
Ｈ２８ デュアル  

 

平成２８年度「専修学校版デュアル教育推進事業」 事業計画書 

 

１ 分野名及び職業領域（※プロジェクト Aのみ記載すること） 

分野名 商業実務 

職業領域 医療事務 

 

２ 事業名 

医療事務における効果的な連携事業を行うためのガイドラインを作成 

 

３ 実施する取組（カテゴリー）（※プロジェクト Aのみ記載すること） 

（１）企業内実習等 〇 

（２）学校内実習等  

（３）その他  
その他の場合

の教育手法 
 

  ※ 実施する取組いずれかに一つ「○」を記入すること。 

 

４ 代表機関 

■代表機関（申請法人）等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■事業責任者（事業全体の統括責任者）    ■事務担当者（文部科学省との連絡担当者） 

職名 教育質向上委員会委員長  職名 事務局 

氏名 岡村 慎一 氏名 永井 真介 

電話番号 090-8608-4103 電話番号 0766-55-1420 

Ｅ－ｍａｉｌ osin@yic.ac.jp Ｅ－ｍａｉｌ s-nagai@te.urayama.ac.jp 

法人名 一般社団法人 全国専門学校教育研究会 

理事長名 井本 浩二 

学校名  

所在地 東京都港区南青山 2-2-15 ウイン青山 1403 

mailto:osin@yic.ac.jp
mailto:s-nagai@te.urayama.ac.jp


５ 事業の趣旨・目的 

 

６ 事業の構成機関等 

 （１）構成機関（教育機関） 

構成機関（学校・団体・機関等）の名称 役割等 内諾 都道府県名 

１ YICビジネスアート専門学校 統括 済 山口県 

２ 龍馬看護ふくし専門学校 実施 済 高知県 

３ ｱﾙｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 実施 済 埼玉県 

４ 新潟ビジネス専門学校 実施 済 新潟県 

５ 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校 実施・事業推進 済 愛媛県 

６ 北見情報ビジネス専門学校 実施 済 北海道 

７ 麻生医療福祉専門学校 実施・事業推進 済 福岡県 

８ 専門学校岡山情報ビジネス学院 実施・事業推進 済 岡山県 

９ つくばビジネスカレッジ専門学校 実施 済 茨城県 

10 専門学校 中央医療健康大学校 実施 済 静岡県 

11 松江総合ビジネスカレッジ 実施 済 島根県 

12 専門学校アレック情報ビジネス学院 実施 済 青森県 

13 郡山情報ビジネス公務員専門学校 事業推進 済 福島県 

医療関係分野の就職を目指す学生にとって、企業（病院）との連携となる実習（インタ

ーンシップ）はとても重要であると考える。しかし、医師や看護師といった医療従事者に

対する実習内容や方法は、厚生労働省の養成施設としての指導によりほぼ確立した感があ

るものの、医療事務を目指す学生の実習受け入れは、各医療機関の考え方で実施されてい

る実情がある。同職種では、派遣人材から常用雇用まで多様な働き方があり、また就業先

も大規模病院から小規模診療所までと組織体も多様であり、求められる専門スキルも、レ

セプト、医療経営、医療情報技術、医療ホスピタリティと多様なものと推測される。 

 

① 記の背景から、各地域で行われている医療事務分野の企業連携の実態を調査し、その結

果を元に、人口３０～８０万人程度の地方大都市圏を主とした地域および職種から見た

汎用性と特異性のある企業連携を類型化した上で、学習と実践を組み合わせて行う効果

的な企業連携を促し能動的な学修成果を高めるための（共通・個別）ガイドラインを作

成する。 

 

②また、本事業の成果物であるガイドラインを、当会の強みを生かし全国各地に周知する

ことにより、企業連携を促し、医療事務分野におけるアクティブラーニングによる教育の

質保証・向上に寄与する取り組みである。 

 

（ＭＳゴシック・５４０文字以内） 



14 中央情報経理専門学校 事業推進 済 群馬県 

15 長野平青学園 事業推進 済 長野県 

16 富山情報ビジネス専門学校 事業推進 済 富山県 

17 ＹＩＣキャリアデザイン専門学校 事業推進 済 山口県 

 

（２）構成機関（産業界、その他の機関） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

１ 佐藤昭宏 
ベネッセ教育総合研究所 

高等教育研究室 研究員 

事業推進 
済 東京都 

２ 猪俣 昇 株式会社 ウイネット 代表取締役 事業推進 済 新潟県 

３ 冨田 伸一郎 
株式会社ウチダ人材開発センタ 

常務取締役 事業推進担当 

事業推進 
済 東京都 

４ 井上 肇 
聖マリアンナ医科大学形成外科・

幹細胞再生医学部門  特任教授 

事業推進 
済 神奈川県 

５ 石飛隆敏 
社会医療法人 製鉄記念八幡病

院 医事課長  

事業推進 
済 福岡県 

６ 浅野光孝 
一般財団法人永頼会 松山市民病

院 経理部 

事業推進 
未 愛媛県 

７ 渡辺元三 
社会福祉法人聖母会 聖母病院 

医事課長  

事業推進 
済 東京都 

 

（３）構成員（委員）の氏名（上記（１）の機関から参画する者及び個人で本事業に参画する者等） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

１ 井本浩二 YICビジネスアート専門学校 統括 済 山口県 

２ 佐竹新市 龍馬看護ふくし専門学校 実施 済 高知県 

３ 山崎 彰 ｱﾙｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 実施 済 埼玉県 

４ 川崎千春 新潟ビジネス専門学校 実施 済 新潟県 

５ 河原成紀 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校 実施 済 愛媛県 

６ 栗原寛隆 北見情報ビジネス専門学校 実施 済 北海道 

７ 麻生 健 麻生医療福祉専門学校 実施 済 福岡県 

８ 高岡信吾 専門学校岡山情報ビジネス学院 実施・事業推進 済 岡山県 

９ 片岡 均 つくばビジネスカレッジ専門学校 実施 済 茨城県 

10 鈴木啓之 専門学校 中央医療健康大学校 実施 済 静岡県 

11 坪内浩一 松江総合ビジネスカレッジ 実施 済 島根県 

12 國分義史 専門学校アレック情報ビジネス学院 実施 済 青森県 

13 岡村慎一 YICビジネスアート専門学校  事業推進委員会統括 済 山口県 



14 増子卓矢 郡山情報ビジネス公務員専門学校 事業推進 済 福島県 

15 岩田和人 中央情報経理専門学校 事業推進 済 群馬県 

16 清水利朗 長野平青学園 事業推進 済 長野県 

17 長谷川 綾子 富山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 事業推進 済 富山県 

18 石田哲也 富山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 事業推進 済 富山県 

19 三好純子 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校  事業推進 済 愛媛県 

20 上野慎輔 麻生医療福祉専門学校 事業推進 済 福岡県 

21 中西 美和子 ＹＩＣキャリアデザイン専門学校 事業推進 済 山口県 

22 森合恵子 郡山情報ビジネス公務員専門学校 事業推進 済 福島県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）事業の実施体制（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 事業を実施する上で設置する会議  ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。 

会議名① 実施委員会 

目 的 事業の進行状況や予算執行管理等を統括する 

【実施委員会】 

設置目的：事業方針、予算執行等に関する重要事項に関する意思決定を行い、事業全体 

を管理・監督する。 

【専修学校：12校】 

YICビジネスアート専門学校（代表・実施責任者）、龍馬看護ふくし専門学校（管理・監督）、

ｱﾙｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校（管理・監督）、新潟ビジネス専門学校（管理・監督）、北見情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専

門学校（管理・監督）、河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校（管理・監督）、麻生医療福祉専門学

校（管理・監督）、専門学校岡山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学院（管理・監督）、つくばビジネスカレッジ専門

学校（管理・監督） 専門学校 中央医療健康大学校（管理・監督）、松江総合ビジネスカレッジ

専門学校（管理・監督）アレック情報ビジネス学院（管理・監督） 

【事業推進委員会】 

設置目的：ガイドラインを作成するに必要な情報を収集（視察調査・アンケート調査）し、その

内容を取りまとめる。 

また、本委員会は平成 29年度にガイドライン等の開発や実証講座の運営等を担当する。 

 

【専修学校：8校】 

YICビジネスアート専門学校 （委員会統括）、郡山情報ビジネス公務員専門学校（東北地区情

報提供・収集）、中央情報経理専門学校（関東地区情報提供・収集）、長野平青学園（信越地区

情報提供・収集）、富山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校（北陸地区情報提供・収集）、専門学校岡山情報ﾋﾞ

ｼﾞﾈｽ学院（中国地区情報提供・収集）河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校（四国地区情報提供・収

集）、麻生医療福祉専門学校（九州地区情報提供・収集） 

【企業：７社】 

ベネッセ教育総合研究所（調査最適化への指導・助言）、株式会社ウイネット（教材作成上の指

導・助言）、株式会社ウチダ人材開発センタ（学修成果評価上の指導・助言）、聖マリアンナ医

科大学、社会医療法人製鉄記念八幡病院 一般財団法人永頼会松山市民病院 社会福祉法人聖母

会聖母病院（医療事務業務上の指導・助言）   



検討の 

具体的内容 

〇事業方針に関する検討 

〇予算執行に関する検討 

〇事業進捗の管理 

〇その他、事業に関する重要事項について検討する 

委員数    １２   人 開催頻度 ２回 

 【構成員】 

 氏名 所属・役職 

１ 井本 浩二 YICビジネスアート専門学校 

２ 佐竹 新市 龍馬看護ふくし専門学校 

３ 山崎 彰 ｱﾙｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 

４ 川崎 千春 新潟ビジネス専門学校 

５ 河原 成紀 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校 

６ 栗原 寛隆 北見情報ビジネス専門学校 

７ 麻生 健 麻生医療福祉専門学校 

８ 高岡 信吾 専門学校岡山情報ビジネス学院 

９ 片岡 均 つくばビジネスカレッジ専門学校 

10 鈴木 啓之 専門学校 中央医療健康大学校 

11 坪内 浩一 松江総合ビジネスカレッジ 

12 國分 義史 専門学校アレック情報ビジネス学院 

  

会議名② 事業推進委員会 

目 的 
ガイドラインを作成するに必要な情報を収集（視察調査・アンケート調査）

し、その内容を取りまとめる。 

検討の 

具体的内容 

１．病院実習に関するアンケート調査 

〇調査対象・項目の検討 

〇調査実施 

〇調査結果とりまとめ、報告書作成 

〇調査支援業者に対する仕様書作成 

２．病院実習に関するヒアリング調査 

〇ヒアリング調査対象・項目の検討 

〇ヒアリング調査実施 

〇ヒアリング調査結果とりまとめ・報告書作成 

〇調査支援業者に対する仕様書作成 

３．その他 

〇教育支援ツール作成に関する必要な情報を作成する。 

〇ＨＰ作成に関する仕様書作成 



〇成果報告会開催および発表 

〇その他、必要と思われる事項 

委員数       １８ 人 開催頻度 4回 

   【構成員】 

 氏名 所属・役職 

１ 岡村 慎一 YICビジネスアート専門学校 

２ 増子 卓矢 郡山情報ビジネス公務員専門学校 

３ 岩田 和人 中央情報経理専門学校 

４ 清水 利朗 長野平青学園 

５ 長谷川 綾子 富山情報ビジネス専門学校 

６ 石田 哲也 富山情報ビジネス専門学校 

７ 高岡 信吾 専門学校岡山情報ビジネス学院 

８ 三好  純子 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ・医療・観光専門学校 

９ 上野 慎輔 麻生医療福祉専門学校 

１０ 中西 美和子 ＹＩＣキャリアデザイン専門学校 

１１ 森合 恵子 郡山情報ビジネス公務員専門学校 

１２ 佐藤 昭宏 ベネッセ教育総合研究所高等教育研究室  

１３ 猪俣 昇 株式会社 ウイネット 

１４ 冨田 伸一郎 株式会社ウチダ人材開発センタ 

１５ 井上 肇 聖マリアンナ医科大学 

１６ 石飛 隆敏 社会医療法人 製鉄記念八幡病院  

１７ 浅野 光孝 一般財団法人永頼会 松山市民病院 

１８ 渡辺 元三 社会福祉法人聖母会 聖母病院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


