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　本演習は、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室「医療
安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作
成指針(令和2年3月改定)」に準拠し、かつ同省より認定を受け
ており、プログラムすべて (42 時間 ) の受講により、他の所定の
要件を満たせば、医療安全管理者として「医療安全対策加算」の届け出が可
能です。参加資格の要件はありませんので、どなたも奮ってご参加ください。

〇 開催方法
e-Learning(VOD) 
オンライン集合演習

：30時間
：12時間

〇 e-Learning 視聴期間

10月 21日 ( 金 )　～　12月 11日 ( 日 )

＊プログラムは裏面

〇 オンライン集合演習 (Zoom) 日程

[ 祝日コース ]
11 月 3 日 ( 木 ・ 祝 )

　10:00-12:30 項目 11)

　13:30-15:30 項目 17) 演習 1)

　15:45-17:45 項目 17) 演習 2)

11 月 23 日 ( 水 ・ 祝 )

　11:00-12:30 項目 27)

　13:30-15:30 項目 17) 演習 3)

　15:45-17:45 項目 17) 演習 4)

〇 受講料
　80,000 円
　＊本学教職員は 40,000 円

＊ご用意いただくもの
オンライン集合演習 (Zoom) に際し、以下の
ご準備をお願いします。
１．ウェブカメラ、マイクが実装されたＰＣ
(Word、PowerPoint( 代替ソフトウェア可 )
がインストールされていることが望ましい )
２．ネットワーク環境 ( ご自宅、職場、ワー
キングスペース、ホテル等場所は問いません )

[ 土曜コース ]
11 月 5 日 ( 土 )　

　13:30-16:00 項目 11)

　16:15-17:45 項目 27)

11 月 19 日 ( 土 )

　13:30-15:30 項目 17) 演習 1)

　15:45-17:45 項目 17) 演習 3)

12 月 3 日 ( 土 )

　13:30-15:30 項目 17) 演習 2)

　15:45-17:45 項目 17) 演習 4)

合計 42時間

〇 募集定員
　祝日コース、土曜コース
　とも　各 5人
　＊本学教職員は各 15人
　＊定員に達し次第申し込み
　　受付を終了します。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 申し込み方法・お問い合わせ

メールにて、①氏名、②所属、③職種、④修了証送付住所、⑤連絡先電話番号、⑥オンラ
イン集合演習希望コース ( 祝日か土曜か ) を送信してください。折り返し、メール
にて受講料振込先等をお知らせいたします。
宛先：iryou-anzen@iuhw.ac.jp　( 担当：国際医療福祉大学 生涯学習センター 奥津 )

〒107-8402 東京都港区赤坂 4-1-26 東京赤坂キャンパス
生涯学習センター
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No.

1)   e-Learning 0:58:01

2) e-Learning 1:09:00

3) - - e-Learning 0:59:01

4) e-Learning 0:59:43

5) e-Learning 0:59:53

6) e-Learning 0:58:55

7)  e-Learning 0:29:30

8)  e-Learning 0:29:57

9)
 

e-Learning 1:01:08

10) e-Learning 1:54:01

11)   ※Zoom

｠
2:30:00

IR

12)
 

e-Learning 0:54:13

13)   e-Learning 0:43:56

14) IR e-Learning 1:04:14

15) e-Learning 0:57:15

16) e-Learning 1:02:45

17)   ※Zoom
[演習1)～4)] 8:00:00

IR

 

18) e-Learning 0:48:45

19) e-Learning 0:53:29

20) e-Learning 0:59:15

21) e-Learning 1:04:30

22)  e-Learning 1:03:54

23) e-Learning 0:50:59

24)  e-Learning 0:50:13

25) e-Learning 1:00:29

26) e-Learning 1:00:17

27)   ※Zoom 1:30:00

28) e-Learning 0:57:35

29)  e-Learning 0:58:47

30)  e-Learning 1:04:06

31)   e-Learning 0:52:01

32) e-Learning 0:54:38

*別途e-Learning各項目の知識確認クイズ各4分(合計1時間56分)




