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平成29年度　クリニカルセクレタリー育成プログラム　シラバス

科目名： 1. 法規・法令
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 3
授業時間数： 4.5
授業のねらい
到達目標：
授業計画：

回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 火 2017年 4月 11日 6限 宮原勅治 1.1 医療法（施設基準、人員配置） 目的、施設基準、人員配置の規定 実務家教員担当
第2回： 水 2017年 4月 12日 6限 宮原勅治 1.2 医師法 医師の義務 実務家教員担当

1.3 医薬品医療機器法 医薬品と医療機器に関する各種の規制
1.4 健康保険法（施設基準届出）、介護保険法 健康保険法による施設基準届出
1.5 新感染症法、老人福祉法 各法の概要

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 各法律条文を手元に準備しておいてください。
担当教員からの
メッセージ：

クリニカルセクレタリーに必要な部分を選んで講義します。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 2. 個人情報保護
担当者： 田村久美
分類： 必修
授業時数： 2
授業時間数： 3
授業のねらい
到達目標：

クリニカルセクレタリー業務を行うために、臨床現場で必要となる個人情報保護に関する基礎知識を学ぶ。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 金 2017年 4月 21日 6限 田村久美 2.1 医療の倫理 医療の倫理とは －
2.2 患者の権利 患者の権利とは
2.3 個人情報保護法 個人情報保護法の概要

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 日常生活・職場での個人情報保護についての事例を調べておいてください。
担当教員からの
メッセージ：

個人情報保護の基礎知識と対応方法など、患者の安全確保の観点から学ぶ。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 3. 病院の各部門と医療内容
担当者： 今林宏典
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームを段取りよくマネジメントするために、病院の組織構造と各部門が担当している医療内容を学ぶ。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

3.1 部門
3.2 職種
3.3 医療内容

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 病院組織の講義になるため、医療経営学の予習をお勧めする
担当教員からの
メッセージ：

組織構造と経営管理上のテクニカルタームを理解してください。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

-第１回： 土 2017年 4月 22日 3限 今林宏典 3. 病院の各部門と医療内容

クリニカルセクレタリー業務を行うために、臨床現場で必要となる法規・法令の基礎知識を学ぶ。

第3回： 木 2017年 4月 13日 6限 宮原勅治 実務家教員担当

第2回： 月 2017年 4月 24日 6限 田村久美 －
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科目名： 4. 診療録と電子カルテ
担当者： 宮原勅治・田中伸代・黒木由美
分類： 必修
授業時数： 20
授業時間数： 30
授業のねらい
到達目標：

診察室内で、医師の右腕として働くために、外来診療で必要となる医学用語、診察法の基礎知識、電子カルテ入力、各種オーダーの予約が代行できる技能を習得する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第1回： 金 2017年 4月 14日 6限 田中伸代 4.1外来診療に必要な医学用語(1) 基本的な用語の仕組み －
第2回： 土 2017年 4月 15日 3限 宮原勅治 4.2.4 診察法(1) 診察室内での診療の流れ 実務家教員担当
第3回： 土 2017年 4月 15日 4限 宮原勅治 4.2.4 診察法(2) 基本的な診察法 実務家教員担当

4.2.1.1 電子カルテ画面の構成
4.2.1.2 保険情報入力
4.2.2.1 再診予約の注意事項
4.2.2.2 再診予約オーダーの入力
4.2.3.1 問診聴取・記録フォーマット
4.2.3.2 問診票の記載項目　
4.2.3.3 問診項目を患者に説明　
4.2.3.4 問診票から入力事項を抽出・入力

第6回： 水 2017年 4月 19日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(1) 4.2.5.1 主訴（症候学） 実務家教員担当
第7回： 木 2017年 4月 20日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(2) 4.2.5.2 現病歴 実務家教員担当
第8回： 土 2017年 4月 22日 4限 田中伸代 4.1外来診療に必要な医学用語(2) 主要な臓器器官、疾患名 －
第9回： 木 2017年 5月 11日 6限 田中伸代 4.1外来診療に必要な医学用語(3) 検査・手術等に関する用語他 －

第10回： 土 2017年 5月 13日 3限 宮原勅治 4.2.6 処方せん(1) 4.2.6.1 処方箋の種類・記載（入院、院外、麻薬） 実務家教員担当
4.2.6.2 薬剤の商品名、一般名、ジェネリック薬品

4.2.6.3 用法、用量の意味
4.2.6.4 処方箋の書き方の構成
4.2.6.5 薬剤オーダーの入力

第12回： 月 2017年 5月 15日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(3) 4.2.5.3 現症、理学所見（内科診断学） 実務家教員担当
第13回： 火 2017年 5月 16日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(4) 4.2.5.4 既往歴・家族歴・アレルギー歴 実務家教員担当
第14回： 水 2017年 5月 17日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(5) 4.2.5.5 薬歴 実務家教員担当

4.2.5.6 経過（POS方式の書式）
4.2.5.7 リアルタイム入力

第16回： 金 2017年 5月 19日 6限 田中伸代 4.1外来診療に必要な医学用語(4) 外来での英語（基礎） －
4.2.7.1 検体検査
4.2.7.2 生理検査
4.2.7.3 内視鏡検査
4.2.7.4 検査オーダーの入力
4.2.8.1 一般撮影
4.2.8.2 CT,MRI撮影
4.2.8.3 画像診断オーダーの入力
4.2.9.1 検査説明書・同意書の準備
4.2.9.2 検査説明書・同意書の内容
4.2.9.3 署名済み検査説明書・同意書保管
4.2.9.4 インフォームドコンセントの実践
4.3.1 入院手続きの業務の流れ、場所、方法
4.3.2 入院予約オーダー入力(食事オーダー含む）

評価方法： [試験]100％　
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： タッチタイピングにおいて、5分間に350文字以上入力できるようにしておくこと。
担当教員からの
メッセージ：

医師、患者、他のスタッフからも信頼される業務ができるレベルを目指す。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 5. 医療文書の作成
担当者： 山本智子
分類： 必修
授業時数： 7
授業時間数： 10.5
授業のねらい
到達目標：

医師の負担を軽減するために、医療文書の記載事項を把握して診療録の中から情報を抽出する能力を修得して、医師よりも早く、正確に作成できるようになることを目指す。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

5.1.1 病院の公式の診断書の種類
5.1.2 診断書の記載事項
5.1.3 診断書の表現方法
5.1.3 診断書の代行作成

第2回： 月 2017年 6月 12日 6限 山本智子 5.2 診療情報提供書(1) 5.2.1 診療情報提供書の記載事項 －
5.2.2 診療記録から記載事項を抽出
5.2.3 診療情報提供書の電子カルテ入力
5.3.1 取扱い規約
5.3.2 手術入院症例の証明書
5.4.1 傷病手当金意見書の記載事項
5.4.2 主治医意見書（介護保険）の記載事項

5.4.3 診療記録から記載事項を抽出
5.4.4 意見書の代行作成

第6回： 土 2017年 6月 17日 4限 山本智子 5.5 自賠責保険・労災保険の診断書 5.5.1 診断書の代行作成 －
第7回： 金 2017年 6月 23日 6限 山本智子 5.3 生命保険会社証明書(2) 5.3.3 がん症例の証明書 －

評価方法： [試験]100％　
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 業務で作成している際に、難しかった点や不明な点等を記録しておくこと。
担当教員からの
メッセージ：

医師が作成するよりも、クリニカルセクレタリーのほうがより適確に作成できると評価されるレベルを目指す。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

第5回： 土 2017年 6月 17日 3限 山本智子 5.4 意見書(公的証明書） －

第4回： 金 2017年 6月 16日 6限 山本智子 5.3 生命保険会社証明書(1) －

第3回： 木 2017年 6月 15日 6限 山本智子 5.2 診療情報提供書(2) －

第１回： 水 2017年 5月 24日 6限 山本智子 5.1 診断書 －

第20回： 火 2017年 5月 23日 6限 黒木由美 4.3 入院予約・説明 実務家教員担当

第19回： 月 2017年 5月 22日 6限 田中伸代 4.2.9 検査説明書・同意書 －

第18回： 土 2017年 5月 20日 4限 宮原勅治 4.2.8 画像検査予約 実務家教員担当

第17回： 土 2017年 5月 20日 3限 宮原勅治 4.2.7検査予約 実務家教員担当

第１5回： 木 2017年 5月 18日 6限 宮原勅治 4.2.5 電子カルテ入力（経過記録等）(6) 実務家教員担当

第11回： 土 2017年 5月 13日 4限 宮原勅治 4.2.6 処方せん(2) 実務家教員担当

実務家教員担当

第4回： 月 2017年 4月 17日 6限 黒木由美 4.2.1 患者基本情報 実務家教員担当

4.2.2 外来再診予約

第5回： 火 2017年 4月 18日 6限 宮原勅治 4.2.3 問診入力
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科目名： 6. 入院診療計画書
担当者： 田中伸代
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

適確な入院診療計画書の代行作成やクリニカルパスの準備ができるようになるために、入院診療計画書とクリニカルパス作成の意義、記載事項を学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

6.1 入院診療計画書の記載事項 6.1.1 入院診療計画書作成の記載事項の確認

6.2 患者用クリニカルパスの説明 6.2.1 疾患別クリニカルパスの準備
評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 患者の診療記録からの作成となるので、診療情報の基本を読み解けることが必要。
担当教員からの
メッセージ：

他の文書作成と関連づけて考えられるようになることを目指す。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 7. 手術・検査説明
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

臨床現場で手術や検査の段取りマネジメントの技能が実践レベルに達するために、プロジェクトマネジネント手法を用いて、学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

7.1.1 関係者（医療関係者、患者関係者）抽出

7.1.2 段取り
7.2  説明のための検査結果等の収集・整理 7.2.1 手術説明時に必要な検査データ抽出

7.3 手術・検査同意書の作成と管理 7.3.1 手術・検査同意書の準備、印刷、保管

7.4 他部署との調整 7.4.1 担当部署への問い合わせと調整
評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： PMBOK第５版、医療プロジェクトマネジメント
準備学習等： インフォームドコンセントの概念は前提としての知識になります。
担当教員からの
メッセージ：

実務の手順を学習します。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 8．退院時
担当者： 宮原勅治・秋山祐治
分類： 必修
授業時数： 4
授業時間数： 6
授業のねらい
到達目標：

患者が退院する際に必要となる退院サマリー、転医のための書類、退院時処方を代行作成できる技能、スムーズな退院にむけた退院調整に必要な知識を習得する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

8.1.1 退院サマリーの記載事項・書式
8.1.2 退院サマリー作成の確認
8.1.3 退院サマリーの下書き
8.3.1 地域の社会資源
8.3.2 紹介状の代行作成
8.4.1 地域連携の実際
8.4.2 地域包括ケアシステム

8.5 退院時処方と次回予約 8.5.1 退院時処方と次回予約の留意点
8.2.1 関係者（医療関係者、患者関係者）抽出

8.2.2 段取り
評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 自院の退院サマリー用紙を手元に準備して受講してください。
担当教員からの
メッセージ：

退院サマリーの必須内容を中心に解説します。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

第4回： 金 2017年 9月 15日 6限 宮原勅治 8.2 退院時の関係者抽出・連絡調整 実務家教員担当

第3回： 火 2017年 6月 20日 6限 秋山祐治 8.4 地域医療連携 実務家教員担当

第2回： 水 2017年 6月 14日 6限 秋山祐治 8.3 転医のための書類作成 実務家教員担当

実務家教員担当

第１回： 火 2017年 6月 13日 6限 秋山祐治 8.1 退院サマリー 実務家教員担当

第１回： 月 2017年 6月 19日 6限 田中伸代 －

第１回： 木 2017年 9月 14日 6限 宮原勅治 7.1 手術・検査説明のステークホルダ抽出
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科目名： 9. がん登録
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

臨床現場で、がん登録業務が代行できるようになるために、がん登録システムを学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 水 2017年 6月 21日 6限 宮原勅治 9. がん登録 がん登録システムの概要 実務家教員担当
評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 全国がん登録届出マニュアル（厚生労働省）
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 全国がん登録届出マニュアル（厚生労働省）の最新版を手元に準備して講義に臨んでください。
担当教員からの
メッセージ：

実践的部分を選んで講義します。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 10. 対人コミュニケーション
担当者： 今林宏典
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームのメンバーが働きやすいようにするために、対人コミュニケーションの基礎理論を学習して、行動できるようになることを目指す。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

対人コミュニケーションの概念
基礎理論

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 対人関係の講義のため心理学系の専門書の一読を要します。
担当教員からの
メッセージ：

組織および対人コミュニケーションについて講じます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 11. 患者の権利
担当者： 田村久美
分類： 必修
授業時数： 2
授業時間数： 3
授業のねらい
到達目標：

患者中心の理念をもつクリニカルセクレタリーになるために、患者の権利を正しく理解して、患者からのクレームにも適確に対応できる技法を修得する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 土 2017年 6月 24日 3限 田村久美 11.1 患者の権利と法 リスボン宣言 －

第2回： 土 2017年 6月 24日 4限 田村久美 11.2 患者からのクレーム対応
クレーム対応技法
・ケースに対するディスカッションおよ
びロールプレイと評価

双方向・多方向

評価方法： [レポート]　60％　　[受講態度・その他]　40％
テキスト： 特になし。
参考書： 日本医業経営コンサルタント協会編著（2012）『医療機関のクレーム対応事例集』
準備学習等： 個人・医療機関の患者の権利と責任について調べておいてください。
担当教員からの
メッセージ：

患者側に立ったクリニカルセクレタリーとしての権利・責任行動を理解することを目指す。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 12. 病院組織
担当者： 今林宏典
分類： 必修
授業時数： 2
授業時間数： 3
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントをするために、病院組織の文化の特性と組織形態、組織構造を学習して、段取りを立てることができるようになることを目指す。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 火 2017年 7月 11日 6限 今林宏典 12.1 病院の組織構造(1) 12.1.1 組織の文化と形態 －
第2回： 水 2017年 7月 12日 6限 今林宏典 12.1 病院の組織構造(2) 12.1.2 組織構造 －

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 組織の特徴を理解するために医療組織論の予習を要します。
担当教員からの
メッセージ：

病院組織を学びましょう。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

第１回： 木 2017年 6月 22日 6限 今林宏典  対人コミュニケーション論 －
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科目名： 13. 段取り
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 2
授業時間数： 3
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントをするために、段取りの目的、方針、作業範囲等について、教室での対面授業（スクーリング）を通して学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 土 2017年 7月 15日 3限 宮原勅治 13.1 段取りの目的と方針

プロジェクトの目的と目標
・目的と目標設定のための個人ワーク
とグループワークおよびディスカッショ
ン

双方向・多方向

13.2 段取りの作業範囲記述 スコープ・マネジメント, WBS

13.3 医療現場・組織のニーズ

医療現場・組織のニーズ把握
・受講者各自の職場に関して分析し、
ニーズ把握を行った結果を発表しあっ
て検討する

評価方法： [受講態度]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： プロジェクトの目的・目標の章を読んでおいてください。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 14. ステークホルダー特定
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 2
授業時間数： 3
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントをするために、ステークホルダーの抽出当に関する技法を、教室での対面授業（スクーリング）を通して学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 土 2017年 7月 15日 5限 宮原勅治 14.1 関係者（ステークホルダ）の特定(1)

14.1.1 関係者（ステークホルダ）の分析
/分類モデル
・ケースを用いて、ステークホルダ分析
の実習を行い、その結果を発表しあっ
て検討する

双方向・多方向

第2回： 日 2017年 7月 16日 1限 宮原勅治 14.1 関係者（ステークホルダ）の特定(2)

14.1.2 関係者（ステークホルダ）登録簿
の作成
・先のケースを用いて、ステークホルダ
登録簿の作成実習を行い、その結果
についてピア評価を行う。

双方向・多方向

評価方法： [受講態度]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： 該当部分の教科書を一読しておくことが望ましい。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 15. 段取りの計画を構成するための知識
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 7
授業時間数： 10.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントをするために、プロジェクトマネジメント手法のうち、ＷＢＳ（作業分解）を、教室での対面授業（スクーリング）を通して学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 日 2017年 7月 16日 2限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(1) 15.1.1 段取りの目的、方針、範囲の定義について講義を行った後で、グループワークで、目的等を明確にする実習を行う 双方向・多方向

第2回： 日 2017年 7月 16日 3限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(2) 15.1.2 段取りの作業分解とWBSの作成を、グループワークで行う 双方向・多方向
・第1回目と第2回目はセットとなってお
り、説明の後、作業分解とWBSの作成
をグループワークで行う。

第3回： 日 2017年 7月 16日 4限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(3)

15.1.3 段取りマネジメント計画
・先のケースを用いて段取りマネジメン
ト計画を立てる実習を、グループワー
クで行う。

双方向・多方向

第4回： 日 2017年 7月 16日 5限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(4) 15.1.4 段取りのリスク分解(RBS)実習(1)、グループワークでリスクを取集する 双方向・多方向
第5回： 月 2017年 7月 17日 1限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(5) 15.1.4 段取りのリスク分解(RBS)実習(2)、グループワークでリスクを吟味する 双方向・多方向
第6回： 月 2017年 7月 17日 2限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(6) 15.1.4 段取りのリスク分解(RBS)実習(3)。グループワークでリスクを特定する 双方向・多方向
第7回： 月 2017年 7月 17日 3限 宮原勅治 15.1 段取りのための計画策定(7) 15.1.4 段取りのリスク分解(RBS)実習(4)グループワークでリスクの対応策を検討する 双方向・多方向

・第4回目から第7回目もセットとなって
おり、説明の後、リスク分解をする実習
（グループワーク）を行う。

評価方法： [受講態度]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： 該当部分の教科書を一読しておくことが望ましい。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

第2回： 土 2017年 7月 15日 4限 宮原勅治 双方向・多方向
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科目名： 16. コミュニケーション・マネジメント計画
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 7
授業時間数： 10.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントをするために、コミュニケーション計画の作成技法を、教室での対面授業（スクーリング）を含めて学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 月 2017年 7月 17日 4限 宮原勅治 16.1コミュニケーション計画(1)

16.1.1 コミュニケーションの定義
・コミュニケーションについて説明の
後、実際に起こりうる問題点について、
グループワークで討議を行う。

双方向・多方向

第2回： 月 2017年 7月 17日 5限 宮原勅治 16.1コミュニケーション計画(2)

16.1.2 コミュニケーション計画の作成
・チーム医療を行うに必要なコミュニ
ケーション計画の作成を、グループ
ワークで実習する。

双方向・多方向

第3回： 火 2017年 7月 18日 6限 宮原勅治 16.2 コミュニケーション・マネジメント(1) 16.2.1 コミュニケーション技術 実務家教員担当
第4回： 水 2017年 7月 19日 6限 宮原勅治 16.2 コミュニケーション・マネジメント(2) 16.2.2 コミュニケーションモデル 実務家教員担当
第5回： 月 2017年 7月 24日 6限 宮原勅治 16.2 コミュニケーション・マネジメント(3) 16.2.3 コミュニケーション方法/メディア 実務家教員担当
第6回： 土 2017年 8月 12日 3限 宮原勅治 16.2 コミュニケーション・マネジメント(4) 16.2.4 情報マネジメントシステム 実務家教員担当

16.2.5 会議マネジメント技法
16.2.6 プレゼンテーション技法
16.2.7 ファシリテーション技法
16.2.8 傾聴技法

評価方法： [受講態度]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： 該当部分の教科書を一読しておくことが望ましい。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 17. リスク特定
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 7
授業時間数： 10.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントができるようになるために、プロジェクトマネジメント手法のうち、リスクマネジメント技法を学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 月 2017年 8月 14日 6限 宮原勅治 17.1 段取りのためのリスク分析(1) 17.1.1 情報収集技法（Delfi, Brain Storming) 実務家教員担当
第2回： 火 2017年 8月 15日 6限 宮原勅治 17.1 段取りのためのリスク分析(2) 17.1.2 チェックリスト分析（RBSの最下位のレベル） 実務家教員担当
第3回： 水 2017年 8月 16日 6限 宮原勅治 17.1 段取りのためのリスク分析(3) 17.1.3 前提条件分析 実務家教員担当
第4回： 木 2017年 8月 17日 6限 宮原勅治 17.1 段取りのためのリスク分析(4) 17.1.4 図解の技法(特性要因図、フローチャート） 実務家教員担当
第5回： 金 2017年 8月 18日 6限 宮原勅治 17.2 定性的・定量的リスク分析 定性的・定量的リスク分析 実務家教員担当
第6回： 火 2017年 8月 22日 6限 宮原勅治 17.3 発生確率・影響度マトリックス リスクの評価、発生確率・影響度マトリックス 実務家教員担当

17.4 リスク緊急度査定 リスク緊急度査定、リスク評価
17.5 リスク登録簿 RBSとリスク管理、リスク対応方法

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： 該当部分の教科書を一読しておくことが望ましい。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 18. リスク対応計画・患者安全
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 1
授業時間数： 1.5
授業のねらい
到達目標：

医療チームの段取りマネジメントができるようになるために、リスクマネジメント技法を、患者安全、病院組織の範囲まで拡大して学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

18.1 段取りのためのリスク対応 リスク対応計画
18.2 リスクへの対応戦略 リスクコントロール
18.3患者のリスクマネジメント 患者のリスク分析
18.4 病院組織のリスクマネジメント 病院組織のリスク分析

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 医療プロジェクトマネジメント（篠原出版新社）
参考書： PMBOK第５版
準備学習等： 該当部分の教科書を一読しておくことが望ましい。
担当教員からの
メッセージ：

基本的な用語、考え方を国際標準によって学びます。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

第１回： 木 2017年 8月 24日 6限 宮原勅治 実務家教員担当

実務家教員担当

第7回： 水 2017年 8月 23日 6限 宮原勅治 実務家教員担当

第7回： 土 2017年 8月 12日 4限 宮原勅治 16.2 コミュニケーション・マネジメント(5)
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科目名： 19. 臨床指標（医療の質マネジメント）
担当者： 宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 3
授業時間数： 4.5
授業のねらい
到達目標：

クリニカルセクレタリーが臨床現場で経営管理知識をもって業務を実践するために、臨床指標の基礎知識を学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 月 2017年 9月 11日 6限 宮原勅治 19.1 臨床指標の定義と種類 臨床指標の種類と意味 実務家教員担当
第2回： 火 2017年 9月 12日 6限 宮原勅治 19.2 臨床指標による医療の質分析(1) 臨床指標による医療の質分析の実際 実務家教員担当
第3回： 水 2017年 9月 13日 6限 宮原勅治 19.2 臨床指標による医療の質分析(2) 臨床指標による医療の質分析の実際 実務家教員担当

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： クリニカルインディケーターの意味を調べておいてください。
担当教員からの
メッセージ：

臨床指標、経営指標の基礎を理解してください。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。

科目名： 20. 医業経営指標
担当者： 須藤芳正・宮原勅治
分類： 必修
授業時数： 8
授業時間数： 12
授業のねらい
到達目標：

臨床現場で経営管理知識をもって業務を実践するために、医業経営指標、医業経営分析、ビジネスインテリジェンスシステムの基礎知識を学習する。

授業計画：
回 月日 時限 担当教員 テーマ 内容 実践的な方法による授業区分

第１回： 木 2017年 7月 13日 6限 須藤芳正 20.1 医業経営分析の意義と課題 病院財務指標の体系と今後の展望 －
第2回： 金 2017年 7月 14日 6限 須藤芳正 20.2 安全性分析 病院の支払能力指標の評価 －
第3回： 木 2017年 7月 20日 6限 須藤芳正 収益性分析 病院の利益稼得能力の評価 －
第4回： 土 2017年 7月 22日 3限 須藤芳正 4演習問題 安全分析と収益性分析の演習問題 －
第5回： 土 2017年 7月 22日 4限 須藤芳正 CVP分析とキャッシュ・フロー分析 病院管理会計領域の実数・比率併用分析 －
第6回： 土 2017年 8月 19日 3限 宮原勅治 20.3 ビジネスインテリジェンスシステムの操作入門(1) 診療情報・患者情報とBI 実務家教員担当
第7回： 土 2017年 8月 19日 4限 宮原勅治 20.3 ビジネスインテリジェンスシステムの操作入門(2) 医療経営とBI 実務家教員担当
第8回： 月 2017年 8月 21日 6限 宮原勅治 20.3 ビジネスインテリジェンスシステムの操作入門(3) 実際のBI活用 実務家教員担当

評価方法： [レポート]　100％
テキスト： 特になし。
参考書： 適宜指示する。
準備学習等： 財務諸表についての基礎知識を勉強しておいてください。
担当教員からの
メッセージ：

第６～８回では実際のBIシステムの画面を使って解説します。

オフィス・アワー： 質問等については、メールなどを活用して、適宜対応する。


