
② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

授業概要、目的、

授業の進め方

１．医療保険制度、医学、その他基礎知識を身につける。

２．歯科点数算定の解釈と国が定めた書き方で正確にレセプトを書けるよう習得する。

３．各項目について講義後、練習問題で理解度を確認しながら、認定試験直前には模擬試験を実施する。

学習目標

（到達目標）

歯科カルテの内容を理解し、診療行為とその流れを把握する。医療事務管理士技能認定試験（歯科）合格を

目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

テキスト１医療保障制度、テキスト２診療報酬の算定、テキスト３サポートブック、テキスト４・５トレー

ニングブック、学習レポート集、レセプト用紙、歯科試験問題集（ソラスト）
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医療事務（歯科）

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 時間数

6～10 歯の知識
テキスト2Ｐ4～13の講義後、練習問題、第1回レポート集

実施。

11～13 点数算定の基本　基本診療料（初診料、再診料、入院料） テキスト2Ｐ14～22の講義後、練習問題実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1～5 １年次学習した医療保障制度の復習、歯科医療事務の仕事 テキスト1の講義後、練習問題、レポート集実施。

19・20 点数算定の基本　特掲診療料　注射 テキスト2Ｐ38の講義後、練習問題実施。

21・22 点数算定の基本　特掲診療料　検査 テキスト2Ｐ38～39の講義後、練習問題実施。

14～16 点数算定の基本　特掲診療料　医学管理等、在宅医療 テキスト2Ｐ23～29の講義後、練習問題実施。

17・18 点数算定の基本　特掲診療料　投薬 テキスト2Ｐ30～37の講義後、練習問題実施。

27・28 点数算定の基本　特掲診療料　処置及び手術 テキスト2Ｐ49～53の講義後、練習問題実施。

29～31 点数算定の基本　特掲診療料　麻酔、算定の復習
テキスト2Ｐ54～58の講義後、練習問題、第2回レポート

集実施。

23・24 点数算定の基本　特掲診療料　画像診断 テキスト2Ｐ39～47の講義後、練習問題実施。

25・26 点数算定の基本　特掲診療料　リハビリテーション テキスト2Ｐ48の講義後、練習問題実施。

39・40 傷病による治療と算定　歯髄疾患 テキスト2Ｐ100～107の講義後、練習問題実施。

41・42 傷病による治療と算定　歯周組織疾患 テキスト2Ｐ108～113の講義後、練習問題実施。

32～36 歯冠修復 テキスト2Ｐ59～82の講義後、練習問題実施。

37・38 傷病による治療と算定　硬組織疾患 テキスト2Ｐ83～99の講義後、練習問題実施。

43・44 傷病による治療と算定　軟組織疾患 テキスト2Ｐ114～115の講義後、練習問題実施。

109～130 模擬試験 過去問題集7回分実施後、解答解説。補習等

71～99 トレーニングブック　レセプト作成問題 テキスト4、5Ｐ12～79実施。

100～109 トレーニングブック　レセプト点検問題 テキスト4、5Ｐ80～85実施。

47～51 傷病による治療と算定　その他の疾病

テキスト2Ｐ150～164の講義後、練習問題実施。

実務経験教員の経歴 －

45・46 傷病による治療と算定　歯周疾患 テキスト2Ｐ116～131の講義後、練習問題実施。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題20％、模擬試験30％、検定結果20％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

保険制度、歯科の診療報酬の算定について正しく理解し、練習問

題で確認後、レポート集を提出すること。模擬試験に取り組み、

認定試験に臨むこと。

56～60 修理、再装着、未来院請求など
テキスト2Ｐ165～176の講義後、練習問題、第4回レポー

ト集実施。

61～70 レセプト作成問題演習 実技問題レポート集実施。

テキスト2Ｐ132～135の講義後、練習問題、第3回レポー

ト集実施。

52・53 欠損補綴　義歯のあらまし、ブリッジ テキスト2Ｐ136～149の講義後、練習問題実施。

54・55 欠損補綴　有床義歯



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

20～22 学科問題（明細書の記載要領、医学用語等） 問題集P91～93、補足問題実施。

実務経験教員の経歴 －

23～52 模擬試験 直近過去問題10回分実施後、解答解説。補習等

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題20％、模擬試験30％、検定結果20％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

医療保険制度、医科の診療報酬の算定について正しく理解し、練

習問題で確認後、模擬試験に取り組み、認定試験に臨むこと。

17・18 入院実技問題③ 問題集P131～136、補足問題実施。

19 学科問題（リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療） 問題集P89～90、補足問題実施。

14・15 入院実技問題② 問題集P126～130、補足問題実施。

16 学科問題（手術、麻酔、特定保険医療材料） 問題集P88～89、補足問題実施。

11・12 入院実技問題① 問題集P121～125、補足問題実施。

13 学科問題（画像診断、処置） 問題集P86～87、補足問題実施。

8・9 外来実技問題③ 問題集P117～120、補足問題実施。

10 学科問題（投薬、注射、検査・病理診断） 問題集P83～85、補足問題実施。

5・6 外来実技問題② 問題集P114～116、補足問題実施。

7 学科問題（医学管理等、在宅医療） 問題集P81～82、補足問題実施。

2・3 外来実技問題① 問題集P110～113、補足問題実施。

4 学科問題（初診料、再診料、入院料、食事療養費） 問題集P77～80、補足問題実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 学科問題（医療保険制度等、公費負担医療制度） 問題集P74～76、補足問題実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．1年次に診療報酬請求事務能力認定試験（医科）が不合格だった学生を対象に試験対策を実施する。

２．問題集などの演習を実施し、しっかりと復習し再受験に臨む。

学習目標

（到達目標）
診療報酬請求事務能力認定試験（医科）合格を目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

医科テキスト一式（ソラスト）、診療点数早見表、医事関連法の基礎知識、診療報酬請求事務能力認定試験

受験対策と予想問題集（医学通信社）、最新問題と受験対策（社会保険研究所）
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診療報酬請求事務（医科）

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 －

91～100 模擬試験　後半 直近過去問題5回分実施後、解答解説。補習等

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題20％、模擬試験30％、検定結果20％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

医療保険制度、調剤報酬の算定について正しく理解し、練習問題

で確認後、レポート集を提出すること。模擬試験に取り組み、認

定試験に臨むこと。

51 接遇マナー テキスト2P121～125の講義実施。

80～90 模擬試験　前半 過去問題集5回分実施後、解答解説。補習等

52～74 レセプト作成問題 テキスト3P2～36のレセプト作成問題を実施。

75～79 レセプト点検問題 テキスト3P37～47のレセプト点検問題を実施。

43・44 レセプトの点検
テキスト2P96～102の講義後、練習問題、レポート集実

施。

45～50 薬の基礎知識
テキスト2P103～119の講義後、練習問題、レポート集実

施。

37 レセプトの基礎知識 テキスト2P75～77の講義実施。

38～42 レセプトの記入方法
テキスト2P78～95の講義後、練習問題、レポート集実

施。

31～33 調剤報酬の算定　薬学管理料
テキスト2P62～67の講義後、練習問題、レポート集実

施。

34～36 調剤報酬の算定　調剤報酬算定のまとめ
テキスト2P68～74の講義後、練習問題、レポート集実

施。

23～25 調剤報酬の算定　調剤料 テキスト2P41～46の講義後、練習問題実施。

26～30 調剤報酬の算定　調剤料の加算
テキスト2P47～61の講義後、練習問題、レポート集実

施。

19～21 調剤報酬の算定　薬剤料
テキスト2P32～39の講義後、練習問題、レポート集実

施。

22 調剤報酬の算定　特定保険医療材料料 テキスト2P40の講義後、練習問題実施。

13～15 算定に必要な用語
テキスト2P19～23の講義後、練習問題、レポート集実

施。

16～18 調剤報酬の算定　調剤基本料
テキスト2P25～31の講義後、練習問題、レポート集実

施。

8・9 薬剤の基礎知識 テキスト2P10～14の講義後、練習問題実施。

10～12 算定の基礎知識 テキスト2P15～18の講義後、練習問題実施。

6 薬局の基礎知識 テキスト2P2～3の講義後、レポート集実施。

7 処方箋の基礎知識 テキスト2P5～9の講義実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1～5 １年次学習した医療保障制度の復習、調剤事務の仕事 テキスト1の講義後、練習問題、レポート集実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．調剤薬局事務員として必要な知識を学び、調剤報酬の算定方法を身につける。

２．各項目について講義後、練習問題で理解度を確認しながら、認定試験直前には模擬試験を実施する。

学習目標

（到達目標）

調剤業務の流れや調剤点数算定を理解し、正確な調剤レセプトを記載することができる。調剤事務管理士技

能認定試験合格を目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

テキスト1医療保障制度、テキスト2算定とレセプト、テキスト3トレーニングブック、テキスト4サポート

ブック、学習レポート、レセプト用紙、、調剤試験問題集（ソラスト）
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調剤事務

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

40

院内マナー実習

担当教員 長谷川　佳奈子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．医療事務スタッフとして働くにあたり、状況に応じた適切な応対力を身につける。

２．テキストに沿って講義のあと、ロールプレイング形式で実践練習を実施する。

学習目標

（到達目標）

1.場面に応じた適切な応対を身につける。２．TPOに合わせた振る舞いと言葉遣いを身につける３組織人とし

てのコミュニケーションのあり方を理解する。４．コミュニケーション検定初級を取得する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

ウィネット　医療事務スタッフのためのケア・コミュニケーション(①）、サーティファイ　コミュニケー

ション検定公式ガイドブック&問題集（②）、配付資料

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1～2 医療事務の心構えとマナー
患者様から選ばれる医療機関になるための、心構え・身だ

しなみ・表情等を学ぶ①P2～ｐ11

3～5 好感・安心感を高めるコミュニケーションの基本１
非言語と言語について考える。美しく、好感を与える立ち

振る舞いを学ぶ。①P12～P24

6～8 好感・安心感を高めるコミュニケーションの基本２
敬語の使い方と共感力について学び、患者様やスタッフへ

の信頼に繋げる。①P25～P35

9～10 電話応対１
電話の受け方・掛け方・取り次ぎ方・伝言を学ぶ。例文に

沿って言葉遣いを学ぶ。①P36～P57

11～12 電話応対２
電話応対１で学んだ事を応用し、臨機応変に電話応対を実

践練習する。

13～15 来客応対１
お客様のお出迎え・取り次ぎについて確認する。応接室で

実践練習を行う。①P58～P73

16～18 来客応対２
名刺の受け取り方・お見送りの仕方の動作を確認し、応接

室で実践練習を行う、①P74～P77

19～20 受付の応対
医療機関の受付の流れを確認しながら、受付実習室で実践

練習を行う。①P78～P89

21～22 会計の応対・入退院応対
医療機関の会計の流れと入退院手続きを確認しながら、受

付実習室で実践練習を行う。①P90～P101

23～24 苦情・クレーム対応
苦情・クレーム対応のステップや禁句を表現例を参考に学

ぶ。①P102～P119

25 チーム・コミュニケーション
情報共有、「報・連・相」、チーム医療について考える。

①P 120～P133

26 患者様の状況に応じた応対
高齢の患者さま、障がい者の患者さま、小児の患者さまへ

の配慮について考える。①P134～P154

27 コミュニケーションの持つ力
コミュニケーションのメカニズム・目的等を理解し、日々

意識させる。②P2～P5

28 聞く力
場面や目的に応じた聞き方・質問の仕方を学ぶ。②P6～

P14

29 話す力
目的を意識した話し方・話の組み立て方を学ぶ。②P15～

P34

30～31 コミュニケーション実践　基礎
来客応対・電話応対・アポイントメント・チームコミュニ

ケーションについて考える。②P36～P59

32～33 コミュニケーション実践　応用
クレーム応対・ヒアリング・面接でのコミュニケーション

を考える。P60～P82

34～35 コミュニケーション検定　問題演習
これまでの講義を振り返りながら模擬問題を解き進める。

②P84～P99

36 コミュニケーション検定　模擬試験 本試験を想定して過去問題を解き進める。②P100～P148

37～38 院内マナー　総合演習１
受付・カルテ作成・診療入力・会計までの流れを実習室で

行う。

39～40 院内マナー　総合演習２
受付・カルテ作成・診療入力・会計までの流れを実習室で

行う。評価と改善を繰り返す。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

授業姿勢70％、検定試験結果30％

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(50点以上)・D(49点以下)と

する。

最初から固定概念を植え付けるのではなく、学生本人に考えさせ

る時間を多く取ることにより、正しい状況判断ができる能力を養

う。

実務経験教員の経歴 －



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

必修・選択 必修 単位数 時間数 120

医師事務作業補助者

担当教員 長谷川 佳奈子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 医療関連法規 テキスト1P2～4の講義後、練習問題実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．勤務医離れによる医療施設の問題点を把握し、医師事務としての役割を理解する。

２．個人情報保護法等の制度の知識や、診断書等各種書類作成技術を習得する。

３．各項目について講義後、練習問題で理解度を確認しながら、認定試験直前には模擬試験を実施する。

学習目標

（到達目標）

医師事務作業補助者の必要性を理解し、各種法令や文書作成能力を身につける。医師事務作業補助者検定

試験合格を目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

テキスト１基礎知識編、テキスト２文書作成編、学習レポート集、医学入門、医師事務作業補助者試験問

題集（ソラスト）

6 医師の負担軽減の取り組み テキスト1Ｐ16～22の講義後、練習問題実施。

7～8 個人情報保護法とは テキスト1Ｐ23～26の講義後、練習問題実施。

2～3 医師事務作業補助者の業務範囲 テキスト1Ｐ5～8の講義後、練習問題実施。

4～5 医師の事務作業の負担・事務作業負担増の原因 テキスト1Ｐ9～15の講義後、練習問題実施。

13～14 個人情報の開示と提供 テキスト1Ｐ39～44の講義後、練習問題実施。

15～18 第１回レポート作成 レポート集P1～14実施後、解答解説。

9 医療における個人情報 テキスト1Ｐ27～29の講義後、練習問題実施。

10～12 医療現場での取り組み テキスト1Ｐ30～38の講義後、練習問題実施。

22～23 電子カルテシステムの安全管理 テキスト1Ｐ57～59の講義後、練習問題実施。

24 代行入力と業務範囲 テキスト1Ｐ60～62の講義後、練習問題実施。

19 電子カルテシステムの概要 テキスト1Ｐ45～48の講義後、練習問題実施。

20～21 電子カルテの法的要件 テキスト1Ｐ49～56の講義後、練習問題実施。

27～28 院内感染とは テキスト1Ｐ71～77の講義後、練習問題実施。

29～30 院内感染防止対策 テキスト1Ｐ78～80の講義後、練習問題実施。

25 医療の安全管理 テキスト1Ｐ63～65の講義後、練習問題実施。

26 医療安全に関する国の取り組み テキスト1Ｐ66～70の講義後、練習問題実施。

34～35 処方箋の記載について テキスト2Ｐ11～22の講義後、練習問題実施。

36～39 第２回レポート作成 レポート集P15～26実施後、解答解説。

31 一般的な医療内容・医療用語 テキスト1Ｐ81～84の講義後、練習問題実施。

32～33 診療録の記載について テキスト2Ｐ2～10の講義後、練習問題実施。

45～48 診療情報提供書・退院時要約 テキスト2Ｐ34～40の講義後、練習問題実施。

49～53 各種診断書・証明書・一般診断書 テキスト2Ｐ41～46の講義後、練習問題実施。

40～41 文書の必要性・文書の種類 テキスト2Ｐ23～27の講義後、練習問題実施。

42～44 文書作成について・診療内容に関する文書・入院診療計画書 テキスト2Ｐ28～33の講義後、練習問題実施。

62～65 出生証明書・おむつ使用証明書 テキスト2Ｐ64～72の講義後、練習問題実施。

66～69 健康診断書・健康保険傷病手当金支給申請書 テキスト2Ｐ73～83の講義後、練習問題実施。

54～57 生命保険会社保険金診断書・傷害保険診断書 テキスト2Ｐ47～58の講義後、練習問題実施。

58～61 死亡診断書・死体検案書 テキスト2Ｐ59～63の講義後、練習問題実施。

78～81 休業補償給付支給申請書・休業給付支給申請書 テキスト2Ｐ104～124の講義後、練習問題実施。

82～94 第３回レポート作成 レポート集P27～59実施後、解答解説。

70～73 健康保険出産手当金支給申請書・健康保険出産育児一時金申請書 テキスト2Ｐ84～91の講義後、練習問題実施。

74～77 医療要否意見書・自賠責保険診断書 テキスト2Ｐ92～103の講義後、練習問題実施。

実務経験教員の経歴

95～120 模擬試験 過去問題集10回分実施後、解答解説。補習等

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題20％、模擬試験30％、検定結果20％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

各種制度、文書作成ついて正しく理解し、理解度を毎回の練習問

題で確認すること。レポート集を提出すること。模擬試験に取り

組み、検定試験に臨むこと。



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

30 期末試験 試験を実施後、解答解説。

29 総合問題③ テキストＰ119～121の入院実技問題実施後、解答解説。

実務経験教員の経歴 －

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題30％、期末試験40％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

労災保険制度のしくみ、診療費の算定を理解し、総合問題や期末

試験に臨むこと。

28 総合問題② テキストＰ116～118の外来実技問題実施後、解答解説。

24～25 レセプト・請求書の作成と提出 テキストＰ81～107の講義後、授業プリント実施。

27 総合問題① テキストＰ112～115の外来実技問題実施後、解答解説。

26 練習問題7 テキストＰ108・109の練習問題7を実施後、解答解説。

20～22 算定とレセプトの記載　入院料 テキストＰ72～79の講義後、授業プリント実施。

23 練習問題6 テキストＰ80の練習問題6を実施後、解答解説。

17 算定とレセプトの記載　画像診断 テキストＰ69～70の講義後、授業プリント実施。

18・19 練習問題5 テキストＰ71の練習問題5を実施後、解答解説。

13 練習問題4 テキストＰ61の練習問題4を実施後、解答解説。

14～16 算定とレセプトの記載　手術料 テキストＰ62～68の講義後、授業プリント実施。

11 練習問題3 テキストＰ52の練習問題3を実施後、解答解説。

12 算定とレセプトの記載　リハビリテーション料 テキストＰ53～60の講義後、授業プリント実施。

7 算定とレセプトの記載　練習問題2 テキストＰ40の練習問題2を実施後、解答解説。

8～10 算定とレセプトの記載　処置料 テキストＰ41～51の講義後、授業プリント実施。

4 労災診療費の概要 テキストＰ23～29の講義。

5・6 算定とレセプトの記載　初診料、再診料、医学管理等 テキストＰ30～39の講義後、授業プリント実施。

2 機関指定制、請求と支払のしくみ、窓口の応対 テキストＰ16～20の講義後、授業プリント実施。

3 練習問題１ テキストP21の練習問題1を実施後、解答解説。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 制度の目的と概要、保険給付の種類と内容、給付期間 テキストＰ1～15の講義後、授業プリント実施。

授業概要、目的、

授業の進め方
労災保険の概要と労災診療費の算定の仕方について学ぶ。

学習目標

（到達目標）
医療事務の業務に関わる労災保険制度を理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
労災事務の基礎知識（ソラスト）、その他配布資料

30

労災保険制度

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 －

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

練習問題30％、模擬問題30％、試験結果20％、学習意欲20％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

基本的な操作法を習得後、応用機能を学ぶ。苦手分野は反復練習

により克服し、認定試験に臨むこと。

43 アプリケーションの活用（新聞を作る） 応用編テキストP174～216演習。

44 アプリケーションの活用（招待状を作る） 応用編テキストP218～251演習。

29～35 応用操作（文書の校正、書式の設定、表の作成） 応用編テキストP2～88演習後、練習問題実施。

36～42 応用操作（縦書きの文書作成、その他便利な機能） 応用編テキストP92～170演習後、練習問題実施。

27 試験用システムにてサンプル問題 実施後、解答解説。

28 試験用システムにて模擬問題 実施後、解答解説。

23・24 模擬問題3・4 3級問題集P92～106実施後、解答解説。

25・26 模擬問題5・6 3級問題集P107～121実施後、解答解説。

19・20 練習問題9・10 3級問題集P60～73実施後、解答解説。

21・22 模擬問題1・2 3級問題集P76～91実施後、解答解説。

15・16 練習問題5・6 3級問題集P23～44実施後、解答解説。

17・18 練習問題7・8 3級問題集P45～59実施後、解答解説。

11・12 練習問題1・2 3級問題集P2～16実施後、解答解説。

13・14 練習問題3・4 3級問題集P17～22実施後、解答解説。

8・9 図形や画像を使った文書の作成 基本編テキストP168～207演習後、練習問題実施。

10 総合学習問題 基本編テキストP210～215演習。

4・5 文書の作成 基本編テキストP100～131演習後、練習問題実施。

6・7 表を使った文書の作成 基本編テキストP134～164演習後、練習問題実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1～3 ＷＯＲＤの基本、文字の入力と編集の基本操作、文書の編集と印刷 基本編テキストP2～98演習後、練習問題実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．基本的なWordの操作およびビジネス文書の作成法から応用的な機能までを習得する。

２．認定試験に合格できるよう練習問題や模擬問題に取り組む。

学習目標

（到達目標）

Word文書処理技能認定試験3級合格を目指す。Wordを活用し、あらゆるビジネス文書を作成することができ

る。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

Word2016クイックマスター基本編、Word文書処理技能認定試験問題集3級（ウイネット）

Word2016クイックマスター応用編、Word文書処理技能認定試験問題集1・2級（ウイネット）

75

Ｗｏｒｄ

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 時間数

61～75 応用模擬問題 2級問題集実施後、解答解説。

45・46 応用総合学習問題 テキストP254～261演習。

47～60 応用練習問題 2級問題集実施後、解答解説。



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

１

．

16～36 模擬試験 直近過去問題10回分実施後、解答解説、補習等。

1 ビジネス文書が果たす需要な役割、ビジネス文書の種類 テキストＰ18～30の講義。

13 用紙の大きさと紙質、印刷物の構成 テキストＰ142～149の講義後、授業プリント実施。

14・15 3級実践テスト テキストＰ152～166実施後、解答解説。

11 「秘」扱い文書の取り扱い テキストＰ136～138の講義後、授業プリント実施。

12

実務経験教員の経歴 －

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

練習問題30％、模擬問題30％、試験結果20％、学習意欲20％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

記述問題は体裁よく美しく文字を書くことを心がける。苦手分野

は反復学習で克服し、検定試験に臨むこと

郵便の知識 テキストＰ139～141の講義後、授業プリント実施。

9 社内文書の書き方 テキストＰ122～130の講義後、授業プリント実施。

10 社外文書の書き方 テキストＰ131～135の講義後、授業プリント実施。

7 分かりやすい文章　表題、箇条書き、図表の書き方 テキストＰ85～103の講義後、授業プリント実施。

8 礼儀正しい文章　尊敬語と謙譲語、言葉遣い、手紙のしきたり テキストＰ104～120の講義後、授業プリント実施。

5 書式　横書き通信文の構成とレイアウト テキストＰ68～74の講義後、授業プリント実施。

6 正確な文章　よじれのない文が書ける、類義語を使い分ける テキストＰ78～84の講義後、授業プリント実施。

3 用字　固有名詞やビジネス用語に使われる漢字等 テキストＰ34～55の講義後、授業プリント実施。

4 用語　同音異義語と異字同訓語、慣用の手紙用語 テキストＰ56～67の講義後、授業プリント実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

2 総合　文字を正しく、丁寧に書く テキストＰ32～33の講義後、授業プリント実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．ビジネス文書で用いられる用語や文書の取り扱いの知識を学び、社内文書および社会文書の作成方法を

習得する。

２．講義後は演習問題を実施し、理解度を確認しながら進めていく。検定直前には過去問題を実施する。

学習目標

（到達目標）

ビジネス文書技能検定試験3級合格およびビジネスの場に対応できる正確・迅速な文書を書くことを目標と

する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
ビジネス文書検定受験ガイド3級、ビジネス文書検定実問題集3級（早稲田教育出版）、その他配布資料

35

ビジネス文書

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 －

24・25 期末試験 診療録（病院　入院）問題実施。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

練習問題40％、期末試験40％、学習意欲20％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

１年次に習得した基本的な操作法を復習し、入院カルテの登録方

法を習得する。

19・20 診療録54号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ122～123実施。

22 伝票59号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ142～144実施。

23 伝票60号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ145～147実施。

21 伝票58号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ139～141実施。

16 診療録52号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ116～117実施。

17・18 診療録53号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ118～121実施。

14 診療録50号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ112～113実施。

15 診療録51号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ114～115実施。

12 診療録48号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ108～109実施。

13 診療録49号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ110～111実施。

10 診療録46号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ104～105実施。

11 診療録47号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ106～107実施。

8 診療録44号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ100～101実施。

9 診療録45号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ102～103実施。

6 診療録42号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ96～97実施。

7 診療録43号（病院　入院）の入力 例題集Ｐ98～99実施。

4 バッチ処理 登録方法の説明、演習。

5 診療録41号（診療所　入院）の入力 例題集Ｐ94～95実施。

2 入院情報の入力 登録方法の説明、演習。

3 リアルタイム処理 登録方法の説明、演習。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 患者情報・病名情報の入力 登録方法の説明、演習。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．医事コンピュータを使用し、入院レセプト作成の技術を習得する。

２．入院例題カルテを正しく読み取り、正確で迅速な医療費の入力を行う。

学習目標

（到達目標）
医療事務の知識だけでなく、コンピュータに関する知識および医事コンピュータの操作を習得する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
カルテ例題集（ケアアンドコミュニケーション株式会社）、その他配布資料

25

ＰＣレセプト実習Ⅱ

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 －

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

一般常識試験30％、模擬面接試験30％、試験結果20％、学習意欲20％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

習得したビジネス知識やマナーの理解度を確認しながら検定試験

過去問題に臨む。就職試験対策は個別面談を随時実施しながら行

う。

69 就職試験対策（内定後のマナー等） 配布資料にて説明。お礼状を書く。

70 就職試験対策（早期研修の心構え） 配布資料にて講話。

47～50 就職試験対策（作文対策）
原稿用紙の使い方の確認。就職試験によく出るテーマを

出題、記入後は添削指導。

51～60 就職試験対策（面接試験対策①） 個別面接指導実施。

32～36 就職試験対策（就職試験のマナー、提出書類の準備等） 配付資料にて説明。履歴書の記入。書類申請。

37～46 就職試験対策（筆記試験対策） 一般常識トレーニング実施、解答解説。

19～26 社会人常識マナー検定試験対策　過去問題実施 過去問題8回分実施、解答解説。

27～31 就職試験対策（情報収集のポイント） インターネットにて求人検索、企業研究実施。

16・17 交際の業務、文書類の受け取りや発送について テキストＰ218～247の講義後、授業プリント実施。

18 オフィス環境と事務機器 テキストＰ248～249の講義後、授業プリント実施。

12・13 ビジネス文書の活用 テキストＰ146～155の講義後、授業プリント実施。

14・15 職場のマナー、来客応対、電話応対 テキストＰ176～213の講義後、授業プリント実施。

9 ビジネスコミュニケーション テキストＰ102～117の講義後、授業プリント実施。

10・11 敬語の種類と適切な使い方 テキストＰ126～129の講義後、授業プリント実施。

6・7 一般知識の基礎用語・基礎知識 テキストＰ74～81の講義後、授業プリント実施。

8 ビジネス計算 テキストＰ90～99の講義後、授業プリント実施。

1・2 社会人としての自覚、組織と役割、社会の変化、仕事と目標 テキストＰ14～37の講義後、授業プリント実施。

3～5 政治や経済に関連する基礎用語、漢字の「読み」「書き」 テキストＰ56～69の講義後、授業プリント実施。

学習目標

（到達目標）

社会人としての基本的なビジネスマナーを身につけ、早期就職内定および社会人常識マナー検定試験3級合

格を目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

社会人常識マナー検定テキスト2・3級テキスト、社会人常識マナー検定試験　最新過去問題集3級（全国経

理教育協会）、その他配布資料

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

単位数 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．社会人として必要不可欠な社会常識やビジネスマナーを学び、コミュニケーション能力を習得する。

２．就職試験対策として、面接練習、筆記試験対策を実施する。

61～68 就職試験対策（面接試験対策②） グループ面接指導実施。

70

就職実務Ⅱ

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

54・55 準1級模擬試験 直近過去問題10回分実施後、解答解説。補習等。

56・57 面接試験対策① ＤＶＤ視聴。試験の流れと合格のポイントを説明。

58～60 面接試験対策② あいさつ、報告、状況対応の練習。

実務経験教員の経歴 国内大手航空会社の客室乗務員として勤務経験

61～85 面接試験対策③ 面接模擬試験実施。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題20％、模擬試験30％、検定結果20％、学習意欲30％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

苦手分野は反復学習で克服し、検定試験に臨むこと。検定試験合

格だけの学びに終わらせず、社会に出た際に役立つ知識やマナー

を修得させる。

50・51 技能　事例問題 実技問題集P59～60実施。

52・53 技能　練習問題 実技問題集P105～108実施。

52・53 技能　会議の開催、文書の作成 実技問題集P61～77実施。

54・55 技能　文書の取り扱い、オフィス機器と事務用品の利用 実技問題集P78～87実施。

56・57 技能　ファイリング、資料の管理 実技問題集P88～95実施。

58～60 技能　日程の作成、環境の整備 実技問題集P96～104実施。

44～46 マナー・接遇　忠告のしかた・受け方、交際の業務 実技問題集P41～54実施。

47～49 マナー・接遇　練習問題 実技問題集P55～58実施。

40・41 マナー・接遇　人間関係を深める会話、報告と説明 実技問題集P25～32実施。

42・43 マナー・接遇　依頼と説得、話の聞き分け 実技問題集P33～40実施。

36・37 マナー・接遇　秘書と人間関係、接遇のマナー 実技問題集P3～12実施。

38・39 マナー・接遇　話し方と人間関係、敬語と接遇用語 実技問題集P13～24実施。

29・30 理論編　総合問題　職務知識　発展問題 理論問題集P74～75実施。

31～35 マナー・接遇　事例問題 実技問題集P1～2実施。

21～25 理論編　総合問題　秘書の資質　発展問題 理論問題集P68～69実施。

26～28 理論編　総合問題　職務知識　基礎問題 理論問題集P70～73実施。

11～15 職務知識 理論問題集P46～63実施。

16～20 理論編　総合問題　秘書の資質　基礎問題 理論問題集P64～67実施。

3～7 記述式解答の練習 理論問題集P5～22実施。

8～10 秘書の資質 理論問題集P23～43実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 準1級事例問題 理論問題集P1～4実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．上級秘書としての知識とその業務に必要とされる技能を確実に身につける。

２．各分野について講義と問題を繰り返し、一次試験直前には模擬試験を実施する。

３．一次試験（筆記）合格後の二次試験（面接）対策を実施する。

学習目標

（到達目標）
秘書の実践的な知識や技能を修得し、秘書検定準1級合格を目指す。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

秘書ハンドブック、秘書検定準1級問題集理論編・実技編、秘書検定面接対策問題集（ウイネット）、秘書

検定準1級面接合格マニュアルＤＶＤ（早稲田教育出版）、その他配布資料
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秘書論Ⅱ

担当教員 関口　美江子 有

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 時間数



② 長岡こども・医療・介護専門学校　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

確認問題50％、学習意欲50％

成績評価基準は、Ａ（80点以上）・Ｂ（65点以上）・Ｃ（50点以上）・Ｄ

（49点以下）とする。

苦手分野や勤務する医療機関において必要な知識や技能を重点的

に復習し、スキルアップを目指す。

実務経験教員の経歴

59 介護事務　学科問題演習 介護試験問題集　学科問題実施。

60 介護事務　確認問題 介護試験確認問題実施。

55～56 介護事務　実技問題演習 介護試験問題集　実技問題実施。

57～58 介護事務　レセプト点検演習 介護試験問題集　レセプト点検問題実施。

53 調剤事務　確認問題 調剤試験確認問題実施。

54 介護保険制度 介護テキスト１　確認問題実施。

51 調剤事務　レセプト点検演習 調剤試験問題集　レセプト点検問題実施。

52 調剤事務　学科問題演習 調剤試験問題集　学科問題実施。

44～45 歯科事務　確認問題 歯科試験確認問題実施。

46～50 調剤事務　実技問題演習 調剤試験問題集　実技問題実施。

36～38 歯科事務　レセプト点検演習 歯科試験問題集　レセプト点検問題実施。

39～43 歯科事務　学科問題演習 歯科試験問題集　学科問題実施。

28～30 医科事務　確認問題 医科試験確認問題実施。

31～35 歯科事務　実技問題演習 歯科試験問題集　実技問題実施。

18～22 医科事務　レセプト点検演習 医科試験問題集　レセプト点検問題実施。

23～27 医科事務　学科問題演習 医科試験問題集　学科問題実施。

4～10 医科事務　外来実技問題演習 医科試験問題集　外来実技問題実施。

11～17 医科事務　入院実技問題演習 医科試験問題集　入院実技問題実施。

時間 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1～3 医療保険制度 医科テキスト１　確認プリント実施。

授業概要、目的、

授業の進め方

１．今まで習得した医療事務（医科・歯科）、調剤事務、介護事務の復習を行う。

２．再受験やスキルアップのために受験する検定に向けての対策授業を実施する。

学習目標

（到達目標）
医療事務員として即戦力となれるよう知識を深め、早期研修等に臨む。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

医科事務テキスト一式、歯科事務テキスト一式、調剤事務テキスト一式、介護事務テキスト一式、各種検定

問題集

60

医療事務演習Ⅱ

担当教員 小川　金子 無

対象学科 医療秘書科 対象学年 2 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 時間数


