
《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科

目

名
キャリア・サポート・プログラム

担

当

者

名

歌野裕子

学

科

医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科・福祉総合学科

学

年
１年

学

期
前期

単

位
２単位　(　３０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・個人ワークおよびグループワークを通して、自分自身のキャリアを考え、自らのキャリアを選択・決定する。

・自分の内的キャリアと外的キャリアに気づき、自己理解を深める。

・教材「未来ノート」を通して、社会で必要となるコミュニケーション力（ファシリテーション力、自ら考えアウトプットする力、仲間

にフィードバックをする力等）を養う。

・「社会人基礎力」を身につけ、就職試験で必要とされる実践的スキルを身につける。

実

務

経

験

・出版社/編集者（4年）

・商社/営業（10年）

・学校/広報（7年）

資

格

等

・キャリアコンサルタント

・職業教育・キャリア教育財団認定キャリアサポーター

・高等学校教諭一種免許状　・中学校教諭一種免許状　等

・成績評価は学則第21条によるが、再試験の対象はD評価（59点以下）の者とする。

・評価については、次の点を基準として総合的に行う。定期試験を行わないため総合評価となる。

①出席、時間管理、忘れ物　40％

②個人学習（事前課題、宿題、ワークシート、レポートなど）20％

③チーム学習（演習、ワークシート、発表など）20％

④その他（参画度、主体性、積極性、意欲、勤勉性など）20％

上記評価に関する留意点

①出席、時間管理、忘れ物

（雨天の場合も天気予報を事前に確認し、早めに家を出るなど、ダイヤの乱れ等を予測して行動し、遅刻をしないよう気を付けること）

（忘れ物は減点対象）

②個人学習

（宿題が出た場合、提出期限を過ぎての提出は未提出扱いとなる）

③チーム学習

（限られた時間を有効に使うため、自分の時間も他人の時間も大切にすること）

その他留意点

①ワークを通して知りえた個人情報は、今授業の中だけの宝物ものとし、教室外で話題にしたり、他人に話したりしないこと。

②自己開示する範囲は自分で決めること。話したくないことは無理に話さなくてよい。

未来ノート
キャリア・サポート

教材開発研究委員会

一般財団法人職業教育

・キャリア教育財団

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第２回 自己理解　①　「私の大切なもの探し」

第１回 チーム学習を進めるために「話し合いの意義」

第３回 自己理解　②　「私ってどんな人？」

第４回 自己理解　③　「自分を知る手がかり」

第５回 自己理解　④　「過去を振り返ろう」

第６回 自己理解　⑤　「なぜ働くの？」

第７回 ジョブカードを作成してみよう　①

第８回 ジョブカードを作成してみよう　②

第９回 就職活動を成功させるために

第１０回 履歴書／エントリーシート／作文／小論文の書き方

第１１回 面接の受け方

第１２回 ビジネスマナーについて　敬語表現の学習

第１３回 仕事理解　②　「ケーススタディで学ぶ実際の仕事」

第１４回 仕事選択～未来に向けて～「模擬店を出そう！」①、②

第１５回 仕事選択～未来に向けて～「未来ページ」　／　1年後の自分に向けての手紙

第１６回

第１７回

第１８回

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

第２５回

第２６回

第２７回

第２８回

第２９回

第３０回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

MOS Word 365&2019

対策テキスト＆問題集
FOM出版

30時間でマスター Office2019 実教出版

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

パソコンの習得には、積み上げ式学習が必須となるので、途中欠席すると授業についていけなくなります。

遅刻、欠席は厳禁です。

テキストは必ず毎回持参し、持参しない場合、授業姿勢などにより減点する場合があります。

課題提出は期限厳守とします。

検定試験前には、模擬試験などを使用して復習を必ず行い、不明点をなくすように努めることとします。

模擬試験の点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがあります。

課題：毎回授業内で実施し、講義内容が理解できているか評価（20％）

出席態度：出欠、授業態度を評価（20％）

定期試験：本科目の主要要項が正しく身についているか評価（60％）

成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

医療の現場を周りから支える企業人として必要なスキルアップを目指します。

ビジネス文書や簡単な表作成、院内POPの作成など実務に役立つ課題を中心に、実務レベルのスキルを

習得します。

また、MOS_Word2019の取得を目指します。

単

位
４単位　(　６０時間　　）

実

務

経

験

システム開発職（7年間）

企業、教育機関でのOfficeソフトの操作指導（10年間）

資

格

等

MCT2016、MOS2013,2016（Word,Excel)

科

目

名
パソコン演習Ⅰ

担

当

者

名

西木　智子

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 後期・定期試験　解説

第２９回 後期・定期試験

第２８回 MOS試験　直前対策

第２７回 MOS試験　直前対策

第２６回 Excel基礎　グラフの作成とデータベースの操作

第２５回 Excel基礎　数式と関数の基本知識とその活用方法

第２４回 Excel基礎　データ入力と表の作成

第２３回 MOS対策　模擬試験

第２２回 MOS対策　模擬試験

第２１回 MOS対策　模擬試験

第２０回 MOS対策　出題範囲6　文書の共同作業の管理

第１９回 MOS対策　出題範囲5　グラフィック要素の挿入と書式設定

第１８回 MOS対策　出題範囲5　グラフィック要素の挿入と書式設定

第１７回 MOS対策　出題範囲4　参考資料の作成と管理

第１６回 MOS対策　出題範囲3までの復習

第１５回 前期・定期試験　解説

第１４回 前期・定期試験

第１３回 MOS対策　出題範囲3　表やリストの管理

第１２回 MOS対策　出題範囲3　表やリストの管理

第１１回 MOS対策　出題範囲2　文字、段落、セクションの挿入と書式設定

第１０回 MOS対策　出題範囲2　文字、段落、セクションの挿入と書式設定

第９回 MOS対策　出題範囲1　文書の管理

第８回 MOS対策　出題範囲1　文書の管理

第７回 Word基礎　理解度試験・解説

第６回 基本操作と活用方法のまとめ（練習問題）

第５回 グラフィックスの利用（図形描画・クリップアート、ワードアート）

第４回 基本的な表の作成方法と編集方法について

第３回 Wordの文書作成の基本とレイアウト

第２回 Wordを使用した入力と書式設定

第１回 授業ガイダンス　パソコン操作の基本　キーボード入力の基本操作、文字入力の練習



《評価方法》

　

《履修上の留意点》

《使用教材》

受験対策と予想問題集 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ズ

診療報酬点数早見表 医学通信社

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

【配布資料の保管・整理等】

配布資料の整理方法については参考として基本的なまとめ方をお伝えしますが、実際は各自使いやすいようにファイルやノートにまとめてください。ま

た、他の授業の勉強計画もあると思いますので授業終了の都度ノートを整理する習慣をつけることをおすすめします。

【提出物】

単元ごとに理解度を測るための問題を解くことになります。空白のないよう取り組むことを基本とします。

【予習・復習】

・予習⇒新しい単元に入る前に勉強する範囲を伝えますので、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べましょう。

・復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行う（授業中、授業後）などし、理解に努めましょう。

【配布資料の保管・整理等】

理解度把握のために定期的に「まとめノート（ファイル）」を確認します。確認後改善策等を一緒に考えていきますので、次のノート確認までにきちんと取り組んでくださ

い。その取り組み度で評価します。

【提出物】

授業の中で問題を解き、解答解説を行います。その後、解答のみ提出してもらうので、基本的に期限はないですが、わからないところをそのままにしていないか、自分な

りに理解しようとしたかを評価します。欠席の場合は、補習後提出期限を設け上記内容と合わせ評価します。

【予習・復習】

予習復習を通して授業前後の取り組み度を評価します、後期はその評価に加え一年を通して調べる力がついたかを評価します。

【補習、その他】

・テストの点数や理解度が一定の基準に達しないと判断した場合、欠席の場合は、別途、補習を行うことがあります。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とします。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

【意義】

医療秘書の業務の中で医療事務の知識は電子カルテを読み込む上で必須のスキルとなります。

【ねらい】

医療事務の知識を診療情報管理士として活かせるよう現場のイメージができるような授業を行っていきます。

【到達目標】

検定の合格は勿論ですが、レセプト解答後、なぜ間違いなのか判断できるようになることが目標です。

単

位
２０単位　(　３００時間　）

実

務

経

験

医療機関にてクラーク（人間ドック・手術室・医局秘書）：6年

医師事務作業補助者（がん登録）：6年

講師歴：２年

資

格

等

医科医療事務技能者1級、医科診療報酬請求事務能力認定

医師事務作業補助者

院内がん登録実務（中級）

科

目

名
医科医療事務

担

当

者

名

金子　愛海

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 レセプト問題（検体検査）

第２９回 レセプト問題（手術）

第２８回 レセプト問題（処置）

第２７回 レセプト問題（注射）

第２６回 レセプト問題（投薬） ⑥

第２５回 レセプト作成演習

第２４回 画像（核、コンピュータ断層）

第２３回 画像（X線、加算）

第２２回 検査（生体）

第２１回 検査（生体） ⑤

第２０回 検査（検体）

第１９回 検査（検体）

第１８回 手術

第１７回 手術

第１６回 検体検査 ④

第１５回 手術（加算、年齢）

第１４回 手術

第１３回 処置（加算）

第１２回 処置

第１１回 注射の計算 ③

第１０回 注射の種類

第９回 投薬の計算

第８回 薬の種類

第７回 医学管理

第６回 医学管理 ②

第５回 医学管理

第４回 初診と再診、加算

第３回 診療項目、初診と再診

第２回 日本の保険制度、レセプトの上書きについて

第１回 オリエンテーション（授業の進め方）、勉強のコツ、診療情報管理士と医療事務の関係 ①



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第６０回 検定対策

第５９回 検定対策

第５８回 検定対策

第５７回 検定対策

第５６回 検定対策 ⑫

第５５回 検定対策

第５４回 検定対策

第５３回 レセプト問題（リハビリ）

第５２回 レセプト問題（200床以上の病院）

第５１回 レセプト問題（入院時間外） ⑪

第５０回 レセプト問題（検査）

第４９回 レセプト問題（手術、麻酔）

第４８回 レセプト問題（医学管理）

第４７回 レセプト問題（入院基本）

第４６回 レセプト作成演習 ⑩

第４５回 リハビリ

第４４回 麻酔

第４３回 入院の手術

第４２回 入院の画像診断

第４１回 入院の検査 ⑨

第４０回 入院の医学管理

第３９回 入院の投薬、注射

第３８回 入院時食事療養

第３７回 入院（加算）

第３６回 入院 　⑧

第３５回 検定対策

第３４回 検定対策

第３３回 検定対策

第３２回 レセプト問題（画像）

第３１回 レセプト問題（生体検査） ⑦



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第９０回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第８９回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第８８回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第８７回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第８６回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目） ③

第８５回 放射線治療

第８４回 リハビリテーション

第８３回 院外処方・処方箋料のレセプト

第８２回 院外処方・処方箋料

第８１回 麻酔 ②

第８０回 麻酔

第７９回 前期の復習レセプト

第７８回 前期の復習レセプト

第７７回 前期の復習レセプト

第７６回 前期の復習レセプト ①

第７５回 検定対策

第７４回 検定対策

第７３回 検定対策

第７２回 検定対策

第７１回 定期試験解答解説 ⑮

第７０回 前期定期試験

第６９回 定期試験対策

第６８回 検定対策

第６７回 検定対策

第６６回 検定対策 ⑭

第６５回 検定対策

第６４回 検定対策

第６３回 検定対策

第６２回 検定対策

第６１回 検定対策 ⑬



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第１２０回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題）

第１１９回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題）

第１１８回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題）

第１１７回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題）

第１１６回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題） ⑨

第１１５回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１１４回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１１３回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１１２回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１１１回 診療報酬に向けての対策問題（過去問） ⑧

第１１０回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１０９回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１０８回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１０７回 診療報酬に向けての対策問題（過去問）

第１０６回 診療報酬に向けての対策問題（過去問） ⑦

第１０５回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第１０４回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第１０３回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第１０２回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第１０１回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目） ⑥

第１００回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第９９回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第９８回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第９７回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目）

第９６回 レセプト問題（検定に向けて苦手な項目） ⑤

第９５回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第９４回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第９３回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第９２回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目）

第９１回 レセプト問題（検定に向けてよく出る項目） ④



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第１５０回 定期試験解答解説

第１４９回 質疑応答・ビデオ学習等

第１４８回 質疑応答・ビデオ学習等

第１４７回 質疑応答・ビデオ学習等

第１４６回 質疑応答・ビデオ学習等 ⑮

第１４５回 後期定期試験

第１４４回 後期定期試験

第１４３回 定期試験対策

第１４２回 定期試験対策

第１４１回 定期試験対策 ⑭

第１４０回 色々なレセプト

第１３９回 色々なレセプト

第１３８回 色々なレセプト

第１３７回 色々なレセプト

第１３６回 色々なレセプト ⑬

第１３５回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１３４回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１３３回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１３２回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１３１回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題） ⑫

第１３０回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２９回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２８回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２７回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２６回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題） ⑪

第１２５回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２４回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２３回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２２回 診療報酬に向けての対策問題（強化問題）

第１２１回 診療報酬に向けての対策問題（オリジナル問題） ⑩



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

医療秘書技能検定実問題集

（3級・2級）
寺田　智昭・井上肇 土屋書店

医療秘書教育全国協議会

試験委員会

臨床医学Ⅰ-内科 井上　肇 建帛社 医療秘書教育全国協議会

改訂　医療用語 井上肇・瀧本美也　共著 建帛社 医療秘書教育全国協議会

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業態度について　(予習・復習を行う、私語、居眠りをしない)

・小テストに学籍番号、氏名がない場合は減点対象にします

・配布資料の保管・整理等について　(時系列にファイリング、項目ごとに分類する)

・課題やレポート等の提出について　(期限の厳守など)

・予習並びに復習の具体的な内容についても記載。

※予習⇒次回の単元を目通しし、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べておくこと。

　復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行うなどし、理解に努めること。

※　補習(後期）成績が　テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

・出席状況

・授業態度

・忘れ物

・提出物の期限遵守

・グループワークでの積極性

・確認テスト（小テスト）

・定期試験

上記項目を総合的に評価し、単位認定とする。

・授業中の私語や忘れ物は減点します。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

【到達目標】

長期目標）多様化する医療の現場において、医療事務員職員に、チーム医療を担う一員として医療の質向上に貢献する人材

が求められる。医療に携わったとき、基礎的な臨床医学・医療用語が理解できることを目的とする。

（短期目標）

6月　医療秘書技能検定3級合格を目指す

11月医療秘書技能検定2級合格を目指す

次年度(6月）医療秘書技能検定準1級合格を目標とし、基礎医学の知識を身に着け、他の教科と関連づけて理解することを目

標とする。

【授業方法】

・教科書・医療技能秘書検定教科書を元に講義形式で行います。

・単元ごとに関連する解剖学をプリントし、医学・医療用語と関連づけて学習する。

・単元ごとに小テストを行い、理解できているかを把握する。

単

位
４単位(　６０時間　）

実

務

経

験

看護業務等（３５年）

資

格

等

看護師　(日本看護協会会員）

重症度・必要度評価研修終了認定者

看護管理研修終了認定者　骨粗鬆症学会員

科

目

名
医学総論

担

当

者

名

楠田　尚子

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

医療用語小テスト

過去問小テスト

第３０回 解答・解説

第２９回 後期・定期試験

第２８回 後期の振り返り・総括 小テスト

第２７回 産科・婦人科に関する医療用語

第２６回 感染症に関する医療用語

第２５回 感覚器系に関する医療用語

第２４回 整形外科に関する医療用語

第２２回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第２３回 中枢神経・末梢神経に関する医療用語 小テスト

第２０回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第２１回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第１８回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第１９回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第１６回 前期の振り返り　

第１７回 医療秘書検定対策（過去問題）医療用語　演習問題

第１５回 解答・解説

第１４回 前期定期試験

第１３回 総括　定期試験対策

第１２回 泌尿器に関する医療用語　　　　　　　　　　　解剖プリント（内分泌）　

第１１回 消化器に関する医療用語　　　　　　　　　　　解剖プリント（呼吸器）

第９回 循環器に関する医療用語　　　　　　　　　　　解剖プリント（肺・心臓）

第１０回 呼吸器に関する医療用語　　　　　　　　　　　解剖プリント（呼吸器）

第７回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント

第８回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント

第５回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント

第６回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント

第３回 臓器の名称と位置・英語表記

第４回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント

第２回 人体の名称・部位 小テスト

第１回 自己紹介・シラバス説明　授業の進め方、医学用語と医療用語の違い



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

ＰＣ用カルテ例題集 ケアアンドコミュニケーション

レセプト作成マニュアル集 医学通信社

診療点数早見表 医学通信社

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

診察時における医師と患者とのやり取りを元に作成した、カルテ形式問題を医療事務コンピュータや電子カルテシステムを操

作し作成する。

講義中は分からない部分は必ずその授業中や授業後に聞くこと。

また、理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

授業中の私語や受講態度などには厳しく対応し、理由のない遅刻や欠席は認めない。

授業時数の３分の２以上出席しない者は試験を受験することができない。

また、授業の進捗状況により、内容が前後する場合がある。

平常点・定期試験により評価

成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。

定期試験・課題　90％　定期試験や課題を総合的に評価する。

平常点　　　　　　10％　積極的な事業参加及び授業態度、出欠・早退・遅刻により総合的に評価する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

急速に進む医療情報システムのＩＴ化の中で、中心的役割を担うのが医療事務コンピュータや電子カルテである。

このシステムは、診療録等の診療情報を電子化し、自院の患者サービス、医療の質的向上や効率化、院内における患者情報

の共有と情報提供のため、 多くの医療機関で電子化が進んでいる。

医療に携わる者として、このシステムの操作概要を理解することは、必須なことである。

また、医科医療事務コンピュータ検定試験の全員合格を目標とする。

　・　医療事務コンピュータ検定　2級（1月）

単

位
４単位（　６０時間　）

実

務

経

験

病院勤務（急性期（救急含む）～慢性期）：２２年

（医事課長、総務部主任、薬剤部、中央材料室等）

資

格

等

診療情報管理士、DPC、がん登録初級、診療報酬

科

目

名
医療事務コンピュータ

担

当

者

名

平田　覚

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 解答解説 ㉚

第２９回 定期試験 ㉙

第２８回 医科医療事務コンピュータ検定(2級)対策③ ㉘

第２７回 医科医療事務コンピュータ検定(2級)対策② ㉗

第２６回 医科医療事務コンピュータ検定(2級)対策① ㉖

第２５回 外来レセプト演習 ㉕

第２４回 外来レセプト演習 ㉔

第２３回 外来レセプト演習 ㉓

第２２回 画像診断 ㉒

第２１回 検査 ㉑

第２０回 処置・手術 ⑳

第１９回 注射 ⑲

第１８回 投薬 ⑱

第１７回 患者登録、病名登録、初再診 ⑰

第１６回 医事コンピュータ概論 ⑯

第１５回 試験解答・解説 ⑮

第１４回 定期試験 ⑭

第１３回 電子カルテ演習 ⑬

第１２回 電子カルテ演習 ⑫

第１１回 電子カルテ演習 ⑪

第１０回 各種診断書作成 ⑩

第９回 電子カルテ演習 ⑨

第８回 電子カルテ演習 ⑧

第７回 電子カルテ演習 ⑦

第６回 検査・画像診断 ⑥

第５回 処方・注射 ⑤

第４回 電子カルテ、病名登録演習 ④

第３回 手書きのカルテ作成 ③

第２回 頭書き・SOAP演習 ②

第１回 電子カルテ概論 ①



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

医療秘書技能検定実問題集2級① 土屋書店

医療秘書技能検定実問題集3級① 土屋書店

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業中のスマホに触れること、私語、居眠り、他人への迷惑行為は慎んでください。

・課題の提出は、期限厳守です。

・配布資料や解いた問題は、時系列や項目ごとに分類し、ファイルなどで整理してください。

・復習を行い、授業の内容を理解するように心がけてください。それでも解決できないときは、質問するなどして、わからないま

まにしないように努めてください。

・テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがあります。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。

・成績評価は、平常点、小テストの結果にて総合的に評価します。

・平常点については、出席日数、授業態度、忘れ物、課題の提出状況を評価対象とします。居眠り、私語、スマホに触るなどの

授業に関係ない行為、忘れ物、提出物の遅れや未提出は、減点対象です。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・前期は、6月の医療秘書検定3級合格を目標とし、領域Ⅰの「医療機関の組織・運営」「医療関連法規」の基礎を学びます。

・後期は、11月の医療秘書検定2級合格を目標とし、「医療機関の組織・運営」「医療関連法規」について学びます。

・前期・後期で全15回の講義を行います。

単

位
２単位（３０時間）

実

務

経

験

医療機関で医療事務（12年間）

資

格

等

・診療報酬請求事務能力認定試験(医科)

・医療秘書実務能力検定2級

・診療情報管理士

科

目

名
医療秘書特講

担

当

者

名

舩原 芳美

学

科
医療秘書科・医療事務科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回

第２９回

第２８回

第２７回

第２６回

第２５回

第２４回

第２３回

第２２回

第２１回

第２０回

第１９回

第１８回

第１７回

第１６回

第１５回 過去問題

第１４回 過去問題

第１３回 過去問題

第１２回 過去問題

第１１回 療養の給付と窓口負担金

第１０回 保険の種別と保険制度

第９回 医療関連法規

第８回 病院の組織と管理

第７回 過去問題

第６回 過去問題

第５回 療養の給付の仕組み

第４回 組織内で用いる用語と意味

第３回 病院機能の特徴と届出

第２回 医療関連法規

第１回 医療の歴史



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

医療秘書技能検定実問題集

（3級・2級）
寺田　智昭・井上肇 土屋書店

医療秘書教育全国協議会

試験委員会

臨床医学Ⅰ-内科 井上　肇 建帛社 医療秘書教育全国協議会

改訂　医療用語 井上肇・瀧本美也　共著 建帛社 医療秘書教育全国協議会

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業態度について　(予習・復習を行う、私語、居眠りをしない)

・小テストに学籍番号、氏名がない場合は減点対象にします

・配布資料の保管・整理等について　(時系列にファイリング、項目ごとに分類する)

・課題やレポート等の提出について　(期限の厳守など)

・予習並びに復習の具体的な内容についても記載。

※予習⇒次回の単元を目通しし、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べておくこと。

　復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行うなどし、理解に努めること。

※　補習(後期）成績が　テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

・出席状況

・授業態度

・忘れ物

・提出物の期限遵守

・グループワークでの積極性

・確認テスト（小テスト）

・定期試験

上記項目を総合的に評価し、単位認定とする。

※授業中の私語や忘れ物は減点します。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

【到達目標】

長期目標）多様化する医療の現場において、医療事務員職員に、チーム医療を担う一員として医療の質向上に貢献する人材

が求められる。医療に携わったとき、基礎的な医療用語が理解できることを目的とする。

（短期目標）

6月　医療秘書技能検定3級合格を目指す

11月医療秘書技能検定2級合格を目指す

次年度(6月）医療秘書技能検定準1級合格を目標とし、基礎医学の知識を身に着け、他の教科と関連づけて理解することを目

標とする。

【授業方法】

・教科書・医療技能秘書検定教科書を元に講義形式で行います。

・単元ごとに関連する解剖学をプリントし、医療用語と関連づけて学習する。

・単元ごとに小テストを行い、理解できているかを把握する。

単

位
４単位(　６０時間　）

実

務

経

験

医療機関にてクラーク（人間ドック・手術室・医局秘書）：6年

医師事務作業補助者（がん登録）：6年

講師歴：２年

資

格

等

医科医療事務技能者1級、医科診療報酬請求事務能力認定

医師事務作業補助者

院内がん登録実務（中級）

科

目

名
医学用語

担

当

者

名

金子　愛海

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 解答・解説

第２９回 後期・定期試験

第２８回 総括　定期試験対策

第２７回 医療秘書検定準１級対策 過去問

第２６回 医療秘書検定準１級対策 過去問

第２５回 医療秘書検定準１級対策 過去問

第２４回 医療秘書検定準１級対策 過去問

第２３回 医療秘書検定準１級対策 過去問

第２２回 どれだけ医療用語が身についているか確認問題2

第２１回 医療秘書検定２級対策 過去問

第２０回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１９回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１８回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１７回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１６回 前期の振り返り　

第１５回 解答・解説

第１４回 前期定期試験

第１３回 総括　定期試験対策

第１２回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１１回 医療秘書検定２級対策 過去問

第１０回 どれだけ医療用語が身についているか確認問題1

第９回 医療事務検定で出やすい用語の復習

第８回 泌尿器・産婦人科に関する医療用語　/　図解プリント　/　略語ドリル 過去問

第７回 感覚器・脳神経に関する医療用語　/　図解プリント　/　略語ドリル 過去問

第６回 呼吸器・代謝内分泌・血液に関する医療用語　/　図解プリント　/　略語ドリル 過去問

第５回 消化器・循環器の名称と位置　/　図解プリント　/　略語ドリル 過去問

第４回 人体の名称・部位（骨含む）　/　図解プリント　/　略語ドリル 過去問

第３回 薬・検査（画像検査含む）に関する用語　/　略語ドリル

第２回 医療機関で使用する用語・感染症に関する用語　/　略語ドリル（略語の覚え方）

第１回 自己紹介・シラバス説明　授業の進め方、医学用語と医療用語の違い



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

医療事務実習の手引き 大友　達也 ヘルス・システム研究所

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・遅刻、欠席、忘れ物をしないこと。

・忘れ物をした際は、事前に申し出ること。

・提出物の期限は必ず守ること。

・授業中の私語や居眠りはもちろん、スマホに触れたり、周囲に迷惑をかける行為は慎むこと。

・何事にも積極的に発言、行動すること。

・出席状況

・授業態度

・忘れ物

・提出物の期限遵守

・グループワークでの積極性

・確認テスト（小テスト）

・定期試験

上記項目を総合的に評価し、単位認定とする。

・授業中の私語や忘れ物は減点。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・病院実習に向けての指導を行うだけでなく、その先の就職を見据えて一般教養等の知識を高めていくことを

　目的とする。

・11月に行われる研究発表会への準備も行い、積極性や協調性等の内面を磨くことも目標とする。

単

位
４単位(　６０時間　）

実

務

経

験

看護業務等（３５年）

資

格

等

看護師　(日本看護協会会員）

重症度・必要度評価研修終了認定者

看護管理研修終了認定者　骨粗鬆症学会員

科

目

名
教養演習Ⅰ

担

当

者

名

楠田　尚子

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 実習にむけての指導

第２９回 実習にむけての指導

第２８回 実習にむけての指導

第２７回 実習にむけての指導

第２６回 実習にむけての指導

第２５回 実習にむけての指導

第２４回 実習にむけての指導

第２２回 実習にむけての指導

第２３回 実習にむけての指導

第２０回 研究発表会準備

第２１回 実習にむけての指導

第１８回 研究発表会準備

第１９回 研究発表会準備

第１６回 研究発表会準備

第１７回 研究発表会準備

第１５回 研究発表会テーマ決め

第１４回 実習にむけての指導

第１３回 実習にむけての指導

第１２回 実習にむけての指導

第１１回 実習にむけての指導

第９回 実習にむけての指導

第１０回 実習にむけての指導

第７回 実習にむけての指導

第８回 実習にむけての指導

第５回 個人面談　＋　ワーク（一般教養等）

第６回 個人面談　＋　ワーク（一般教養等）

第３回 個人面談　＋　ワーク（一般教養等）

第４回 個人面談　＋　ワーク（一般教養等）

第２回 エゴグラム、自己分析

第１回 1年間のあり方と目標設定、学籍簿・キャリアシート記入、学則の補足等



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

手話奉仕員養成テキスト

「手話を学ぼう手話で話そう」

一般財団法人

全日本ろうあ連盟

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

わからない事があれば挙手をして質問をすること。

実技試験の成績と出席状況および授業態度

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

（授業内容）

手話検定取得を目指し、テキストに沿って指導する。

手話の基本文法を習得する。

（到達目標）

ろう者と日常的な会話ができる。

単

位
４単位　(　６０時間　）

実

務

経

験

・福岡市行政職手話講師

・専門学校手話講師

資

格

等

・手話通訳養成講座指導者

・手話奉仕員養成講座講師

科

目

名
手　話

担

当

者

名

上田　直子

学

科

福祉総合学科

診療情報管理科

医療秘書科　、　医療事務科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考
伝えあってみましょう
⼿や体の動きや表情を使って伝え合う。
名前を紹介しましょう
⾃分の名前を⽤いて⾊々な⽅法で表現する。あいさつを覚える。
家族を紹介しましょう
疑問詞「だれ」を使って会話する。
数を使って話しましょう
疑問詞「いつ」「いくつ」「いくら」を使って会話する。
趣味について話しましょう
⾝近な話題を会話する。⾝振り、表情を⼯夫する。
仕事について話しましょう
今までの学習を活かして⾃分を紹介する。
住所を紹介しましょう
⽬の前の空間の使い⽅を学ぶ。指さし、イメージを持って表現する。
一日のことを話しましょう
時の表し⽅を学ぶ。動詞の⼿話を覚える。
一か月のことを話しましょう
過去、現在、未来の表し⽅を学ぶ。
一年のことを話しましょう
季節、⽉、年の表し⽅を学ぶ。疑問詞「どちら」、「〜したい」を使って会話する。
パーティのことを話しましょう
⽇常⽣活の⾊々な場⾯での会話を学ぶ。
旅行のことを話しましょう
⽇常⽣活の⾊々な場⾯での会話を学ぶ。
日常生活の色々な場面での会話を学ぶ。
病院のことを話しましょう

表情豊かに、具体的に
①表情・強弱・速度
表情豊かに、具体的に
②具体的表現（様⼦や形）
表情豊かに、具体的に
③具体的表現（動き）
主語をわかりやすく
①位置・⽅向（⼀対⼀で）
主語をわかりやすく
②位置・⽅向（この場にいない第三者を含んで）
主語をわかりやすく
③役割の切り替え
主語をわかりやすく
④指さし
空間をうまく使いましょう
①左右・前後の空間活⽤
空間をうまく使いましょう
②上下空間・指さしと視線の活⽤
両手や指をうまく使いましょう
①同時性
両手や指をうまく使いましょう
②指の代理的表現

第３０回 ★まとめ・追試/再試

第２９回 ⼿話の読み取りテスト

第２８回 意味に合った⼿話

第２６回

第２７回 繰り返しの表現

第２４回

第２５回

第２２回

第２３回

第２０回

第２１回

第１８回

第１９回

第１６回

第１７回

第１５回 ★まとめ・追試/再試

第１４回 ⼿話の読み取りテスト

第１２回

第１３回

第１０回

第１１回

第８回

第９回

第６回

第７回

第４回

第５回

第２回

第３回

第１回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

受験対策と予想問題 医学通信社

基本法令テキストブック 社会保険研究所

医療保障制度 ソラスト

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・点数表を忘れると授業ができません。必ずもってくること！

・前半は　基礎を学習していくので　休みが多いとわからなくなってしまいます。体調管理に気を配りましょう。

・授業中は　携帯にさわらないこと！

・他の人の迷惑にならない授業態度を心掛けてください。

・教材の遅れ等により　授業内容が変更される場合ががあります。

・前期、後期に定期試験を行います。100点満点で　60点未満は追試試験となります。

・定期試験に　平常点を考慮し評価します。

・平常点は以下のとおりです。

　欠席・遅刻なしは加点あり。

　忘れ物は　2回以上で減点あり。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

医療事務の授業が実技問題（レセプト作成）を学ぶのに対し、この授業では学科問題を解くための学習を行っていきます。そ

のためには医療保険制度、健康保険法等の法律、点数算定の仕組みなど幅広い知識が必要となります。大事なことは　点数

表や教材をいかに使いこなせるようになるかです。

最終目標は　12月の診療報酬認定試験ですが（20問中　正解13問が合格ライン） まずは　6月の医療秘書検定3級及び医療

事務検定3級の合格を目指しましょう。

単

位
８単位 （１２０時間）

実

務

経

験

国民健康保険保険者点検２２年

資

格

等

診療報酬請求事務能力認定試験・医療事務検定１級

科

目

名
診療報酬研究

担

当

者

名

末道　恵美

学

科

医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 ・前期成績発表

第２９回 ・定期試験解答解説 ⑮

第２８回 ・前期試験②

第２７回 ・前期試験① ⑭

第２６回 ・健康保険法（保険外併用療養費・高額療養費）

第２５回 ・健康保険法（保険者・被保険者） ⑬

第２４回 ・療養担当規則（保険医）

第２３回 ・療養担当規則（保険医療機関） ⑫

第２２回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題）

第２１回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題） ⑪

第２０回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題）

第１９回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題） ⑩

第１８回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題）

第１７回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題） ⑨

第１６回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（過去問題）

第１５回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（その他） ⑧

第１４回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（医学管理等・在宅）

第１３回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（画像） ⑦

第１２回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（検査）

第１１回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（処置・手術） ⑥

第１０回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（注射）

第９回 ・点数表の使い方　（　インデックス　） ⑤

第８回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（投薬）

第７回 ・医療事務及び医療秘書検定（3級）学科対策（初診・再診） ④

第６回 ・医療保険制度　（まとめ）

第５回 ・医療保険制度（医療機関について） ③

第４回 ・医療保険制度　（給付割合と　患者負担）

第３回 ・医療保険制度　（給付の種類） ②

第２回 ・医療保険制度　（種類）

第１回
医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科
①



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

受験対策と予想問題 医学通信社

基本法令テキストブック 社会保険研究所

医療保障制度 ソラスト

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・点数表を忘れると授業ができません。必ずもってくること！

・前半は　基礎を学習していくので　休みが多いとわからなくなってしまいます。体調管理に気を配りましょう。

・授業中は　携帯にさわらないこと！

・他の人の迷惑にならない授業態度を心掛けてください。

・教材の遅れ等により　授業内容が変更される場合ががあります。

・前期、後期に定期試験を行います。100点満点で　60点未満は追試試験となります。

・定期試験に　平常点を考慮し評価します。

・平常点は以下のとおりです。

　欠席・遅刻なしは加点あり。

　忘れ物は　2回以上で減点あり。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

医療事務の授業が実技問題（レセプト作成）を学ぶのに対し、この授業では学科問題を解くための学習を行っていきます。そ

のためには医療保険制度、健康保険法等の法律、点数算定の仕組みなど幅広い知識が必要となります。大事なことは　点数

表や教材をいかに使いこなせるようになるかです。

最終目標は　12月の診療報酬認定試験ですが（20問中　正解13問が合格ライン） まずは　6月の医療秘書検定3級及び医療

事務検定3級の合格を目指しましょう。

単

位
８単位 （１２０時間）

実

務

経

験

国民健康保険保険者点検２２年

資

格

等

診療報酬請求事務能力認定試験・医療事務検定１級

科

目

名
診療報酬研究

担

当

者

名

末道　恵美

学

科

医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第６０回 ・後期成績発表

第５９回 ・定期試験解答解説 ⑮

第５８回 ・後期試験②

第５７回 ・後期試験① ⑭

第５６回 ・解答解説

第５５回 ・診療報酬認定試験過去問題 ⑬

第５４回 ・診療報酬認定試験過去問題

第５３回 ・医療関連法規 ⑫

第５２回 ・診療報酬認定試験過去問題

第５１回 ・医療関連法規 ⑪

第５０回 ・診療報酬認定試験過去問題

第４９回 ・療養担当規則 ⑩

第４８回 ・診療報酬認定試験過去問題

第４７回 ・直接関係ないサービス ⑨

第４６回 ・診療報酬認定試験過去問題

第４５回 ・医療秘書検定対策 ⑧

第４４回 ・診療報酬認定試験過去問題

第４３回 ・医療秘書検定対策 ⑦

第４２回 ・診療報酬認定試験過去問題

第４１回 ・医療秘書検定対策 ⑥

第４０回 ・介護保険制度

第３９回 ・医療秘書検定対策 ⑤

第３８回 ・医療法・医師法

第３７回 ・公費負担医療 ④

第３６回 ・公費負担医療

第３５回 ・食事療養費学科問題 ③

第３４回 ・国民健康保険・後期高齢者医療

第３３回 ・入院学科問題 ②

第３２回 ・被用者保険

第３１回
医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科
①



《評価方法》

《履修上の留意点》

　

《使用教材》

医療秘書技能検定実問題集

 ( 3級・2級 ①医療秘書実務 ）
寺田 智昭 ・ 井上 肇 土屋書店

医療秘書教育全国協議会

試験委員会

秘書検定2級 実問題集 公益財団法人実務技能検定協会 早稲田教育出版

秘書検定3級 パーフェクトマスター

秘書検定3級 実問題集
公益財団法人実務技能検定協会 早稲田教育出版

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

　　①時間を守る。約束事を守る。体調を管理する。社会人の心得として大切なことを学びます。授業の開始時間

       にはテキストと筆記用具を準備して自席につき、携帯電話はカバンの中にしまい、授業に臨んでください。

　　②授業には積極的に参加し、演習では、人の話しを良く聴き、自分の考えを言葉で伝えることを実践してください。

　　③授業の中で分からないことがあれば、そのままにせずに質問してください。

　　※授業内容・評価方法・履修上の留意点については、授業（オリエンテーション）の際にもお伝えします。

　　成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。

　　評価については、以下の総合評価とします。

　　①定期試験 （筆記）

　　②受講態度・出席状況

　　③確認小テスト・課題提出

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

　 　 多様化また複雑化する医療の現場において、医療事務職員にも、チーム医療の一端を担う一員として

　  コミュニケーション・スキルの一層の向上が求められています。このような状況の中で、より良い人間関係

　  の形成に必要なコミュニケーションの基礎知識を学びます。言葉遣い・話し方・態度・振る舞いなどの人柄

　  の要素を知識として学び、また、演習を通して身につけることを目的とします。

　  　 前期は、「医療秘書技能検定3級・秘書検定3級」　後期は、「医療秘書技能検定2級・秘書検定2級」

　　合格を目指します。

　  ※ 前期は、「医療コミュニケーション」 （診療情報管理科 1年）との合同授業です。

単

位
４単位　(　６０時間　）

実

務

経

験

 商社 総務兼支社長秘書　　食品会社 会長秘書

 大学院 秘書　 短大、医療専門学校 非常勤講師

+A10:H28A10:H32AA10:H31

資

格

等

 秘書検定１級、サービス接遇検定１級  等

 NTTユーザ協会 電話応対コンクール全国大会優秀賞 受賞

科

目

名
秘書学 

担

当

者

名

藤本　礼美

学

科
医療秘書科・医療事務科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 後期 定期試験　解答・解説

第２９回 後期 定期試験　

第２８回 総まとめ　定期試験対策

第２７回 検定試験対策④　　

第２６回 検定試験対策③　　

第２５回 検定試験対策②　　

第２４回 検定試験対策①　　

第２３回 技能 （会議）（文書，資料管理・職場管理）

第２２回 マナー・接遇４．（慶事・弔事・贈答）

第２１回 マナー・接遇３．（電話応対の基礎知識）

第２０回 マナー・接遇２．（敬語と接遇用語）

第１９回 マナー・接遇１．（人間関係と話し方、聞き方）

第１８回 職務知識（役割・機能・職務について）

第１７回 一般知識（社会常識・ビジネス用語）

第１６回 医療秘書技能検定3級①・秘書検定3級の復習

第１５回 前期 定期試験 解答・解説

第１４回 前期 定期試験　

第１３回 総まとめ  定期試験対策

第１２回 検定試験対策④　　

第１１回 検定試験対策③　　

第１０回 検定試験対策②　　

第９回 検定試験対策①　　

第８回 ５章　技能２．

第７回 ５章　技能１．

第６回 ４章　マナー・接遇２．

第５回 ４章　マナー・接遇１．

第４回 ３章　一般知識

第３回 ２章　職務知識

第２回 １章　必要とされる資質

第１回
オリエンテーション（学習目的・授業内容・評価方法・自己紹介 等）

第一印象の大切さ　挨拶・お辞儀・立ち方・座り方　（演習）



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業中の私語、居眠りは慎む。

・グループワーク、手遊びや製作等の実践の際にも、積極的に参加する。

・国家資格への挑戦となります。授業では、学習の仕方や子どもの世界、関わり方・事例等も紹介していくので、

それらを元に自分なりの工夫や自主学習も継続して、卒業年次で可能となる試験に挑戦してほしいと思います。

成績評価基準は学則第２１条によるが、再試験の対象は、D評価(５９点以上）の者とする。

出席日数・授業態度も考慮する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

　保育士資格の取得を目指し、乳幼児に関する基本的な知識を学ぶ。

　保育現場の子どもの様子や事例をもとに、乳幼児の心身の発達について考え、子どもの世界や特徴について

学ぶ。

　子どもへの理解や興味を深めることで、資格取得へのモチベーションを維持し、授業時間だけでは足りない部分を、自主的

に学べるようにする。

　保育士試験の過去問題を解くことで、問題の傾向や内容を知り、自身の学習方法を探る。

単

位
４単位（　６０時間　）

実

務

経

験

・幼稚園教諭（3年）

・専門学校職員（9年）

・保育士（７年）

資

格

等

・幼稚園教諭１種免許　　　　　　・保育士資格

・小学校教員免許

科

目

名
保育総合演習

担

当

者

名

福岡　千津子

学

科

医療秘書科・福祉総合学科

診療情報管理科

学

年
１・２・３年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 解答・解説

第２９回 後期試験

第２８回 保育実技　（読み聞かせとゲーム）

第２７回 保育実技　（音楽リズム遊び）

第２６回 保育実技　（絵画・製作）

第２５回 保育実習理論

第２４回 子どもの食と栄養

第２３回 子どもの保健

第２２回 保育の心理学

第２１回 社会福祉

第２０回 児童家庭福祉

第１９回 社会的養護

第１８回 教育原理

第１７回 保育原理

第１６回 子どもを取り巻く環境の変化

第１５回 解答・解説

第１４回 前期試験

第１３回 保育実技　（読み聞かせとわらべうた）

第１２回 保育実技　（音楽）

第１１回 保育実技　（製作）

第１０回 保育実習理論

第９回 子どもの食と栄養

第８回 子どもの保健

第７回 保育の心理学

第６回 社会福祉

第５回 児童家庭福祉

第４回 社会的養護

第３回 教育原理

第２回 保育原理

第１回 オリエンテーション　（自己紹介・授業内容の説明）



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

医療用語 井上肇・瀧本美也　共著 建帛社 医療秘書教育全国協議会

臨床医学Ⅰ-内科 井上　肇 建帛社 医療秘書教育全国協議会

検査・薬理学
井上肇・瀧本美也・

渡部雄一　共著
建帛社 医療秘書教育全国協議会

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業態度について　(予習・復習を行う、私語、居眠りをしない)

・小テストに学籍番号、氏名がない場合は減点対象にします

・配布資料の保管・整理等について　(時系列にファイリング、項目ごとに分類する)

・課題やレポート等の提出について　(期限の厳守など)

・予習並びに復習の具体的な内容についても記載。

※予習⇒次回の単元を目通しし、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べておくこと。

　復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行うなどし、理解に努めること。

※　補習(後期）成績が　テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

・出席状況

・授業態度

・忘れ物

・提出物の期限遵守

・グループワークでの積極性

・確認テスト（小テスト）

・定期試験

上記項目を総合的に評価し、単位認定とする。

・授業中の私語や忘れ物は減点します。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

【到達目標】

長期目標）多様化する医療の現場において、医療事務員職員に、チーム医療を担う一員として医療の質向上に貢献する人材

が求められる。医療に携わったとき、基礎的な臨床医学・薬理学が理解できる。

（短期目標）

6月　医療秘書技能検定3級合格を目指す

11月医療秘書技能検定2級合格を目指す

【授業方法】

・教科書・医療技能秘書検定教科書を元に講義形式で行います。

・単元ごとに関連する疾患と関連づけて薬理学を学習する。

・単元ごとに小テストを行い、理解できているかを把握する。

単

位
４単位(　６０時間　）

実

務

経

験

看護業務等（３５年）

資

格

等

看護師　(日本看護協会会員）

重症度・必要度評価研修終了認定者

看護管理研修終了認定者　骨粗鬆症学会員

科

目

名
薬理学

担

当

者

名

楠田　尚子

学

科
医療秘書科

学

年
１年

学

期
通年



《授業計画》

授業内容・課題 備考

薬理学とは　医薬品とは

薬物の形状と効能

薬物動態

薬物の吸収と排泄

第３０回 解答・解説

第２９回 後期・定期試験

第２８回 後期の振り返り・総括 小テスト

第２７回 悪性腫瘍の薬剤と注意事項

第２６回 感染症の薬剤と注意事項

第２５回 呼吸器系の薬剤と注意事項

第２４回 循環器系の薬剤と注意事項

第２３回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第２２回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第２１回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第２０回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第１９回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第１８回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第１７回 医療秘書検定対策（過去問題）　演習問題 小テスト

第１６回 前期の振り返り　 小テスト

第１５回 解答・解説

第１４回 前期定期試験

第１３回 総括　定期試験対策

第１２回 配合禁忌、飲み合わせの悪い薬物と食品、嗜好品

第１１回 薬理作用

第９回 小テスト

第１０回

第８回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント 小テスト

第７回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント 小テスト

第６回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント 小テスト

第５回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント 小テスト

第４回 医療秘書検定対策３級（過去問題）医療用語　演習問題　解剖プリント 小テスト

第３回 臓器の名称と位置 小テスト

第２回 人体の名称・部位 小テスト

第１回 医療秘書科1年



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

改定　検査・薬理学 医療秘書教育全国協議会 建帛社 医療秘書医学シリーズ

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

◆教科書及び要点をまとめた前回までの配布資料は整理し必ず持参する事。

◆聞き流すだけではなく、しっかり聴講し、わからない事、疑問に思う事は質問し自分自身が納得して覚える事。

◆小テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は別途補習を行う事があります。

・出席状況

・定期試験

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。

・小テスト

・授業態度（積極的な発言・発表は評価、授業中の私語・居眠り、忘れ物は減点対象とする）

上記項目を総合的に評価し単位認定とする。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

◆教科書を中心に臨床検査とは何か、医療の中での位置付け、必要性を学習する。

◆スライド学習。要点をプリントにまとめて準備配布します。

◆数多い検査項目の中でも、一般的によく使われる項目・略語を含め、検査項目と疾患との関連性など習得する。

◆医療に携わる一員として臨床検査の基本的知識を身につけ検定試験合格・資格取得を目標とする。

単

位
４単位（　６０時間　）

実

務

経

験

病院の臨床検査職（46年間）

検体検査・生理機能検査全般

人間ドック、健診業務

資

格

等

臨床検査技師（臨床検査科　科長）

科

目

名
臨床検査学　

担

当

者

名

原田　美知子

学

科

医療事務科・医療秘書科

診療情報管理科

学

年
１年

学

期
前期



《授業計画》

授業内容・課題 備考

第３０回 定期試験　解答・解説

第２９回 総括

第２８回 定期試験

第２７回 第10章　生理機能検査　　その他の生理機能検査

第２６回 第10章　生理機能検査　　脳波・筋電図 小テスト

第２５回 第8章　病理組織学的検査・細胞診検査

第２４回 第7章　微生物検査 小テスト

第２３回 第6章　輸血検査

第２２回 第5章　免疫学的検査　　自己免疫疾患

第２１回 第5章　免疫学的検査　　性感染症

第２０回 第5章　免疫学的検査　　ウイルス感染症・アレルギー検査 小テスト

第１９回 第5章　免疫学的検査　　ウイルス感染症

第１８回 第5章　免疫学的検査　　感染症基礎・感染症の免疫学的検査

第１７回 第4章　生化学的検査　　腫瘍マーカー

第１６回 第9章　遺伝子・染色体検査 小テスト

第１５回 第4章　生化学的検査　　ホルモン（内分泌）検査

第１４回 第10章　生理機能検査　　循環機能検査・呼吸機能検査

第１３回 第10章　生理機能検査　　基礎・循環機能検査

第１２回 第4章　生化学的検査　　無機質・酸塩基平衡・特殊タンパク 小テスト

第１１回 第4章　生化学的検査　　酵素・ビリルビン

第１０回 第4章　生化学的検査　　血清脂肪成分 小テスト

第９回 第4章　生化学的検査　　糖質とその代謝関連物質

第８回 第4章　生化学的検査　　蛋白成分・非蛋白性質素成分

第７回 第3章　血液検査　　血液凝固検査・その他の血液関連検査

第６回 第3章　血液検査　　血液一般検査・血液像 小テスト

第５回 第3章　血液検査　　血液一般検査

第４回 第2章　一般検査　　尿沈渣・糞便検査・髄液検査

第３回 第2章　一般検査　　尿検査（タンパク・糖・潜血）

第２回 第2章　一般検査　　尿検査

第１回 シラバス説明（授業内容・評価方法・授業計画）　　第1章　検査の基礎知識


