
氏    名 村山  由美
所属・役職 医療秘書科・医療事務科  学科長
専門分野 ビジネスマナー・情報リテラシー

免許・資格・学位

国家資格キャリアコンサルタント
日本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー
日本産業カウンセラー協会 キャリア・コンサルタント
日本産業カウンセラー協会 SNSカウンセラー養成講座終了
実務技能検定協会  秘書技能検定１級
初級システムアドミニストレータ
中学・高等学校教員免許（国語）
学士（文学）

主な職歴

総合電機メーカー教育システム事業部 専任インストラクター
東京都教育委員会教職員向けコンピュータ講師
都立学校ＩＣＴ化プロジェクト マネージャー
大学・専門学校・エクステンションカレッジ コンピュータ講師
法律事務所 秘書兼パラリーガル
学校法人川口学園 新入職員研修講師

氏    名 深澤  由紀子
所属・役職 医療秘書科・医療事務科  副学科長
専門分野 医療事務

免許・資格・学位

保母資格
幼稚園教諭免許2種
日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験（医科）
日本医療教育財団  医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）
技能認定振興協会   調剤事務管理士
心理カウンセラー１級・コーチング1級

主な職歴

病院・クリニック（医事課・訪問看護ステーション）
社会人向け医療事務講座講師
求職者支援訓練（医療事務・医事ＯＡ・調剤事務講座講師）

氏    名 石澤　雅子
所属・役職 医療秘書科  専任教員
専門分野 医療用語
免許・資格・学位 中学・高等学校一種教員免許(英語)

実務技能検定協会 秘書技能検定準１級
損害保険代理店普通資格
日本漢字能力検定協会 漢字検定2級
学士(英文学)

主な職歴 クリニック（循環器・内科・消化器科）
損害保険代理店
社会人向け求職者支援訓練（医療事務・医療法規講師）

氏    名 森園　彩菜
所属・役職 医療秘書科  専任教員
専門分野 病院事務　医師事務
免許・資格・学位 日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験（医科）

日本医療教育財団 医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク)
医療秘書教育全国協議会  医療秘書技能検定準1級
医療秘書教育全国協議会  電子カルテ実技検定
日本クリニカルコーディング協会  ICDコーディング技能検定2級
医療秘書教育全国協議会  医事コンピュータ技能検定2級
実務技能検定協会  秘書技能検定2級

主な職歴 特定医療法人　社団育成社　佐々木病院　看護部（外来・病棟クラーク、医師事務作業補助者）

●教員の専門性に関する情報



氏    名 増田　有理絵
所属・役職 医療秘書科  専任教員
専門分野 医療事務　医師事務
免許・資格・学位 医療秘書教育全国協議会  医療秘書技能検定準１級

医療秘書教育全国協議会  医事コンピュータ技能検定２級
医師事務作業補助者32時間研修修了（日本病院協会）
実務技能検定協会  秘書技能検定２級
秘書サービス接遇教育学会認定　秘書実務士
日本漢字能力検定協会漢字検定２級

主な職歴 医療法人愛和会　愛和病院　産婦人科・小児科
学校法人川口学園　学務課臨時職員
社会医療法人社団尚篤会　赤心堂病院　医事課・医師事務課

氏    名 黒田　潔
所属・役職 医療秘書科  専任教員
専門分野 就職活動支援、病院実習関連
免許・資格・学位
主な職歴 学校法人川口学園 管理部

早稲田速記医療福祉専門学校 就職相談室（キャリアサポートセンター）
早稲田速記医療福祉専門学校 医療秘書科
早稲田速記医療福祉専門学校 医療マネジメント科・診療情報管理専攻科

氏    名 川畑  亮子
所属・役職 医療事務ＩＴ科・診療情報管理科・診療情報管理専攻科  学科長
専門分野 診療報酬請求事務

免許・資格・学位

日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
日本医療教育財団  医師事務作業補助技能認定試験
日本病院会  診療情報管理士

主な職歴

病院職員
医療系企業
専門学校教員

氏    名 田港  薫
所属・役職 医療事務ＩＴ科 専任教員
専門分野 医療事務

免許・資格・学位

日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
医療秘書教育全国協議会  医療秘書技能検定２級
医療秘書教育全国協議会  医事コンピュータ技能検定２級
医療教育財団  医師事務作業補助技能認定試験
日本商工会議所  簿記検定3級

主な職歴

昭和大学病院  医事課
専門学校  医療事務科  教員
品川志匠会病院  医事課

氏    名 吉野　江利佳
所属・役職 医療事務ＩＴ科 専任教員
専門分野 医療事務

免許・資格・学位

日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
医療秘書教育全国協議会  医療秘書技能検定２級
医療秘書教育全国協議会  医事コンピュータ技能検定２級
医療秘書教育全国協議会　電子カルテ実技試験
日本クリニカルコーディング協会  ICDコーディング技能検定３級
実務技能検定協会  秘書技能検定２級
実務技能検定協会　サービス接遇実務検定２級

主な職歴 医療法人　石川病院　事務部



氏    名 河村  和恵
所属・役職 診療情報管理科・診療情報管理専攻科　専任教員
専門分野 医療事務  接遇マナー

免許・資格・学位

日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
日本医療教育財団 医事業務管理技能認定試験(医事業務管理士)
日本医療教育財団 医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク)
日本医療教育財団 医事オペレータ技能認定試験(メディカルオペレータ)
日本医療教育財団 ケアクラーク技能認定試験(ケアクラーク)
日本商工会議所  簿記検定２級
全経１級

主な職歴

企業勤務  一般事務
(株)ニチイ学館  教育課  医療事務講師
(株)ニチイ学館  クリニック課  診療報酬請求事務、病院受付、接遇マナーインストラクター

氏    名 遠山  伸洋
所属・役職 診療情報管理科・診療情報管理専攻科  専任教員
専門分野 診療情報管理
免許・資格・学位 日本病院会  診療情報管理士

国立がん研究センター  がん登録実務初級者
日本医療保険事務協会  診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
ITパスポート試験
医療秘書教育全国協議会  医療秘書技能検定準１級
医療秘書教育全国協議会  医事コンピュータ技能検定２級
医療秘書教育全国協議会　電子カルテ実技検定試験
日本医療教育財団　医師事務作業補助技能認定試験
日本クリニカルコーディング協会  ICDコーディング技能検定2級
日本商工会議所  簿記検定３級

主な職歴 医療法人財団 明理会 行徳総合病院

氏    名 田邉  純子
所属・役職 医療事務ＩＴ科・医療マネジメント科  専任教員
専門分野 はり  きゅう

免許・資格・学位

はり師 きゅう師
あん摩マッサージ指圧師
鍼灸マッサージ教員資格
運動機能訓練師
介護予防運動指導員
学士（工学部応用化学科）

主な職歴 鍼灸治療院  在宅リーダー
システム会社にてQA業務、広告代理業、WEBアシスタント

氏    名 江崎  侑子
所属・役職 診療情報管理科・診療情報管理専攻科  専任教員
専門分野 診療情報管理
免許・資格・学位 日本病院会  診療情報管理士
主な職歴 医療法人社団誠弘会 池袋病院  診療情報管理室



氏    名 結城  久美子
所属・役職 くすり・調剤事務科  学科長
専門分野 調剤事務　美容  ヘルスケア  医薬品

免許・資格・学位

登録販売者
技能認定振興協会  調剤事務管理士
日本チェーンドラッグストア協会  ビューティーケアアドバイザー
日本チェーンドラッグストア協会  ヘルスケアアドバイザー
日本アロマ環境協会  アロマテラピー検定１級
日本化粧品検定協会  日本化粧品検定１級
実務技能検定協会  サービス接遇実務検定１級
実務技能検定協会  ビジネス電話実務検定実践級
実務技能検定協会  秘書技能検定２級
日本商工会議所  販売士２級
大阪商工会議所  メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種
公認心理士
学士（経済学）、修士（経営学）

主な職歴 化粧品・健康食品販売会社　販売員教育担当

氏    名 渋谷  大樹
所属・役職 くすり・調剤事務科  専任教員
専門分野 はり  きゅう

免許・資格・学位

はり師 きゅう師
鍼灸教員資格
登録販売者

主な職歴 冨田治療院  川崎支店
学校法人  福岡医療学院  福岡医療専門学校  専任教員

氏    名 中村  博臣
所属・役職 くすり・調剤事務科  顧問
専門分野 医薬品  臨床医学  ヘルスケア

免許・資格・学位
薬剤師 薬学博士
ヘルスケアアドバイザー

主な職歴 長瀬産業株式会社  新薬開発担当
株式会社ナガセビューティケア  ヘルスケア講師

氏    名 松田　朗
所属・役職 介護福祉科  学科長
専門分野 介護福祉　精神保健福祉

免許・資格・学位

介護福祉士　　　認定精神保健福祉士
介護実習指導者講習会修了　　実務者研修教員講習会修了
介護教員講習会修了　　　　　　レクリエーション介護士指導者講習会修了

主な職歴

（株）太平洋シルバーサービスシルバーヴィラ武蔵境　　（有）在宅ケアシステム訪問介護
（有）ハートシップ訪問介護　　　引きこもり支援　　　（特非）日本介護予防協会理事
（一社）職業教育研究開発推進機構常任理事　職業教育研究開発センター研究員
東京都立職業能力開発センター講師



氏    名 中嶋  純也
所属・役職 介護福祉科  専任教員
専門分野 介護福祉

免許・資格・学位

介護福祉士
介護支援専門員更新研修修了介護実習指導者研修修了
認知症介護実践リーダー研修修了実務者研修教員講習会修了
アセッサー講習修了
技能実習指導員講習会（介護職種）修了

主な職歴

社会福祉法人武尊会  特別養護老人ホーム西が丘園
白美産業(株)介護事業部  でいほーむ・ハクビ大宮ハクビ幕張介護支援センター
(株）東京酸器地域密着型サービス  ディアフレンドならしの
(株）グレイスケアサービス恵み  訪問介護
医療法人社団福寿会  介護老人保健施設はくちょう
中央区介護保険課地域支援係

氏    名 岩上  由紀子
所属・役職 介護福祉科  専任教員
専門分野 看護  介護福祉

免許・資格・学位

看護師
医療的ケア教員講習会修了学士（教養）
日本語教師養成講座420時間総合コース修了

主な職歴

公立昭和病院  外科病棟
東京都立東村山ナーシングホーム 小平市立仲町保育園  園児健康管理
小平医師会訪問看護ステーション  訪問看護
所沢医師会所沢看護専門学校  専任教員

氏    名 濱野　厚子
所属・役職 介護福祉科  専任教員
専門分野 介護福祉士

免許・資格・学位

介護福祉士　介護支援専門員更新研修修了　介護実習指導者研修修了
福祉住環境コーディネーター2級　認知症介護実践者研修終了
認知症対応型サービス事業管理者研修終了

主な職歴

社福）デイサービスセンターひまわり　台東区社会福祉事業団　特養浅草・谷中
社福）サン　グループホーム・認知症対応型通所介護事業所
社福）泉湧く家　グループホーム　　吉川福祉専門学校

氏    名 前田  律子
所属・役職 看護科担当副校長
専門分野 母性看護学　在宅看護論

免許・資格・学位

看護師・助産師・保健師
日本赤十字社幹部研修（教員養成課程)修了・教務主任養成講習修了
看護学修士（日本赤十字看護大学大学院）看護学士（東京女子医科大学看護学部

主な職歴

長野赤十字病院（看護師・助産師）
長野赤十字看護専門学校（母性看護学） 河北医療財団看護専門学校（母性看護学）
日本赤十字看護大学非常勤助手
河北医療財団看護専門学校（学校長）



氏    名 伊東由美
所属・役職 看護科  学科長
専門分野 基礎看護学

免許・資格・学位

看護師
東京都立医療技術短期大学教員養成課程修了
学士（教養）

主な職歴

日本医科大学付属病院
河北総合病院看護専門学校(小児看護学）
港区立障害保健福祉センター
中野区私立保育園

氏    名 浅川  真里
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 基礎看護学
免許・資格・学位 看護師

東京都福祉保健財団  看護教員養成研修課程修了

主な職歴 河北総合病院

氏    名 岡野  全子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 精神看護学

免許・資格・学位
放送大学  教養学士看護師
東京都医療技術短期大学看護教員養成講座修了

主な職歴

長崎大学医学部付属病院東京大学医学部付属病院
日本医科大学医学部付属看護専門学校
河北医療財団看護専門学校

氏    名 岡本  隆行
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 老年看護学、がん看護学

免許・資格・学位

看護師
看護学修士(国立看護大学校研究課程部看護学研究科)
経済学学士(学習院大学経済学部経済学科)
日商簿記検定２級第二種証券外務員
銀行業務検定：財務２級、外国為替３級、法務３級品質管理検定３級
法定後見人(裁判所登録)

主な職歴

銀行員(総合職)
看護師(外科病棟、血液内科病棟、先端医療病棟、リハビリテーション病院)
看護教員(大学、専門学校)

氏    名 佐々木  元子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 成人看護学

免許・資格・学位

看護師
人間総合科学大学人間科学 (学士)
東京都福祉健康財団　看護教員養成研修課程修了

主な職歴 至誠会第二病院
至誠会看護専門学校  専任教員
東京警察病院看護専門学校  非常勤教員



氏    名 保井　理子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 小児看護学

免許・資格・学位

看護師
東京都立医療技術短期大学看護教員養成講座修了
東洋大学（文学士）

主な職歴

国立病院医療センター：小児病棟
慈恵看護専門学校：専任教員
非常勤講師：山梨医科大学医学部看護学科・東京都立荏原看護専門学校
　　　　　　　　 聖和看護専門学校・国立病院機構東埼玉病院附属看護専門学校
　　　　　　　　 博慈会高等看護学院
非常勤看護師：東京都立城南特別支援学校
至誠会看護専門学校：専任教員

氏    名 山田 雅子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 成人看護学
免許・資格・学位 看護師

保健学修士（杏林大学大学院保健学研究科）
厚生労働省看護研修研究センター看護教員養成課程修了

主な職歴

国立療養所東京病院
国立療養所神奈川病院附属看護学校専任教員
東京医科大学看護専門学校専任教員
河北医療財団看護専門学校専任教員

氏    名 渡邊  明子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 基礎看護学
免許・資格・学位 看護師

厚生労働省看護研修研究センター看護教員養成課程修了

主な職歴
河北総合病院
河北医療財団看護専門学校浴風会病院

氏    名 村田　亜紀子
所属・役職 看護科  専任教員
専門分野 地域・在宅看護論
免許・資格・学位 看護師

東京都福祉保健財団  看護教員養成研修課程修了

主な職歴

大阪赤十字病院
都内訪問看護ステーション
河北医療財団看護専門学校非常勤講師


