
先輩職員の体験談

「弘前大学採用7年目事務職員の場合」

令和5年3月8日開催

東北地区国立大学法人等オープンセミナー



本日のプレゼン内容

これからお話しすること

• 自己紹介

• 大学職員を志したきっかけ

• 私のキャリアパス紹介
主に会計系 【医事課→経理調達課→予算企画室】

• 私の試験対策
筆記は得意分野に特化した 面接は場数を踏んだ

• 大学職員になって良かったと思うこと
【待遇面】：とても充実 【業務面】：安心感⤴ ⤴ ⤴

• どんな後輩と仕事がしたいか
広い視野を持っている 相手に共感できる
向上心を持っている フットワークが軽い
気持ちの切替が早い

気になる点があれば随時チャット欄へ
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まずは自己紹介

出 身：青森県弘前市

出身大学：弘前大学

トレンド：スプラトゥーン３
YouTube（にじさんじ）
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大学職員を目指したきっかけ

• 大学在学中から母校と地域に貢献できる仕事として意識していた

• 学部時代に窓口対応してくれた先輩職員にも影響を受けた

• 専門分野を網羅する大学図書館の雰囲気が何より好きだった

・

・

・

大学職員って、素敵じゃない？

地域の高等教育・先端研究拠点として機能する国立大学、
そしてそれを支えるスタッフに興味・関心があった
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これまでの職務経歴

2016年3月
（22歳）

弘前大学教育学部生涯教育課程地域生活専攻　卒業

2016年4月
（22歳）

弘前大学に入職
医学部附属病院事務部医事課　医療福祉・患者支援担当　拝命

2019年7月
（25歳）

医学部附属病院事務部経理調達課　医療材料担当　拝命

2022年7月
（28歳）

財務部財務企画課予算企画室　予算企画担当　拝命

2023年3月
（29歳）

現在に至る

経　　　歴
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附属病院 医事課の業務

• 国立大学法人弘前大学事務組織規程より（抜粋）

第33条 医事課においては，次の事務をつかさどる。

(1) 患者に関すること。

(2) 社会保険等に関すること。

(3) 診療費に関すること。

(4) 医療争訟に関すること。

(5) 医療相談に関すること。

(6) 医療情報及び病院情報管理システムに関すること。

(7) 診療録に関すること。

(8) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

(9) その他医事に関すること。

診療の対価である診療報酬を適正に計算・請求する
また、患者さんに寄り添ったサービスを提供する
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附属病院 医事課の業務

• 一日のスケジュール（イメージ）

診療の対価である診療報酬を適正に計算・請求する
また、患者さんに寄り添ったサービスを提供する

大学の中でも数少ない、「地域の方に直接
サービスを提供する部署」の一つです。
患者さんの不安を和らげられたとき、対面で
感謝を述べられるとやる気が出ます。

 患者さんの不安を解決する手助けを成し
遂げたときに達成感を得られる

 最先端医療を地域に提供する一翼を担っ
ている実感を得られる

8:30 出勤・窓口業務

8:30～12:00
窓口・病棟患者への対応
（医療費助成制度の案内、各種手続について照会）

12:15～13:00 昼休憩

13:00～15:00
申請に必要となる診断書等の作成依頼
および作成済み診断書等の取りまとめ

15:00～16:00 各自治体、患者さんへの郵便物発送準備

16:00～17:00 各診療科との情報交換、患者さんとのフリートーク

17:00 退勤
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附属病院 経理調達課の業務

• 国立大学法人弘前大学事務組織規程より（抜粋）

第32条 経理調達課においては，次の事務をつかさどる。

～中略～

(8) 物品の調達及び管理に関すること。

～略～

(10) 役務契約，賃貸契約，
収入契約及び物品の減価償却に関すること。

(11) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

(12) その他経理調達に関すること

診療業務に必要不可欠な資材（＝医療材料）や医薬品を
高品質かつ安価かつ安定的に購入
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附属病院 経理調達課の業務

• 一日のスケジュール（イメージ）

診療業務に必要不可欠な資材（＝医療材料）や医薬品を
高品質かつ安価かつ安定的に購入

安定的な病院運営のためには支出額の圧縮が
必要不可欠です。
価格交渉の専門家から知恵と力を借りつつも、
基本的には大学職員がメーカーと交渉します。

 自分が挙げた成果が数字として可視化さ
れるため、モチベーションＵＰ⤴ ⤴ ⤴

 最先端医療を地域に提供する一翼を担っ
ている実感を得られる

8:30 出勤・メールチェック

9:00～12:00 医療材料・医薬品の購入価格について業者と話し合い

12:15～13:00 昼休憩

13:00～14:00 薬機法新規承認の医療材料について業者から説明

14:00～15:00 診療報酬の算定方法について医事課と協議

15:00～17:00
納品された医療材料・医薬品の数量チェック
検収処理

17:00 退勤
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財務部 予算企画室の業務

• 国立大学法人弘前大学事務組織規程より

第15条の2 予算企画室においては，次の事務をつかさどる。

(1) 概算要求に関すること。

(2) 予算の学内配分に関すること。

(3) 経費節減に関すること。

(4) 財務部に係る予算の管理に関すること。

(5) 事務局に係る予算の執行管理に関すること。

(6) 決算及び財務諸表の分析に関すること。

(7) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

(8) その他予算に関すること。

大学を運営するために必要となる予算を国に要求し
適正な学内配分を以って健全な財務状況を維持・管理
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財務部 予算企画室の業務

• 一日のスケジュール（イメージ）

大学を運営するために必要となる予算を国に要求し
適正な学内配分を以って健全な財務状況を維持・管理

8:30 出勤・メールチェック

9:00～10:00 予算編成に必要な各種データの集計作業

10:00～12:00
担当内打ち合わせ
（作業の進捗状況、懸念事項の共有など）

12:15～13:00 昼休憩

13:00～14:00 各部署からの問い合わせへの回答

14:00～17:00 予算編成に必要な各種データの集計作業

17:00 退勤

仕事を進めていく上での疑問点や不安な箇所
は担当全員で話し合って解決します。
どんなに小さな疑問でも気軽に質問できる
ため、安心して仕事を進められます。

 大学全体を見渡した仕事ができる
ダイナミクスさが魅力

 自分の仕事が大学運営に直結している
実感を得られる
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国立大学法人等職員を目指す皆さんへ
【第一次試験対策について】

• 試験対策について

• 人文科学分野 … 苦手分野＆範囲が広くて諦めた…

• それ以外 … 全問正解するくらいの気持ちで解いた！

得意分野は100％確実に、苦手分野は運頼み
出題分野すべてはカバーできない！ 人間だもの
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国立大学法人等職員を目指す皆さんへ
【第二次試験対策について】

• 試験対策について

• 自分の思いや考え方を簡潔に、自然体で話した

• 自分の長所や実績を簡潔に伝えるよう意識した

面接対策はとにかく経験あるのみ！
民間の採用試験も活用して場数を踏んでいこう
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大学職員になって良かったなと思うこと

【待遇面】

• 趣味の時間をじっくり確保できる

• 有給休暇を申請しやすい職場環境

• 年２回のボーナス（賞与）の支給

• “完全”週休２日制

【業務面】

• 仕事で困った事やわからない事があっても相談しやすい雰囲気

• 年数を重ねるほどに見知った顔が増えて仕事を進めやすくなる

• 配属部署や採用年数に応じた研修が充実している

• 学生（ユーザー）の反響を直に見聞きできる
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どんな後輩と仕事がしたいか

※あくまで個人の感想です。
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ご質問等あればお気軽に！

本日お話ししたこと

• 自己紹介

• 大学職員を志したきっかけ

• 私のキャリアパス紹介
主に会計系 【医事課→経理調達課→予算企画室】

• 私の試験対策
筆記は得意分野に特化した 面接は場数を踏んだ

• 大学職員になって良かったと思うこと
【待遇面】：とても充実 【業務面】：安心感⤴ ⤴ ⤴

• どんな後輩と仕事がしたいか
広い視野を持っている 相手に共感できる
向上心を持っている フットワークが軽い
気持ちの切替が早い

ご清聴いただきありがとうございました
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