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10：00 ～ 10：15　開会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　開会挨拶　　　日本医師事務作業補助研究会 理事長　　矢口　智子
　　　　来賓祝辞　　　愛知県知事　　　　　　　　　　　　　 大村　秀章　様

10：15 ～ 10：45　大会長基調講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　佐藤　秀次（金沢脳神経外科病院 院長）

　「ふりかえり、はばたこう！～医師事務作業補助者の軌跡と飛躍～」
小島　敏美（総合大雄会病院 MC 課）

10：45 ～ 11：30　招待講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
座長　伊藤　健一（蒲郡市民病院 名誉院長）

　「2025 年へのカウントダウン～同時改定と医師事務作業補助者の新たな役割～」
武藤　正樹（国際医療福祉大学大学院 教授：医療経営管理分野責任者）

11：35 ～ 11：55　総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

12：30 ～ 13：20　一般演題（口演）　【チーム医療】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　佐々木　洋光（春日井市民病院 副院長）     　　　　    

増成　倫子（荒木脳神経外科病院 医療秘書課 係長）

O1 − 1　外来業務を円滑に行うために　～医師事務作業補助者導入による業務効率化～
森木　章人（もみのき病院）

O1 − 2　外来における慢性疾患患者の疾病管理精度向上
稲本　望（済生会滋賀県病院）

O1 − 3　臨床支援士による糖尿病内科での合併症予防の取り組み
　　　　　  ～糖尿病性の合併症リスク低減を目指して～

脇黒丸 倫奈（公益社団法人鹿児島共済会南風病院）

O1 − 4　当院整形外科における医師事務作業補助者による骨粗鬆症患者紹介の取り組み
七尾　明子（能代厚生医療センター）

O1 − 5　当院における遠隔モニタリングシステムの運用
　　　　　～医師の事務作業負担軽減に向けた取り組み～

根間　舞子（牧港中央病院）

第１会場　２階：大ホール

プログラム
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13：20 ～ 14：10　一般演題（口演）　【業務の拡大】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　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長）

若宮　尚子（金沢脳神経外科病院 医療秘書課 主任）　　　　   　　　

O2 − 1　医師事務作業補助者による「未読報告書」等の確認作業への対応について
 井上　雅子（新潟県立中央病院）

O2 − 2　医師補助による指導管理料算定に関する取り組み
 早川　舞（松阪市民病院）

O2 − 3　死亡後画像診断における医師事務作業補助者の業務と役割
 伊藤　美帆（医療法人医仁会 さくら総合病院）

O2 − 4　医師事務作業補助者の震災時の役割
 久保田　夏恵（医療法人潤心会 熊本セントラル病院）

O2 − 5　災害時に求められること活かせたこと
 大城　桜（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

14：10 ～ 15：00　一般演題（口演）　【活躍の場の拡大】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　今田　光一（高岡整志会病院 関節鏡・スポーツ整形外科部長）　　　　  　

松井　圭子（やわたメディカルセンター 医療サービス部 医療秘書課 主任）

O3 − 1　中小病院で求められるオールラウンドな医師事務作業補助者の在り方
　　　　　  ～医師事務作業補助者発　病院へ小さな変革を～

松澤　明希（公立森町病院）

O3 − 2　精神科医師事務作業補助者の書類作成補助による医師勤務負担軽減
 竹下　喜代美（国立病院機構熊本医療センター）

O3 − 3　回復期リハビリテーション病棟における医師事務作業補助者の取り組み
 坂根　美和（金沢脳神経外科病院）

O3 − 4　介護老人保健施設における医師事務作業補助者への期待
田中　有希子（社会医療法人定和会 介護老人保健施設 灯り）

O3 − 5　地域医療における医師事務作業補助者の役割
 堀尾　由記（春日井市民病院）
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15：00 ～ 15：45　企画演題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　村瀬　寛（総合大雄会病院 副院長）

PL − 1　ぼくと当院の DA 業務拡大と課題
中村　重徳（岐阜赤十字病院 院長）

PL − 2　医師不足の病院における医師事務作業補助者の活用と今後の課題
世古口　務（松阪市民病院 総合企画室）

PL − 3　国立大学病院におけるクラーク業務集約化の有効性
　　　　　  −整形外科医からみた医療の質向上に向けて−

小林　和克（名古屋大学医学部附属病院 整形外科）

15：45 ～ 16：30　教育講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　座長　大宮　史朗（羽島市民病院 副院長兼医療クラーク室 室長）

　「難しい医師を理解する、対応策を学ぶ」
早川　文雄（岡崎市民病院 副院長）

16：30 ～ 17：30　シンポジウム「医師事務作業補助者の軌跡と飛躍」　　　　　　　　　　　　　　　
座長　佐々木　洋光（春日井市民病院 副院長）　　　　     　  

矢口　智子（金沢脳神経外科病院 診療支援部 副部長）

SY − 1　大学病院・市中病院・クリニックの医師外来補助を経験して
　　　　　 −それぞれの特色に関して−

伊藤　全哉（あいちせぼね病院 院長）

SY − 2　当院「医療秘書」の過去・現在・未来
早川　文雄（岡崎市民病院 副院長）

SY − 3　「医師事務作業補助者」を支援してきた 5 年間の経験で分かったこと
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長・静岡県医師会 理事）

17：30 ～ 18：00　閉会式・表彰式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　閉会挨拶　　　　岡崎市民病院 副院長　　　　早川　文雄
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12：30 ～ 13：20　一般演題（口演）　【文書作成】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　村瀬　寛（総合大雄会病院 副院長）　　　 　　　　　

上間　なつみ（那覇市立病院 ドクターエイド室 主任）

O4 − 1　小児科診療における文書の傾向
前田　和美（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

O4 − 2　平成 29 年度　臨床調査個人票（新規・更新申請用）の対応について
寺坂　美穂（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院）

O4 − 3　文書作成における医師事務作業補助の関わり（第 2 報）
　　　　　  ～文書作成期間の短縮を目指して～

富樫　さおり（医療法人社団山形愛心会庄内余目病院）

O4 − 4　当院の文書作成補助における医師の負担軽減に対する取り組み
上野　実果（筑波大学附属病院）

O4 − 5　当院における医師事務作業補助者の退院サマリ代行入力の取り組みと評価について
中山　靖子（船橋市立医療センター）

13：20 ～ 14：10　一般演題（口演）　【データ入力・登録・活用】　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　久保田　巧（上尾中央総合病院 事務部長）　 　　 

門田　美紀（細木病院 情報システム管理課 主任）

O5 − 1　National Clinical Database におけるデータの質検証結果報告
　　　　　  （2014-2015 年症例）

高橋　新（慶應義塾大学医学部）

O5 − 2　NCD 登録業務の変遷
高永　都衣（岡山済生会総合病院）

O5 − 3　NCD 登録業務の導入と取り組み
佐藤　永奈（独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院）

O5 − 4　当院における NCD 登録業務の経過と発展
小村　美聡（国民健康保険 小松市民病院）

O5 − 5　チーム医療の架け橋を目指すがん登録室の取り組み
　　　　　  ～数字だけで終わらせないがん登録の活用法～

梅田　弘美（岐阜県総合医療センター）

第２会場　５階：小ホール１



−22−

14：10 ～ 15：00　一般演題（口演）　【データ入力・登録・活用】　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　沖　修一（荒木脳神経外科病院 名誉院長）　　　　　　　　 　

南木　由美（手稲渓仁会病院 経営管理部医療秘書課 課長代理）

O6 − 1　当院データベース「救急医療システム」と医師事務作業補助者の関わりについて
久保　紫乃（市立函館病院）

O6 − 2　救急科における医師事務作業補助者の業務
佐々木　智子（砂川市立病院）

O6 − 3　学会支援体制の構築とデータ登録の効率化～データマネージャーの確保と育成～
天満　敦子（淀川キリスト教病院）

O6 − 4　人工膝関節置換術の学会用データをまとめる取り組み
　　　　　  −手術前・手術中・手術後から収集する−

岩瀧　友香（医療法人歓生会 豊岡中央病院）

O6 − 5　データ一元管理と NCD 登録の利的協力
大熊　美晴（社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院）

15：00 ～ 15：50　一般演題（口演）　【管理（環境／処遇／他）】　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　久保田　巧（上尾中央総合病院 事務部長） 　

近藤　祐加（岡山旭東病院 医療秘書課 主任）

O7 − 1　当院における医師事務作業補助者の業務拡大の取り組み
　　　　　  −業務開始から 10 年目を迎え−

山田　典子（松阪市民病院）

O7 − 2　医師事務支援室開設後のあゆみ
猪原　早千穂（社会医療法人製鉄記念八幡病院）

O7 − 3　医師事務作業補助者配置から 9 年間の軌跡　～今後の展開と課題～
足立　裕子（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院）

O7 − 4　国立大学附属病院の医師事務作業補助者の在り方を考える
小澤　裕美子（筑波大学附属病院）

O7 − 5　人員の安定確保に向けた雇用条件改善の取組
伊藤　里奈（ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院）
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15：50 ～ 16：30　一般演題（口演）　【管理（教育）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
座長　松木　大作（大阪府済生会吹田病院 事務次長）　 　

若宮　尚子（金沢脳神経外科病院 医療秘書課 主任）

O8 − 1　3 ヶ月での代行入力独立に向けて　～新人教育・人材育成の取り組み～ 
竹下　茜（メディカルトピア草加病院）

O8 − 2　メディカルアシスタント室メンター制度の導入と効用について
野々山　亜衣子（公立陶生病院）

O8 − 3　DA 書類作成キャリアラダーを用いた教育体制の見直し
井藤　加奈絵（上尾中央総合病院）

O8 − 4　医療秘書室スタッフのキャリアデザイン構築とスキルアップに向けて
百木  絵理（済生会熊本病院）

16：30 ～ 17：10　一般演題（口演）　【管理（業務改善）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
座長　南木　由美（手稲渓仁会病院 経営管理部医療秘書課 課長代理）

近藤　祐加（岡山旭東病院 医療秘書課 主任）　　　　　　　　

O9 − 1　消化器内科 MS 業務改善の取り組み
蓮井　くみ子（大阪府済生会吹田病院）

O9 − 2　業務の均等化に向けての取り組み
星野　恵美（聖マリアンナ医科大学病院）

O9 − 3　整形外科病院における医師事務作業補助者の取り組み
　　　　　  ～業務効率化を目指して～

佐野　春香（医療法人社団英志会富士整形外科病院）

O9 − 4　効率のよい外来診療を実現するクラーク活用
板垣　綾（あいち腰痛オペクリニック）
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12：30 ～ 13：20　一般演題（口演）　【代行入力】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　今田　光一（高岡整志会病院 関節鏡・スポーツ整形外科部長）

野田　真喜子（あいちせぼね病院 Doctor Clerk 主任）　　　　

O10 − 1　医師事務作業補助者による眼科診療サポート体制の構築
戸塚　健太（公益財団法人 老年病研究所附属病院）

O10 − 2　外来代行入力におけるフォロー体制について
保都　侑加（一般財団法人操風会 岡山旭東病院）

O10 − 3　救急代行入力における取り組み　～業務の質の均一化及び向上を目指して～
松岡　有香（社会医療法人石川記念会 HITO 病院）

O10 − 4　整形外科外来診療における代行入力
鈴木　絵理奈（医療法人社団エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院）

O10 − 5　当院のカルテ代行入力における承認システムの課題
坂田　恵梨子（医療法人社団曙会 シムラ病院）

13：20 ～ 14：10　一般演題（口演）　【代行入力】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　早川　文雄（岡崎市民病院 副院長）   　

西川　由美子（吹田徳洲会病院 MS 室）

O11 − 1　医師の診療スタイルに応じた外来診療補助業務について
 伊藤　貴子（医療法人社団一成会 たちばな台病院）

O11 − 2　間接的な外来診察補助の取り組み　～手書き問診票を電子カルテに転記する～
 大場　将玄（旭川赤十字病院）

O11 − 3　当院におけるサマリー作成の現状と医療秘書による取り組み
三浦　まりえ（中野こども病院）

O11 − 4　医師事務作業補助者における外科の返書記載業務の取組み
 樋渡　彩子（公益社団法人鹿児島共済会南風病院）

O11 − 5　大腿骨転子部骨折手術クリニカルパス作成に向けて
　　　　　   ～医師事務作業補助者としての取り組み～

家村　幸恵（社会医療法人天陽会中央病院）
　

第３会場　５階：小ホール２
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14：10 ～ 15：00　一般演題（口演）　【業務の拡大】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　大宮　史朗（羽島市民病院 副院長兼医療クラーク室 室長）

武田　まゆみ（潤和会記念病院 医事部 主任） 　　   　　　

O12 − 1　予約センター開設に向けた取り組みと今後の展望
渋谷　麻衣子（医療法人社団山形愛心会庄内余目病院）

O12 − 2　外来予約専属業務における役割と課題
赤松　麻衣（岸和田徳洲会病院）

O12 − 3　ドクターズクラークが受付業務を担当するわけ
鳥谷部 優美（医療法人社団 一成会 たちばな台病院）

O12 − 4　浜松赤十字病院企画課における DPC 公開データの二次活用支援
永原　弓子（浜松赤十字病院）

O12 − 5　外来手術強化にむけたプロセス変更の取り組み
　　　　　    ～診療科単位でのトータルサポートを目指して～

満野　有香里（淀川キリスト教病院）

15：00 ～ 15：50　一般演題（口演）　【コミュニケーション／他】　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　西川　由美子（吹田徳洲会病院 MS 室）　　　  　

門田　美紀（細木病院 情報システム管理課 主任）

O13 − 1　宮崎県医師会が主催する医師クラーク育成・スキルアップ研修会の取り組みと成果
木佐貫　篤（宮崎県立日南病院）

O13 − 2　医師事務作業補助者の医療知識習得のための取り組み
安里　愛美（公立陶生病院）

O13 − 3　対応力向上に向けての取組み　～ＭＡ職のプロを目指して～
柏　マユコ（医療法人財団 荻窪病院）

O13 − 4　実務の視点・管理の視点
芹澤　早苗（公益社団法人 有隣厚生会 富士病院）

O13 − 5　小山記念病院医師支援室により業務質向上への取り組み
山本　英樹（医療法人社団善仁会 小山記念病院）

　



−26−

15：50 ～ 16：30　一般演題（口演）　【業務の取り組み／変遷／課題】　　　　　　　　　　　　　　　
座長　武田　まゆみ（潤和会記念病院 医事部 主任）　　   　

上間　なつみ（那覇市立病院 ドクターエイド室 主任）

O14 − 1　当院における医師事務作業補助業務の取組みと課題
岡　貴之（社会医療法人同仁会　周南記念病院）

O14 − 2　これまでの医師支援の取組みと今後の展望
吉永　拓真（公益社団法人鹿児島共済会南風病院）

O14 − 3　当院における医師事務作業補助業務の変遷と今後の課題について
山岸　暢子（大阪南医療センター）

O14 − 4　自治体病院の統合にともなう医師事務作業補助者の業務変遷について
須和部　隆代（中東遠総合医療センター）

16：30 ～ 17：10　一般演題（口演）　【チーム医療／他】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　吉矢　富美子（大雄会第一病院 事務長）　　　　　　　　　　      　　　　

松井　圭子（やわたメディカルセンター 医療サービス部 医療秘書課 主任）

O15 − 1　腎移植後の定期的なフォローアップ計画に関する取組
髙島　尚人（医療法人社団日高会日高病院）

O15 − 2　院内プロジェクトでの取り組み～移植医療に携わって～
谷口　幸子（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院）

O15 − 3　呼吸器内科専属クラーク導入の成果
中村　敬子（浜松医療センター）

O15 − 4　医師事務作業補助者のインシデントに関する研究
濱島　由季（名古屋市立大学病院）
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10：00 ～ 17：00　一般演題（ポスター）掲示（アテンドタイム 13：45 ～ 15：00）

A グループ（アテンドタイム 13：45 ～ 14：10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　米本　倉基（藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 医療経営学 教授）

PA − 1　外来診療における医師事務作業補助者の役割の変化　～チーム医療の一員として～
原　広与（医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院）

PA − 2　医師事務作業補助者として私が学んだこと
橋本　瑞穂（医療法人 寿人会 木村病院）

PA − 3　当院における NCD 症例登録への取り組み
田尾　かおり（済生会川内病院）

PA − 4　代行入力から得た skill　～消化器外科 NCD 登録 編～
光本　結美（医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院）

PA − 5　呼吸器センターにおける医師事務作業補助者の活用
佐々木　茉理奈（松阪市民病院）

PA − 6　総合診療科の診察までの待ち時間短縮への取り組み
前田　恵美子（国立病院機構 熊本医療センター）

PA − 7　心臓血管外科の医師事務作業補助者による業務開拓の試み
岩本　真里（国立病院機構 静岡医療センター）

PA − 8　当院での外科手術等における医師事務作業補助者の役割
三原　優季（医療法人医仁会 さくら総合病院）

PA − 9　泌尿器科における DA 業務の変遷と今後の課題
谷岡　千賀子（松山赤十字病院）

PA − 10　外科系代行入力の拡充と標準化に向けて　～あるべき姿にむけての水平展開～
谷　智江（淀川キリスト教病院）

ポスター会場　５階：ホワイエ
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B グループ（アテンドタイム 14：10 ～ 14：35）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　米本　倉基（藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 医療経営学 教授）

PB − 1　院内アンケートにみる当院ドクターズクラークの課題と展望
近江　一恵（社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院）

PB − 2　臨床支援士による透析室での取り組み
脇黒丸　倫奈（公益社団法人鹿児島共済会南風病院）

PB − 3　医療秘書として「紙カルテ」から「電子カルテ」への移行準備に参加して感じたこと
山梨  佐織（静岡赤十字病院）

PB − 4　長期に安定した医師のサポートを目指して
清野　千晴（医療法人 蜂友会 はちや整形外科病院）

PB − 5　所属組織における意識について
川﨑　美保（岡山済生会総合病院）

PB − 6　管理運用における確認事案システムの効用
古賀　有香（公立陶生病院）

PB − 7　当院における医師事務作業補助者による業務可視化への取り組み
本村　江里子（医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院）

PB − 8　医療秘書室の行動計画を達成させるための取り組み
垂水　治樹（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院）

PB − 9　書類作成業務の現況と課題
神戸　梢（医療法人社団英志会富士整形外科病院）

PB − 10　認定がん医療ネットワークナビゲーター実地見学のサポート報告
須藤　美枝子（医療法人社団日高会日高病院）



−29−

C グループ（アテンドタイム 14：35 ～ 15：00）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座長　米本　倉基（藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 医療経営学 教授）

PC − 1　医師へのアンケートから今後の業務を考える
牟田　勇（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院）

PC − 2　業務マニュアル作成による成果と課題
　　　　　  ～アンケート調査を実施してわかったこと～

藤井　由佳（名寄市立総合病院）

PC − 3　当院における医師事務作業補助者業務の現状
小沢　亜希子（能代厚生医療センター）

PC − 4　医師事務作業補助者のアンケート評価からみる今後の展望と課題
蛇池　麻帆（北海道大学病院）

PC − 5　新規支援ニーズとスキルアップの両立を目指した多面的アプローチ
太田　弘子（千葉県済生会習志野病院）

PC − 6　医師が求めるドクターズクラーク業務向上への取り組み
吉田　知佐（医療法人社団石鎚会田辺中央病院）

PC − 7　医師事務作業補助者の教育体制の確立に向けて
樋渡　彩子（公益社団法人鹿児島共済会南風病院）

PC − 8　医師事務作業補助者のための医療知識ボトムアップに向けた取り組み
及川　知子（船橋市立医療センター）

PC − 9　実務者のための医師事務作業補助　道内地区研修会　（第 1 回　道東地区）を
　　　　 終えて実感できたこと

阿部　英之（社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院）

PC − 10　実りある意見交換会を目指して
備瀬　澄子（地方独立行政法人 那覇市立病院）

PC − 11　コミュニケーションが鍵
木村　求未（医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル）
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