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医師事務作業補助者教育セミナー 

第 2回 『かがやきセミナー』 

開催のご案内 

 

テーマ：多職種とつながる ～受け手から学ぼう～ 
 
 

拝啓 時下ますます御健勝のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。 

さて、平成22年から石川県支部では、医師事務作業補助者の実務能力向上・ボトムアップを目指

して活動を続けています。前回（平成26年）実施いたしました教育セミナー「かがやきセミナー」

におきましては、多くの皆さまにご参加いただき、業務改善に大きな影響を与えることができまし

た。 

さらなる向上をめざして、第２回「かがやきセミナー」を開催する運びとなりました。今回は、

医師事務作業補助者向けの『かがやきセミナー』に加え、その管理をされる方々に向けた『マネジ

メントセミナー』との２部構成と致しました。前半部分を医師事務作業補助者に対する基礎知識の

再確認を目的とした「かがやきセミナー」とし、前回の内容「多職種とつながる、受け手から学ぶ」

をベースに、今春の診療報酬改定の影響も踏まえて実践的な内容で研鑽の場にしたいと考えており

ます。後半部分は、実務者だけでなく管理者の方とともに、医師事務作業補助者の職種確立に向け

て再認識することを目的としたパネルディスカッションと致しました。 

本セミナーは、実務者のボトムアップ、明日への業務向上につながると確信しております。管理

者の方にも、この機会に是非、実務者の方々とご一緒にご参加くださるよう、心よりお待ちしてお

ります。  

 
                                               敬具 
 
 
 
 

平成 28 年 8 月吉日                 
特定非営利活動法人 日本医師事務作業補助研究会 

理事長  矢口 智子 

        日本医師事務作業補助研究会 石川県支部 
代表顧問 神野 正博 
支部長  松井 圭子 
副支部長 若栗 光恵 

 



第２回『かがやきセミナー』 

テーマ：多職種とつながる ～受け手から学ぼう～ 

 

                               ≪会場：≫ 白山市民交流センターB 会場 

                                 司会： 和泉 晴代    

                                  （加賀市医療センター 医療支援室） 

14：00 開会挨拶 

                    石川県支部代表世話人 多賀  千之   

（多賀クリニック院長)                               

14：05 『医療倫理について～その歴史と重要性～』 

                         講師： 上田 博  

（石川県支部顧問 芳珠記念病院名誉院長） 

 

14：３５ 『保険会社の視点から～保険会社の書類について理解をふかめよう』 

                     講師：塚田 直樹  

（損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

北陸保険金サービス部金沢火災新種保険金サービス課副長） 

 

15：０５ 『明日の業務につながる薬剤に関するはなし』 

     ～平成２８年診療報酬改定をふまえて～ 

                     講師：熊野 英一 

(たんぽぽ薬局株式会社 石川県エリアマネージャー） 

15：３５ 休憩                       

      支部活動報告               ≪会場：≫ 白山市民交流センターA 会場に移動 

 

・全国の動向     矢口 智子    (NPO 法人日本医師事務作業補助研究会理事長） 

        ・石川県支部の活動  松井 圭子    （石川県支部支部長）                               

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

16：00 パネルディスカッション   

    『医師事務作業補助者の配置とローテーションについて考える』 

                               ≪会場：≫ 白山市民交流センターA 会場 

 ～事例報告～ 

    パネリスト  （医師事務作業補助者） 

・浅ノ川総合病院         ・金沢脳神経外科病院 

・恵寿総合病院          ・やわたメディカルセンター 

                   

座 長： 石川県支部代表世話人 多賀  千之   

（多賀クリニック院長)   

17：00 閉会挨拶  

石川県支部顧問     上田  博 

（芳珠記念病院 名誉院長） 

 

プログラム 



プログラム   医師事務作業補助者とことん活用セミナー＆かがやきセミナー 

 

 

 

医師事務作業補助者とことん活用セミナー 

≪A 会場≫ 

かがやきセミナー 

≪B 会場≫ 

14：00 

～14：05 

開会のあいさつ 

日本医師事務作業補助研究会理事長 

矢口   智子  

(金沢脳神経外科病院診療支援部副部長) 

開会のあいさつ 

石川県支部代表世話人 

      多賀  千之   

(多賀クリニック院長) 

 
14：05  

～14：35 

 

『医師事務作業補助者の医療へ    

        のインパクト』 

日本医師事務作業補助研究会顧問 

          講師： 佐藤 秀次 

(金沢脳神経外科病院院長) 

『医療倫理について ～その歴史と重要性～』 

 

石川県支部顧問  

講師： 上田 博 

        （芳珠記念病院名誉院長） 

14：35 

～15：05 

 

 

『医師・院長の立場から』 

石川県支部顧問 

 講師： 勝木 保夫 

 

(やわたメディカルセンター院長) 

『保険会社の視点から～  

保険会社の書類について理解をふかめよう』 

講師： 塚田 直樹 

(損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

北陸保険金サービス部金沢火災新種保険金サービス課副長) 

15：05 

 

～15：35 

 

『医師事務作業補助者の人件費は 

”費用“ではなく”原価“』 

          講師： 工藤 高 

（株式会社 MM オフィス） 

『明日の業務につながる薬剤に関するはなし』 

    ～平成２８年診療報酬改定をふまえて～ 

   講師： 熊野 英一 

（たんぽぽ薬局株式会社 石川県エリアマネージャー） 

15：35 

～16：00 

休憩 

支部活動報告               ≪A 会場≫ 

・全国の動向      矢口 智子 

・石川県支部の活動   松井 圭子 

16：00 

～17：00 

パネルディスカッション          ≪A 会場≫ 

『医師事務作業補助者の配置とローテーションについて考える』 

 

～事例報告～ 

パネリスト （医師事務作業補助者） 

・浅ノ川総合病院         ・金沢脳神経外科病院 

・恵寿総合病院          ・やわたメディカルセンター 

 

            座長：多賀 千之  (多賀クリニック院長) 

 

17：00 閉会のあいさつ 

石川県支部顧問   上田 博 

(芳珠記念病院名誉院長) 

 
 



             第 2 回『かがやきセミナー』 

日  時 ： 平成 28 年 10 月 15 日（土） 14：00～17：00 （受付開始 13：30～） 

会  場 ： 白山市民交流センター  

         （白山市倉光二丁目 1 番地 白山市役所敷地内） ℡076-274-9591 

対  象 ： 医師事務作業補助者 

主  催 ： NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 石川県支部 

後  援 ： 石川県医師会、石川県病院協会  

参加費  ： NPO 法人日本医師事務作業補助研究会   会員:１,５00 円 ・ 一般:２,５00 円 

申込締切 ： 平成 28 年 9 月 30 日（金） 

申込方法 ： 必要事項記載の上、下記 URL（フォーム）よりお申し込みください。 

             ※日本医師事務作業補助研究会ホームページ【イベント情報→地方会・セミナーのページ】からも申し

込みできます 

①参加セミナー名 ② 病院名 ③参加者および部署、役職 ④会員（会員番号）・一般 

URL https://goo.gl/forms/2ww3QpM1au7addom1 

 

受付後、２週間以内に返信のない場合は、下記まで連絡ください。                              

携帯メールの通信拒否設定はあらかじめ解除をお願い致します。 

 

  

 

 

 

特定非営利活動法人 日本医師事務作業補助研究会 

http://ishijimu.umin.jp/ 

【白山市民交流センターへの交通アクセス】 

  

お問い合わせ先： やわたメディカルセンター医療秘書課  松井 圭子 

石川県小松市八幡イ 12-7     

        TEL：0761-47-1212（代） FAX：0761-47-7500 

E-mail：iryouhisyo@katsuki-g.com 

 

参加申込 

 

駐車場のご案内 

庁舎前駐車場をご利用ください。満車の場合は、臨時駐車場をご利用ください。 

 

携帯電話やタブレットからも 
簡単にお申し込みいただけます。 

松任石川 

中央病院 

 

http://ishijimu.umin.jp/

