2017 年 8 月吉日
医師事務作業補助ご担当者

様

NPO 法人 日本医師事務作業補助研究会 北海道支部
支部長 南木 由美（手稲渓仁会病院 医療秘書課課長代理）
代表世話人 髙橋 明（札幌白石記念病院 院長）

NPO法人

日本医師事務作業補助研究会

北海道支部

第 5 回北海道地方会開催のご案内
拝啓

残暑の候、貴院におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素よ

り NPO 法人日本医師事務作業補助研究会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、当研究会北海道支部では、第5回目となる北海道地方会を開催させていただく運びとなりまし
たのでご案内申し上げます。
今回の地方会は、
「 今を学ぶ、未来への一歩 ～歩んだ軌跡のその先へ～ 」をテーマに、会員ご施設
でのさまざまな取り組みの演題発表をはじめ、専門の医師をお迎えした医学講演、実務に直結する生命
保険診断書に関する講演、グループディスカッションといった多岐にわたる内容となっております。グ
ループディスカッションでは、他院とのより有意義な情報交換の場となるよう、実務者のキャリアと担
当診療科の特性に応じたグループ分けと、実務者の管理ご担当者様での展開にて実施いたします。
医師事務作業補助者のスキルや、モチベーションの向上につながる地方会にしたいと考えております
ので、是非ともこの機会にご参加いただければ幸いです。ご多忙中とは存じますが、世話人一同みなさ
まのご参加を心よりお待ちしております。
敬具

なお、北海道内の研究会会員さまへの優遇として、優先的に案内状を送付
させていただいております。非会員の方・ご施設におかれましては、ご理解
賜りますよう、お願い申し上げます。

←今年は全国大会が愛知県で開催となります。こちらも是非ご参加くださいませ。

NPO法人

日本医師事務作業補助研究会 北海道支部

日

時

：

2017年9月16日（土）

場

所

：

手稲渓仁会病院

14：00～18：00

第5回北海道地方会

（受付開始

13：00）

渓仁会ホール（渓仁会ビル2F） 地図参照

札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
テーマ

：

『

今を学ぶ、未来への一歩

会

費

：

会員

申

込

：

裏面をご覧ください

2,000円

・

＜プログラム＞

℡011-681-8111

～歩んだ軌跡のその先へ～ 』

非会員

3,000円

司会：札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル

メディカルクラークリーダー

NPO法人日本医師事務作業補助研究会

14:00～14：05 開会挨拶
14:05～14：10 開催施設代表挨拶

手稲渓仁会病院

院長

北海道支部

NPO法人日本医師事務作業補助研究会

指定演題（14：10～14：20）

座長：手稲渓仁会病院

木村

求未

南木

由美

支部長

北海道支部顧問

医療秘書課

課長代理

成田

吉明

南木

由美

「札幌秀友会病院での医師事務作業補助業務について」
医療法人 秀友会 札幌秀友会病院
座長：厚別耳鼻咽喉科病院

一般演題 (14：20～15：05）
演題１

座長：JCHO北海道病院

課長

齊藤

事務部 ドクターズクラーク科

原間井

里衣

樋渡

沙耶香

世木

佳矢乃

「眼科における医師事務作業補助者の役割の追求」
医療秘書課

「外来代行業務の過去と現在（いま）～MAがチームの一員になるまで～」
名寄市立総合病院

演題４

沙智子

裕子

医療情報室 メディカルクラーク

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院
演題３

平山

「医師事務作業補助者の新たな発見と取組み」
医療法人 大地 小笠原記念札幌病院

演題２

医事課

医療秘書課

診療部医師支援室

瀨川

里美

「整形外科外来診療における医師事務作業補助者の役割」
医療法人社団エス・エス・ジェイ

実践 Lecture (15：05～15：55)

座長：北海道大野記念病院

札幌整形循環器病院

事務部

メディカルクラーク課

課長

鈴木

絵理奈

渋谷

由美子

「円滑に支給となる生命保険会社から見た、診断書記載のポイント」
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 保険金部企画管理グループ
15:55～16：10 休

憩

課長代理

関根

薫

（15分）

グループディスカッション（16:10～17：15）

座長： 札幌白石記念病院 院長 髙橋 明
座長： 手稲渓仁会病院 医療秘書課 課長代理 南木 由美

「他医の取組みが明日へのヒント

～環境とスキル～

」

グループ A：外科系グループ（実務経験1～2年）
グループ B：外科系グループ（実務経験3年以上）
グループ C：内科系グループ（実務経験1～2年）
グループ D：内科系グループ（実務経験3年以上）
グループ E：管理者、他グループ

医学 Lecture (17：15～17:55)

座長：手稲渓仁会病院

院長

成田

吉明

久我原

明朗

「糖尿病を知る」
医療法人社団 くがはら内科クリニック
17：55～18：00 総括・閉会挨拶

＜後

援＞

NPO法人日本医師事務作業補助研究会

北海道支部

院長

代表世話人

髙橋

明

特定非営利活動法人北海道病院協会
公益社団法人全日本病院協会北海道支部
一般社団法人日本病院会北海道ブロック支部 公益社団法人全国自治体病院協議会北海道支部

第 5 回 北海道地方会
「 今を学ぶ、未来への一歩 ～歩んだ軌跡のその先へ～ 」

申込案内
日 時：2017 年 9 月 16 日（土）14:00～18:00 （受付開始 13:00）
会 場：手稲渓仁会病院 渓仁会ホール（渓仁会ビル 2F）
札幌市手稲区前田 1 条 12 丁目 1-40 ℡011-681-8111

定 員：200 名

(定員になり次第、締め切らせていただきます)

主 催：NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 北海道支部
後 援：特定非営利活動法人北海道病院協会

公益社団法人全日本病院協会北海道支部

一般社団法人日本病院会北海道ブロック支部 公益社団法人全国自治体病院協議会北海道支部

参加費：NPO 法人日本医師事務作業補助研究会

会員：2000 円 ・ 非会員：3000 円

*当日、会場にて申し受けますので、申込時の受付番号をお持ちください
*釣銭のないよう、ご協力の程お願いいたします
申込締切日：2017 年 9 月 1 日（金）
申込方法：必要事項記載の上、メールでお申込みください。受付後、一週間以内に受理通知をご案内致しますの
で、返信のない場合は、事務局までご連絡ください。
申込必要事項：① 氏名 ② フリガナ ③ 医療機関名

④ 所属部署 ⑤ 役職

⑥ グループディスカッション 参加希望グループ A,B,C,D,E から選択 (プログラム参照)
⑦ 会員 (会員番号を明記ください) ・ 非会員別

⑧電話番号

申込 E-mail アドレス：ishijimu@cvc-ohno.or.jp
(※2017 年 4 月より事務局移設に伴い、申込アドレス・連絡先が変更となりました)
お問い合わせ：NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 北海道支部事務局 渋谷 由美子
社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院内
☎011-665-0020 Mail：ishijimu@cvc-ohno.or.jp

