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1. 医療秘書学科で目指す医療秘書とは 

 

医療現場では、医師をはじめとする多くのスタッフが多忙を極めています。高

度な医療技術、ICT 技術の変化などにも対応していかなければなりません。臨床

研究や治験なども盛んに行われていますので、その対応にも追われます。 

その一方、患者さんや家族などへの対応についても、求められるレベルが高く

なってきています。 

 限られた時間の中で、より良いものを求めていくには、何が必要とされるでし

ょうか。 

 

 医療秘書学科で目指すのは、そういった医療現場の中で、気配り・心配りをし、

いろいろな段取りをマネジメントして、チーム医療を支える医療秘書です。 

そのような医療秘書になるためには、多くの知識と技術を学ぶ必要があり、短

時間での育成はできません。 

 医療秘書学科では、四年制大学の強みを活かし、授業や学外での実習をとおし

て、臨床（診察室、病棟）の現場や、研究（治験、臨床試験など）の場面で活躍

できる、実務能力の高い医療秘書を養成します。 

 

 

 

 

  

診療現場で活躍する卒業生 

（愛媛県 HITO 病院） 
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2. 医療秘書学科 卒業生の進路 

 

 医療秘書学科学生の進路は幅広く、医療機関だけではなく、企業でも活躍して

います。また、大学院などへ進学をする学生もいます。 

医療秘書学科での就職内定率は、第 1 期生から常に 95%以上となっていま

す。就職する場合、ほとんどの学生が正規職員として働いており、結婚・出産後

も職場の制度を活用して、勤務を継続しています。 

 

 

卒業生の主な就職先（岡山県外）

  

 

 

【高まる医療現場のニーズ：今後の展望】 

医師の過重労働や医療従事者の不足などにより、日本では医療崩壊の危機に

あります。そのような中、医師の負担を減らすために、厚生労働省によって「医

師事務作業補助者」という医師を事務的な側面から補佐する職種に対する診療

報酬上の加算が認められるようになりました。医師事務作業補助体制加算を申

請している医療機関の数は増え続けています。2016 年度の診療報酬改定では、

大学病院などの特定機能病院などにおいても点数加算が認められるようになり

ました。これらの病院では、以前から医療秘書が勤務していましたが、さらに厚

生労働省のバックアップがついたということです。 

2018 年度の改定ではさらに点数がアップしました。 

優秀な医療秘書が、今求められています。 

  

京都大学医学部附属病院 

勤務の卒業生（倉敷市出身） 
地元での就職も、遠隔地での活躍も両方が可能です 
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【卒業生の主な就職先】 

 

岡
山
県 

学校法人川崎学園（川崎医科大学附属病院＊、川崎医科大学総合医療センター＊含む） 

倉敷中央病院＊、倉敷成人病センター、倉敷平成病院、しげい病院 

和香会〔倉敷スイートホスピタル〕（理事長秘書）、水島中央病院 

岡山済生会総合病院＊、岡山大学医学部（医局秘書）、岡山市立市民病院、 

岡山赤十字病院、心臓病センター榊原病院、岡山旭東病院、重井医学研究所附属病院＊、 

竜操整形外科病院、淳風会健康管理センター、岡山中央病院、津山中央病院、 

岡山ハートクリニック など  

中国銀行、トマト銀行、玉島信用金庫、おかやま信用金庫、吉備信用金庫、 

JA 岡山、中国電力、セリオ東洋グループ、カワニシホールディングスなど 

岡
山
県
外 

〔東京〕東京大学医学部附属病院、中野総合病院、東京警察病院、総合東京病院 

〔埼玉〕上尾中央総合病院 

〔静岡〕順天堂大学医学部附属静岡病院＊ 

〔京都〕京都大学病院、武田病院グループ 

〔大阪〕日本赤十字社大阪府支部、大阪府済生会千里病院、社会医療法人大道会 

〔兵庫〕神戸中央病院＊、神戸百年記念病院、国立病院機構明石医療センター、 

    赤穂中央病院、兵庫医科大学病院 

〔広島〕中国中央病院、大田記念病院、日本鋼管福山病院、寺岡記念病院 

〔山口〕山口日赤病院＊、岩国市医療センター医師会病院 

〔鳥取〕鳥取県立厚生病院＊ 

〔島根〕島根県立中央病院 

〔香川〕香川県立中央病院＊、さぬき市民病院＊、回生病院、岩本病院 

〔徳島〕徳島県立中央病院＊ 

〔愛媛〕愛媛県立中央病院＊、松山赤十字病院、住友別子病院（院長秘書）、HITO病院、 

    瀬戸内海病院＊ 

〔福岡〕久留米大学病院＊、国立病院機構九州医療センター＊     など  

JR西日本、コーセー化粧品、日本マクドナルド（総合職）、郵便局、山口銀行、 

エフピコ など 

 *は、診療情報管理士としても就職 

 

就職先からは、非常に高い評価を得ていますが、それは、医療秘書学科のカリ

キュラム、学外実習が充実しており、卒業生の意識・実力が高いためです。 
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3. 医療秘書学科で取得できる資格 

 

 取得できる主な資格の内容は、以下のとおりです。 

一人の学生が、なるべく高度な資格を複数取得できるように、学科としてサポ

ートを行っています。 

 

資 格 内 容 

クリニカルセクレタリー® 

クリニカルセクレタリー®とは、診察室などの臨床現場

で、医師と一緒に働く医療秘書職のことです。（詳細は次

ページをご覧ください） 

秘書技能検定 

オフィスにおける職業能力の向上を目指す試験。 

準１級と１級は、面接実技試験もあり、秘書として臨機

応変に対応できる能力や洗練された身のこなしなどが求

められます。 

CBS（国際秘書）検定試験 

バイリンガルセクレタリーとしての実力の証となる試

験。外資系企業の秘書、あるいは、グローバル化された

部署に働く場合、非常に役立ちます。 

診療情報管理士 

患者の診療情報を管理する専門認定資格。 

国家試験と同程度のものとして、医療機関に認められて

います。 

病院の事務職員なら、持っておきたい資格です。 

診療報酬請求事務能力認定試験 

病医院で行われている医療事務の全国統一試験。 

国家試験と同程度のものとして、医療機関に認められて

います。 

医療事務管理士 上記に準ずる試験。 

日本医学英語検定 
医学・医療の現場で必要とされる実践的な英語運用能力を

総合的に評価する試験。 

日商 PC 検定試験 
（文書作成、データ活用、 

プレゼンテーション） 

ビジネス文書作成やデータ分析などの技能を修得した証

となる試験。IT やデータ処理に関する知識と、手際のよ

いソフトウェアの操作能力が求められます。 

簿記検定 
会計処理に必要な技能を修得した証となる試験。 

企業の実務には 2 級以上を求められます。 

社会福祉主事 

大学で指定科目を修得することにより、取得可能。 

福祉施設に勤務する際に持っておきたい資格です（注：

医療機関が福祉施設を併設するケースが増えています）。 

 

（注）医療機関に就職する際には、専門性の証として、診療情報管理士と診療報酬請求事務能力

認定試験の両方をもっておくのが望ましい。（診療情報管理士試験は、年１回２月に実施

されるので、３年生の冬に取得するのが望ましい。） 
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「クリニカルセクレタリー」の養成について 

 クリニカルセクレタリーとは、診察室などの臨床現場で、医師と一緒に働く医

療秘書職のことです。電子カルテ代行入力や診断書作成など医師の事務作業補

助はもとより、チーム医療の中において「チームの段取りをマネジメント」する

のがクリニカルセクレタリーです。 

医療秘書学科では、2014 年度からクリニカルセクレタリーの特別教育プロ

グラムを開発し、国際標準のプロジェクト・マネジメント手法のエッセンスを採

り入れた人材育成を開始し、認定試験を実施しています。 

 

試験科目は、次のとおりです 

①基本能力試験（タッチタイピング） 

②電子カルテ代行入力試験 

③診断書作成試験 

④筆記試験 

⑤面接試験 

 

単に知識や技術だけではなく、患者さんから信頼される行為・行動が取れるか

どうか、ということが重要です。現在の医療秘書学科の在学生は、このプログラ

ムを受講した後に、学外実習を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、クリニカルセクレタリーの養成講座は社会人の職

業実践力育成プログラムとしての認定を文部科学省から

受けています。 

 

 

  

段取りマネジメントを学ぶ 

  
作業分解について説明 

電子カルテ代行入力の練習 
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4. 医療秘書学科で何を学ぶのか 

4.1. カリキュラムの構成 

 医療秘書学科のカリキュラムは、大学全体として用意している基礎教育科目、

および 7 つの科目群からなる専門科目で構成されています。 

 

  

卒業研究

学外実習

国際秘書学科目群

ビジネスコミュニケーション
演習（英語）Ⅰ・Ⅱ

医療コミュニケーション演習
（英語）

オーラル・コミュニケーショ
ン（英語）Ⅰ・Ⅱ

異文化コミュニケーション論

日本文化論、比較文化論

医療秘書学・実務科目群

基礎ゼミ、日本語表現応用

オフィススタディ

医療秘書学概論、医療秘書機能論

医療秘書機能演習、文献情報学

医療秘書学研究法

医療文書管理、医療文書管理演習

情報処理演習、プレゼンテーション演習

データベース演習、ビジネス関係法規

心理学概説、対人コミュニケーション論

対人コミュニケーション演習

経営学概論、経営管理論、組織行動論

簿記論、簿記演習

診療情報マネジメント
科目群

統計学基礎

医療統計学

医療情報システム概論

国際疾病分類概論

国際疾病分類演習

分類法演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

診療情報管理演習

専門基礎科目群

医学概論、人体構造・機能論、医学用語、臨床医学A・B、情報通信倫理、病院情報システム論

病院情報システム演習、医療福祉マネジメント総論、医療管理論、診療報酬事務論、診療報酬事務演習Ⅰ

診療情報管理論、医療関係法規

基礎教育科目

医療福祉分野（医療と福祉、入門医学概論、医療福祉の歴史、生命倫理学など）、

教養分野（日本語表現基礎、哲学、心理学など）

外国語分野（基礎英語Ⅰ・Ⅱ、英会話など）

健康・体育分野（健康体育演習、健康体育実技（フィットネス系）など）

情報分野（情報学概論、コンピュータ基礎演習、コンピュータ活用演習）

総合分野（ボランティア入門、健康と音楽、睡眠学、生命科学など）

医学・医療科目群

臨床医学演習A・B・C・D、基礎医学演習、臨床薬理学、社会保障論、医療組織論、医療法人会計論

医療サービス論、医療ソーシャルワーク、診療報酬事務演習Ⅱ
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4.2. 学外実習（必修および選択：3 年次） 

 ３年次に、実習場所をローテーションしながら、学外実習を行います。これに

より、医師の仕事行動や患者を理解し、またチーム医療を体感しながら、医療秘

書としての実践力を身につけます。 

 

川崎医科大学・川崎医科大学附属病院での実習 

 

 

川崎医科大学の臨床教授の元で、教授実

習を行い、医療秘書に必要な資質・能力

の育成を図ります。 

実習では、外来診療の補助、症例検討会

への参加、病棟回診、手術見学なども体

験して、医師およびその業務への理解を

深めます。 

川崎医科大学附属病院などの病院事務部（医事課や診療情報管理室など）では、診療

情報管理や病院での事務業務に関する実習を行います。川崎医科大学中央教員秘書室

では、研究や教育業務の補助を経験します。このように、医科大学や附属病院などを

ローテーションすることで、医療現場全体の流れをつかむことができます。 

 

  

  
 

  

患者への受診方法説明 

診察室内での診療補助 

電子カルテを使った診療情報管理 

登録データの確認作業 

秘書室での応対 
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4.3. 卒業研究（ゼミ） 

 

 医療秘書学科では、３年次からゼミナール形式の少人数制による授業で、卒業

研究に取り組んでいます。そして、その成果を、卒業論文（10,000 字程度）に

仕上げます。また、研究成果は、卒業研究発表会で発表します。毎年４～６名の

学生が、英語（5,000 語程度）で卒論を書き、プレゼンテーションも英語で行

っています。 

 テーマはゼミによって異なりますが、文献資料の分析のほかに、インタビュー、

実地調査、アンケート調査なども行われています。テーマによっては、学会で発

表することもあります。 

 医療機関では、職種を問わず盛んに研究が行われ、学会で発表されていますが、

このような時にも、卒業研究の経験が大いに役立っています。 

 

 

  

 

 

毎年、卒業生全員の卒業論文集とそれを収録した CD-R を作成しています。 

  

卒業研究発表 質疑応答 
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5. 医療秘書学科に関する FAQ 

 

 

Q1. 医療秘書になるためには、資格が必要ですか？ 

A1. 医療秘書はライセンス職種ではないので、業務を独占する医師や看護師

のような国家資格はありません。しかし、業務の範囲も量も、その人の実

力次第で決まりますし、医療現場からは、高度な能力・技術を求められて

います。 

 在学中には、これらの技能を持っている証となるさまざまな検定を積

極的に取得していきます。中でも秘書検定１級、診療報酬請求事務能力認

定試験、診療情報管理士は難易度が高く、それぞれの分野で定評のある資

格です。本学科では、これらの資格を、一人の学生がすべて取得して卒業

することを目指します。 

 

Q2. 病院などで働いている事務の人が、医療秘書なのですか？ 

A2. 病院の事務職員すべてが医療秘書というわけではありません。 

 

 ほとんどの病院には事務部があり、診療には直接的に関与しないスタ

ッフとして、病院活動を支えています。厚生労働省の調査によると、その

数は、医師数とほぼ同数で、看護師数に次いで多い人数を占めています。

仕事の内容も、患者の受付応対から診療費請求管理、診療情報管理、医局

管理、物品管理、会計管理、職員の人事管理など、さまざまです。これら

の職員は、ほとんどの病院では「事務職員」と呼ばれていますが、診療費

請求事務や診療情報管理は、比較的専門性がはっきりしているため「医療

事務」や「診療情報管理士」と呼ばれています。 

 医療事務と医局管理というように、一人で複数の業務を担当している

職員を「医療秘書」と呼んでいる病院もあります。これは、医局管理には

秘書業務が多くあることや、秘書はどんな仕事でもこなす能力を持って

いることに由来しています。現状では、どんな業務をしている人を「医療

秘書」と呼ぶかは、病院のそれぞれの考え方や方針に任されます。 

 本学科では、どんな病院からの要望にも応えうる人材の養成をめざし

て、「医師を補佐し援助する人が医療秘書」という視点で、教育カリキュ

ラムを編成しています。 
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Q3. 医師事務作業補助者と医療秘書は同じですか？ 

A3. 医療問題の一つに、医師不足や医師の過重労働があげられています。こ

の問題を解決する一つの方法として、医師が行っている事務作業のうち、

書類作成業務等を代行する職員を病院に配置することが行われています。

また、平成２０年４月からは、診療報酬面で国が後押ししたため、このよ

うな業務の担当者を採用・配置しやすくなりました。この人達を「医師事

務作業補助者」と呼んでいます。医師事務作業補助者を導入した医療機関

では、医師の負担軽減につながっているという成果が明らかになってお

り、厚生労働省も、積極的な導入を推奨しています。 

 医療秘書は文書処理を専門的役割の一つとしているため、この医師事

務作業補助者の仕事を担当することができますが、医師事務作業補助者

＝医療秘書 というわけではありません。医師事務作業補助者の仕事内

容には制限があり、医療秘書の担当する仕事の方が幅広くなっています。 

現場からは、人間性豊かで、医師の生産性を上げられるような実力を備え

た医療秘書が育つことが切望されています。 

 

Q4. 診療情報管理士とは、どのような資格ですか？ 

A4. 医師は患者に診療を行った場合には、その記録をし、保管しなければな

らないことが法律で決められています。この記録のことを診療録といい

ます。診療情報管理士は、この診療録をはじめとする診療情報を、適切に

管理、分析などを専門的に行う仕事を担当しています。 

 診療情報は、WHO が国際的な分類方法を決め、それに従って管理し、

貴重な医学資料として管理活用されてきました。それに加え、近年では、

診療費請求や病院活動、経営分析の資料としても活用されるようになり

ました。したがって、病院の医療事務を担当する職員には、診療費請求事

務能力と併せて診療情報管理能力を備えていることが求められるように

なりました。本学科では、これらの両方の資格がとれるようにしています。 

 診療情報管理士は国家資格ではありませんが、わが国の代表的な病院

団体が認定する資格で、国家資格に準ずる資格といえます。通信教育もあ

りますが、本学は指定校であり、医療秘書学科と医療情報学科で在学中に

指定された科目を履修し、単位を取得すれば認定試験を受験できるよう

にしています。 

 両学科の学生は、臨床現場にいる川崎医科大学の教員からも、各専門分

野の最前線の医療について講義を受けています。手術の動画や電子顕微

鏡でとらえた臓器の画像を見ながらの説明を受け、医学への関心や知識

が一層深まっています。 
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Q5. 他校の医療秘書とどこが違いますか？ 

A5. わが国の大学・短期大学で、医療秘書の専門の「学科」は本学の医療秘

書学科だけです。本学では四年制ということと、川崎学園内の強力なネッ

トワークというメリットを最大限に生かした教育を行っています。その

一つが学外実習です。 

３年次には、全員が川崎医科大学の臨床教授のもとで秘書実習を行い、医

療の担い手である医師の仕事や行動を間近で体感します。 

そして、それらの経験をもとに、３・４年次にそれぞれの医療秘書像を構

築していく教育課程をとっています。 

これは、本学科ならではの特色の一つと自負しています。 

 

Q6. 男子が、医療秘書学科で学ぶことはできますか？ 

A6. もちろん可能です。本学科卒業の男子学生は、病院や企業で活躍してい

ます。特に、学生時代に診療情報管理士などの資格を取得しておくと、就

職に有利です。 

秘書というと女性の職業と思われがちですが、企業や行政では男性秘書

も多く活躍しています。本学科卒業の男子学生は、将来は、院長などの経

営幹部の秘書として、また幹部として活躍してくれることを期待してい

るところです。 

 

Q7. 医療秘書学科を卒業したら、長く働くことはできますか？ 

A7. はい、可能です。 キャリアを積んでいくこともできます。 

医療機関は女性の多い職場なので、福利厚生面でも整っています。 

また、途中でキャリアが中断したとしても、復帰して働くことができます。 

医療秘書学科の前身である川崎医療短期大学医療秘書科の卒業生の中に

は、結婚後も長く勤務を続け、管理職として働いている人も大勢います。 

医療秘書学科の卒業生は、現在、中堅どころとして、組織の中で活躍して

います。 

 

 以上、医療秘書学科および医療秘書について、ご案内してきました。もっと聞

きたい、もっと知りたいと思った方は、いつでもご連絡ください。 


	1. 医療秘書学科で目指す医療秘書とは
	2. 医療秘書学科　卒業生の進路
	3. 医療秘書学科で取得できる資格
	「クリニカルセクレタリー」の養成について

	4. 医療秘書学科で何を学ぶのか
	4.1. カリキュラムの構成
	4.2. 学外実習（必修および選択：3年次）
	4.3. 卒業研究（ゼミ）

	5. 医療秘書学科に関するFAQ

