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医療福祉学研究科
■修士課程 医療福祉経営専攻
　実践コース
　がん登録コース
　研究コース
■博士課程 保健医療学専攻
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　診療情報アナリスト養成分野 &診療情報管理・分析学分野のご紹介　　

　当分野が養成する人材〈診療情報アナリスト〉

　担当教員

経験豊富な教員が
充実した学修を
サポートします

教員名 職位 研究指導テーマ

山本 康弘 教授 DPCと病院運営管理、診療情報データの分析と活用

斎藤 恵一 教授 DPCなどの医療データサイエンス、患者満足度調査データの分析

篠原 信夫 准教授 医療情報システムの構築と評価、eラーニングによる教育の実践と評価

藪下 千恵美 講師 診療情報管理と監査、DPCデータ分析と活用

後藤 清貴 助教 診療情報管理の応用と実践、診療報酬における診療情報の活用

連絡先メールアドレス　  analyst@iuhw.ac.jp

診療情報
アナリスト

正確なICDの
付与および
退院サマリー等
記録作成を
指導できる

診療行為と
レセプトとの関連を
理解できる

精度の高い
がん登録と
そのデータを
集計・分析できる

診療データを
集計・分析し

改善提案ができる

コンピュータによる
情報処理・解析の
知識がある

診療情報アナリスト養成分野
分野責任者

山本  康弘 教授

大阪府立大学大学院 経済学研究科
博士前期課程修了。
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科
博士課程修了。博士（医療福祉経営学）。
専門は病院管理学、診療情報管理学、
医療経営学。
診療情報管理士指導者。

　近年、医療における疾病構造や医療環境の変化の中で、医療の質を保ちながら病

院経営の改善を実現するには、医療情報に精通した診療情報の専門家が必要とされて

います。そこで、病院経営を側面から支える実務者の「診療情報管理士」や「医療

情報分析専門家」の役割が、ますます重要になってきています。一方、診療情報の電

子化やＤＰＣの普及により、医療の質向上や病院経営に診療情報を有効に活用していく

ことが期待されています。

　そのため、診療情報管理の知識と技能を基礎として、診療記録の正確な記載や分析・

評価と、その有効な利活用を支援し、医療の質の向上や医療施設の健全な運用に必要、

かつ適切な情報を提供し、経営改善の提案ができる人材への要望が高まっています。

これを受けて、国際医療福祉大学大学院では２００８年度に修士課程「診療情報アナリ

スト養成分野」を開設しました。当分野では、診療情報管理士に限らず、診療情報を

的確に分析できる能力を身につける人材の養成も行っています。さらに、２０１０年度

には博士課程「診療情報管理・分析学分野」を開設しました。２０１８年度から修士課

程は、進学を希望される皆さまにさらにわかりやすくとの考えからコース名称を変更い

たしました。

人材養成に対応する 3コース

1. 実践コース（課題研究コース）
業務上の問題を課題研究のテーマとして、
問題解決能力を身につける

2. がん登録コース（課題研究コース）
精度の高いがん登録からデータを有効活用
し、情報提供ができる

3. 研究コース（修士論文コース）
研究者としての分析スキルを身につけ、
修士論文を執筆できる
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　入学から修了後までのプロセス（修士課程）

　授業スタイル（修士課程）【実践コースの 2年間】

　入学者の状況

　１年次は授業を中心に、２年次は研究指導を中心に行います。大学院での学びの成果をご自分のスキル・アップに、そして職場等
への還元でキャリア・アップを図ることをめざします。

・ 社会人大学院生が学びやすいように、専門科目の授業の多くを、いつでも好きな時に学修できる eラーニングシステムによ
る VOD授業と演習を集中的に行う教室授業の組み合わせで行っています。
・ eラーニングはインターネット回線につながったパソコンから受講可能です。また、教室授業は土曜日などに東京赤坂キャン
パスで実施しています。
・ 研究指導のためのゼミナールなどは同時双方向の遠隔授業システムにより、国際医療福祉大学の各キャンパスから受講する
ことができます。

入学～１年次
2年次

修了

キャリア・アップ
職場等への還元

◆eラーニング
（自宅学修）
◆講義・演習
（教室授業/集中講義）
◆研究指導
（教室授業/ゼミナール）

◆課題研究・研究指導
（実践コース、がん登録
コース）
◆修士論文・研究指導
（研究コース）

◆学位取得
　修士
（診療情報管理学）

◆研究成果の
フィードバック
◆学会発表
◆学術誌へ論文投稿

◆学会等の
認定資格取得

◆昇格・昇給

eラーニング ＋
教室授業 教室授業 eラーニング

【専門：８科目】【専門＋共通：７科目】 【専門＋共通：４科目】

eラーニング
VOD授業
確認問題回答

eラーニング
VOD授業
確認問題回答

土曜日等 教室授業
集中講義

土曜日等 教室授業
集中講義

集中講義は模擬診療記録や生データを使用した
実践的な演習授業と研究指導（ゼミナール）

人数
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入学者の年代別人数（2008-2021） 入学者の勤務地（2008-2021）

中国 5％
九州 3％
東北 3％
中部 2％ 留学生 2％

北海道 2％

関東
64％近畿

11％

東海
8％

実務経験豊富な診療情報管理士の方は
学士を取得していなくても学べます

診療情報管理士の資格がない事務職の方や
データ分析に興味をおもちのコ・メディカルの方も学べます
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修士課程 専門科目および共通科目＊ 授業スタイル 単位数 必修／選択の別
標準履修年次

1年次 2年次

3コース
共　通

サマリーのあるべき姿 eラーニング＋教室授業 2 実践のみ必修
それ以外は選択 前期

医療情報分析における統計処理 eラーニング＋教室授業 2 実践のみ必修
それ以外は選択 前期

がん登録概論 eラーニング＋教室授業 2 がん登録のみ必修
それ以外は選択 前期

医療情報システム概論＊ eラーニング＋教室授業 2 選択 前期

診療報酬概論・演習〔隔年開講〕 eラーニング＋教室授業 1 選択 前期

医療の質と診療記録のあり方 eラーニング＋教室授業 2 実践のみ必修
それ以外は選択 後期

診療記録の活用 eラーニング＋教室授業 1 選択 後期

疾病コーディング 教室授業（集中講義） 2 選択 前期

がん登録演習 教室授業（集中講義） 2 がん登録のみ必修
それ以外は選択 後期

DPCコーディング〔隔年開講〕 教室授業（集中講義） 1 選択 後期

修士課程のための研究法入門＊ eラーニング 2 必修 通期

治験と臨床研究 eラーニング 2 選択 後期

がん医療総論＊ eラーニング 1 選択 後期

がん医療各論＊ eラーニング 2 選択 後期

実践コース
診療情報アナリスト課題研究指導ⅠⅡⅢ 教室授業（集中講義） 4 必修 1年後期～ 2年後期

診療情報管理学演習基礎ⅠⅡ 教室授業 2 必修 通年

がん登録
コース

診療情報アナリスト課題研究指導ⅠⅡⅢ 教室授業（集中講義） 4 必修 1年後期～ 2年後期

診療情報管理学演習基礎ⅠⅡ 教室授業 2 必修 通年

がん登録病院実習　　 2 必修 通年

研究コース

診療情報アナリスト研究指導ⅠⅡⅢⅣ 教室授業（集中講義） 8 必修 1年前期～ 2年後期

診療情報管理学演習基礎ⅠⅡ 教室授業 2 必修 通年

診療情報管理学演習応用 教室授業 2 必修 前期

コース 出願要件 必修／選択の別 単位数 修了要件（修業年限 2年）

実践コース
（課題研究コース）

診療情報管理士、または
診療情報管理の実務経験３年以上

必修科目 14
30単位以上を修得し、必要な研究指導を受け、
課題研究審査と最終試験に合格する
◆授与する学位：修士（診療情報管理学）

選択科目 16以上

がん登録コース
（課題研究コース）

診療情報管理士、かつ
診療情報管理業務経験３年以上

必修科目 14

選択科目 16以上

研究コース
（修士論文コース） なし

必修科目 14 30単位以上を修得し、必要な研究指導を受け、
学位論文審査と最終試験に合格する
◆授与する学位：修士（診療情報管理学）選択科目 16以上

診療情報管理・分析学分野　　◆修業年限：3年　◆授与する学位：博士（診療情報管理学）
専門科目 標準履修年次 単位数 修了要件

必修科目

診療情報管理・分析学講義〔博士〕 1年次前期 2

12単位以上を修得し、
必要な研究指導を受け、
学位論文審査と最終試験に合格する

診療情報管理・分析学演習〔博士〕 1年次後期 2

診療情報管理・分析学研究指導〔博士〕Ⅰ 2年次前期 2

診療情報管理・分析学研究指導〔博士〕Ⅱ 2年次後期 2

診療情報管理・分析学研究指導〔博士〕Ⅲ 3年次前期 2

選択科目 任意の科目 1年次通年 2以上

　　　　　 カリキュラム

　　　　　 出願および修了要件

　　　　　 カリキュラムおよび修了要件

修士課程

修士課程

博士課程

共通科目＊：全ての分野共通で履修できる科目（必修科目・選択科目を含む）
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　文部科学省  平成19年度  がんプロフェッショナル養成プラン

　在学生のメッセージ

　国際医療福祉大学と自治医科大学との連携による“がんプロフェッショナル養成プラン”「全人的ながん医療の実践者養成」は
平成１９年度文部科学省の事業として採択されました。これに基づいて、本学では２００８年度に診療情報アナリスト養成分野（診
療情報管理コース・がん登録専門コース）を開設しました。事業終了後の現在も、引き続き質の高い人材養成に取り組んでいます。
　がん登録専門コースは他の養成プランにはない取り組みで、本プログラムの中核を担い、精度の高いがん登録とそのデータを
集計・分析できる診療情報管理士の養成を行っています。現在まで１０名の修了生が、がん登録の実務者、また指導者として全国
で活躍しています（２０１８年度から「がん登録コース」に名称変更）。

八木 愛子 さん

実践コース　修士課程 1年（2021年度入学）
［勤務先］山口県立総合医療センター

　診療情報管理士として、診療情報管理室で診療記録監査やサマリーコーディングなどを行っ

てきましたが、２年前に医事課へ異動となりました。これを機にカルテ開示やクリニカルパス、

統計などを含めた医事業務を行う中で、診療情報管理の知識の重要性や問題解決能力の必要

性をますます感じるようになりました。

　そんな中、家庭や仕事との両立を考えたときに、土曜日集中講義と eラーニングが中心で、地方からでもしっか

り学べる国際医療福祉大学大学院を知りました。

　4月から授業が始まりましたが、診療情報アナリスト養成分野の授業内容は日常業務に直結しており、診療報酬

や疾病コーディングの授業などで日常業務の基礎固めを行いつつ、がん治療の先端知識や統計処理など、医療人

としての知識向上や職場での問題解決に必要な知識を学ぶ機会を得ています。アットホームなゼミも魅力のひとつ

です。

　ぜひ、一緒に診療情報アナリスト養成分野で学びませんか。

山口 千春 さん

診療情報管理・分析学領域　博士課程 1年（2021年度入学）
［勤務先］独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター

　通信教育で診療情報管理士の認定を受けた私は、診療情報管理を体系的に学ぶ機会を欲

していました。また、分析や論文作成の手法等も知りたいと思っていました。ただ、仕事との

両立が不安でした。結論から言えば、仕事との両立は可能ですが、それなりに努力が必要です。

とくに 1年次は、毎週土曜日は、出勤より早く起きてキャンパスに通いましたし、eラーニングもありました。でも、

充実していました。

　「がん登録演習」では、毎回、実務でわからないところを先生に伺いました。「アンケート・インタビュー・フィー

ルドワーク入門」では、「社会調査」としての科学的手法を学びました。ゼミでは、論文の構成や研究手法を知る

ことができました。教室で隣り合わせた留学生と花火大会に行ったり、同じ科目を履修した他分野の院生と鍋パー

ティーをやったり、地の利を活かして美術館巡りも楽しみました。コロナ禍で遊びは封印中ですが、同期や先輩方

と知り合えたことも大きく、今も実務や研究について相談し、物心両面で支えてもらっています。

　指導教授には、他の研究のご指導もいただいています。現状に甘んじたくないと考えている方、一歩前に進んで

みませんか。
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国際医療福祉大学大学院
保健 •医療 • 福祉専門職のキャリアアップを支援

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学
附属病院

「働きながら大学院で学びたい」社会人が学びやすい本学大学院の特長

　　 　　 

　　 　　 

１ 3

2 4

大田原
キャンパス

（栃木県大田原市）

福岡
キャンパス
（福岡県福岡市）

東京赤坂
キャンパス
（東京都港区）

大川
キャンパス
（福岡県大川市）

成田
キャンパス
（千葉県成田市）

小田原
キャンパス

（神奈川県小田原市）

熱海
キャンパス
（静岡県熱海市）

全国7都市の
キャンパス
全国7都市の
キャンパス

医療福祉学研究科

ICT 教育ツール

医学研究科

薬学研究科 薬科学研究科

修士課程

博士課程

博士課程（４年制）

博士課程

修士課程

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 特定行為看護師養成分野
   （旧：ナースプラクティショナー養成分野）
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野

● 臨床検査学分野
● 災害医療分野
● 遺伝カウンセリング分野
● 医療機器イノベーション分野
医療福祉経営専攻
● 医療経営管理分野
● 診療情報アナリスト養成分野
● 医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
●医療通訳・国際医療マネジメント分野
臨床心理学専攻

医学専攻
● 基礎医学研究分野
● 臨床医学研究分野

● 社会医学研究分野

医療・生命薬学専攻

修士課程（２年制）
生命薬科学専攻
● 生命薬学分野 ● 医療薬学分野

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野
● 臨床検査学分野
● 医療遺伝学分野

● 医療福祉経営学分野
● 診療情報管理・分析学分野
● 医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 臨床心理学分野

公衆衛生学専攻
● 国際医療学分野
● 疫学・社会医学分野

● 医療福祉管理学分野
● 予防医学分野

210705000

Tel   03-5574-3903 　　　　　　　　 HP

E-mail   daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp

大学院に関するお問い合わせ

学生募集要項は次のいずれか
の方法でご請求ください

東京赤坂キャンパス事務部
Tel：03-5574-3900　　〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26

□大田原キャンパス
●   保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、
放射線・情報科学科

●   医療福祉学部：医療福祉・マネジメント学科
●   薬学部：薬学科（6年制）

□成田キャンパス
●   医学部：医学科
●  成田看護学部：看護学科
●   成田保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科、放射線・情報科学科

●  臨床工学特別専攻科（1年制）

□東京赤坂キャンパス
●   赤坂心理・医療福祉マネジメント学部：心理学科、
医療マネジメント学科

□小田原キャンパス
●   小田原保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科

□大川キャンパス
●   福岡保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科

●   福岡薬学部：薬学科（6年制）

■国際医療福祉大学病院（栃木県）
■国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）
■国際医療福祉大学成田病院（千葉県）
■国際医療福祉大学市川病院（千葉県）
■国際医療福祉大学三田病院（東京都）
■国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

居住地に近いどのキャンパスでも臨場感
あふれる映像・音声で受講できる、同時
双方向遠隔授業システム

通勤・休憩時間など、いつでもどこでも
自分の都合に合わせて学修できる、
eラーニングシステム

自宅など、どこからでも手軽に授業や研
究指導を受けられる、同時双方向ソフト
ウェア

多数のコンテンツで保健・医療・福祉を
幅広く学べる、VODライブラリー

全国7都市（栃木県大田原市・千葉県成田市・東京都港区・神奈川県小田原市・静岡県熱海市・福岡県福岡
市・福岡県大川市）にキャンパスを展開する国際医療福祉大学大学院は、平日の夕方以降や土日祝日に授業
を集約したカリキュラムとさまざまなICT教育ツールにより、全国の社会人の学びを支援しています。
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