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特定非営利活動法人 日本医師事務作業補助研究会 
第 7 回石川地方会のご案内 

 
 
 
 
 
拝啓、時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
 平成20年の診療報酬改定において医師事務作業補助体制加算が新設されてから今年で10

年の節目を迎えます。この間、事務的作業の補助から、診療支援へと業務内容も拡大をし

ております。本年４月の診療報酬改定においても、医師事務作業補助者の配置は、病院勤

務医等の負担軽減策として「有用である」と評価され、医師の働き方改革に大きく貢献で

きる職種として成長しております。 

本会石川県支部では、「10年の歩みをふりかえり、未来につなげよう」をテーマに、地

方会を開催することとなりましたのでご案内申し上げます。10年の軌跡を振り返り、今後

の更なる発展に向けて皆さんと一緒に考える良い機会になればと考えております。 

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加下さいますようお願い申し上げ

ます。 

 
                    敬具 
 
 
 
 
 
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 
石川県支部支部長 松井 圭子 

石川県支部世話人一同 



特定非営利活動法人 日本医師事務作業補助研究会 第 7 回石川地方会 

テーマ「１０年の歩みをふりかえり、未来につなげよう」 

２０１８年５月２６日（土） １４：００～１７：００（１３：３０受付開始） 

 
 

14：00  開会の挨拶       石川県支部世話人   佐久間 寛（芳珠記念病院 院長） 

14：05  石川県支部活動報告  

                  石川県支部長     松井 圭子 

14：15  特別講演「平成 30 年度診療報酬改定と地域医療構想・地域包括ケア」 

座長：佐藤 秀次  （金沢脳神経外科病院 院長） 

講師：神野 正博  （恵寿総合念病院 理事長） 

 

15：00  基調講演「医師事務作業補助者のあゆみと今後の展望」 

座長：上田 博   （芳珠記念病院 名誉院長） 

講師：矢口 智子     (日本医師事務作業補助研究会 理事長) 

15：30   休憩 

15：45  パネルディスカッション 「～拡大する活躍の場から～ 取り組みと今後の課題について」 

       座長                      森  昌秋（金沢西病院 事務長） 

                             松井 圭子（やわたメディカルセンター医療秘書課） 

パネリスト  

①『学術支援業務の専門性』 

     岡本 康宏  （医療法人真生会   真生会富山病院  医療秘書課主任）     

②『医療秘書による多職種業務の支援～院外処方への関わりを中心に～』 

     石本  真菜  （医療法人寿人会   木村病院     事務部 総務課）      

③『当院における NCD 登録業務の経過と発展～業務効率化を目指して～』  

  小村 美聡  （国民健康保険    小松市民病院   診療部）             

④『当院におけるクリニカルパス代行入力について』 

     渡辺 裕子  （医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院   医療サービス課）      

 

16：55  閉会挨拶         石川県支部顧問     勝木 保夫（やわたメディカルセンター理事長） 

        

       会 員：1,500 円  一般：3,000 円 対象者：実務者・配置管理者・医師・関係者 

       ※参加費は当日受付にてお支払いください。 

     締切日：2018 年５月２日（水）  定員：200 名 

     事前に申し込みが必要となります。参加を希望される方は、別紙１に必要事項を記入の 

上、下記 FAX 番号までお申し込みください。 

      
 
 
                               会場：石川県地場産業振興センター 

                                  新館コンベンションホール 

                                  （金沢市鞍月２丁目１番地） 

 
 
 

参 加 費 

申し込み 

会場案内 

石川県地場産業振興センター 新館 

プログラム 



 
 
 
地方会の終了後、懇親会をご用意させていただきました。 

季節のお野菜と石川自慢の食材を使用した美味しいお料理とお酒をお楽しみ頂きながら、

楽しい親睦の会にしたいと思っております。 

皆さまどうぞ、ご参加ください。 

 

 

日本医師事務作業補助研究会 第 7 回石川地方会 【懇親会】 

日時：２０１8 年 5 月 26 日（土） 18：00～20：00 

場所：八兆屋（石川県庁前店）※地場産業センターより車で 2 分、徒歩 10 分 

   石川県金沢市西都 1 丁目 96 番地 TEL:076－267-1186 

会費：4,500 円（税込み）飲み放題 2 時間付き 

    （懇親会会場にてお支払いください。領収書を発行致します。） 

※ 会場の都合上、当日参加の受付は出来ません。予めお申込み下さい。 

※  送迎バスの用意はございませんのでご了承ください。駐車場 75 台あり。 

※  なお、申し込み後のキャンセル等の変更がある場合は、5 月 18 日までに 

 下記まで、ご連絡下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問合せ先：芳珠記念病院 医療サービス課 

下出・新井 

TEL: 076１－５１－５５５１(代) 

 
 

 八兆 
屋 

新館 

懇親会のご案内 



 

 

 

第7回石川地方会 参加申込書 （2018 年 5 月 26 日開催） 

病院名  

住所  

電話番号  

FAX 番号                  ※必ずご記入下さい。 

（ふりがな） 

参加者名 
所属 職名(役職) 

会員／非会員 

（どちらかに○をつけて下さい） 

※会員の方は会員番号を明記下さい 

懇親会参加 

   会員／非会員 

（会員番号：       ）  
する／しない 

   会員／非会員 

（会員番号：       ） 
する／しない 

   会員／非会員 

（会員番号：       ） 
する／しない 

   会員／非会員 

（会員番号：       ） 
する／しない 

   会員／非会員 

（会員番号：       ） 
する／しない 

 ※5 名以上参加申し込みの場合はこちらにご記入ください。 

 

 

 

 

※困っていることなどあればご記入ください。 

 

          

※準備の都合上、２０１8 年５月２日（水）までに FAX で 

お申し込み下さい。受付完了のお知らせを FAX にて返信いたします。1 週間経過

して返信のない場合は、お手数ですが問い合わせ先までご連絡お願いいたします。 

 

FAX：0761-51-5557  

芳珠記念病院 医療サービス課（下出・新井） 

E-mail：r-shien@houju.jp TEL:０７６１－５１－５５５１（代） 

 

別紙１ 

mailto:r-shien@houju.jp


日本医師事務作業補助研究会 
第 7回 石川地方会 
テーマ 

「10 年の歩みをふりかえり 
未来につなげよう」 

 
「平成 30年度診療報酬改定と地域医療構想・地域包括ケア」 

        講師 神野 正博 (恵寿総合病院 理事長) 

  
「医師事務作業補助者のあゆみと今後の展望」 

        講師 矢口 智子 (日本医師事務作業補助研究会 理事長)  
■パネルディスカッション 
「 ～拡大する活躍の場から～  取り組みと今後の課題について」 

【パネリスト】 
岡本 康宏（医療法人真生会      真生会富山病院 医療秘書課主任） 
石本 真菜（医療法人寿人会      木村病院       事務部 総務課） 
小村 美聡（国民健康保険    小松市民病院        診療部） 
渡辺 裕子（医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院  医療サービス課）   

日時：2018 年５月 26 日（土）14:00 ～ 17:00（受付開始 13:30～） 
場所：石川県地場産業振興センター 新館コンベンションホール 
                （石川県金沢市鞍月２丁目１番地） 
主催：特定非営利活動法人 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 

基調講演 
 

特別講演 

http://ishijimu.umin.jp/

