

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・欠損補綴における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

5

【授業単元】　処置・手術・麻酔

17
18

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・欠損補綴における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

4

【授業単元】　処置・手術・麻酔

15
16

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・欠損補綴における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

3

【授業単元】　処置・手術・麻酔

13
14

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・歯周病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

2

【授業単元】　処置・手術・麻酔

11
12

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・歯周病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　処置・手術・麻酔

9
10

【授業単元】　処置・手術・麻酔

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・各種傷病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

【到達目標】
・歯周病における点数算定の考え方を理解し、カルテにもとづく
 点数算定ができる

医療事務ＩＴ学科（歯科助手コース）

保有資格：診療報酬請求事務能力認定試験、医療秘書技能検定、情報処理技術者試験第二種、初級システムアドミニストレータ
略　　　歴：2004年から保険医療機関において診療報酬請求業務に携わり、並行して社会人教育機関、専門学校において医療事務全般の講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（検定試験、小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参考できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえその業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
歯科診療報酬点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、
医療事務技能認定試験の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】
歯科診療報酬点数表（社会保険研究所）

科目名 診療報酬請求事務Ⅱ
45 時間 　３単位 講師名 塩原俊之

開講時期 １年 後期　　火曜日６・７時限、木曜日６・７時限
学科･学部



【講師略歴】　 

回

8

小テスト（40点満点）
実施方法：実技試験

定期試験（60点満点）
実施方法：実技試験

7

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習⑥

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。請求事務以外の機能を使えるようになる。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習④

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。システムを使用して実際のカルテを入力できる。

6

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習⑤

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。請求事務以外の機能について理解する。

3

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習②

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。システムの基本操作ができるようになる。

4

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習③

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。システムを使用して実際のカルテを入力できる。

授　業　概　要

1

【授業単元】　オリエンテーション

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で診療報酬請求がどのようにおこなわれているのか、また請求事務の電算システムの実際を理解する。

2

【授業単元】　歯科医事コンピュータ演習①

【授業形態】　演習

【到達目標】
歯科診療所で実際に使用されているシステムを体験する。システムの基本操作について理解する。

医療事務ＩＴ学科（歯科助手コース）

歯科事務の有資格者、または歯科事務で勤務経験のある講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参照出来るように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
IT化が進んでいる歯科医療現場においても、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえ、その業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
歯科診療所で使用されている医事コンピュータ、予約管理、カルテ管理等を含めた統合システムを実際に体験してみる。体験を通じて歯科での診療報酬請求や受
付、予約等の実際の流れをイメージできる。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 医事コンピュータ
１５時間 　１単位 講師名 非常勤講師

開講時期 １年 後期　　集中：10/25～28　6.7限
学科･学部



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 歯の解剖（歯の名称と方向用語）

【授業形態】

【到達目標】

・歯の部位と名称、方向用語について選択できる

【授業単元】 歯周組織

【授業形態】

【到達目標】

・歯の部位と名称、方向用語について選択できる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点×0.5=20点満点）

定期試験（80点満点）

7

口腔の2大疾患

講義・演習

・う蝕の成り立ちと略称について選択できる

・歯周病の成り立ちと略称について選択できる

・歯科臨床における記録方法をイメージできる

5
講義・演習

・歯の構造について漢字で書ける

・歯科臨床における記録方法をイメージできる

6
講義・演習

・歯周の構造について漢字で書ける

・歯科臨床における記録方法をイメージできる

4

口腔の構造

講義・演習

・口腔の各部位について漢字で書ける

・バキューム禁忌部位について選択できる

・歯科臨床における一般的な口腔構造の特徴についてイメージできる

3

消化

講義・演習

・消化器の部位について漢字で書ける

・嚥下について選択できる

・消化における口腔の役割についてイメージできる

・口腔と全身の関連についてイメージできる

2

循環

講義・演習

・体循環、肺循環に関連する語句を漢字で書ける

・バイタルサインについて選択できる

・歯科臨床における偶発症の対応についてイメージできる

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、歯科臨床の知識を得る。

【科目目標（一般目標）】

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、歯科臨床の知識を得る。

【使用教科書・教材・参考書】
おしごとハンドブック　クインテッセンス出版

授　業　概　要

1

人体の基本構造

講義・演習

・歯科臨床現場で常用される体の部位を漢字で書ける

・人体の基本構造について選択できる

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士
略歴：歯科衛生士として総合病院勤務を経て、訪問歯科診療に専従する。　2014年より歯科衛生士専任教員。多職種連携の現場経験より、それぞれのコデンタルが専門
性の汎用を図るべく「考える力」を身につける必要があると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では歯科臨床に必要な口腔の構造についての知識を知り、「デンタルアテンダント」認定資格を得るだけでなく、様々な歯科助手業務へつなげるための応用力を
身につけるためのワークを盛り込んでいます。有意義な授業としていくために次の3項目を念頭において授業に臨んでください。
1.参加する意識を持つ　　2.自分の意見を持つ　3.質問を活発にする

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯牙・口腔の基礎知識
15時間 1単位 講師名 星野　悠　

必修
開講時期 1年 月曜日　6限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 補綴治療（クラウン・ブリッジ）

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 補綴治療（義歯）

【授業形態】

【到達目標】

・咬合採得時の使用器具を列挙できる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

科目名

歯科臨床概論
15時間 1単位 講師名 星野　悠　

必修
開講時期 1年 月曜日 　7限

医療事務IT学科　歯科助手コース

保有資格：歯科衛生士
略歴：歯科衛生士として総合病院勤務を経て、訪問歯科診療に専従する。　2014年より歯科衛生士専任教員。多職種連携の現場経験より、それぞれのコデンタルが専門
性の汎用を図るべく「考える力」を身につける必要があると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では歯科臨床現場で行われる術式を知り、「デンタルアテンダント」認定資格を得るだけでなく、　様々な歯科助手業務へつなげるための応用力を身につけるため
のワークを盛り込んでいます。有意義な授業としていくために次の3項目を念頭において授業に臨んでください。
1.参加する意識を持つ　　2.自分の意見を持つ　3.質問を活発にする

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、歯科臨床の知識を得る。

【科目目標（一般目標）】

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、歯科臨床の知識を得る。

【使用教科書・教材・参考書】
おしごとハンドブック　クインテッセンス出版

授　業　概　要

1

う蝕の成り立ちと治療法（修復治療）

講義・演習

・う蝕の原因の3要素を列挙できる

・切削器具を選択できる

・修復治療についてイメージできる

2

う蝕の成り立ちと治療法（歯内療法）

講義・演習

・う蝕の段階を選択できる

・リーマー、ファイルの規格を列挙できる

・歯内療法時のチェアサイドアシスタントワークについてイメージできる

3

歯周病の成り立ちと治療法（歯周治療）

講義・演習

・歯周を構成する組織を列挙できる

・歯肉炎と歯周炎について選択できる

・歯周治療時のチェアサイドアシスタントワーについてイメージできる

4

歯科麻酔と口腔外科治療

講義・演習

・歯科麻酔の種類について列挙できる

・抜歯術について選択

・口腔外科治療時のチェアサイドアシスタントワーについてイメージできる

定期試験

5
講義・演習

・印象採得、歯科模型の種類について列挙できる

・固定性補綴物の種類について選択できる

・補綴治療時のチェアサイドアシスタントワーについてイメージできる

6
講義・演習

・義歯の種類について選択できる

・補綴治療時のチェアサイドアシスタントワーについてイメージできる

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点×0.5=20点満点）

定期試験（80点満点）

7

まとめ

講義・演習

・歯科臨床現場での記録に必要な略称を列挙できる

・歯科臨床のチェアサイドアシスタントワークに必要な知識をまとめることができる



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

11.12

歯科麻酔と口腔外科治療のチェアサイドアシスタントワーク

講義・演習

・歯科麻酔・抜歯術時の使用器具について列挙できる

・抜歯術時のチェアサイドアシスタントワークを実践できる

13.14

補綴治療時のチェアサイドアシスタントワーク

講義・演習

・補綴治療時の使用器具について列挙できる

・補綴治療時のチェアサイドアシスタントワークを実践できる

7.8

歯科材料の基礎知識と取り扱い（セメント）

講義・演習

・各種合着材、接着材、仮封材の特徴、使用用途について選択できる

・基本的なセメント練和を実践できる

9.10

修復治療・歯内療法時のチェアサイドアシスタントワーク

講義・演習

・修復治療・歯内療法時の使用器具について列挙できる

・修復治療・歯内療法時のチェアサイドアシスタントワークを実践できる

5.6

歯科材料の基礎知識と取り扱い（印象材・模型材）

講義・演習

・各種印象材の特徴、使用用途について選択できる

・アルジネート印象材の取り扱いを実践できる

・歯科模型材の特徴、使用用途について選択できる

・歯科用石膏の取り扱いを実践できる

・スタンダードプレコーションについて実践できる

・感染リスクに応じた器具の消毒・滅菌を実践できる

3.4

歯科診療室の設備と共同動作

講義・演習

・医療廃棄物の取り扱いについて選択できる

・歯科診療室の設備について列挙できる

・歯科用チェアユニットの操作を実践できる

・ライティング、バキューム操作が実践できる

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、チェアサイドアシスタントワーク手技を習得する。

【科目目標（一般目標）】

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、チェアサイドアシスタントワーク手技を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
歯科診療補助論　医歯薬出版

授　業　概　要

1.2

医療安全と感染予防

講義・演習

・歯科診療補助の法的範囲について選択できる

・感染経路および感染予防の原則について列挙できる

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士
略歴：歯科衛生士として総合病院勤務を経て、訪問歯科診療に専従する。　2014年より歯科衛生士専任教員。多職種連携の現場経験より、それぞれのコデンタルが専門
性の汎用を図るべく「考える力」を身につける必要があると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では歯科臨床現場で必要な手技の獲得だけでなく、　様々な歯科助手業務へつなげるための応用力を身につけるためのワークを盛り込んでいます。有意義な授
業としていくために次の3項目を念頭において授業に臨んでください。
1.気持ちの良い挨拶をする　　2.忘れ物をしない　3.身だしなみを整える

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

デンタルアシスタント演習Ⅰ
30時間 2単位 講師名 星野　悠　

必修
開講時期 1年 木曜日　6.7限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

13.14

「デンタルアテンダント検定」解説

講義・演習

・デンタルアテンダント検定の自己採点ができる

・デンタルアテンダント検定を振り返り、今後の学習計画が立てられる

定期試験

9.10

「デンタルアテンダント検定」直前講習

講義・演習

・口腔の記録に必要な名称・略称を記述できる。

・う蝕および歯周病のメカニズムについて説明できる

11.12

「デンタルアテンダント検定」直前講習

講義・演習

・「保存治療」「歯内治療」「歯周治療」「補綴治療」「外科治療」の術式について選択できる

・「保存治療」「歯内治療」「歯周治療」「補綴治療」「外科治療」に使用する器具の名称・使用用途・特徴について選択できる

・各種合着材・接着材の取り扱いを実践できる

7.8

仮封封材の取り扱い

講義・演習

・各種仮封材の特徴、使用用途について選択できる

・酸化亜鉛ユージノールセメントにおいて物性を発揮する練和ができる

・各種仮封材の取り扱いを実戦できる

3.4

模型材の取り扱い

講義・演習

・各種模型材の特徴、使用用途、取り扱いについて選択できる

・各種印象体（片顎アルジネート、全顎アルジネート、片顎シリコーン）への模型材の注入が実践できる。

5.6

合着材・接着材の取り扱い

講義・演習

・各種合着材・接着材の特徴、使用用途、取扱いについて選択できる

・基本のセメントにおいて物性を発揮する練和ができる

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、チェアサイドアシスタントワーク手技を習得する。

【科目目標（一般目標）】

「デンタルアテンダント」認定資格取得に必要な、チェアサイドアシスタントワーク手技を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
歯科診療補助論　医歯薬出版

授　業　概　要

1.2

各種印象材の取り扱い

講義・演習

・各種印象材の特徴、使用用途、取扱いについて選択できる

・各種印象材（寒天アルジネート連合印象・シリコーン連合印象・酸化亜鉛ユージノール印象）の取り扱いを実践できる

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士
略歴：歯科衛生士として総合病院勤務を経て、訪問歯科診療に専従する。　2014年より歯科衛生士専任教員。多職種連携の現場経験より、それぞれのコデンタルが専門
性の汎用を図るべく「考える力」を身につける必要があると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では歯科臨床現場で必要な手技の獲得だけでなく、　様々な歯科助手業務へつなげるための応用力を身につけるためのワークを盛り込んでいます。有意義な授
業としていくために次の3項目を念頭において授業に臨んでください。
1.気持ちの良い挨拶をする　　2.忘れ物をしない　3.身だしなみを整える

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

デンタルアシスタント演習Ⅱ
30時間 2単位 講師名 星野　悠　

必修
開講時期 1年 前期　　月曜日　6.7限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

11.12

服薬と全身管理

講義・演習

・各種薬物の服薬について説明できる

・服薬と基礎疾患の関連について選択できる

13.14

デンタルアテンダントまとめ

講義・演習

・実際に「トリートメントコーディネーター」として活躍される方による講演を聴講し自身のキャリアについて思案できる

・就職活動に必要な「身構え・気構え・心構え」をみにつける

7.8

エックス線撮影のチェアサイドアシスタント

講義・演習

・エックス線撮影時のセットアップ及び現像ができる

・エックス線画像の読影ができる

9.10

配慮が必要な患者の対応

講義・演習

・バイタルサインの測定を実戦できる

・配慮が必要な患者の誘導および介助を実戦できる

5.6

補綴治療時のチェアサイドアシスタント

講義・演習

・In修復の際のチェアサイドアシスタントワークができる

・Br治療の際のチェアサイドアシスタントワークができる

・FD作成の際のチェアサイドアシスタントワークができる

・補綴治療時に使用する器材の特徴及び使用用途について選択できる

・直接修復時に使用する器材の特徴及び使用用途について選択できる

3.4

歯内療法時のチェアサイドアシスタント

講義・演習

・麻抜の際のチェアサイドアシスタントワークができる

・RCTの際のチェアサイドアシスタントワークができる

・RCFの際のチェアサイドアシスタントワークができる

・歯内治療時に使用する器材の特徴及び使用用途について選択できる

「デンタルアテンダント」認定資格取得後に臨地実習に必要な「身構え・気構え・心構え」を身に付ける

【科目目標（一般目標）】

「デンタルアテンダント」認定資格取得後に臨地実習に必要な「身構え・気構え・心構え」を身に付ける

【使用教科書・教材・参考書】
歯科診療補助論　医歯薬出版
おしごとハンドブック　クインテッセンス出版

授　業　概　要

1.2

直接修復時（コンポジットレジン・グラスアイオノマー）のチェアサイドアシスタント

講義・演習

・CRの際のチェアサイドアシスタントワークができる

エックス線撮影のチェアサイドアシスタント

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士
略歴：歯科衛生士として総合病院勤務を経て、訪問歯科診療に専従する。　2014年より歯科衛生士専任教員。多職種連携の現場経験より、それぞれのコデンタルが専門
性の汎用を図るべく「考える力」を身につける必要があると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では歯科臨床現場で必要な手技の獲得だけでなく、　様々な歯科助手業務へつなげるための応用力を身につけるためのワークを盛り込んでいます。有意義な授
業としていくために次の3項目を念頭において授業に臨んでください。
1.気持ちの良い挨拶をする　　2.忘れ物をしない　3.身だしなみを整える

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

デンタルアテンダント演習
30時間 2単位 講師名 星野　悠　

必修
開講時期 1年 後期　　木曜日　6.7限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

6/23（木）

6/30（木）

7/7（木）

7/14（木）

7/28（木）

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

実習で学んだこと、これからの課題などを不振り返り、シートにまとめる

面談の実施

１０：００～１７：００

１０：００～１７：００

１０：００～１７：００

実習後教育

実習前教育

実習中の注意事項

実習ノートの書き方

実習で学ぶ内容を理解

接遇マナー

【科目目標（一般目標）】

受付業者理解
サービス接遇を実践で学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

受付業務と接遇実践

演習

受付業務を理解する

接客接遇のマナーを実践する

医療事務IT学科（歯科助手コース）

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

実際の現場で受付の仕事の内容を理解し、実践して学ぶ

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

受付実践演習
30時間 2単位 講師名

必修
開講時期 1年 前期　　集中



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8/29（月）

9/5（月）

9/12（月）

9/19（月）

9/26（月）

10/3

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

実習後教育

振り返りを行い、課題を発見する

次回の目標を設定する

10:00～17:00

10:00～17:00

10:00～17:00

10:00～17:00

実習前教育

治療の内容と器具の取り扱いのの復習

接遇法の振り返り

実習ノートの書き方

目標設定

治療器具、材料と治療

【科目目標（一般目標）】

歯科助手の仕事理解
実際の現場を通じて学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

歯科助手の仕事の理解

演習

歯科助手の役割と仕事内容を理解する

接客接遇のマナーを実践する

医療事務IT学科（歯科助手コース）

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

その日の目標を明確にし、振り返りの実施と課題を発見することができる
亜割のスタッフの行動や会話を「なぜ」の気持ちをもって見たり聞いたりする。又不明点は積極的に聞く。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科助手実践演習
30時間 2単位 講師名

必修
開講時期 1年 後期　　集中



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

10/10（月）

10/24（月）

10/31（月）

11/7（月）

11/14（月）

11/28（月）

12/5

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）

実習後教育

実習での振り返りシートの作成

実習後面談の実施

1日6時間

1日6時間

1日6時間

1日6時間

1日6時間

実習前教育

実習書類作成

挨拶訪問

実習中の注意事項

実習ノートの書き方

接遇マナー・治療内容に正しい器具の準備・材料の理解と正しい取り扱い

【科目目標（一般目標）】

実際の現場で受付・患者様の接遇・助手の仕事を実践を通じて総合的に学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

受付業務と接遇実践

演習

受付業務を理解する

接客接遇のマナーを実践する

医療事務IT学科（歯科助手コース）

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

受付実践演習・歯科助手実践演習での振り返りで課題だったことを改善する。
患者さま、スタッフとのコミュニケーションをとれるよう、積極的に行動する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科助手総合演習
45時間 3単位 講師名

必修
開講時期 1年 後期　　集中



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

う蝕（虫歯）の進行と症状、治療方法

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

歯石除法（スケーリング・超音波による歯石除法の1例）

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

歯内療法（根の治療）

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

授業最後に実施

定期試験（80点満点）

筆記試験

13
14

検定試験対策

講義・演習

技工指示書の確認と使用単語、略号について

よく使用されるセメントについて　・　仮封用セメント、樹脂等

診療内容別準備

9
10

検定試験対策

講義・演習

う蝕や欠損部の処置と、補　物の種類、各部の名称（インレー修復・フルメタルクラウン修復・その他の冠、インレー・ブリッチ修復・義歯）

11
12

検定試験対策

講義・演習

外科処置　・　切除器具とバーの種類・使用する際の組み合わせ

印象採得から、石膏模型の作製まで

5
6

検定試験対策

講義・演習

歯牙、口腔の基礎知識

7
8

検定試験対策

講義・演習

歯科で用いる、各種レントゲンについて

浸潤麻酔　・　光重合CR

守秘義務について

3
4

検定試験対策

講義・演習

感染と、不潔域／清潔域　・　廃棄金属や医療廃棄物の処理

準備。清掃について／クリニック内で使用する、主な消毒液

ユニット（診療台）まわり／準備、清掃について／診療の流れと診療室内での注意点

検定試験合格に向け再確認する

【科目目標（一般目標）】

デンタルアテンダント検定試験の学科合格を目指す

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１
2

検定試験対策

講義・演習

受付の接遇とマナー

紹介状等の宛名及び休診、休暇のお知らせの書き方

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

検定合格に向けてはもちろんのこと、現場に出たときのことを想像しながら、なぜ、何のためにを意識しながら復習を行う

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

検定対策講座Ⅰ （歯科助手コース）
30時間 2単位 講師名

必修
開講時期 1年 前期　　集中　6.7限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

授業最後に実施

定期試験（80点満点）

検定試験内容に準じて試験実施

7

検定試験対策

演習

器具の名称が言える

目的、診療別のセットが理解できる

定期試験

5

検定試験対策

演習

セメント練和を1分以内で仕上げる

6

検定試験対策

演習

セメント練和を1分以内で仕上げる

3

検定試験対策

演習

石膏注入を3分以内で仕上げる

4

検定試験対策

演習

石膏注入を3分以内で仕上げる

2

検定試験対策

演習

アルジネート練和→印象　を2分以内に仕上げる

検定試験合格に向け再確認する

【科目目標（一般目標）】

デンタルアテンダント検定試験の筆記合格を目指す

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1

検定試験対策

演習

アルジネート練和→印象　を2分以内に仕上げる

医療事務IT学科　歯科助手コース

【講師略歴】

保有資格：
略歴：

【授業への心構え・留意点】　

検定合格に向けてはもちろんのこと、現場に出たときのことを想像しながら、なぜ、何のためにを意識しながら復習を行う

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

検定対策講座Ⅱ （歯科助手コース）
15時間 1単位 講師名

必修
開講時期 1年 前期　　集中　6.7限



【講師略歴】　 

回

8

小テスト（40点満点）
実施方法：筆記試験

定期試験（60点満点）
実施方法：筆記試験

7

【授業単元】　過去問題演習③
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科医療事務管理士の過去問題を行い、試験問題の傾向を理解する。

　定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

5

【授業単元】　過去問題演習①
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科医療事務管理士の過去問題を行い、試験問題の傾向を理解する。

6

【授業単元】　過去問題演習②
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科医療事務管理士の過去問題を行い、試験問題の傾向を理解する。

3

【授業単元】　診療報酬請求の基礎復習③
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科診療請求事務の基礎を振り返り、検定試験に対応できる解答力を養う。

4

【授業単元】　診療報酬請求の基礎復習④
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科診療請求事務の基礎を振り返り、検定試験に対応できる解答力を養う。

授　業　概　要

1
【授業単元】　診療報酬請求の基礎復習①
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科診療請求事務の基礎を振り返り、検定試験に対応できる解答力を養う。

2

【授業単元】　診療報酬請求の基礎復習②
【授業形態】　演習

【到達目標】
・歯科診療請求事務の基礎を振り返り、検定試験に対応できる解答力を養う。

医療事務ＩＴ学科（歯科助手コース）

歯科事務の有資格者または、歯科事務で勤務経験のある講師

【授業への心構え・留意点】
すべての試験（小テスト、定期試験）が資料持込可で実施されるので、毎回の授業資料をファイリングし、すぐに参照できるように工夫してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
歯科医療現場においては、診療報酬請求の知識・技術が重要であることを踏まえ、歯科診療所での業務にも直結する内容や演習を本授業では扱っていく。

【科目目標（一般目標）】
歯科点数表の内容を理解し、診療録（カルテ）にもとづいて、診療内容の算定を正しく作成する力を身につけ、歯科医療事務管理士の合格を目標とする。

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 検定対策講座3Ⅲ（歯科医療事務管理士）
１５時間 　１単位 講師名 非常勤講師

開講時期 １年 後期：11/22～25　6.7限
学科･学部


