
HLCA Online School
サービス説明資料

Copyright © HLCA All rights reserved 2020.
1



01　　医療英語オンラインスクールと ？

02　　医療英語を学ぶ必要性とキャリア

03　　医療英語オンラインスクール 特徴

04　　他社オンライン英会話サービスと 違い

05　　お申込みまで 流れ

06　　Appendix

2

目次
Our Mission

当校 フィリピン・セブ島にある医療専門 語学学校です。

近年、グローバル化が進んでいる日本において、医療 現場も例外で なく外国人患者

に対応できる人材や施設 急速な整備が必要となりました。

また、医療職 キャリアアップに 、欧米諸国で 専門コース受講にすすまれる方が多く

見られます。

そこで要となる が英語力です。

医療専門 語学学校HLCA 、日常英会話 向上 もちろん、

医療現場ですぐに使える臨床英会話に焦点を当て、忙しい医療者が

オンラインで受けられる医療英語コース 提供を開始いたしました。

医療専門校だからできる、プロフェッショナルな講師と マンツーマンレッスンで、グロー

バルに活躍できる医療人 育成に寄与することが私ども 使命です。

HLCAで医療英語を学び、国際的に活躍できる医療従事者を目指しましょう。
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医療英語オンラインスクールと ？
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約20種類 医療職種に対応した 

“医療英語” 専門 オンライン学習サービスです。

「今日 どうされましたか？」を “英語で”言えますか？

政府認定校 HLCA医療留学

HLCA 医療英語留学 セブ島で医療と英語を

教えるフィリピン政府認定校です。

唯一 医療専門校として、これまでに500名以上

卒業生を輩出しています。

確かな実績をもつHLCA 質 高いカリキュラム

に沿って、講師が自信を持ってオンライン授業を提

供いたします。

HLCA 医療英語オンラインスクール 、向上

心が高い医療職 みなさんが、忙しい日々

中でも自宅で気軽に医療英語学習をスタートで

きるサービスです。 

 

個々 英語レベルや医療専門分野、英語学習

目的・目標に合わせてカリキュラムを作成

し、医療 バックグラウンドを持つフィリピン人

英語講師とマンツーマンでレッスンを行いま

す。 

 

英語習得 目的 在日外国人患者さん 対

応 もちろん、医療 新情報を得るため、海

外 専門コースに進むため、国際ボランティア

に参加するためなど様々で、 

 

 

 

医療職が英語を習得することで、今後 キャリ

ア 選択肢を広げること 間違いありません。 

 

HLCAオンラインスクール 、各医療職者が"実

際 場面を想定した医療実践英会話"を学ぶ

ことができる、唯一 医療専門 英語学習

サービスです。 

医療英語オンラインスクールと
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医療英語を学ぶ必要性とキャリア
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医療業界を取り巻く環境

いま日本で 、英語が話せる医療従事者が求められています。
そ 背景に 、医療インバウンドニーズ 増加 と医療機関における外国人患者受入れ時 言語問題 現状が上げられています。

医療インバウンドニーズ 増加

医療インバウンドと 、訪日外国人 診察や治療を受け入れる取り組み ことで、

日本 医療レベル 周知や経済効果が期待できるため、

日本政府も注目する取り組みです。

実際に2018年度に 国 予算として、国際ヘルスケア拠点構築促進事業に

約5億7,000万円が投じられました。

また2019年、訪日外国人 数 過去 高 3,188万人を記録し、

今後更に医療インバウンドニーズ 高まっていくと予想されております。

医療機関における外国人患者受入れ時 言語問題

日本病院会が医療機関における外国人患者 受入れについて実態調査を

行ったところ、外国人患者受入れ経験 ある医療機関 95.8%が

多言語で 会話に問題や課題を抱えていることが明らかになりました。

今後 ど 病院にも英語が話せる職員 配置が国全体で必要になって

くることが想定され、また英語が話せる医療人が重宝される時代が

すぐそこに迫ってきております。

出典：一般社団法人　日本病院会　平成27年度　医療 国際展開に関する現状調査出典：日本政府観光局：訪日外客数 推移
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HLCAで医療英語を学びキャリアアップへ

HLCAで医療英語を学び、国内・海外で活躍できる医療従事者を目指しましょう。
いま日本で求められている 英語が話せる医療従事者 になることで、将来 キャリアアップにつながります。

国内病院で 外国人対応

グローバル看護師

年収アップ

外資系医療メーカー

医療通訳

学会で 英論文発表
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TOEICで845点獲得！ 卒業後 医療通訳に！ 看護師から キャリアチェンジ！

留学前：看護師（国内病棟）
留学後：看護師（国内病棟） 

高橋玲緒奈さん（20代女性） 

留学前：病院 臨床検査技師（国内）
留学後：医療通訳（マニラ）

加倉井美帆さん（20代女性）

留学前：看護師（国内病棟）
留学後：外資コンサルティング会社

KANAさん（20代女性）

入学前に 560点だったTOIEC 点数が845点まで伸び
ました。現在 日本で看護師として働きながら、英語で取
材をして記事を書いたり、国際交流イベント 救護班 ボ
ランティアに参加し、活躍 幅を広げています。

HLCA卒業後 進路・実績

HLCA卒業生 日本・海外 医療機関で活躍しています。
医療英語 習得を通じて、キャリアアップを果たした生徒様を多数輩出しています。

HLCAを卒業後は、医療通訳士としてマニラの病院に就
職しました。最初は慣れるまで時間がかかりましたが、医
療通訳士の仕事がきっかけで、医療知識と医療英単語が
確実に伸びました。

HLCAで 留学を経て、看護師から夢だった外資コンサ

ルティング会社へ転職しました。

仕事で 外資製薬会社をクライアントとして働いており、

医療知識 もちろん、通常業務 中でHLCAで学んだ医

療英語に触れる機会が多くあります。



HLCA卒業生 傾向
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職種 年齢

●看護師（准看護師/保健師）　••••••　43.2%

●看護学生/医学生　••••••••••••••••••••　18.9%

●薬剤師　••••••••••••••••••••••••••••••••　13.5%

●医師（精神科医/研修医）•••••••••••　10.8%

●そ 他　••••••••••••••••••••••••••••••••　13.5%

※上記 2018年1月〜2020年3月 期間 HLCA卒業実績です

●10代　••••••••••••••　2.2%

●20代　••••••••••••••　30.4%

●30代　••••••••••••••　34.8%

●40代　••••••••••••••　13.5%

●50代　••••••••••••••　6.5%

●60代　••••••••••••••　2.2%

HLCA 看護師だけで なく、様々な医療職種 方からお申込みをいただいております。
職種、年齢、性別問わず、キャリアアップする生徒様 実績があります。
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医療英語オンラインスクール 特徴
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オンライン英会話と

・1レッスン50分 マンツーマンレッスンです。
・予約 固定曜日・時間で設定していただきます。
・有効期限内にチケット 消費してください。
・24時間前まで 振替 無料で行えます。

※入学金（教材費） かかりません。
※受講ツール Skypeを使用いたします。
※受講可能時間 、 10:00-23:50(平日/土日祝)です。
※有効期限 初回レッスン日から起算します。
※レッスン キャンセルや振替希望 24時間前までに連絡をすれ
　予定されている 後 レッスン 後に追加されます。
※固定曜日・時間で 設定が難しい場合 別途ご相談ください。

11

チケット数 料金 レッスン単価 有効期限

24 51,000円 2,125円 6ヶ月

48 114,000円
90,000円

1,875円 12ヶ月

96 228,000円
168,000円

1,745円 12ヶ月

144 306,000円
232,000円

1,610円 12ヶ月

※入学金、教材費 かかりません。

※145チケット以上 お申込みについて 、弊社担当までお問い合わせください。

料金表
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医療英語オンラインスクール 特徴①

約20種類 職種に対応した

医療英語専門 オンラインレッスンを提供

HLCA 医療英語コース 約20種類、医療に携わる仕事に就く英語学習者に合わ

せて作られています。 

 

医師・薬剤師・看護師など 専門職を じめ、近年需要が高まりつつある医療通

訳や、働く人材に英語力が問われる製薬会社や医療機器メーカーで勤務する方々

にも、お仕事にすぐに役立つ内容でレッスンを提供しています。 

 

近で 学生 頃から将来グローバルに活躍することを目指す、医学部や看護学

部生 受講者も増えています。 

 

「医療者 医療を通して英語を学ぶ」 が語学習得 一番 近道です。興味があ

り、知識や経験がある分野だからこそ、高いモチベーションで学習を継続すること

ができます。 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医療英語オンラインスクール 特徴②

4年制 大学で医療系（主に看護学） 学位を取得した

医療英語に精通している講師 みを採用

HLCA フィリピンで高等教育を受けたプロフェッショナルな人材 みを厳選してい

ます。 

英語講師経験者かつ、下記 条件をクリアしています。 

 

・大学で 医療系コース専攻者 

・学士保持者   

・臨床経験者 

 

フィリピン人看護師 世界で も活躍する外国人看護師で、英語圏(公用語／準公

用語含む)を中心に50カ国以上に渡り、全世界 外国人看護師 25％を占めてい

ます。そ 理由 高い英語力と熟練されたスキルを持ち、有能で思いやりがある

ためだと言われています。 

 

HLCA そ ようなフィリピン人看護師を じめ、薬剤師や理学療法士 英語講師

が在籍しています。 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医療英語オンラインスクール 特徴③

医療英語学習といえども、受講する生徒さん 職種、専門分野、学習 目的や目

標 様々。 

 

HLCAで 受講前 カウンセリングや英語力テストを通して、一人ひとりに 適なカ

リキュラムをフルオーダーメイドで提供しています。 

 

生徒 語学レベルや職種に合わせてレッスンをすすめられる 、マンツーマン

レッスンならで です。 

 

医療英語 もちろん、英語 4技能（話す・聞く・読む・書く） 向上を目指し、基礎

英語力 底上げや苦手分野 克服が同時に可能です。 

 

個人 語学レベルや医療職種に合わせて、

授業内容やカリキュラム フルオーダーメイドが可能



医療英語オンラインスクール 特徴④

HLCAオンラインコミュニティで 同じ目

標に向かって勉強する仲間を見つけて、

モチベーション 維持や情報収集/意見

交換にもご活用いただける場をご用意し

ています。 

 

またHLCAが運営するイベントや投稿及

び、医療英語や医療業界に関するトピッ

クスも入手することができます。 

目標に向かって職種 違う仲間と一緒に学べる

HLCA受講生専用 オンラインコミュニティ

15
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医療英語オンラインスクール 特徴⑤

HLCA オンラインスクール 、それぞれ 生徒に、担任講師が付きます。 

 

英語学習 継続することが大切です で、学習 進捗や悩み事も気軽に相談できる

サポーターがいること 何よりも心強いです。 

 

レッスンに 予習や復習が欠かせません。担当講師から毎回 レッスン後にレポート

が送られます で、弱点や学習が必要な部分が明確になり、自己学習にも繋げること

ができます。 

 

決められた講師が継続的にレッスンを担当することで、高い学習効果が発揮できる環

境を作っています。 

 

前回レッスン 振り返りや

授業 ペース調整ができるよう、担当講師制を採用



医療英語オンラインスクール 特徴⑥

シフト制で勤務時間に らつきがあったり、日々 勤務時間が固定されていない忙し

い医療従事者向けに、レッスンチケット制を採用しています。 

 

もちろん授業 振替も可能で、かつ夜間でもレッスン受講が可能なため、仕事が忙し

いけど医療英語を学びたい方、日中に英語学習 時間が取れない方も、安心して受

講いただけるスケジュールになっております。 

 

またチケットを短期間で集中的に消化することもできるため、復職前や長期休暇期間

にも適した受講スタイルとなっております。 

長期的に継続して受講できるよう、

医療従事者 勤務帯に合わせた受講スタイルを採用

17
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医療英語オンラインスクール 特徴⑦

実践的な医療英語を学べるよう、

医療業界に精通したアドバイザー 元、独自 カリキュラムを作成

鈴木裕介医師
秋葉原内科
saveクリニック  院長

月永洋介
医療法人賞永会
さつきホームクリニック院長

藤井哲郎
東京慈恵会医科大学教授

逢坂竜太
歯学博士
日本口腔外科学会認定医

井倉一政
岐阜協立大学看護学部
地域看護学分野　准教授
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Skype

タブレットノートパソコン

また

＋

レッスンで 使用ツール

HLCA レッスン 無料通話アプリ Skypeを活用してレッスンを行います。

ノートパソコンまた タブレットに Skypeをダウンロードしていただくだけで受講が可能です。
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他社オンライン英会話サービスと 違い
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他社オンライン英会話サービスと 違い

HLCA 医療英語
オンラインスクール

A社 B社 C社

メイン商材 医療英語専門
オンラインスクール

一般英語学習者向け
オンライン英会話サービス

一般英語学習者向け
オンライン英会話サービス

一般英語学習者向け
オンライン英会話サービス

医療英語

提供カリキュラム
約20種類 職種に対応した
医療英語カリキュラムを提供

医療・ヘルスケア分野
1種類 教材 み提供

基礎的な3種類
医療英語コース み提供

医療/薬学業界 2種類
医療英語コース み提供

講師 特徴 医療系 学位を取得した
医療英語に精通している講師陣 み

TEFLやTESOL
資格所有者が多い

講師全員が正社員採用
TEFLやTKT

資格所有者が多い

講師 選択方法 担当講師制 レッスン毎に選択
レッスン毎に選択

※担任講師制も選択可能
レッスン毎に選択

1レッスンあたり 時間 50分 45分 25分 20分

医療英語

カリキュラム 構成
医療英語に精通したプロによる、
授業内容 徹底オーダーメイド

医療英語 教材数が少ないため
指定教材 み 受講

医療英語 教材数が少ないため
指定教材 み 受講

医療英語 教材数が少ないため
指定教材 み 受講

他社オンライン英会話サービスと比べても、
医療英語に特化したプログラムを提供している HLCAだけ！
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お申込みまで 流れ
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カウンセリングにて

学習プランを決めます

カウンセリング/無料体験レッスン
レッスン開始から1ヶ月〜2ヶ月前

　お申し込み
　レッスン開始から2週間前〜1ヶ月半前

　事前準備
　レッスン開始から2週間前〜1ヶ月半前

　授業開始
　 レッスン開始当日

学習プラン 決定

　　・プログラム

　　・受講期間

　　・授業開始日

お見積り

学習プランが決まったら

本申し込み お手続きへ

カウンセリング

お支払い
（銀行振込／クレジットカー

ド決済）

授業開始までに

学習 準備を整えます

Skypeアプリ

ダウンロード

レッスン2日前までに

スタッフからメッセージが届き

ます

レッスン開始日

いよいよ授業スタート！

Skypeにて

講師から授業開始合図 メッ

セージが送られます

Skypeでコールが

かかってきたら

いよいよ授業開始です！

お申し込みフォーム
登録

お申込みまで 流れ

まず カウンセリングであなた 適な受講プランを決定！



海外 医療事情や医療英語に精通した日本人カウンセラーから、
あなた 職種や英語力にあったプランをご紹介いたします。

カウンセリング

「 自分 職種に合う勉強法が分からない … 」
「 日中 仕事で忙しく、休みも不定期 … 」
「 医療英語を学んだ後 進路が分からない … 」
「 ど コースにすれ 良いか迷う … 」

そ 悩み、すべてカウンセラーが解決します。

学習に関する悩みや質問、学習プラン ご相談 など

お気軽にお聞きください。

カウンセリング すべてオンラインで行います。

まず 下記ボタンからご予約ください。

   無料カウンセリングを予約する   ＞

24
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Appendix
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HLCAで 、弊社提携先 NURSYを通して、医療従事者 転職サポートも行っております。
国内 病院や医療機関 みならず、様々な医療系職種 ご紹介が可能です。

医療従事者 転職サポート

医療従事者 ため キャリアアップ支援 

国内で 転職や就職を検討されている方に 、弊社提携先 NURSY

を通して、医療系職種 就職先を紹介させていただきます。またオンラ

インスクール受講後 就職先を事前に決める場合 、 ”0円オンライン

英会話制度”もご用意しております。

※0円オンライン英会話制度 対象 24チケット（51,000円）分となります。
※看護師以外 職種も紹介可能

 HLCA専用
NURSY 就職サポートLINEアカウント
から登録、申込みをお願いします。

（LINEID：@713rpnnj）
早速相談

したい方！
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さあ、HLCAで医療英語を学び、
国際的に活躍できる医療従事者を目指そう


