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授業科目名 診療報酬請求事務 科目コード 365 

開講クラス 医療秘書科 コース   学 年 ２年 

担当教員 

花田 晴子 

実務経験教員（ 有 ・ 無 ） 

実務経験内容 医療事務・調剤事務 講師 

 

 

開講時期 

1コマ９０分 

前期・後期・通年・特別講義・その他 授業コマ数 64コマ 

必 須 ・ 選 択 ・ 選択必須 時 間 数 128時間 

使 用 

テキスト１ 

書 名 診療点数早見表 

著 者 小野 章 

出版社 医学通信社 

使 用 

テキスト２ 

書 名 最新医事関連法の完全知識 

著 者 小野 章 

出版社 医学通信社 

参考図書  

授業形態 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他（       ） 

＜授業の目的・目標＞ 

診療報酬請求事務能力認定試験の取得へ向け，保険の種類の復習や関連法規の知識を深めると

ともに，正確なカルテの読み取りができ，漏れなく，診療報酬明細書（レセプト）の作成がで

きるようになる。 

＜授業の概要・授業方針＞ 

医療機関の事務員としての関連法規の知識と，複雑なカルテの内容を理解し，速く，正確な

レセプトの作成を習得する。 

 

＜成績基準・評価基準＞ 

診療報酬請求事務能力認定試験の合否，授業態度，出席状況，課題提出 等 

各項目に於いて，4段階の評価（優，良，可，不可）を行い，最終評価を行う。 

＜使用問題集・注意事項＞ 

受験対策と予想問題集（著者 小野 章 出版社 医学通信社） 

最新問題と受験対策〈医科〉（著者 鈴木 俊一 出版社 株式会社 社会保険研究所） 

＜授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他＞ 

特になし 

 

 

ｃ 

ｃ 

ｃ 
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授業科目名 診療報酬請求事務 

回 授 業 内 容 備 考 

1 外来カルテ１ 荒井浩一 コード番号記入・会計欄作成  

2 外来カルテ２ 瀬戸彩 コード番号記入・会計欄作成  

3 外来カルテ３ 柳沢真紀 コード番号記入・会計欄作成  

4 学科対策 医療保険制度  

5 外来カルテ４ 加藤旭 コード番号記入・会計欄・レセプト作成  

6 学科対策 入院料・入院食事療養費  

7 最新問題集 外来カルテ例１ 山本理恵 会計欄・レセプト作成  

8 学科対策 公費負担医療制度  

9 学科対策 保険外併用療養費  

10 学科対策 医学管理  

11 最新問題集 外来カルテ例２ 河村慎二 レセプト作成  

12 最新問題集 外来カルテ例３ 上原浩子 レセプト作成  

13 学科対策 療養担当規則  

14 学科対策 在宅医療  

15 最新問題集 外来カルテ例４ 白井勇人 レセプト作成  

16 学科対策 初診  

17 学科対策 再診  

18 学科対策 検査  

19 最新問題集 外来カルテ例５ 高村美知子 レセプト作成  

20 学科対策 病理診断  

21 最新問題集 外来カルテ例６ 大田航平 レセプト作成  

22 学科対策 画像診断  

23 最新問題集 外来カルテ例７ 森山和幸 レセプト作成  

24 学科対策 投薬・注射  

25 最新問題集 入院カルテ例８ 西岡陽一 レセプト作成１  

26 最新問題集 入院カルテ例８ 西岡陽一 レセプト作成２  

27 学科対策 処置  

28 最新問題集 入院カルテ例９ 森本誠 レセプト作成１  

29 最新問題集 入院カルテ例９ 森本誠 レセプト作成２  

30 学科対策 リハビリテーション  

31 最新問題集 入院カルテ例 10 宮本圭子 レセプト作成１  

32 最新問題集 入院カルテ例 10 宮本圭子 レセプト作成２  
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回 授 業 内 容 備 考 

33 学科対策 手術・麻酔・放射線治療  

34 対策問題集 外来カルテ例１ 吉田ゆうこ レセプト作成  

35 対策問題集 外来カルテ例２ 川原英夫 レセプト作成  

36 学科対策 明細書の記載要領  

37 合格テキスト 外来カルテ例１ 瀬戸ナナ子 レセプト作成  

38 合格テキスト 外来カルテ例２ 高田健 レセプト作成  

39 学科対策 特定保険医療材料等  

40 学科対策 介護保険法  

41 学科対策 DPC  

42 外来カルテ復習１ 手術  

43 外来カルテ復習２ 熱傷  

44 外来カルテ復習３ 小児科特例  

45 入院カルテ復習１ 緊急入院  

46 入院カルテ復習２ 手前・手後  

47 入院カルテ復習３ 麻酔の複数体位  

48 試験対策 過去問題 第４７回 入院・外来  

49 試験対策 過去問題 第４６回 入院・外来  

50 復習 閉鎖的循環式全身麻酔１  

51 復習 閉鎖的循環式全身麻酔２  

52 試験対策 過去問題 第４５回 入院・外来  

53 試験対策 過去問題 第４４回 入院・外来  

54 試験対策 過去問題 第４３回 入院・外来  

55 復習 在宅自己注射１  

56 復習 在宅自己注射２  

57 試験対策 過去問題 第４２回 入院・外来  

58 試験対策 過去問題 第４１回 入院・外来  

59 試験対策 過去問題 第４０回 入院・外来  

60 復習 初診・再診の考え方  

61 試験対策 過去問題 第３９回 入院・外来  

62 試験対策 過去問題 第３８回 入院・外来  

63 試験対策 過去問題 第３７回 入院・外来  

64 復習 総まとめ  

 


