平成２４年９月１４日
会

員

各

位
社団法人 全日本病院協会
会 長 西澤 寛俊
医療保険・診療報酬委員会
委員長 猪口 雄二

「平成24年度 医師事務作業補助者研修」（福岡県）開催のご案内

平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
大変ご好評を頂戴している「医師事務作業補助者研修」を、今年度は福岡県で開催
する運びとなりました。
平成24年度の診療報酬改定は、医師事務作業補助体制加算において「30対1･40対1
補助体制加算」の新設および「50対1補助体制加算」の算定要件の緩和、並びに精神
科救急医療に特化した病床への算定を拡大し、医師事務作業補助者の人員配置や救急
医療の実施状況に応じたきめ細かな評価となりました。
今回ご案内いたします集合研修を修了し、病院内研修レポートを提出した方には、
「修了証」を授与いたします。当研修は、診療報酬の「医師事務作業補助体制加算」
を算定するための研修要件を満たしており、「修了証」は研修証明となります。
会員各位におかれましてはご繁忙中のことと拝察いたしますが、関係者の派遣につ
き、格段のご高配を賜りますようご案内申し上げます。

問合先：

(社)全日本病院協会事務局（担当：上田、吉田愛、祝）
東京都千代田区三崎町 3‑7‑12 清話会ビル７Ｆ
TEL：03‑3234‑5165 FAX：03‑3237‑9366
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「平成2４年度

医師事務作業補助者研修」実施要領

１．主催
社団法人全日本病院協会、一般財団法人日本医療教育財団
２．後援
社団法人福岡県私設病院協会、一般社団法人全日病福岡
３．開催日時
① 第１日目（講義・演習）平成 2４年１１月２８日（水） 9：00～18：10
②

第２日目（講義・演習）平成 2４年１１月２９日（木） 9：00～17：20

４．会
場
JR 博多シティ会議室１０Ｆ 大会議室
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1
TEL：092-292-9258 FAX：092-292-9362
５．参加料
３０，０００円（受講料、テキスト代を含む）
６．定 員
１００名
７．研修内容
Ｐ４ 「（社）全日本病院協会 医師事務作業補助者研修プログラム」参照
① 「集合研修（２日間）」においては、研修レポートを提出していただくことに
なります。
② 「集合研修レポート」、「病院内研修レポート」は、本研修終了後、１ヶ月以
内に自所属の医療機関の管理者（院長）に提出し、検認をしていただくことに
なります。
③
検認後の研修レポートの提出先及び提出方法は、全日本病院協会事務局へ郵
送していただくことになります。
④
当研修会は、「集合研修（２日間）」の他に、「病院内研修レポート」を提
出した方を対象に、「修了証」を授与いたします。
８．申込方法
① 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX（03-3237-9366）よりお申
し込み下さい。
② おって「確認書・参加費お振込のご案内」を FAX にてお送りいたしますので、
送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。
※定員を超えている場合には、事務局よりご連絡いたします。
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９．締切日
平成２4 年１０月２６日（金）（定員に達し次第、締切となります）
１０．取り消し
① 参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。
② 資料の発送をもってかえさせていただきます。

１１．その他
① 当日の昼食、ご宿泊等につきましては、各自ご手配願います。
② 参加申込の際にお送りいただいた個人情報は、適切に処理し、本研修の目的
以外には使用いたしません。

問合先：

(社)全日本病院協会事務局（担当：上田、吉田愛、祝）
東京都千代田区三崎町 3-7-12 清話会ビル７Ｆ
TEL：03-3234-5165 FAX：03-3237-9366
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(社)全日本病院協会

医師事務作業補助者研修プログラム（予定）

Ⅰ．集合研修プログラム（研修時間：24 時間 45 分）
【 第１日目 平成 24 年 11 月 28 日（水） 】
時
9:00 ～

間
9:05

研

修

項

目

（5 分） 開会挨拶

9:05 ～ 10:05 （60 分）

目的・内容
主旨説明

医師事務作業補助業務に
ついて

医師事務作業補助業務とは
・医師事務作業補助の必要性
・業務遂行上の留意事項
「医療法」「医師法」「保険師助産師
看護師法」「感染症法」「身体障害者

10:05 ～ 11:05 （60 分） 医療関連法規

福祉法」「高齢者の医療の確保に関す
る法律」「介護保険法」

11:05 ～ 11:15 （10 分） 休憩
「健康保険法」「国民健康保険法」「保険医

11:15 ～ 12:15 （60 分） 医療保険制度

療機関及び保険医療養担当規則」「労働者災
害補償保険法」「自動車損害賠償保障法」

12:15 ～ 13:00

(45 分) 昼食

13:00 ～ 14:00 （60 分） 個人情報保護法
14:00 ～ 14:45

(45 分)

14:45 ～ 15:15

(30 分)

15:15 ～ 15:25

(10 分)

医療機関における個人情報の取扱い
・院内感症防止対策

安全管理

・医療安全管理

演習問題
医療関連法規・医療制度
休憩

15:25 ～ 17:35 (130 分） 各種診断書・証明書・申請書 カルテ症例から診断書・証明書を作成
17:35 ～ 18:05

(30 分)

18:05 ～ 18:10

(5 分)

【

第２日目

診断書・証明書等作成
事務連絡

平成 24 年 11 月 29 日（木） 】

時
9:00

演習問題

～ 10:30

間
（90 分）

研

修

項

目

診療録の記載事項

目的・内容
・診療録記載の基本的事項

電子カルテ・カルテ三原則 ・電子カルテの基本

10:30 ～ 11:00 （30 分） 演習問題

カルテ作成

11:00 ～ 11:10 （10 分） 休憩
「薬事法」「薬剤師法」「麻酔及び向
11:10 ～ 13:10 (120 分） 薬学一般

精神薬取締法」等、医薬品の基礎知識、
消化器系・循環器系に作用する薬物
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13:10 ～ 13:55

(45 分) 昼食

13:55 ～ 14:25

(30 分)

医学一般Ⅰ

受診から診断までのフローチャート
・人体の構造および機能
・病気のなりたちと原因

14:25 ～ 16:25 (120 分） 医学一般Ⅱ

・各種疾患と治療法、
・消化器系・循環器系

16:25 ～ 17:10

（45 分） 確認問題

17:10 ～ 17:20 （10 分） 総括

【集合研修レポート（必須）】
研修レポート№１

（60 分） 医師事務作業補助業務について

研修レポート№２

（60 分） 医療関連法規

研修レポート№３

（60 分） 医療保険制度

研修レポート№４

（60 分） 診療録について

研修レポート№５

（60 分） 医学一般

研修レポート№６

（60 分） 薬学一般

研修レポート№７

（60 分） 各種診断書・証明書・申請書

研修レポート№８

（60 分） 個人情報保護法・安全管理

研修後１ヶ月以内に各医療機関
の管理者（院長）に提出のうえ
検認
⇒管理者が検認したものを全日
病事務局へ提出

Ⅱ．病院内研修レポート（必須）（研修時間：８時間）

病院内研修レポートは、当協会より指定した課題の研修レポートを提出することで院
内研修を実施したものと見做すものです。
詳細については、集合研修の際に通知いたします。

※1 「集合研修（２日間）」においては、研修レポートの提出が必須となります。
※2 「集合研修レポート」、「病院内研修レポート」は、本研修終了後、１ヶ月以内に自所属
の医療機関の管理者（院長）に提出し、管理者に検認いただいたものを、全日本病院協
会事務局へ郵送していただきます。
※3 本研修内で実施する「集合研修レポート」、「病院内研修レポート」を全て提出した方
に「修了証」を授与いたします。
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会場案内図

■最寄り駅
ＪＲ博多駅直結
■所在地
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1
■連絡先
ＪＲ九州ホール／ＪＲ博多シティ会議室 管理事務所
TEL：092-292-9258 FAX：092-292-9362
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