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医療秘書の役割は、2008年の医師事務作業補助体制加
算制度の設立によって一躍脚光を浴びるようになった。こ
の制度は病院医師の診断書や書類等の事務的業務の負担
軽減策として導入された。しかし、今日では医療秘書（医
師事務作業補助者）はこれらの代行作成にとどまらず、診
療録の代行入力など医師の診療支援を幅広く手がけるま

佐藤 秀次 先生

医療秘書教育全国協議会は1988年に設立して以来、同

感を身につけ行動しよう」などのキーワードをモットー

でに発展した。さらに、多職種協働医療の一員として、医

りわけ重要になる。また、医学は日進月歩の学問と言われるよ

年12月には第1回医療秘書技能検定3級試験を実施し、医

に教育に専念してまいりました。これらの全ては前会長

療専門職間の調整者（coordinator）としての役割も担うよ

うに専門職には常に学び続ける姿勢が求められる。従って、

療秘書技能検定1級、医事コンピュータ技能検定3級試験

の故日野原重明先生のお教えでもありました。

うになり、病院にとっては勿論のこと、医療界にとっても

医療秘書も同じく医学の進歩に敏感でなければならず、この

不可欠な職種として評価されている。

ことをしっかりと胸に刻んで努力していかなければならない。

に次ぐ検定2級、医療秘書技能検定準1級、更には、福祉事

一般的に、教育とは「学習者の行動に価値ある変化（行動

務管理技能検定試験、医事コンピュータ技能検定準1級、

変容）をもたらすプロセスである」と言われています。医療

医療秘書がこれらの役割を果たすために必要な能力とスキ

これからは、IT化が進み、ロボットが活用され、人間（ヒ

福祉事務管理技能検定2級、電子カルテ技能検定試験に続

秘書教育においての学習者（医療秘書）の価値ある行動変容

ルがある。特に重要なものは医学知識とコミュニケーション

ト）の仕事がどんどん奪われていくと予想されている。デ

き、医事コンピュータ技能検定試験準1級領域Ⅲ（実技）の

とは、よりよい医療秘書として患者サービスをはじめ医療

スキルであり、ここに医療秘書と医療事務との根本的な違い

ジテル化可能な事務職の多くは存亡の危機に瀕している

改定を行うなど30年にも及ぶ歩みの中で、40万有余の多

全般の質的向上に貢献できる医療秘書になることだと思い

がある。医学知識もコミュニケーションスキルも短期間で習

と言って過言ではない。しかし、これらの科学技術をもっ

くの医療秘書を養成し、世に輩出し続けています。より質

ます。ここ協議会参加すべての会員校においては、そのた

得できるものではなく、年月をかけて獲得しなければならな

てしても代替できない仕事であるなら、生き残り、発展で

の高い医療秘書をとの医療関係各位からのニーズに応え

めの周到な実践的カリキュラムによる学習を行っています。

い。そのためには医療秘書としてキャリアアップする強い意

きる可能性を秘めていると言い換えることができる。医

るべく、医療に関する知識・技能のみに偏ることのない医

医療秘書教育全国協議会では、
（医療秘書技能検定試験

志が必要になる。医療界は専門職の集まりであり、個性豊か

師と患者、医師と他の専門職の間を繋ぐ架け橋となり、業

療職の一員として、またチーム医療の一員としても業務

をはじめ医事コンピュータ技能検定試験、福祉事務管理

な人々からなる。医療秘書はこれらの専門職が所属する診療

務の調整者としてのこれからの医療秘書の役割はIT では

が果たせる様な態度教育においても人間的な心配りがで

技能検定試験のほか、）2004年度を初年度として日本医

部門に属して、これらの専門職と協力関係を築き、仕事をしな

カバーできないhuman work として発展する大きな可能

きる人間教育にも力をいれています。

療秘書学会を発足させ、医療秘書の研鑽に努めています。

ければならない。そのためにはコミュニケーションスキルがと

性を秘めていることを強調したい。

私は医科大学での医学生の教育だけでなく、看護師を

『よい医師は、よい足跡（good tracks）
（記録）を残して

はじめ病院等で必要不可欠な診療情報管理士やセラピス

おり、また、良い足跡を見れば、医師の良さがおのずとわ

トの教育にも関与してきましたが、それらの教育の中で

かる（J.W.Hurst）』

も不足がちな態度教育に意を尽くし、
「すべては挨拶から
始まる」
、
「時間を守ろう大切に」
、
「さりげない装いで清潔

医師を「医療秘書」に置き換えてみたらどうなりますで

最新 の 知 識・技 能 を 習 得 す る

ヒューマンな心を育成する

医療秘書は、医療機関の中で多様な専門的事務をこなす

知識・技能はもちろん、それ以上に大切なのが相手を思

ことが求められています。そのためにも、最新の専門的知識・

いやるヒューマンな精神です。患者様は不安な気持ちを抱

技能の習得は欠かせません。

いていますので、病院側のちょっとした言葉遣い、態度にも

そこで医療秘書教育に携わる各校は、実践的カリキュラム

敏感に反応するものです。そのようなとき、相手の身になっ

の編成と指導に全力を尽くしています。解剖学・生理学、臨床

て誠実に応対できること、これも医療秘書に欠かせない資質

医学、医薬品の知識、医療福祉関連法規、医事コンピュータ

といえます。

演習、医療秘書実務などの専門基礎科目。病院管理、診療

〜一石三鳥のすばらしいお仕事〜

関や介護施設が適切かなど、いろいろな困りごとの相談に
乗って手助けしてあげることができる公私共に役に立つ
公益財団法人 唐澤記念会
大阪脳神経外科病院
専務理事・事務部長

谷口 太 さん

お仕事だからです。
どこか具合の悪い患者さんは診療所や病院に行くのが
とても不安です。そこで入口である受付と出口である会計
の両方で必ず関わるのが私たち医療秘書です。笑顔でのあ

生まれてから最期を迎えるまで医療や介護のお世話に

いさつや温かいお声かけが、どんなに患者さんの安心処と
なっていることでしょう。また、医事業務に始まり医師事

学校ではこのことが繰り返し教育されます。医療サービス

てきて良かったとつくづく思うことは、
『一石三鳥のすば

務作業補助、病棟や薬局・リハビリなどのクラーク業務、診

らしいお仕事』であるということです。一つ目は、診療報

療情報管理業務のほか、病院内で資格がないとできない業

酬や介護報酬制度・各種保険制度の知識、医療や介護の臨

務以外の大半を各部署で横断的にどんなことでもこなす

床的知識が身につきます。二つ目は、他の医療機関や介護

『何でも屋』であります。今後AI（人工知能）やロボット技

施設との連携などによる人との出会いが自分自身を成長

術の発展によって私たち医療秘書の業務のあり方も変わっ

報酬請求事務、医療情報管理、医学用語などの専門科目。そ

マナー、人間性教育などのほか、医療の現場とは一見関係
ない教養科目をカリキュラムに組み込む学校が多いのも、そ

して必要な知識・技能を基礎から着実にマスターさせていきます。

うした「ヒューマンな精神」を身につけてほしいとの願いがあ

院実習を行っています。学校で学んだことを実体験させること

医療秘書に思うこと

ならない人はいません。私自身が医療秘書のお仕事をやっ

してすべての基礎となる一般教養基本科目。これらの教科を通
さらに学習した知識・技能をしっかりと身につけるために病

医 療 秘 書 に 期 待 す る

しょうか。

医療秘書教育がめざすもの
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るからです。
医療機関は病める人を相手とする究極のサービス機関で

により、医療機関の仕組み、業務の流れなどの理解を深める

す。そこに従事することの意味を理解させ、自覚を持たせたい。

させてくれます。そして三つ目は、何より患者さんや職場

ていくことでしょうが、何に対しても常に好奇心をもって

ことができます。

これも医療秘書教育の大きな目的の一つです。

の皆さんにも喜ばれ、家族や親戚・お知り合いの方々へも

仕事に臨み、人にしかできないプロフェッショナルな医療

病気のこと、治療費などお金に関すること、どこの医療機

秘書がどんどん活躍していってほしいものです。
2

医療秘書に 期待する
らの「ありがとう」
「助かっています」という言葉が、私達

療報酬改定で「診療録管理体制加算」が新設されました。
これは、医療事務に対する初めての診療報酬への評価で

医療を支える
医療秘書の役割

した。その後、平成20年診療報酬改定には、
「医師事務作
業補助体制加算」が評価され、医療機関にとって経済的側
面からも医療秘書の重要性が大きく取り上げられ、チー
ム医療の一員として認識されるようなってきました。近

これからの時代に
医師事務作業補助者が
果たす役割

のやりがいとなっています。
さらにスキルアップすると、診療事務のマネジメント
を行うことができるようになります。これは、医師や患者
をはじめ、チーム医療に関わる多職種が必要とする医療
情報を速やかに収集および伝達することによって、効率

年、医学や医療技術の進歩、保険医療制度の複雑化に伴う

的で生産性の高い診療を実現する仕事です。患者中心の

請求事務の煩雑化等により、医療事務の専門教育を受け

チーム医療を推進するためには、医療専門職がその力を

た優秀な人材確保が医療機関にとって喫緊の課題となっ

十分に発揮できる体制作りが必要であり、医師事務作業

ております。

補助者はその役割を担う職種に成長してきました。医師
や医療専門職が専門の仕事に専念できる環境を作ること

医療秘書の業務は、チーム医療の一員として参加する

は、患者満足度向上と医療の質向上に繋がります。

ことに留まらず、厚生労働省より公表されているDPCデー
タなどの内容分析や他医療機関とのベンチマークなど今

今後数十年の間に、超少子高齢社会を迎え、急激な人口

後予想される保険医療制度の方向性を正確に見定めるな

構造の変化に耐えうる社会保障改革が実行されますが、

ど、病院経営に参画する重要な業務も担っており、そうい

この変化に対応するために私達は「患者のために何がで

う一面からも医療秘書の重要性、必要性がますます認識

きるか」
「医師や多職種のために何ができるか」という視

されています。医療秘書の養成は医療機関にとって即戦

点を持って業務開拓にチャレンジし続けることがますま

力者として期待しているところであります。

す必要となります。今ある仕事や与えられた仕事をこな
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すというだけでなく、課題を見つけて改善したり、新たな
価値を生み出したりといった、アイデアを創出できる人
材になる必要があります。そのためには、この仕事にかけ
る熱意が何より大事です。
近年では、病院だけでなく地域包括ケアシステムの一

医療秘書からどのような仕事を思い浮かべますか？受

医師事務作業補助者は、医師の事務作業をサポートす

員としての役割も期待されるようになってきました。活

付や窓口で診察に来られた患者さんと対応して保険証を

る専門職です。診断書や紹介状等の書類の代行作成、電子

躍の場は、まだまだ広がりを見せています。どのような時

預かり診療費を計算・受領したり、カルテを整理する仕事

カルテの代行入力、代行オーダー、データベースの登録等

代にあっても、幸せに仕事をする上でやりがいは欠かせ

が思い浮かぶでしょう。たしかに私が医療機関に就職し

が基本的な仕事となります。この他にも、病院の特性にあ

ません。やりがいを得るためには「成長すること」が必要

た時は、医療秘書の仕事は診療録や各種伝票から診療費

わせた医師事務作業補助業務の開拓が年々進んでおり、

です。医師事務作業補助者としての成長を通して、幸せな

の計算等が主な業務でありました。しかし、平成12年診

医師の過重労働の改善に大きく貢献しています。医師か

人生を歩んでいただきたいと思います。

医療事務担当として…

活躍の場の広い

医療秘書
業務

医療秘書として…

病棟・外来クラークとして…

医療界で幅広く活躍する

医療秘書の仕事のうち、診療報酬請

医療秘書は忙しい医師や幹部、専門

医師の診断結果や検査結果、治療

医療秘書が活躍する場は、病院だけ

求事務は重要な業務です。当協議会の

職を補佐し、書類作成・整理、医療情報

査レポートやレントゲンフィルムの整理、

方 法、病 状 経 過などが記 載されている

ではありません。健 康 保 険 組 合、製 薬

医療秘書技能検定試験 3 級合格者は

収集・整 理、上司のスケジュール管理、

ナースステーションでの伝票整理、電話

診療情報（診療録・カルテ）を管理・保

会社、医療機器メーカー、調剤薬局など

外 来 診 療 例から、また2 級 合 格 者は入

来客対応、電話応答などを行います。上

応対など、病棟・外来における秘書とし

管し、診 療や研 究に役 立てることが主

にも、多くの医療秘書が進出しています。

院事例からレセプトを作成する能力を有

司も関係先も医療関係者ですから、医療

て、 幅広い業務を担当します。また、入

業務となります。医療情報の管理は厳

そこでは、通常の医療事務を行うほか、

しています。

に関する知識と秘書の技能を兼ね備えて

院患者・医師・看護婦の間に入り、連絡・

重でなければなりませんので、専門の教

医 療 情 報 管 理、レセプト審 査 業 務など

いる医療秘書だからこそこなせるのです。

調整を行います。病棟のみならず、外来

育を受けた医療秘書なら安心です。強

各種の専門業務に携わっています。ま

さらに、医事コンピュータ技能検定合
格者は、実務に対応できる医事コン操
作能力を有しています。

また、大学の医局秘書・教授秘書や、
病院の医師事務作業補助者として活躍

入院患者のカルテの整理、検体・検

診療情報管理担当者として…

診療部門・医局・研究室などでも活躍し

い責任感と適切な管理能力が必要とさ

た、福祉・介護関係の事務職として活躍

ています。

れる職種です。

しています。

しています。
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医療秘書教育全国協議会の歩み

医療秘書教育全国協議会の活動
1987年10月

1 医療秘書技能検定試験
専門知識と技能を審査・認定
この検定は医療秘書としての専門知識と技能を認定す
るもので､ 医療秘書をめざす学生にとっては学習の目標の
1つとなり､ 採用する医療機関においては志望者の習得レ

技能といえます｡ 本検定は現在準 1 級・2 ･ 3 級のみが実施

▶ 医事コンピュータ技能検定・審査基準
準 1級・2級・3級
医療事務及び医事コンピュータに関する専門的な知識

ベルを判断する目安となります｡ また､ 教育機関にとっては

を有し、カルテ及び診療伝票を基に医事コンピュータを用い

カリキュラムの改善､ 教授法の向上につながるものであり､

て正しいレセプトを作成することができる。

検定実施にあたっては関係教育機関の積極的な協力･ 参

準1級の実技は、DPCレセプトを作成します。

加を得ています｡
検定は年 2 回実施｡ 志願者は年々増加しており、2015
年度には1 万以上の人が受験しました｡ 医療秘書技能検
定は医療界における事務のスペシャリストをめざす人にとっ
て､ 必須の資格となっています｡
また､ 最上級である1 級は実務経験豊かな方を対象にし
ており、合格率 10％未満という厳しさですが、この1 級を取
得することは実務の実力の証明となります。

設立総会開催｡ 全国の専門学校35校が出席し､ 医療秘

されており､そこでは医事コンピュータによるレセプト作成能
力が問われています｡

3 福祉事務管理技能検定試験
介護報酬請求事務の技能を審査・認定
2000年（平成12年）4月より介護保険制度が実施され、
高齢化社会に対応する、医療福祉分野の専門事務職員と
して、専門的知識と技能を認定するものです。
この検定は2001 年 11月より開始し、現在 2 級・3 級が

医療秘書教育全国協議会設立発起人会開催｡
２２校参加｡

書教育全国協議会を発足｡
1988年1月

会長に日野原重明氏（聖路加看護大学学長）就任｡
学校法人川口学園内に事務局を設置。

1989年3月

検定試験成績優秀者表彰制度開始。

1989年10月

東京と大阪で､ 医療秘書関連教員対象の第１回教員研修
会を開催｡

1992年3月

｢医療秘書医学シリーズ｣ 全７冊を監修｡

1992年6月

医療秘書技能検定１級開始。

1993年5月

日野原重明会長勲二等瑞宝章を受章。

1994年3月 「医療秘書実務シリーズ」全７冊を監修。

医療機関並びに医療関連機関に勤務する医療秘書とし
て、医療秘書実務、医療機関の組織・運営、医療関連法
規、医学的基礎知識、医療事務の領域に高度な知識と技
能をもち､ 専門的に遂行することができる｡

2 医事コンピュータ技能検定試験
医事コンピュータ操作技能を審査・認定
1996 年度にスタートした検定試験です。医療機関のコ
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第８回日本医療秘書学会開催（大阪）参加者６１３名。

2011年7月

法人格取得により、一般社団法人医療秘書教育全国協
議会に改称。

2013年11月

日本医療秘書学会第１回地区研修会開催（東京）参加者
３８名。

2000年12月 学校法人滋慶学園本部に事務局を移設。

第１１回日本医療秘書学会開催（東京）参加者７０３名。
2014年2月

2002年5月
2002年7月

「医事コンピュータ技能検定テキスト」全３冊とCD −ROM
を監修。
医事コンピュータ技能検定準１級開始。

2002年11月 福祉事務管理技能検定２級開始。
2003年9月

当協議会のホームページをインターネット上に開設。

2004年2月

日本医療秘書学会設立。学会長日野原重明氏（聖路加
国際病院理事長）就任。
第１回日本医療秘書学会開催（東京）参加者３５６名。

一般社団法人医療秘書教育全国協議会より1,０００万円
を基金として助成し法人格取得により一般財団法人日本
医療秘書学会に改称。

2014年6月

消費税増税に伴い、各検定試験の受験料を改定。

2015年2月

第１２回日本医療秘書学会開催（名古屋）参加者７００名。

2016年2月

第１３回日本医療秘書学会開催（東京）参加者５６６名。

2016年6月

各検定試験の併願受験料を改定。

和 63 年）に設立されました。その目的を達成するため上記

2005年4月

医事コンピュータ技能検定試験準１級領域Ⅲ
（実技）の改
2016年11月
定を行う。
2017年2月

第１４回日本医療秘書学会開催（福島県郡山市）参加者
３８２名。

2017年5月

加盟校１６６校。

第２回日本医療秘書学会開催（大阪）参加者４０３名。

2017年7月

医療秘書教育全国協議会並びに日本医療秘書学会 会
長 日野原重明先生永眠（１０５歳）

当協議会に医療秘書教育学術研修委員会を設置。

2017年12月 機関誌、全協誌のデジタル化を実施。

2004年12月 日本医療秘書学期学会誌第１巻第１号発行。
2005年2月

一般社団法人医療秘書教育全国協議会第１００回理事
会を開催。

2014年4月

2001年11月 第１回福祉事務管理技能検定試験実施。

医療秘書の社会的地位の向上を目的として1988 年（昭

ています。

2011年2月

当協議会事務所を東京都江戸川区東葛西６丁目７−５滋
慶ビルに移設。

ができる。

て､ そこに従事する者にとってコンピュータ技能は必須の

第１回電子カルテ技能検定試験実施。

2013年8月

川口晃玉前理事長常任相談役に就任。

第 1 回日本医療秘書学会を開催以降、当協議会が後援し

2010年6月

加盟校１７３校。

2000年7月

ん医療事務部門でもコンピュータは大活躍です｡ したがっ

第７回日本医療秘書学会開催（東京）参加者６５６名。

2013年5月

酬請求事務の技能を持ち、業務を専門的に遂行すること

また、医師事務作業補助技能の認定や、2003 年度に

2010年1月

会長賞表彰制度開始。

当協議会規程の一部を改定。

ンピュータ導入も進み､ 各部門で活用されています。もちろ

2009年11月 電子カルテ技能検定試験プレテスト実施。

1997年5月

2000年7月

どを積極的に行っています。

第６回日本医療秘書学会開催（名古屋）参加者１,０８７名

第１０回日本医療秘書学会開催（大阪）参加者８１０名。

ての基礎的な知識を有し、介護保険制度の知識と介護報

情報の収集・書籍の監修、調査・研究、講習会・研修会な

全検定試験の審査基準改定。
医師事務作業補助技能認定制度創設。

2013年2月

川口晃玉理事長勇退にともない浮舟邦彦氏が就任。

4 検定のほかにも、医療秘書及び福祉関連教育に関する

2009年2月

加盟校１８１校

加盟校１４２校に｡

2000年5月

医療秘書教育全国協議会は、医療秘書教育の充実と

2008年12月

第５回日本医療秘書学会開催（東京）参加者６３２名

1997年4月

社会保障と福祉制度、医学と心理や介護の基礎につい

5 その他の活動

2008年5月

設立２０周年記念式典・祝賀会挙行。

第９回日本医療秘書学会開催（東京）参加者７０７名。

医療秘書技能検定準1級開始。

入力を遂行できる能力を身に付けている）。

2008年2月

2012年2月

1999年6月

（医師事務作業補助者にも期待される、電子カルテの代行

加盟校１８８校。

第１回医事コンピュータ技能検定３級試験実施｡

2001年9月 「医療秘書教育全協誌」創刊号出版。

▶ 医療秘書技能検定・審査基準
1 級・準1 級・2級・3級

2007年4月

1996年6月

1997年12月 医事コンピュータ技能検定２級開始。

病院外来用）を操作し、電子カルテを作成することができる

第４回日本医療秘書学会開催（新潟）参加者３９６名。

当協議会規程の一部を改定。

▶ 福祉事務管理技能検定・審査基準
2級・3級

ン化した問答形式問題を基に、電子カルテシステム（診療所・

2007年1月

1995年5月

1997年10月 設立１０周年記念式典･ 祝賀会挙行。

診察時における医師と患者とのやり取りをシミュレーショ

医療秘書の実態調査結果を発表。

1988年12月 第１回医療秘書技能検定3級試験を実施｡

実施されています。

4 電子カルテ実技検定試験

2006年4月

日野原重明会長文化勲章を受勲。
2005年11月 全国一般病院を対象に医療秘書の実態調査を実施（アン

2018年2月

ケート調査）
。
2006年2月

第３回日本医療秘書学会開催（東京）参加者４１８名。

2006年3月

個人情報保護法の基準に基づく認証を取得。

2018年5月

第１５回日本医療秘書学会開催（大阪）参加者４１２名。
一般財団法人日本医療秘書学会 会長に岩﨑榮先生就任。
一般社団法人医療秘書教育全国協議会 会長に岩﨑榮
先生就任。

2018年12月 設立30周年記念式典・祝賀会挙行。
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医療秘書教育、検定試験、
入会（団体・個人）などに関しての
お問い合わせは……

一般社団法人

医療秘書教育全国協議会
〒134-0084

東 京 都 江 戸 川 区 東 葛 西 6- 7- 5 滋 慶 ビ ル

TEL 03-5675-7077

FAX 03- 5675- 7078

E-mail
. ie
s id@i ci sails-.soecn
E-m
a i l i n f om@sm
c r.entea.rjp
y.jp
http://w w w . m e di ca l - s e cre t a ry . jp

