
 

 

 

2008 年に新設された医師事務作業補助者加算も今年 2 度目の診療報酬改定を迎え、医師事務作業

補助者への評価はますます高まっていますが、周囲からの期待も高まり、その役割はより専門性と多

様性を帯びてきているように思います。これまで 3 回の地方会を開催してきましたが、過去 3 回の参

加者からは、継続した学びの場がほしいという要望や地域の実務者がどのような取り組みを行ってい

るのか知りたいという意見が多くあり、今回は、日南市で毎年開催されている事務職員向けスキルア

ップセミナー（花立セミナー）との共同開催で、2 日間の研修を企画いたしました。 

今回 2 日間の研修を通じて、医師事務作業補助者のスキルアップを図るとともに、それぞれが抱え

ている課題や現状を認識してこれからのあり方を考え、あわせて実務者同士、また、第一線で活躍し

ている講師との交流を深めていきたいと考えております。 

つきましては多数の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

                 NPO 法人日本医師事務作業補助研究会理事長 矢口 智子 

宮崎県支部長 武田まゆみ  

 

期   日 平成 24 年 12 月 1 日（土）～2 日（日） 

会   場 

平成 24 年 12 月 1 日（土）：宮崎県立日南病院 講堂 

平成 24 年 12 月 2 日（日）：ホテルジェイズ日南リゾート

http://www.jsgroup.jp/ 

対 象 者 医師事務作業補助に従事している実務者、または関連している方（宮崎県内、

県外を問いません）。 

定   員 70 名（申込締切 平成 24 年 10 月 31 日 ※尚、定員になり次第締め切ります） 

主   催 NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 宮崎県支部 

後   援 宮崎県医師会、（一社）南那珂医師会 

協   力 花立セミナー実行委員会（県立日南病院医療連携科内） 

内   容 医師事務作業補助者向けの研修会 

研修参加費 実務者 3,000 円、実務者以外 4,000 円（１日のみの参加でも両日の参加でも同額）  

そ の 他 宿泊（ホテルジェイズ日南リゾート）および交流会（1 日目終了後、ホテルジェ

イズ日南リゾートにて開催）は別途料金となります。（宿泊・交流会 10,000 円，

交流会のみ 4,000 円） 

申込み方法 1）氏名、2）ﾌﾘｶﾞﾅ、3）所属、4）職種名（役職含む）、5）℡＆fax  

6）E-ｍail 7）参加希望日（両日、１日目のみ、2 日目のみ） 

8）ホテル宿泊の有無 9）交流会参加の有無  

上記 1）~9）までを記載の上、下記メールにてお申し込みください。 

Email／ishijimu_miyazaki@yahoo.co.jp 

NPO 法人日本医師事務作業補助研究会宮崎県支部  

潤和会記念病院医事部 武田まゆみ宛 

℡/0985-47-5555 fax/0985-47-8558 

NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 http://ishijimu.umin.jp/ 

 NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 第 4 回宮崎地方会 

 病院事務職員スキルアップセミナー(第 6 回花立セミナー) 

 

共同
開催 

mailto:Email／ishijimu_miyazaki@yahoo.co.jp
http://ishijimu.umin.jp/


プ ロ グ ラ ム 
平成 24 年 12 月 1 日（土）：宮崎県立日南病院 講堂 

1230-1255 受付  

1255-1300 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  

1300-1310 開会 挨拶 

鶴田 和仁 

潤和会記念病院長／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会宮崎県支部 顧問   

1310-1330 講演 1 「医師事務作業補助者の必要性」 

矢口 智子 

金沢脳神経外科病院 医療秘書室主任／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会理事長 

1330-1400 講演 2 「医師事務作業補助業務の現状と課題」 

瀬戸 僚馬 

東京医療保健大学講師／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会顧問 

1400-1430 講演 3 「医師事務作業補助者への期待」 

佐藤 秀次 

金沢脳神経外科病院長／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会顧問 

1430-1520  講演 4 「黒部市民病院における医師事務作業補助者導入の経緯とその効果」 

今田 光一 

黒部市民病院 関節スポーツ外科部長 

 休憩 （10 分） 

1530-1700  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 「医師事務作業補助者をとりまく課題とその解決に向けて」 

進行 木佐貫 篤・吉原 文代 

KJ 法で各自が感じている課題や問題を抽出、整理し、そのなかより解決に向けての方

策をディスカッションする。 

 

平成 24 年 12 月 2 日（日）：ホテルジェイズ日南リゾート 

0830-0855 受付  

0900-0940 講義 「病理診断レポートの読み方を知ろう」 

木佐貫 篤 

宮崎県立日南病院医 臨床検査科・病理診断科部長／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会宮崎県支部代表世話人 

0940-1040   

  

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 「医師事務作業補助者として働くこと 

～きらきら輝く職場をめざして～」 

進行 吉村 博 

宮崎県立日南病院 間々瀬 さやか 

古賀総合病院 中村 恵子 

潤和会記念病院 外赤 幸菜 

1040-1100 休憩 （20 分） 

1100-1155 総合討論 「これからの医師事務作業補助業務のあり方」 

座長 木佐貫 篤 

今田光一・瀬戸僚馬・矢口智子・佐藤秀次・吉原文代、吉村博 

1155-1200 閉会 武田 まゆみ 

潤和会記念病院医事部／NPO 法人日本医師事務作業補助研究会宮崎県支部長 

※尚、宿泊および交流会の詳細については、希望者の方へ別途ご案内いたします。 



交通アクセスのご案内 
 

平成 24 年 12 月 1 日（土）＜会場：県立日南病院＞ 

〒887-0013 宮崎県日南市木山 1 丁目 9 番 5 号／TEL:0987-23-3111  

●車なら  

 宮崎市内から国道 220 号線経由で約 1 時間 

宮崎自動車道（田野 IC）から県道 28 号線で日南方面へ、約 40 分 

●JR なら 

 宮崎駅、南宮崎駅から JR 日南線利用 

宮崎駅発 1006（特急海幸山幸）→油津駅着 1127 

宮崎駅発 1030（普通）       →油津駅着 1158 

 ＊油津駅から徒歩約 10 分（タクシー3 分） 

●路線バスなら 

 日南・飫肥行きに乗車 

宮崎駅バスセンター発 0940→宮崎空港発 1009→油津駅前バスセンター着 1128 

宮崎駅バスセンター発 1100→宮崎空港発 1129→油津駅前バスセンター着 1248 

 ＊油津駅前バスセンターから徒歩約 10 分（タクシー3 分） 

 

※当日研修会終了後県立日南病院からホテルジェイズ日南リゾート（懇親会宿泊会場）

まで送迎バス（無料）が用意してあります。 

 

平成 24 年 12 月 2 日（日）＜会場：ホテルジェイズ日南リゾート＞ 帰路 

〒889-2402 宮崎県日南市北郷町郷之原甲 2821-1／TEL:0987-55-3333（代表）  

●JR なら 

JR 利用の人向けに、JR 日南線北郷駅（最寄り駅） 

まで会終了後送迎バス（無料）が出ます。 

（下記列車にあわせてホテルを出発します）  

北郷駅発 1316（普通）→南宮崎駅着 1408 

＊宮崎空港へは南宮崎駅乗換となります 

（宮崎空港着 1421） 

●車なら 

宮崎市内まで県道 28 号・国道 269 号線利用で約 1 時間 20 分 

宮崎市内まで県道 28 号・宮崎自動車道利用で約 1 時間 

宮崎空港まで宮崎自動車道利用で約 1 時間 

●路線バスはありません。 

 

※交通アクセスに関するお問い合わせは、 

宮崎県支部事務局まで、お電話もしく 

はメールでお願いいたします。 

Tel   0985-47-5555 

Email  ishijimu_miyazaki@yahoo.co.jp 


