
平成 29年 8月吉日 

病院長 様 

事務長 様 

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 

高知県支部 顧問 堀見 忠司 

高知県支部 支部長 門田 美紀 

 

NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 第 3回 高知地方会のご案内 

 

拝啓 残暑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

 さてこの度、本会高知県支部は立ち上げ 2年目を迎え、第 3回 高知地方会を開催する運びとなりました

のでご案内申し上げます。 

今回「チーム医療における医師事務作業補助者と他職種との連携」をテーマに、医師、事務局長、 

看護師それぞれの視点からのご講演と医師事務作業実務者の事例発表を企画いたしました。 

ご多忙中とは存じますが、皆様のご参加心よりお待ちしております。 

敬具 
 

【開催概要】 

 

日 時 ： 平成 29 年 9 月 23 日（土） 14：00～17：00（受付 13：00～） 

会 場 ： 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター2 階 くろしおホール 

         〒781-8555 高知県高知市池 2125 番地 1 （TEL：088-837-3000） 

         * 高知駅からタクシー約 15分、バス（とさでん交通）約 30分   

テ ー マ ： 「チーム医療における医師事務作業補助者と他職種との連携」 

 参 加 費： 会員 2,000 円 非会員 3,000 円（当日会場にて申し受けます） 

 申込方法 ： 下記いずれかの方法でお申込みください。 

         （1）別紙参加申込書にご記入の上 FAX 

         （2）①氏名 ②ﾌﾘｶﾞﾅ ③部署 ④職名・役職 ⑤電話番号 ⑥FAX 番号 

           ⑦会員(会員 No)・非会員の別 ⑧懇親会参加の有無、送迎バス利用の有無 

①～⑨までを記載の上、下記メールアドレスへ 

 

         
申込み・お問合せ：高知県支部世話人 
  NPO 法人 日本医師事務作業補助研究会 高知県支部事務局 
  (社会医療法人 仁生会 細木病院 情報システム管理課内) 

  担当：廣内、井上 
  TEL：088-822-7211（代表） FAX：088-825-0909 
  E-mail：j-system@jinseikai-group.or.jp 

http://ishijimu.umin.jp/


第２部

                   「医師から見た医師事務作業補助者、そしてこれから期待すること」
　                  森木 章人（医療法人 治久会 もみのき病院 院長）

14:05 　テーマ   「チーム医療における医師事務作業補助者と他職種との連携」
                                                                座長：堀見　忠司

16:30

16:20    実務事例発表①：土佐市立　土佐市民病院　医務課　医師事務作業補助者　関 能美

　                「外来における看護師と医師事務作業補助者との連携～過去・現在・未来～」
　                  恒石 真紀（医療法人 尚腎会 高知高須病院 外来看護師長）

　休憩　16:05

16:40

16:50

　実務事例発表②：医療法人 新松田会　愛宕病院　医師事務支援室　主任　山中 友子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実務事例発表③：つるぎ町立半田病院　医事課　医療クラーク係　谷 真弓　　　　　　　　　　　　　

　閉会の挨拶：NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 高知県支部 顧問　堀見 忠司

ＮＰＯ法人　日本医師事務作業補助研究会
第3回 高知地方会

　開会の挨拶：NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 高知県支部 支部長　門田 美紀

　　　　　　 「当院の医師事務作業補助者の活躍ぶりと今後に期待すること」
　                  宮地 耕一郎（社会医療法人 仁生会本部 事務局長）

14:00

第１部

チーム医療における医師事務作業補助者と他職種との連携 

日時 

場所 

平成29年9月23日（土） 14：00～17：00（受付13：00～） 

高知医療センター2階 くろしおホール 

プログラム 

テーマ 

高知県・高知市病院企業団立 

高知県高知市池2125番地1 

講演① 

講演② 

講演③ 

～

 

(社会医療法人 仁生会 細木病院 院長) 

会場：サンピアセリーズ 

日時：18：00～   参加費：5,000円 
懇親会のお知らせ 



 

 

 

病院（施設名）  

住所 
〒 

 

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

 

（フリガナ） 

お名前 
部署 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 
（どちらかに○をつけて下さい） 

 

 

  会員 ・ 非会員 
（会員番号：         ） 

参加 ・ 不参加 
（送迎バス利用 する ・ しない ） 

 

 

  会員 ・ 非会員 
（会員番号：         ） 

参加 ・ 不参加 
（送迎バス利用 する ・ しない ） 

 

 

  会員 ・ 非会員 
（会員番号：         ） 

参加 ・ 不参加 
（送迎バス利用 する ・ しない ） 

 

 

  会員 ・ 非会員 
（会員番号：         ） 

参加 ・ 不参加 
（送迎バス利用 する ・ しない ） 

 

 

  会員 ・ 非会員 
（会員番号：         ） 

参加 ・ 不参加 
（送迎バス利用 する ・ しない ） 

＊枠に書ききれない場合は、こちらにご記入ください。 

 

  

 

※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致します。 
*懇親会送迎バス：地方会終了後、医療センターより懇親会会場までの 

送迎バスをご用意しております。 

（尚、懇親会終了後も市内への送迎バスあり） 

FAX：088-825-0909 

E-mail：j-system@jinseikai-group.or.jp 

申込み・お問合せ：高知県支部世話人 

  NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 高知県支部事務局 

  (社会医療法人 仁生会 細木病院 情報システム管理課内) 

  担当：廣内、井上 

  TEL：088-822-7211（代表） FAX：088-825-0909 

E-mail：j-system@jinseikai-group.or.jp 
 

NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 

    

平成 29年 9月 23日開催 

mailto:j-system@jinseikai-group.or.jp


 

 

 

 

平成29 年9 月23 日（土） 

14：00～17：00（受付開始：13：00～） 

＼NPO法人 日本医師事務作業補助研究会 第３回高知地方会／ 

医療センター 住所：高知県高知市池 2125番地 1 
 

申込み：E-mail：ｊ-system@jinseikai-group.or.jp   FAX：088-825-0909 
問合せ先：高知県支部 世話人 

NPO法人日本医師事務作業補助研究会高知県支部  事務局：社会医療法人 仁生会 細木病院  情報システム管理課内  担当：廣内、井上 
TEL:088-822-7211（代表）  FAX：088-825-0909 

※受付完了のお知らせをメールにて連絡致します。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致します。 

高知県・高知市病院企業団立 
高知医療センター 

２階 くろしおホール 
100 名 
 
会員 2000 円  
非会員 3000 円 

医師から見た医師事務作業補助者、 

そしてこれから期待すること 

医療法人 治久会 もみのき病院 

院長 森木 章人 

当院の医師事務作業補助者の活躍ぶりと 
今後に期待すること 

社会医療法人 仁生会本部 

事務局長 宮地 耕一郎 

 
外来における看護師と医師事務作業補助者との連携 

～過去・現在・未来～ 

医療法人 尚腎会 高知高須病院 

外来看護師長 恒石 真紀 

 

会場：サンピアセリーズ 
日時：18：00～ 
参加費：5000円 

講  演 

事例発表 
■医療法人 新松田会 愛宕病院 
■土佐市立 土佐市民病院  
■つるぎ町立 半田病院 
 

会 場 

定 員 

参加費 

 

※当日お支払いください。領収書をご用意しております。 
なるべくおつりがないようご協力お願いします。 

 

※定員となり次第、締め切らせていただきます。 

 
多くの医療職種の方のご参加を 
お待ちしています！ 

座長：堀見 忠司 
(社会医療法人 仁生会 細木病院 院長) 

※懇親会送迎バス：地方会終了後、医療センターより懇親会会場までの送迎バスをご用意しております。 
（尚、懇親会終了後も、市内への送迎バスあり） 

高知医療センター：高知県高知市池 2125番地１ 

 

TEL:088-822-7211（代表

	②第
	プログラム


