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全国⼤会  特設サイト
検索

お問い合わせ

ホーム ⼤会⻑挨拶 開催概要 プログラム 協賛紹介

第10回全国⼤会

躍進︕みちを切り拓く
〜新時代における臨床⽀援⼠の価値創造〜

ライブ配信
2021年9⽉19⽇(⽇)
各講演、シンポジウム等  
（⼀般演題以外）  

※視聴するには別途送付する  
ZOOMアドレスからご覧ください。

オンデマンド配信
2021年9⽉19⽇(⽇)〜26⽇（⽇）

※会員の⽅は10⽉3⽇ (⽇ )まで延⻑  

配信はこちら  

⼀般演題・セミナー  
※動画の視聴⽅法は  

後⽇参加者にご連絡します。

https://jsmoa10th-nc.net/
https://jsmoa10th-nc.net/?p=23
http://ishijimu.umin.jp/toiawase.html
https://jsmoa10th-nc.net/
https://jsmoa10th-nc.net/%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e9%95%b7%e6%8c%a8%e6%8b%b6
https://jsmoa10th-nc.net/%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%a6%82%e8%a6%81
https://jsmoa10th-nc.net//#topSecID1135
https://jsmoa10th-nc.net//#kyousan
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1220


主催

特定⾮営利活動法⼈ 
⽇本医師事務作業補助研究会

協賛団体

⼀般財団法⼈ 
⽇本医療秘書学会

⽮⼝ 智⼦ 久保⽥巧

協賛企業

⼤会⻑

特定⾮営利活動法⼈
⽇本医師事務作業補助研究会理事⻑
⾦沢脳神経外科病院診療⽀援部⻑

実⾏委員⻑

特定⾮営利活動法⼈
⽇本医師事務作業補助研究会顧問
上尾中央医科グループ協議会総局⻑

登録と募集

本⼤会の参加ご希望の⽅は以下より参加申し込みフォー
ムより必要事項をご記⼊の上、登録をお願いいたしま
す。

受付期間  
＜⼀次募集＞  

2021年4⽉1⽇ (⽊ )〜2021年7⽉31⽇ (⼟ )  

（終了しました）  

＜⼆次募集＞  

2021年8⽉1⽇(⽇)〜2021年9⽉3⽇(⾦)  

(抄録集は冊⼦ではなくPDFのみになります)  

（終了しました）  

⼀般演題の筆頭演者（=発表者）をご希望の⽅は  
以下の募集と情報をご覧ください。  
※⼀般演題筆頭演者は事前参加登録も必要となります

受付期間  
2021年4⽉1⽇(⽊)〜2021年5⽉31⽇(⽉)

募集要項はこちら

参加登録 演題募集

https://jsmoa10th-nc.net/%e6%bc%94%e9%a1%8c%e5%8b%9f%e9%9b%86


抄録集PDFはこちら

優秀演題発表につきまして 2021.10.05

この度、厳正なる審査を⾏い「優秀演題賞」を決定いたしましたので、ご連絡を申し上げます。
 >>詳細はこちら<<

抄録訂正箇所につきまして 2021.09.22

みなさまよりご連絡を頂戴しております、抄録の訂正箇所につきまして「抄録訂正箇所⼀覧」をご

お知らせ

医療法⼈社団鉄祐会 理事⻑

武藤真祐
産業医科⼤学医学部  公衆衛⽣学
教室  教授

松⽥晋哉

登壇者

1996年東京⼤学医学部卒業。
2002年東京⼤学⼤学院医学系
研究科博⼠課程修了。2009年

早稲⽥⼤学⼤学院ファイナンス
研究科修了（MBA）。  

詳細なプロフィールはこちら

1985年産業医科⼤学医学部卒
業。1992年フランス国⽴公衆

衛⽣学校卒業。1993年京都⼤
学博⼠号（医学）取得。1999
年3⽉⽉産業医科⼤学医学部公

衆衛⽣学教授。  
詳細なプロフィールはこちら

https://jsmoa10th-nc.net/wp-content/uploads/2021/09/1d7ac0373157873ef948df4217bfd3cb-1-1.pdf
https://jsmoa10th-nc.net/wp-content/uploads/2021/10/best.pdf
https://jsmoa10th-nc.net/wp-content/uploads/2021/09/73657b456344f1cbcdab0eca1c033d2d.pdf
https://nkgr.co.jp/
https://www.m3career.com/
https://job.mplat.jp/?utm_source=ishijimu&utm_medium=banner
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/egao/
http://drsecond.net/
https://www.kotobank.co.jp/
https://intro.dr-ubie.com/hospitals
https://www.doctor-agent.com/
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/
https://www.mediwel.net/index.html
http://www.junwakai.com/
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1311
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1360


厚⽣労働省 医政局⻑

迫井正深
浜松医科⼤学医学部附属病院 

医療福祉⽀援センター センタ
ー⻑（特任教授）

⼩林利彦

札幌美しが丘脳神経外科病院  顧
問

佐藤秀次

上尾中央医科グループ  総局⻑

久保⽥巧

若草第⼀病院 医療情報担当部

⻑／スポーツ整形外科部⻑

今⽥光⼀

宮崎県⽴⽇南病院 病理診断科

主任部⻑

⽊佐貫篤

慶應義塾⼤学医学部 医療政
策・管理学教室

⾼橋新

1989年東京⼤学医学部医学科
卒業。1992年厚⽣省⼊省。

1995年ハーバード⼤学公衆衛
⽣⼤学院留学（公衆衛⽣修⼠取
得）。2020年8⽉〜厚⽣労働省

医政局⻑。
詳細なプロフィールはこちら

1983年浜松医科⼤学医学部医

学科卒業。2003年有⽟病院  副
院⻑。2010年浜松医科⼤学医
学部附属病院  医療福祉⽀援セ

ンター  特任教授。
詳細なプロフィールはこちら

1974年札幌医科⼤学卒。2011

年⽇本医師事務作業補助研究会
顧問。2021年⽇本医療秘書学
会／医療秘書教育全国協議会 

会⻑就任。
詳細なプロフィールはこちら

⼤学卒業後、上尾中央医科グル
ープに⼊職。上尾中央総合病院

等にて勤務。⽇本医師事務作業
補助研究会 顧問。⽇本施設基

準管理⼠協会 理事。
詳細なプロフィールはこちら

1988年富⼭医科薬科⼤学（現
富⼭⼤学）医学部卒業。整形外

科医。⽇本医師事務作業補助研
究会 ⼤阪府⽀部代表世話⼈。  

詳細なプロフィールはこちら

宮崎県⽴⽇南病院 臨床検査科
／病理診断科／感染管理科主任

部⻑、患者⽀援センター⻑。⽇
本医師事務作業補助研究会 宮

崎県⽀部代表世話⼈。

慶應義塾⼤学医学部 医療政
策・管理学教室。⽇本医師事務
作業補助研究会 調査部アドバ

イザー。

プログラム

https://jsmoa10th-nc.net/?p=1381
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1341
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1325
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1344
https://jsmoa10th-nc.net/?p=1386


オンデマンド プログラム・配信はこちら

2021年9⽉19⽇(⽇)ライブ配信

開会式

コロナと医療のＩＴ化（デジタ
ル・トランスフォーメーション）
座⻑︓⽮⼝  智⼦（⽇本医師事務作業補助研究会
理事⻑）

武藤真祐
医療法⼈社団鉄祐会 理事⻑

これからの病院経営のあり⽅
座⻑︓唐澤  剛（慶應義塾⼤学⼤学院  政策・メデ
ィア研究科  特任教授）

松⽥晋哉
産業医科⼤学医学部  公衆衛⽣学教室  教授

総会

⽀部⻑座談会

新時代に医師事務作業補助者がみ
ちを切り拓くために~10年間の活動
を通して学んだこと~

⽮⼝智⼦
⽇本医師事務作業補助研究会  理事⻑

コロナ対応を踏まえた⽇本の医
療・医師事務作業補助者のこれか
ら

迫井正深
厚⽣労働省 医政局⻑

医師事務作業補助者の資格のあり⽅について考える
座⻑︓中⼭  和則（筑波メディカルセンター  事務部⻑）

⼩林利彦
浜松医科⼤学医学部附属病院 医療福祉
⽀援センター センター⻑（特任教授）

久保⽥巧
上尾中央医科グループ  総局⻑

09:45〜10:00

10:00〜11:00 

特別講演

11:10〜12:10 
教育講演

12:20〜12:30

12:40〜13:20

13:30〜13:50 
⼤会⻑講演

14:00〜15:00 
招待講演

https://jsmoa10th-nc.net/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E9%85%8D%E4%BF%A1


⼤会事務局
特定⾮営利活動法⼈  ⽇本医師事務作業補助研究会  本部事務局  
〒920-0901 ⽯川県⾦沢市彦三町1-2-1 アソルティ⾦沢彦三1F

佐藤秀次
札幌美しが丘脳神経外科病院  顧問

⽮⼝智⼦
⽇本医師事務作業補助研究会  理事⻑

閉会式

オンデマンドプログラム 配信期間

2021年9⽉19⽇ (⽇ )〜26⽇ (⽇ )  

※会員の⽅は10⽉3⽇ (⽇ )まで延⻑

臨床⽀援に必須なクリニカルパスの基本と実践

今⽥  光⼀
（若草第⼀病院 医療情報担当部⻑／スポーツ整形外科部⻑）

病理診断報告書の読み⽅

⽊佐貫篤
（宮崎県⽴⽇南病院 病理診断科主任部⻑）

NCDについて〜医師事務作業補助者のこれまでとこれから〜

⾼橋新
（慶應義塾⼤学医学部 医療政策・管理学教室 /⽇本医師事務作業補助研究会 調
査部アドバイザー）

15:10〜16:50 
シンポジウム

16:50〜17:00

https://jsmoa10th-nc.net/
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/


Copy r i gh t  ©  ⽇本医師事務作業補助研究会  A l l  R igh ts  Rese rved .

運営事務局
⼀般社団法⼈ 上尾中央医科グループ協議会
〒362-0075 埼⽟県上尾市柏座1-10-3-58


