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実務能力認定試験 
平成30年度 

受験のご案内 

実務能力認定試験は医療の分野における
実務能力を認定する全国共通の試験です。 

試験に関する最新情報は当協会公式サイト http://www.iryou-shikaku.jp/でご確認ください。 

医科2級医療事務実務能力認定試験   
2 級 医 療 秘 書 実 務 能 力 認 定 試 験  
第１回 試験日 平成30年6月10日（日） 

試験日 平成30年11月11日（日） 
試験日 平成31年3月10日（日） 

第2回 
第3回 

医師事務作業補助者実務能力認定試験 
試験日 平成30年6月24日（日） 
試験日 平成30年10月7日（日） 

第１回 
第2回  

試験日 平成31年3月17日（日） 第3回

看 護 助 手 実 務 能 力 認 定 試 験®

試験日 平成30年11月4日（日） 
試験日 平成31年3月3日（日） 

第１回 
第2回 

 

医 療 事 務 O A 実 務 能 力 認 定 試 験
電子カルテオペレーション実務能力認定試験    

試験日 平成30年8月19日（日）
試験日 平成30年11月23日（祝・金）
試験日 平成31年3月21日（祝・木）

第１回 
第2回 
第3回 

180326 15000

特定非営利活動法人 職業技能専門教育研究機構 認定 

特定非営利活動法人 職業技能専門教育研究機構 認定 

医科2級医療事務、2級医療秘書、医療事務ＯＡ、
電子カルテオペレーション、医師事務作業補助者
の各実務能力認定試験の過去の試験問題に解答
解説を加えた問題集です。
平成30年4月現在の点数・法制度に準拠してい
ます。

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-8-10　オークラヤビル4F
9:00～18:00（土・日・祝日・夏季休業・年末年始除く）
TEL：03-5925-6548　FAX：03-6692-3431 
URL：http://www.iryou-shikaku.jp/ 
E-mail：info@iryou-shikaku.jp  

お問い合わせ お問い合わせ 
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「変化していく医療業界で、
　　　　　　時代にマッチしたスタッフが求められています」  

　時代を反映する医療法の改正により医療業界は大きな変化期に
あります。高齢者人口の急増、高額医療用薬品への対応、最先端
医療など医療技術の高度化、在宅医療介護の規模拡大による医療
と介護との関連を含めた医療事務手続きの煩雑化など。そして何
よりも医療分野における人材不足は決定的で、海外からの人材調
達も現実化してきています。また、医療法人などが運営する介護
施設においても医療保険だけでなく介護保険に関する知識も必要
とされるようになってきました。
　特に医療保険は２年ごと、介護保険は３年ごとに見直しが行わ
れており、その都度、医療業界はそうした変化に機敏に対応して
いかねばなりません。ですから、医療保険行政の変化を正しく理
解し、それをきちんと業務に活かせる人材がより多く求められて
おり、これからもますます拡大していくでしょう。
　さらに、最近は患者側の「意識」が高まり、患者側が医師から
の詳しいインフォームドコンセント（説明と納得）を求めること
も多くなりました。ですが、やはり医師からだけの説明では不足
しがちで、事務担当者が丁寧にフォローしなければならない場面
も多くなってきています。そうした場面では、接遇マナーがしっ
かり求められるし、医師から指示され、必要とされるデータに関
してもＩＴ化されたカルテなどを使いこなすことが必要となりま
す。また、看護助手のニーズも増加しています。医師や看護師か
らの指示を間違いなくしっかり受け取ることはとても重要で、医
療が正しく実施されるためにはなくてはならない人材です。
　当協会が実施している「実務能力認定試験」は、「計算ができる」
というだけの従来型とは違って、医療現場において必要な接遇
マナーや、医療で進むＩＴ業務への対応力も含んだものとなって
います。このように医療分野で総合的なスキルを証明するものと
なっていますので、しっかりとスキルを高めてチャレンジしてく
ださることを期待します。
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小林　幹兒 理事長
全国医療福祉教育協会　理事長
日本回想療法学会　会長
産業能率大学　非常勤講師
茨城県取手市地域福祉計画策定委員会委員
元北海道胆振地区中核病院地域医療部長
元千葉県松戸市高齢者介護施設施設長
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全国医療福祉教育協会とは？ 

日々、変動する医療・福祉の分野において時代の求める人材の
育成・認定を行います。  

医療現場の求める人材の育成・認定 

教育・育成現場 医療現場 

実務能力認定試験 

　少子高齢社会を迎えるわが国は、医療福祉政策の早急な拡充
と施策がなされ、社会全体が医療・福祉従事者を必要とする状況
になっています。また、医療関連機関や福祉関連施設はもちろ
ん、他業種にわたっても医療や福祉の知識、技能をもった人材が
必要とされる時代へと変化を遂げています。 

　そこで、「時代の求める人材の育成・認定を行うこと」を目
的として、日々変動する医療・福祉関連機関に教育の現場から輩
出される人材がきちんと対応できるよう、医療機関事務局、医療
系学術機関及び人材紹介業など、多くの賛同を得て、平成15年
に「全国医療福祉教育協会」が設立されました。 
　現在、当協会は特定非営利活動法人　職業技能専門教育研究機構
の認定を受けております。 

　当協会は医療関連や福祉関連でのIT化、そしてサービス業とし
て大きく変わりゆく現場に対応した人材を育成し、その能力を認
定するために「実務能力認定試験」を実施しております。 

　これにより、時代の求める人材をより多く輩出し、さらに教
育レベル及び現場のヒューマンスキルの向上に全力を尽くしてお
ります。また、業界・学術研究や研究発表等の場を設け、広く現
場に対しても啓蒙活動を行っております。 

　医療従事者を目指す学習中の方、さらには現従事者の方に広
く当協会の趣旨をご理解いただき、より多くの方が実務能力認定
試験に合格され、医療の業界でご活躍いただくことを心よりお祈
り申しあげます。 



The national society of Medical & Welfare education

04

当協会公式サイトで毎回、各試験の実施予定地をご案内致します。  

※平成30年４月１日現在実施されている法令に対応する試験となります。

試験日程・試験時間 

特にありません。どの試験からでも受験できます。 

受験資格 

一般受験　7,500円（税込）　　団体受験　7,000円（税込） 
※併願の場合、受験料×試験数が受験料総額になります。 

受験料（１試験あたり） 

試験会場 

 

＜受験地一覧（予定）＞ 

医科2級医療事務実務能力認定試験 
2級医療秘書実務能力認定試験

10：00～12：00 
13：30～15：10

試験日  
第1回 

第2回 

第3回 

合否発表予定日 出願期間 
平成30年7月25日（水） 
平成31年1月10日（木） 
2019年5月9日（木）  

平成30年6月10日（日） 
平成30年11月11日（日） 
平成31年3月10日（日） 

平成30年4月2日（月）～5月15日（火） 
平成30年9月3日（月）～10月16日（火） 
平成31年1月7日（月）～2月13日（水） 

医療事務OA実務能力認定試験 
電子カルテオペレーション実務能力認定試験 

10：00～11：30 

10：00～12：00 

13：30～15：00
受験者が多い場合、他の時間帯で実施することがございます。

 

試験日  
第1回 

第2回 

第3回 

合否発表予定日  出願期間 
平成30年8月19日（日） 
平成30年11月23日（祝・金） 
平成31年3月21日（祝・木） 

平成30年6月11日（月）～7月24日（火） 
平成30年9月3日（月）～10月16日（火） 
平成31年1月7日（月）～2月13日（水） 

平成30年10月3日（水） 
平成31年1月10日（木） 
2019年5月9日（木）  

医師事務作業補助者実務能力認定試験 

試験日 
平成30年6月24日（日） 
平成30年10月7日（日）
平成31年3月17日（日）

 

 
第1回 

第2回 

合否発表予定日 出願期間 
平成30年4月2日（月）～5月15日（火） 
平成30年7月17日（火）～9月4日（火）
平成31年1月7日（月）～2月13日（水）

 
平成30年8月1日（水）  
平成30年11月14日（水） 

看護助手実務能力認定試験○R 11：00～12：30

試験日  

第1回 

第2回 

合否発表予定日 出願期間 
平成30年11月4日（日） 
平成31年3月3日（日） 

平成30年8月27日（月）～10月9日（火） 
平成30年12月17日（月）～平成31年2月5日（火） 

平成30年12月19日（水） 
平成31年4月17日（水）

第3回 2019年5月9日（木）

 

当協会認定機関の学校等が試験会場となります。  
一般受験の方は下記＜受験地一覧＞より希望受験地を選択し、当協会公式サイ
トの受験申込ページ、もしくは受験願書の所定の箇所に第2希望までご記入く
ださい。試験会場の指定や申込後の変更はできません。
なお、ご希望どおりにならない場合もございますので、ご了承願います。  
団体受験の方はお申し込みされた認定機関が試験会場となります。ただし、申
込者数等により、会場が変更になる場合がございます。 
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一般受験と団体受験で流れが異なりますので、ご注意ください。 

※振込手数料はご負担願います。
※受験申込者ご本人のお名前でお振り込みください。
※当協会では最終日扱いで締切となります。最終日当日扱いの受付時間
　は銀行等にご確認ください。
※受験料に関しては、銀行等の振込明細書をもって領収書に代えさせて
　いただきます。 

受験申込 

受験申込から合否発表までの流れ 

団体受験

1

インターネットからのお申し込み 
当協会公式サイトの受験申込ページに必要事項をご入力いただき、出願
期間最終日までにお申し込みください。 
 郵便によるお申し込み 

 

一般受験 

受験願書に必要事項をご記入いただき、受験料とともに認定機関からの
案内に従ってご提出ください。

  

団体受験 

教育機関、医療機関、企業等の団体でご受験される場合、団体受験のしくみを
ご利用いただくことができます。詳細は当協会までお問い合わせください。

試験日 3
受験票に記載された試験会場で受験いただきます。 
※遅刻すると受験できませんので、ご注意ください。

※一般受験、団体受験、いずれの場合も期間内に受験申込と受験料の
お支払いの両方が完了しないと受験することができません。

※受験申込と受験料のお支払いが完了すると出願完了となります。出願
完了後は、試験が開催されない場合を除き、理由のいかんを問わず、
出願内容の変更、受験料の返金、および次回以降への繰り越しはで
きません。 

受験票到着（試験の約10日前） 2
受験申込時にご記入いただいたご住所に受験票を試験ごとに普通郵便で送
付致します。 
※試験会場、集合時刻、持参するもの、注意事項等をご確認ください。 
※試験１週間前になっても受験票が到着しない場合は当協会へお問い合
　わせください。受験票未着により受験できなかった場合でも受験料の
　返金はできません。 

合否発表 4
受験申込時にご記入いただいたご住所に合否通知を試
験ごとに普通郵便で送付致します。合格者には全国医療
福祉教育協会、および特定非営利活動法人職業技能専門
教育研究機構による合格証書を発行し、同封致します。 
※合否発表予定日から３日過ぎても合否通知が到着し
　ない場合は当協会へお問い合わせください。 
※採点基準は非公開です。また、合否や得点等試験結
　果に関するお問い合わせには一切応じられません。 

受験願書に必要事項をご記入いただき、出願期間最終日までに当協会に
到着するように下記送付先に送付してください。郵便事情等による遅延
は認められませんので、余裕を持って送付ください。
【送付先】〒160-0023 東京都新宿区西新宿７-8-10　オークラヤビル４F
　　　　　　　　　　  全国医療福祉教育協会　宛
いずれの場合も、受験料は出願期間最終日までに下記振込先に銀行振込
でお支払いください。
【振込先】三菱UFJ銀行  新宿西支店  普通  1607411  検定事務局   

北海道・青森・宮城・秋田・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・
福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・
岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄  
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医科2級医療事務実務能力認定試験とは？ 

試験概要 

医科2級医療事務実務能力認定試験 

 

 

 

 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

学科問題（マークシート）　　　：20問
実技問題（診療報酬明細書作成）：  2問  

合格基準
原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

120分 

医科点数表、参考書、ノート等の資料、電卓 

おおむね60％から80％ 

学科問題　医療関連法規に関する知識　　　　　　  ：10問
　　　　　 診療報酬請求に関する知識　　　　　　  ：10問

実技問題　診療報酬明細書作成　　　　　　      　　：  2問 
　　　　　※外来1問・入院1問    

 

現行の医療保険制度において診療報酬請求事務従事者は、医療保険
制度、診療報酬支払制度に精通していることが求められています。 

診療報酬算定や請求業務は、医療機関において収入に直結する
重要な業務です。 

最近では診療報酬明細書（レセプト）の開示の動きも活発になっ
ており、医療費へのコスト意識が高まっているといえます。

そのような中で診療報酬請求の誤算定があってはならず、より精度
の高い請求実務能力が必要とされています。 

医科2級医療事務実務能力認定試験は、診療報酬明細書作成技能
を含む診療報酬請求に関する知識、医療関連法規に関する知識
を客観的に判断するものです。 
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2級医療秘書実務能力認定試験とは？ 

試験概要 

2級医療秘書実務能力認定試験 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

学科問題（マークシート）　　　　：30問
実技問題（診療報酬明細書作成） 　：  1問   

90分（学科30分・実技60分）※学科答案回収10分 

学科問題（持ち込み不可）
実技問題（医科点数表、参考書、ノート等の資料、電卓） 

合格基準 
原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

おおむね60％から80％ 

学科問題　医療秘書に関する知識　　　　　　       ：10問 
　　　　　医療関連法規に関する知識　　　　　　　：10問
　　　　　 医学基礎に関する知識　　　　　　　　　：10問

実技問題 　診療報酬明細書作成　　　　　　　　　　：  1問 
　　　　　※外来・上書き（頭書き）1設問・穴埋め25設問　　 

 
 

　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

これからの医療現場で求められるのは、すべての医療従事者によ
る患者様の立場に立った接遇です。 

スタッフの応対の良し悪しで患者様の気持ちが大きく左右された
り、スタッフの何気ない言葉や態度によって、力づけられたり、
反対に傷ついたりします。 

患者様やご家族が、真に何を求めているのかを感じ、応えること
が本来の患者接遇といえます。 

患者様に対するサービスの向上が重要視される中、窓口業務等で
求められる患者接遇や院内コミュニケーション能力を兼ね備え、
医学知識や診療報酬請求実務能力の高い人材のニーズが高まってい
ます。 

2級医療秘書実務能力認定試験は、医療事務スタッフとしての医
療事務実務能力だけではなく、医学基礎や医療関連法規に関する
知識、患者接遇や院内コミュニケーション能力を含めた医療秘書
実務能力を客観的に判断するものです。 
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医療事務OA実務能力認定試験とは？ 

試験概要 

医療事務OA実務能力認定試験　 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

学科問題（マークシート）　　　　　　　　　　　：10問
実技問題（ソフトによる診療報酬明細書作成・出力）：  2問  

90分（学科30分・実技60分） 

医科点数表、電卓 

おおむね60％から80％ 

学科問題　医療保険制度 
　　　　　診療報酬請求に関する基礎知識 
　　　　　医療事務コンピュータにおける基礎知識 ：10問  
 
 
実技問題   教育用医療事務ソフト「医事NaviⅢ」
                 を使用した診療報酬明細書作成・出力　   ：  2問 
               ※外来１問・入院１問  

  

  

 

 

医療の現場では、さまざまな資格を持つ専門職の方達が集まって
働いており、これら多種多様な職種の方が共同で業務を進める必
要があります。特に専門性が高くなり、業務の細分化が進んでい
る、今の医療を支えるのが「医療のIT化」です。 

現在、診療を受けに来られた患者様の窓口会計業務や診療報酬明
細書（レセプト）の出力については、病院はもちろん、ほとんど
のクリニックにおいても医事コンピュータが普及しています。
厚生労働省においても、レセプトのオンライン請求を強力に推
し進めています。
つまり、現在の医療事務スタッフとして、レセプト作成・請求にお
ける医療事務ＯＡ操作スキルは必要不可欠なものになっています。

医療事務OA実務能力認定試験は、教育用医療事務ソフトとしては、
国内でも最も普及している「医事NaviⅢ」を使用して、医療事務
知識や医療事務コンピュータにおける基礎知識はもちろんのこと、
コンピュータの実務に必要なオペレーションスキルを客観的に判
断するものです。 
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試験で使用する医療事務ソフトについて 

医事NaviⅢ　操作画面 

この試験で使用する医療事務ソフト「医事NaviⅢ」は、医療事務
の実務に即した操作性を持ち、多くの教育機関で導入されている
標準的なソフトです。 
医療事務の現場の業務に関する豊富なデータを元に開発されてい
ます。 
操作には、医療保険請求事務の知識等が必要になります。 

合格基準
原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。



The national society of Medical & Welfare education

1110

試験概要 

電子カルテオペレーション実務能力認定試験 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

学科問題（マークシート）　　　　　　　　：10問
実技問題（ソフトによる診療録作成・出力）：  2問  

90分（学科30分・実技60分） 

持ち込み不可 

おおむね60％から80％ 

学科問題   電子カルテを含む医療IT化に関する 
               基礎知識                                           ：10問

実技問題   教育用電子カルテソフト「Ｃ＆Ｃ電子カルテシステムⅡ」 
                      を使用した診療録作成・出力　　　　　　  ：  2問 
               ※外来1問・入院1問   

　　　　　　　　　　　　　      

C&C電子カルテシステムⅡ　操作画面 

電子カルテオペレーション実務能力認定試験とは？ 

 

 

試験で使用する電子カルテソフトについて 

C&C電子カルテシステムⅡ　操作画面 

医療の現場では、多種多様な職種の方が共同で業務を進めるに
あたり、医療情報のIT化が必要となってきています。 
電子カルテとは、電子化された診療録のことになりますが、実際
には医療機関の各種システムと連携をとったうえで成り立ってい
ます。 

平成26年の時点で電子カルテは400床以上の一般病院の80％近
くで導入されており、医療機関で働くスタッフにとって電子カ
ルテを含む医療情報システムの知識とスキルは、非常に重要な
ものになっています。  

電子カルテオペレーション実務能力認定試験は、教育用電子カル
テソフトであり、文部科学省でのカリキュラムに沿っている「C&C
電子カルテシステムⅡ」を使用して、電子カルテを含む医療IT化
に関する基礎知識はもちろんのこと、電子カルテの実務に必要な
オペレーションスキルを客観的に判断するものです。 

この試験で使用する電子カルテソフト「C&C電子カルテシステム
Ⅱ」は、電子カルテ技術者スキル標準と標準的なカリキュラムを
元に開発されたソフトです。 
医療現場の業務フローに関する豊富なデータを元に開発されてお
り、多くの医療系・システム系教育機関で導入されているソフト
です。 

合格基準
原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。
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医師事務作業補助者実務能力認定試験 

試験概要 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

120分 

参考書、ノート等の資料 

おおむね60％から80％ 

学科問題  医療関連法規、医療保険制度等、ビジネス文書
　　　　　医師事務作業補助者、医療安全管理と個人情報の保護
　　　　　医学・医薬品・臨床検査の知識
　　　　　診療録、電子カルテシステム、文書作成　　： 20問
実技問題  SOAP形式の診療録作成（手書き）　　　　 ：  1 問
　　　　 各種文書作成（診断書、診療情報提供書、処方せん等）
                                                                       ：  2 問  

 

 

学科問題（マークシート）：20問
実技問題（各種文書作成）： 3問  

医師事務作業補助者実務能力認定試験とは？ 

 

 

 

 

医師事務作業補助者実務能力認定試験　公式テキストⅠ～Ⅲ　全国医療福祉教育協会　刊
各2,160円（税込）　※詳細は当協会公式サイトでご案内しております。 

医師の業務負担を軽減するために、医師に代わって事務作業を行な
う必要性が高まっています。 
この医師事務作業補助者に求められている業務は、医師の指示の下で、
診断書や紹介状を記載したり、医師に代わって電子カルテを入力す
るなど、幅広い専門知識が必要とされるものです。 

医師事務作業補助者実務能力認定試験は、医師事務作業補助者に必
要な、関連法規、医学知識、個人情報保護法、医療用語、文書作成、
電子カルテ等に関する知識、および文書作成能力を客観的に判断す
るものです。 

※診療報酬においても医師事務作業補助者の配置が評価されています。
　医師事務作業補助体制加算の施設基準において、医療機関は医師
　事務作業補助者を新たに配置してから6ヵ月間の研修期間のうち32
　時間以上の基礎研修を行なうことが定められています。 
　この試験はその基礎研修として習得が必要な科目に対応しています。 
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看護助手実務能力認定試験®

看護助手実務能力認定試験®とは？ 

看護助手実務能力認定試験　公式テキスト　全国医療福祉教育協会　刊　
1,620円（税込）　※詳細は当協会公式サイトでご案内しております。 

医学の進歩と衛生的な環境等により平均寿命が延び、我が国は世界
一の長寿国です。また、生活水準が上がると同時に、生活習慣病の
増加が深刻な問題となっています。医療機関への受診や入院患者が
増える一方、医師、看護師の不足により、患者へのケアに対する質
も問題視されてきています。  

看護助手には医療施設において、看護チームの一員として看護の専
門的判断を必要としない療養上の世話、および診療の補助に関わる
周辺業務を担う役割があり、今後、ますます必要になる職種といえ
ます。  

看護助手実務能力認定試験®は、看護助手が医療施設において即戦力
として活躍するための知識、技能を客観的に判断する試験です。  

合格基準 原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

試験概要 

試験形式 

試験時間 

持ち込み 

出題内容 

合 格 率  

90分 

おおむね60％から80％ 

 

 

学科問題（マークシート）：25問
記述問題　　　　　　　　： 5問  

 

合格基準 原則として、正答率6割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

持ち込み不可 

学科問題  看護助手業務と役割の理解　　　　　　　：10問 
              患者の理解　 　　　　　　　　　　　　　：10問  
              看護助手業務を遂行するための基本技術　：  5問

記述問題 看護助手業務を遂行するための基本技術 
                 に関する記述問題　　　　　　　　　　　  ：  5問   
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2級医療秘書実務能力認定試験

保険診療（療養の給付）に含まれるものを、次の中から 1 つ選びなさい。

平成29年度第1回試験問題 正答：a

試験問題例 

医科2級医療事務実務能力認定試験

平成29年度試験として、実際に出題された問題です。 

学 科 

学 科 

医療費の請求について、正しいものを次の中から１つ選びなさい。

平成29年度第1回試験問題 正答：b

 

 

 

a．公費負担医療単独の場合における請求は、国保連合会に請求する。
b．公費負担医療と社会保険の併用等の場合における請求は、同じレ
セプトにて請求する。

c．後期高齢者の医療費の請求は、支払基金に請求する。
d．保険医療機関の保険者に対する診療報酬請求権の時効は、2 年間
である。

a．訪問看護の費用
b．予防接種の費用
c．健康診断の費用
d．正常分娩の費用

医療事務OA実務能力認定試験
学 科 

平成29年度第2回試験問題 正答：d

次のうち、診療所においてのみ算定できるものを１つ選びなさい。

a．外来管理加算
b．時間外特例医療機関加算
c．小児科標榜特例加算
d．夜間・早朝等加算

15
平成29年度第2回試験問題 正答：d

電子カルテオペレーション実務能力認定試験
学 科 

平成29年度第2回試験問題 正答：d

看護助手実務能力認定試験®

看護助手業務について、正しい組み合わせのものを1つ選びなさい。

学 科 

 
 
 
 
 

オンライン請求について、誤っているものを 1 つ選びなさい。

a．レセプトの事前チェックが可能である
b．安全性が確保される
c．確認試験を月に数回実施することが可能である
d．受付時間が午後のみである

平成29年度第2回試験問題 正答：a

医師事務作業補助者実務能力認定試験
学 科 

 

 

a.（1.） 　b.（2.）　 c.（3.） 　d.（4.）

医師事務作業補助体制加算を算定するために整備しなければならない
院内体制について、不適切な記述を選択肢（a・b・c・d）の中から1
つ選びなさい。

1．医師・医療関係職・医師事務作業補助者それぞれの業務内容は、固
定するのではなく流動的に運用できるような体制にしなければなら
ない。

2．代行入力機能を有していない電子カルテシステムの場合は、医師事
　務作業補助者がそのシステムへの入力業務は行うことができないよ
　 うにしなければならない。
3．医師事務作業補助者が書類作成等を代行する場合は、雇用契約にお
　いて、守秘義務の規定を設ける等の体制を整備しなければならない。
4．診療録を電磁的記録により作成する場合は、作成者の識別や認証が
確実に行われるよう運用しなければならない。

a． ①医療 -  ②療養上 - ③手術
b． ①看護 - ②日常   -  ③診療
c． ①医療 - ②日常   -  ③手術
d． ①看護 - ②療養上 - ③診療

看護が提供される場において、（①）チームの一員として看護の専
門的判断を要しない（②）の世話業務及び（③）の補助にかかわる
周辺業務を行う。
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推薦の声 

専門性が必要になる時代 

石井　仁さん 

社会福祉法人　恩賜財団　済生会 
千葉県済生会習志野病院　 
医事課課長・医師業務支援室室長 

　医療業界における医療事務をはじめとした事務スタッフは、近年医療
システムのIT化により業務量が軽減されてきた反面、専門的知識をより
必要とされてきています。医療事務の観点から申せば、「医療」を「お金」
に換えることは私たちにしかできません。適正な医療費を収入としてあ
げなければ、健全な病院運営に支障をきたします。そのような重要な業
務を担っているのが私たち医療事務員です。 
　また専門性といえば、「医師事務作業補助者」があります。医療機関
においてその運用は様々ですが、医師の業務軽減を図ることについて個
人的には今後拡大していく職種と考えています。 
　現在医療機関において「チーム医療」という言葉が多用されていま
す。これは一人の患者さんの医療を多くの職種がともに治療にあたると
いう意味合いです。ともに働く職種の多くは医師、看護師をはじめ国家
資格を有する中で、従事する私たちも彼らと同等の意識、責任感で業務を
行っていく必要があります。残念ながら事務職には国家資格に該当する
ものはありませんが、実務能力認定試験は、医療現場で必要な要素を
しっかり押えてあり取得した方の評価も現場で非常に高くなっておりま
す。 
　最後に、私が新人スタッフに望むのは、「やる気」です。いかにこの
気持ちを持てるかでその人の成長が変わると思っています。 
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合格された方の声 

「就職活動の際にアピールできる何かが欲しかった」

家重　亜美さん（大阪府）

医療事務OA実務能力認定試験
看護助手実務能力認定試験合格

 

■ご受験のきっかけについて、お聞かせください。
長く勤めることができて安定した仕事がしたいと思い、医療事務の勉強
を始めました。就職活動の際にアピールできる何かが欲しくて、受験し
ました。

■当協会で取得した合格証書をどのように活かされているか、また活か
　していきたいかお聞かせください。
就職活動の際に、とても良いアピールになったと思います。

■合格された感想をお聞かせください。
合格できてとても嬉しかったです。たくさんの資格を取得することで、
自信にも繋がりました。

■今後受験される方へのメッセージをお願い致します。
コツコツと努力して、繰り返し問題を解いたり教材をたくさん読んだり
することが合格に繋がると思います。頑張ってください。

「医療機関の方に積極的にアピールしたい」

石田　佳澄さん（宮城県） 

医科2級医療事務実務能力認定試験
医療事務OA実務能力認定試験
電子カルテオペレーション実務能力認定試験合格

■受験のきっかけについて、お聞かせください。 
実際に医療機関に勤めていたが、どうしても経験だけではわからない
知識があって、それを身につけることができたら強みになるなぁと思っ
たからです。

■当協会で取得した合格証書をどのように活かされているか、また活か
　していきたいかお聞かせください。 
まず、今勤めている医療機関の方に私はここまで勉強しました、できま
すということを積極的にアピールしたいと思っています。もっと幅広い
仕事を任せてもらえるよう今後も勉強を続けていきたいと考えています。  

■合格された感想をお聞かせください。 
やっと医療事務員として認めてもらえたなという安心がでたのと、素直
にうれしいという気持ちが混じった感情をもちました。一気に3つ資格
を持てたことで自信がつきました。今後ももっと資格をとりたいです。

■今後受験される方へのメッセージをお願い致します。 
強い気持ちを持って勉強すれば合格できると思いました。勉強する前は
もっと簡単に合格できると思っていましたが、実際勉強してみて、これ
はやる気がなければ絶対ムリだと感じていました。だから納得するまで
勉強して下さいと声をかけたいです。



Q＆A

個人情報の取り扱いについて 
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Q. 実務能力認定試験は就職や仕事にどのように役立てることができるのでしょうか？  

A. 就転職時に当該知識やスキルの客観的な証明になります。例えば、医科2級医療事務実務能力認定試験に合格されますと、診療
報酬請求に関する知識はもちろん、外来、および入院の点数算定に
関する知識、医療関連法規、制度に関する知識、レセプト作成能力
が身についていることを証明することができます。 

Q.受験資格はありますか？学校に通っていませんが、受験できますか？ 

A. 受験資格は問いません。しかし、専門的な知識を必要としますので、実務経験をお持ちでない方は、認定機関の対策講座等で学習さ
れてからの受験をお薦め致します。また、当協会では公式テキスト
や問題集、推奨書籍を公式サイトでご案内しておりますので、参考に
してください。 

Q. どの試験から受験すればいいでしょうか？ 
A. 受験資格は設けておりませんので、どの試験からでも受験することができます。ただし、医療事務OA実務能力認定試験、電子カルテ

オペレーション実務能力認定試験、および医師事務作業補助者実務
能力認定試験は医療事務の基礎知識を前提にした試験となりますの
で、ご注意ください。 

Q. 試験会場はどちらになりますか？ 
A. 一般受験の方は、受験願書の希望受験地をもとに試験会場を当協会で手配させていただきます。試験会場は指定できませんので、ご了

承ください。  
団体受験の方は原則として、お申込みいただいた認定機関が試験会
場となります。 

Q. 合格証書の発行に手数料は必要ですか？ 
A. 手数料はかかりません。合格された方全員に無料で発行致します。なお、合格証書の再発行には1試験につき1,500円（税込）の

手数料をいただきます。詳細は当協会公式サイトをご覧いただく
か、お電話でお問い合わせください。 

ご登録いただいた個人を特定できる情報（以下「個人情報」といいま
す）は、当該試験の実施、受験者の受験、試験結果の発表、および受験
履歴の管理、各種ご案内、およびアンケートの実施に必要な範囲で使用
致します。個人情報をお客様の同意なくこれらの利用目的以外で使用す
ることはありません。

＜個人情報の安全管理＞
試験業務の一部を外部に委託しておりますが、個人情報の漏洩等がなさ
れないよう、適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。また、団
体受験の場合、試験終了後、認定機関の受験責任者宛に受験者個人の成
績一覧が送付されます。お申し込みされた方は上記を含む、本冊子のす
べてに同意しているものとみなします。個人情報に関するお問い合わせ
先：全国医療福祉教育協会 事務局　Eメール　info@iryou-shikaku.jp


