








































授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅲ（院内オリエンテーション）①

2 現場実習Ⅲ（院内オリエンテーション）②

3 現場実習Ⅲ（初診受付）①

4 現場実習Ⅲ（初診受付）②

5 現場実習Ⅲ（初診受付）③

6 現場実習Ⅲ（初診受付）④

7 現場実習Ⅲ（初診受付）⑤

8 現場実習Ⅲ（再診受付）①

9 現場実習Ⅲ（再診受付）②

10 現場実習Ⅲ（再診受付）③

11 現場実習Ⅲ（再診受付）④

12 現場実習Ⅲ（再診受付）⑤

13 現場実習Ⅲ（入退院受付）①

14 現場実習Ⅲ（入退院受付）②

15 現場実習Ⅲ（入退院受付）③

16 現場実習Ⅲ（入退院受付）④

17 現場実習Ⅲ（入退院受付）⑤

18 現場実習Ⅲ（医事課業務）①

19 現場実習Ⅲ（医事課業務）②

20 現場実習Ⅲ（医事課業務）③

21 現場実習Ⅲ（医事課業務）④

22 現場実習Ⅲ（医事課業務）⑤

23 現場実習Ⅲ（医事課業務）⑥

24 現場実習Ⅲ（医事課業務）⑦

25 現場実習Ⅲ（医事課業務）⑧

26 現場実習Ⅲ（診療報酬請求、医事コンピュータ）①

27 現場実習Ⅲ（診療報酬請求、医事コンピュータ）②

28 現場実習Ⅲ（診療報酬請求、医事コンピュータ）③

29 現場実習Ⅲ（診療報酬請求、医事コンピュータ）④

30 現場実習Ⅲ（診療報酬請求、医事コンピュータ）⑤

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅲ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価する

前期

必修

実習

６０時間

３０コマ

総合病院等で医療事務員として必要な行動を学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

病院内での医療事務員の役割を理解し、業務を遂行する

実習日誌

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ



授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅳ（初・再診受付）①

2 現場実習Ⅳ（初・再診受付）②

3 現場実習Ⅳ（初・再診受付）③

4 現場実習Ⅳ（初・再診受付）④

5 現場実習Ⅳ（初・再診受付）⑤

6 現場実習Ⅳ（医事課業務）①

7 現場実習Ⅳ（医事課業務）②

8 現場実習Ⅳ（医事課業務）③

9 現場実習Ⅳ（医事課業務）④

10 現場実習Ⅳ（医事課業務）⑤

11 現場実習Ⅳ（外来クラーク）①

12 現場実習Ⅳ（外来クラーク）②

13 現場実習Ⅳ（外来クラーク）③

14 現場実習Ⅳ（外来クラーク）④

15 現場実習Ⅳ（外来クラーク）⑤

16 現場実習Ⅳ（外来クラーク）⑥

17 現場実習Ⅳ（外来クラーク）⑦

18 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）①

19 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）②

20 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）③

21 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）④

22 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）⑤

23 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）⑥

24 現場実習Ⅳ（病棟クラーク）⑦

25 現場実習Ⅳ（看護助手）①

26 現場実習Ⅳ（看護助手）②

27 現場実習Ⅳ（看護助手）③

28 現場実習Ⅳ（看護助手）④

29 現場実習Ⅳ（看護助手）⑤

30 現場実習Ⅳ（看護助手）⑥

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅳ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価する

前期

必修

実習

６０時間

３０コマ

総合病院等で医療事務員として必要な行動、態度、技術を学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

病院内での医療事務員の業務内容を理解し、自ら行動する

実習日誌

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ



























































































授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅴ（初・再診受付）①

2 現場実習Ⅴ（初・再診受付）②

3 現場実習Ⅴ（初・再診受付）③

4 現場実習Ⅴ（初・再診受付）④

5 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑤

6 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑥

7 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑦

8 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑧

9 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑨

10 現場実習Ⅴ（初・再診受付）⑩

11 現場実習Ⅴ（外来クラーク）①

12 現場実習Ⅴ（外来クラーク）②

13 現場実習Ⅴ（外来クラーク）③

14 現場実習Ⅴ（外来クラーク）④

15 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑤

16 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑥

17 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑦

18 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑧

19 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑨

20 現場実習Ⅴ（外来クラーク）⑩

21 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）①

22 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）②

23 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）③

24 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）④

25 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑤

26 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑥

27 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑦

28 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑧

29 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑨

30 現場実習Ⅴ（病棟クラーク）⑩

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅴ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価

後期

選択

実習

６０時間

３０コマ

保険医療機関内の組織、それぞれの役割、業務内容を学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

他職種の業務を理解し、自らの業務を遂行する

実習報告書・勤務報告書

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ



授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅵ（初・再診受付）①

2 現場実習Ⅵ（初・再診受付）②

3 現場実習Ⅵ（初・再診受付）③

4 現場実習Ⅵ（初・再診受付）④

5 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑤

6 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑥

7 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑦

8 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑧

9 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑨

10 現場実習Ⅵ（初・再診受付）⑩

11 現場実習Ⅵ（入院受付）①

12 現場実習Ⅵ（入院受付）②

13 現場実習Ⅵ（入院受付）③

14 現場実習Ⅵ（入院受付）④

15 現場実習Ⅵ（入院受付）⑤

16 現場実習Ⅵ（入院受付）⑥

17 現場実習Ⅵ（入院受付）⑦

18 現場実習Ⅵ（入院受付）⑧

19 現場実習Ⅵ（入院受付）⑨

20 現場実習Ⅵ（入院受付）⑩

21 現場実習Ⅵ（地域連携室）①

22 現場実習Ⅵ（地域連携室）②

23 現場実習Ⅵ（地域連携室）③

24 現場実習Ⅵ（地域連携室）④

25 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑤

26 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑥

27 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑦

28 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑧

29 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑨

30 現場実習Ⅵ（地域連携室）⑩

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅵ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価

後期

選択

実習

６０時間

３０コマ

保険医療機関内での他職種との連携業務を学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

医療事務職と他職種との連携業務を理解し、積極的に行動する

実習報告書・勤務報告書

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ



授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅶ（患者応対）①

2 現場実習Ⅶ（患者応対）②

3 現場実習Ⅶ（患者応対）③

4 現場実習Ⅶ（患者応対）④

5 現場実習Ⅶ（患者応対）⑤

6 現場実習Ⅶ（医事課業務）①

7 現場実習Ⅶ（医事課業務）②

8 現場実習Ⅶ（医事課業務）③

9 現場実習Ⅶ（医事課業務）④

10 現場実習Ⅶ（医事課業務）⑤

11 現場実習Ⅶ（診療報酬請求、医事コンピュータ）①

12 現場実習Ⅶ（診療報酬請求、医事コンピュータ）②

13 現場実習Ⅶ（診療報酬請求、医事コンピュータ）③

14 現場実習Ⅶ（診療報酬請求、医事コンピュータ）④

15 現場実習Ⅶ（診療報酬請求、医事コンピュータ）⑤

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅶ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価

後期

選択

実習

３０時間

１５コマ

一医療人になるために基礎的な患者応対から事務的な仕事までを学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

医療事務員として、スムーズに業務を遂行する

実習報告書・勤務報告書

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ



授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員授業

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間

授業コマ数

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 現場実習Ⅷ（初・再診受付）①

2 現場実習Ⅷ（初・再診受付）②

3 現場実習Ⅷ（初・再診受付）③

4 現場実習Ⅷ（初・再診受付）④

5 現場実習Ⅷ（初・再診受付）⑤

6 現場実習Ⅷ（医事課業務）①

7 現場実習Ⅷ（医事課業務）②

8 現場実習Ⅷ（医事課業務）③

9 現場実習Ⅷ（医事課業務）④

10 現場実習Ⅷ（医事課業務）⑤

11 現場実習Ⅷ（外来クラーク）①

12 現場実習Ⅷ（外来クラーク）②

13 現場実習Ⅷ（外来クラーク）③

14 現場実習Ⅷ（外来クラーク）④

15 現場実習Ⅷ（外来クラーク）⑤

16 現場実習Ⅷ（病棟クラーク）①

17 現場実習Ⅷ（病棟クラーク）②

18 現場実習Ⅷ（病棟クラーク）③

19 現場実習Ⅷ（病棟クラーク）④

20 現場実習Ⅷ（病棟クラーク）⑤

21 現場実習Ⅷ（会計受付）①

22 現場実習Ⅷ（会計受付）②

23 現場実習Ⅷ（会計受付）③

24 現場実習Ⅷ（会計受付）④

25 現場実習Ⅷ（会計受付）⑤

26 現場実習Ⅷ（診療報酬請求、医事コンピュータ）①

27 現場実習Ⅷ（診療報酬請求、医事コンピュータ）②

28 現場実習Ⅷ（診療報酬請求、医事コンピュータ）③

29 現場実習Ⅷ（診療報酬請求、医事コンピュータ）④

30 現場実習Ⅷ（診療報酬請求、医事コンピュータ）⑤

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

２年次

内容

病院実習Ⅷ

○

医療事務学科（２年制）

授業計画

施設評価と日誌、取り組む姿勢により評価

後期

選択

実習

６０時間

３０コマ

医療事務員としての応用的な知識も含め、全ての業務を学ぶ

授業計画内容は、実習先の状況によって変更の可能性がある

有識者の指導を基により実践的な知識を学ぶ

患者の心情なども理解し、臨機応変に業務を遂行する

実習報告書・勤務報告書

総合病院などに勤務している現役医療事務員から、患者案内や受付応対、医
事課業務のポイント、注意点等を学ぶ

































































授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員

学部・学科

履修年次

開講学期

科目区分

授業方法

授業時間 １５時間

授業コマ数 ８コマ　※８コマ目のみ６０分

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 地方行政に関する講義①

2 個人研究

3 グループワーク①

4 グループワーク②

5 グループワーク③

6 グループワーク④

7 地方行政に関する講義②（プレゼンテーション・総評）

8 振り返り

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

地方行政に関する講義を行い、その講義から得た知識を基に官庁企業研究を
行う

内容

職業実務Ⅳ

なし

医療事務学科（２年制）

○

２年次

後期

選択

演習（実務経験のある教員による授業科目です）

授業計画

講義後、各自研究課題を作成し、プレゼンテーションを行う

授業への参加姿勢、授業内レポートの完成度

官庁企業研究を通して、公務員の仕事内容を理解する

市役所職員による講義を基にした演習















授業概要（シラバス）

タイトル

授業科目

実務家教員

学部・学科

履修年次

開講学期 通年

科目区分

授業方法

授業時間 ３０時間

授業コマ数 １５コマ

授業概要

授業の進め方

達成目標

教科書

特記

1 災害対策の枠組み（講義）

2 災害対策の実例（講義）

3 課題研究１

4 課題研究２

5 課題研究３

6 課題研究４

7 課題研究５

8 課題研究６

9 研究発表シナリオ作成１

10 研究発表シナリオ作成２

11 研究発表準備１

12 研究発表準備２

13 模擬プレゼンテーション

14 研究発表プレゼンテーション

15 研究発表プレゼンテーション

成績評価方法
（試験実施方法）

備考

災害対策に関する講義を受け、研究および発表を通じて防災への理解を深める

内容

行政研究

なし

医療事務学科（２年制）

○

２年次

選択

実習（実務経験のある教員による授業科目です）

授業計画

講義で与えられた課題をグループで研究し、プレゼンテーションを行う

プレゼンテーションの評価を軸に、授業への参加姿勢を含め総合的に評価

災害に関する基礎知識を身に付けるだけでなく、組織での仕事の疑似体験をする

防衛省自衛隊職員による講義を基にした演習


