
導入事例 名古屋大学医学部附属病院

全ての事務部門にRPAを導入
約9,800時間の効率化を目指す

(上左から)上野 哲也 氏、永家 清考 氏、大石 直哉 氏
(下左から)服部 次男 氏、仲田 徹 氏、荻野 貴大 氏
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社　名

事業内容

ウェブサイト

名古屋大学医学部附属病院

医療サービスの提供

https://www.med.nagoya-u.
ac.jp/hospital/

　明治4年（1871年）に名古屋藩の仮病院として始まって以来、中部エリアに
おける高度医療を担ってきた名古屋大学医学部附属病院（以下、名大病院）。
過重労働・人手不足が深刻化する医療業界の課題解決策の一つとして、RPA
（ロボティック・プロセス・オートメーション）に着目した同院は、2019年5
月から院内全ての事務部門でRPAツール「BizRobo!」を導入した。定型的な業
務においてRPAによる自動化・効率化を積極的に推し進めており、職員が作成
したロボットは21体に及ぶ。全事務部門への展開により、見込まれている業務
削減時間は約9,800時間。この効率化により、事務職員は医師・看護師らの支援
など、より付加価値の高い業務へのシフトが視野に入る。国立大学病院でも先
駆けてRPAを導入した同院はプロジェクトチームを増強し、ロボット開発・運
用の高度化を続行中。全国の国立大学病院との情報と知見の共有も始まってお
り、医療業界における働き方改革のモデルケースとして注目を集めている。

- 話を伺った方 -
医学部附属病院 副病院長 事務部長（事務部門統括） 
永家清考 氏

事務部 次長 
上野 哲也 氏

経理課 係長 
大石 直哉 氏

総務課 係長 
服部 次男 氏

経営企画課 専門職員 
仲田 徹 氏

医事課 係員 
荻野 貴大 氏

Highlight

医療機関が広く連携し、医療の質と安全性の向上を
目指していく

疲弊する医療現場の負担軽減を目指して
RPA導入に向けた調査を実施



深刻な医師の過重労働を解消する打ち手としてRPAが浮上導入背景
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医療業界でも待ったなしで進む働き
方改革。課題解決は事務作業でのロ
ボット活用

　医師や看護師をはじめ、あらゆる職
種で過重労働、人手不足が叫ばれる
医療業界。2024年度以降は医師に対
しても時間外労働の上限規制が適用
され、働き方改革は待ったなしで進
む。診療以外に研究、教育の機能も
持つ大学病院では、医師の過重労働
はより深刻な問題として立ちはだか
る。名大病院も、この働き方改革へ
のアクションとしてRPAを検討し、事
務部門への導入から検討を始めた。

「RPAの効果を検証する意味合いもあ
り、まずは事務部門での浸透、展開
を目指しました。事務業務の自動化
は事務職員の余力時間の確保につな
がります。定型的な事務業務のロ
ボット化を進めることで、医師のサ
ポートなど、より専門性の高い業務
に専念できる環境がつくれると考え
ました」（大石氏）
　こうして、同院は2018年に導入の
検討を開始。11月にはプロジェクト
チームを編成し、業務の洗い出しか
らRPA研修、ロボットのパイロット開
発に着手した。

医療現場でのケーススタディが豊富な「BizRobo!」で
全面展開

　　　　 を
選んだ理由

事務スタッフが自らロボットを作成
サポート体制の手厚さにも好印象

　大学附属病院ということもあり、
大学医学部と密接な連携を取って医
療、研究を進めてきた。
「名古屋大学東山キャンパスでは数
年前にRPAツール導入が検討された時
期があり、さまざまなメーカーの製
品を比較していました。BizRobo!は
ロボット開発のプロセスで安定性が
あり、バランスが取れている製品と
いう印象があります。また、院内の
全事務部門に展開することになるた
め、一定以上の規模での運用に適し
たサーバー型のツールが望ましい。

こ こ で も サ ー バ ー 型 ツ ー ル の
BizRobo!に優位性がありました」
（服部氏）
　BizRobo!が医療現場での導入事例
が豊富だったことも大きな決め手に
なった。ロボットを運用するのは医
療機関であり、開発には事務職員が
直接携わる。サポート体制の手厚さ
も評価された。
「ベンダー営業担当、技術者のサ
ポートは重要です。そこでは医療機
関ならではの仕組み、事務体制で話
が通じてほしい。その点、医療現場
での導入事例が豊富なBizRobo!は好
印象でした」（永家氏）

大石 直哉 氏

永家 清考 氏
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約9,800時間の業務削減が視野に入る中、
着実にロボットを開発

対象業務

12体を運用し、年間663時間の業務削減に成功導入効果

パイロット開発では9体のロボット
本格導入では21体のロボットが稼働

　プロジェクトチームは事務部門に
おけるRPA対象業務の洗い出しを進
め、自動化が可能な68の業務をリス
トアップした。これらの業務全てで
RPA化を進めた場合、推計される業務
削減時間は約9,800時間に及ぶ。
2018年度は、実証実験として「会議
開催案内メール自動送付」「医師勤
務時間計算支援」など9体のロボット
をパイロット開発。推計値として年
間415.7時間の業務削減に相当する成
果を挙げた。
「ロボットはプロジェクトメンバー

の職員自らが作成しました。RPAテク
ノロジーズのサポートを受けつつ、
効率化が顕著に現れるであろう業務
を選定して作成しています。私が籍
を置く医事課だけではなく経理課で
も活躍するロボットができ、大きな
手応えを感じることができました」
（荻野氏）
　事務部門への本格導入が進められ
た2019年度上半期にはメンバーを増
強し、全19名がロボットを作成。パ
イロット開発分と合算して計21体の
ロボットを作成した。これは年間
841.1時間の業務削減に相当する。現
在はこのうち12体のロボットが実際
の業務で運用されている。

作成者自身が担当業務を効率化

　運用中のロボット12体が代替した
事務作業は年間663.4時間相当に達す
る。院内で行われた成果報告会での
発表は好評のうちに迎えられた。
　効果が顕著な例として人事労務課
で稼働する「医師勤務時間計算支援
ロボット」、経営企画課で稼働する
「外部資金予算執行状況確認表作
成・送付ロボット」が挙げられる。
いずれも、作成者自身が担当する業
務の効率化に成功した。
「医師の勤務時間は各研究室、医局
から紙で報告されます。従来はそれ

を手作業で集計して勤務時間を計算
していました。ロボット化に際して
は勤務時間をExcelファイルで収集し
てロボットで自動計算。従来は月あ
たり400枚を1枚2分ほどかけて計算
していたところ、ロボットによって
年間160時間の効率化ができました」
（大石氏）
「予算の執行状況を通知する確認表
をロボットで作成しています。ロ
ボットに親和性の高い作業を模索
し、紙の配付からPDFのメール配信に
切り替えました。業務効率化に加え
てペーパーレスも実現できていま
す」（仲田氏）

荻野 貴大 氏

仲田 徹 氏
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全国の国立大学病院をリードする存在として
さらなる開発・運用を

今後に
ついて

バックオフィス業務の再構築から標準化を見据えて現場の声

電子カルテ端末との連動も模索し
学外とも積極的に情報交換を進める

　院内外への成果報告、事例紹介の
発表により、RPA導入のモデルケース

として全国の国立大学病院から照会
が相次いでいる。横展開を模索するだ
けではなく、他医療機関の取り組みも
積極的に情報収集していく方針だ。
「医師、看護師の領域へのRPA導入を
模索すべく、電子カルテ端末とのRPA
連携も検討しています。セキュリティ
上の課題もありますが、民間病院の先
行事例を調査し、運用に向けて検討し
ていければと思います」（永家氏）
　プロジェクトメンバーは合計19名。
事務部門から選出され、今後も現場

に立脚したロボットを開発していく。
また、メンバー全体の底上げを図るべ
く、スキル、リテラシーの高い職員を
選抜。院内用RPAマニュアルの策定や
教育研修体制の整備にも力を注ぐ。
「マニュアルの内製化はもちろんです
が、作成を重ねたメンバーの知見の蓄
積は目覚ましいものがあります。院
内の核になり、指導役としても存在
感を発揮してもらえればと思いま
す」（服部氏）

目の前の業務を見つめ直す格好の機会に
大学本部との連携も視野に入れて進む

　RPAの浸透を加速させるためには、
現場業務の再構築も必須だ。ロボッ
トが業務を行いやすくするために
は、業務フローをよりシンプルにし
ていくことが求められる。RPA導入に
際して行った業務の洗い出しは、同
院のバックオフィス業務の棚卸しに
もなった。
「従来の業務をただロボット化する
だけでは作り込みが複雑になり、業
務の大幅な効率化が望めないことも
あります。今ある業務フローを再検
討し、最小プロセスになるよう業務
を再考する。業務のやり方をあらた
めて見つめ直す絶好の機会になりま

した」（大石氏）
　附属病院だけではなく名古屋大学
本体とも「RPA」をキーワードに連携
し、オール名古屋大学として合理化
を進めていく。
「2020年度から、名古屋大学は岐阜
大学と法人統合。東海国立大学機構
としてスタートを切ります。学部な
どの枠を取り払い、業務をできるだ
け標準化していく構想が定まりつつ
あります。当院も大学本部もRPAに注
目する中、積極的にRPAに取り組み、
効率化のソリューションとして高め
ていければと思います」（上野氏）

お問い合わせ：RPA テクノロジーズ株式会社は日本国内 No.1 の RPA 事業実績とノウハウを提供する
デジタルレイバー専業カンパニーです。「楽しい時代に進化する」ことをミッションに
挙げ、BizRobo! を提供することにより、誰もが当たり前に使えるデジタルレイバーの
普及・一般化を加速していきます。

BizRobo! 検索

もっと情報を知りたい方は

https://rpa-technologies.com

RPA テクノロジーズ株式会社　〒107-6013 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 13F Tel 03-3560-6533　Fax 03-3560-0785
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上野 哲也 氏


