
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

会   期  2019 年 8 月 31 日（土） 
～9 月 1 日（日） 

 

会   場  川崎医療福祉大学（講義棟 2601 教室） 
 

申込締切  7 月 20 日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大会事務局】 

〒701-0193 岡山県倉敷市松島 288  

大会運営委員長 山本智子（川崎医療福祉大学）  

お申込み QR コード 



2019 年 5 月吉日 

各  位 

日本医療秘書実務学会 

会長 田中伸代 

日本医療秘書実務学会 第 10 回 記念大会のご案内 

 
拝啓 すがすがしい初夏の季節となりました。皆様におかれましては、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。平素より
本学会の運営に多くの皆様方のご支援を賜り、まことに有り難く 厚く御礼申し上げます。 

さて、第１０回記念大会を下記のとおり開催いたします。理論研究や日頃の活動の実践報告、あるいは医療や教育現場
からの問題提起など、様々な面から取り上げ、検討していきます。 

学会創立１０年を迎える節目であり、記念大会に相応しい内容を計画しております。医療秘書、医師事務作業補助者だ
けではなく、医療機関の幅広い事務系職員の方にもご参考になることと存じます。多くの医療機関・教育機関の皆様のご
参加をお願い申し上げます。 

まずは取り急ぎご案内申し上げます。 
敬具 

 
記 

１．大会日程概要：2019 年 8 月 31 日（土）～9 月 1 日（日） 

第 1 日目  8 月 31 日（土） 
11:30～ 受付開始 
12:00～ 総会（会場：3602） 
13：00～ 記念挨拶（会場：2601） 
13:15～ 基調講演（会場：2601） 

「これからの 5 年間におこる医療現場の地殻変動 －みんなで支える日本の医療－」 
14:00～ シンポジウム（会場：2601） 

「激変する医療現場から必要とされる医療秘書像を探る」 
15:40～16::00 学会賞授賞式（会場：2601） 
16:00～17:00 研究発表（会場：2601） 
18:00～20:00 懇親会（会場：新溪園 ＜倉敷美観地区＞） 

 

第 2 日目  ９月 1 日（日） 
8:30～ 受付開始 
8：45～ インフォメーションなど 
9:00～ 研究発表（会場：2601） 

11：４５～ 昼食 
12:45～14:15 研修会 

①研究発表に向けての取り組み方（会場：3602） 
②研究のためのアンケート調査の基本（会場：3603） 

14：20 閉会 

※大会日程は、都合により若干変更の可能性もあります。ご了承ください。 

 

２．会場 

【 大 会 】川崎医療福祉大学 講義棟 2601 教室 

（〒701-0193 岡山県倉敷市松島 288） 
 

    【懇親会】新溪園 ＜倉敷美観地区＞ （〒710-0046 岡山県倉敷市中央 1-1-20） 
 
         ※懇親会会場へは、専用バスでご案内いたします。発車時間・集合場所は、当日ご連絡いたします。 

会場は和室です。畳ですので、靴を脱いでお上がりください。 



３．参加費（「プログラム・要旨集」代を含む） 

正 会 員：4,000 円（当日参加 5,000 円） 
法人会員（３名まで）：4,000 円（当日参加 5,000 円）/１人 
賛助会員：4,000 円（当日参加 5,000 円） 
非 会 員：5,000 円（当日参加 6,000 円） 
学生会員（大学・短期大学・専門学校生）：1,500 円（当日参加 ２,000 円） 
懇親会参加費 5,000 円（情報交換、ネットワーク作りの絶好の機会です。是非ご参加ください。） 

４．事前参加申込み 

学会 web サイト締切 7 月 20 日（土） 

参加費振込締切 ８月 3 日（土） 
 

５．参加申込み方法 

お申込み方法は、 学会 web サイト  からお願いします。 

（１）学会 web サイト（全国大会申込み画面）にアクセス 

（ https://jsams.jp/wp/conference/10th-2019/2019-10-jizensanka ） 

 

（２）申込みフォームから参加者登録 

◆お手数ですが、一人ずつ入力をお願いします。 

◆懇親会への参加費を別名義でお支払いになる場合でも、「参加」にチェックをしてください。 

◆登録されたメールアドレスに、確認用のメールが自動的に届きます。 
 

（３）参加費を口座に振り込む（振込〆切日：8 月 3 日（土）） 

振込先口座：中国銀行 川崎学園出張所 普通 １３２７５８３ 

日本医療秘書実務学会（ニホンイリョウヒショジツムガッカイ） 

◆年会費の口座とは異なりますので、ご注意ください。 
 

（４）振込み後、「振込元名義」を電子メールにて事務局まで連絡（office@jsams.jp） 

    振込確認後、学会事務局から参加者のメールアドレス宛に確認の返信をいたします。 

   ただし、連絡には、少し時間を要する場合があります。ご了承ください。 

 

６．参加される皆様へのお願い 

① 事前のご連絡などは、全てメールでお送りしますので、学会メールアドレス（office@jsams.jp もしくは 
office@jsams.sakura.ne.jp）を受け取れる設定にしておいてください。 
同じメールアドレスで複数の方が登録された場合には、重複してメールが届く、もしくは代表者の方にのみ届く
という形になります。ご了承ください。 
 

② 学会の「プログラム・要旨集」については、当日会場でお渡しいたしますが、事前に PDF にてダウンロード可
能な形で準備する予定ですので、ご活用ください。 
 

③ 構内は夏季休業のため売店・食堂は開いていません。昼食のご準備は各自でお願いいたします。 
 

④ 冷房温度の細かい調整はできませんので、温度調節可能なご用意をお願いいたします。 
 

⑤ 発表会場内では、発表スライド等の写真撮影・ビデオ撮影、発表内容の録音を禁止します。 
（なお、学会運営担当のスタッフが会場での撮影をいたします。） 



７．発表者へのお願い 

（１）発表会場で利用可能な機器 

・プロジェクター 

・Windows10 

・Microsoft Office：PowerPoint2019 

（２）発表データの提出 

・両日とも、2019 年 8 月 28 日（水）12:00 までに、下記へお送りください。 

office@jsams.jp（日本医療秘書実務学会 事務局） 

・大会当日の発表データの差し替えはできません。 

（３）配布資料 

・配布資料は、必要ありません。 

８．お問い合わせ 

全国大会に関するお問い合わせ・ご連絡は、学会事務局へお問い合わせください。 

なお、原則として学会事務局へ E メールでお願いいたします。 

以上 

【学会事務局】 

〒701-0193 岡山県倉敷市松島 288 川崎医療福祉大学医療秘書学科内 
Web サイト https://jsams.jp/wp/  E-mail：office@jsams.jp 

 

電話の場合は、以下にご連絡ください。ただし、講義等のため出られない場合があります。 
電話 086-462-1111（代表番号） 内線 54044 

医療秘書学科 田中伸代（日本医療秘書実務学会 会長） 
 
 
 
 
 
 

大 会 川崎医療福祉大学  
■J   R：新幹線は、上り・下りとも「岡山駅」で下車。 

JR 山陽本線または伯備線の普通列車に乗り換えて「中庄駅」下車（所要時間 13 分）が便利です。 

※「中庄駅」には、快速は停車しません。 

「中庄駅」から大学までは、徒歩 15 分、駅前タクシー3 分 
タクシーには、行き先を「川崎医療福祉大学の防災センター」と告げてください。 

 
■駐車場：土・日曜日（7:00～19:00）に限り、「職員・学生用駐車場」が利用できます。有料（1 時間 100 円）です。

釣銭が出ませんので、小銭をご用意ください。また、当日は他学会も開催され、大変混み合うことが予想され
ますので、なるべく公共交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。 

 
■宿 泊：岡山市内、倉敷市内には多くのホテルなどがございます。インターネットで検索するなど、各自でお調べの

上、ご予約ください。 
 
■会場へのアクセス：川崎医療福祉大学の web サイトでご確認ください。 
http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/access/index.php 

 

懇親会 新溪園 
〒710-0046 岡山県倉敷市中央 1-1-20 電話 086-422-0338 

 

◆◆ 会場などご案内 ◆◆ 


