
 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度第２回医療安全管理者養成研修が終了しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
国際医療福祉大学 生涯学習センター 
〒107-8402 東京都港区赤坂 4－1－26 東京赤坂キャンパス 
TEL.03-5574-3835 E-mail： iryou-anzen@iuhw.ac.jp  

医療安全管理者養成研修 
ニューズレター 

国際医療福祉大学 生涯学習センター 

 

本研修は 

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」に準拠

し、かつ同省より認定を受けております。

プログラムすべての受講により、そのほか

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。

ただし厚生労働省の認定の都合上、複数年に

またがる形での受講は認められません。 

国際医療福祉大学 生涯学習センターのあゆみ 

看護分野の人材育成と生涯学習支援のため 2005年に設立された

国際医療福祉大学の「看護生涯学習センター」が、2022年度から

生涯学習の対象と機会提供を医師・メディカルスタッフへと拡大、

「生涯学習センター」としてリニューアルされました。これまでの

看護職対象の認定看護管理者教育課程、保健師助産師看護師実習指導

者講習会に加え、多職種を対象としたカリキュラムとして開催された

のが「医療安全管理者養成研修」です。今後は、リハビリ職種等を

対象としたカリキュラムの展開など、一層の充実を目指します。 

2023年度へ向けて 

本センターでは、次年度も医療安全管理者養成研修の開催を予定して

おります。日程やプログラム、演習形式など 2023年度研修の 詳細は、

決まり次第、生涯学習センターウェブサイト上でご案内します。 

[参考 2022年度] 

演習日程：第１回 4/30・5/14・5/28 

第２回 祝日コース）11/3・11/23  土曜コース）11/5・11/19・12/3 

受講料：80,000円 (学内 40,000円) 

今年度の医療安全管理者養成研修を終えて 

本センターでの医療安全管理者養成研修は、第１回を春から夏、第２回を秋から冬に開催し 86名の方が修了

されています(2022年 12月末現在)。受講者は、医師・看護師・薬剤師・診療放射線技師や事務職員など多職種に

わたりました。本研修は e-Learning でのオンデマンド講義（29 科目、30時間 VOD視聴）と集合演習（今年度は

コロナ禍の状況を鑑みオンラインでのグループ演習、12時間）の合計 42時間で構成されております。次頁掲載

のプログラム表の通り、医療安全の広い領域を網羅しており、また、講師は本学の各分野で活躍する教職員を中心

とし、日本・世界で活躍される先生にもご協力をいただいております。受講者の方々は、いずれもご多忙ながら

長きにわたる受講時間を捻出し、業務の合間やプライベート時間を利用し e-Learning を視聴し、加えて、集合

演習ではグループワークを中心に活発な議論が行われました。受講後、勉強になった、満足した旨のご意見を多く

いただけており、大変有意義な経験となったことが伺われます。もちろん、研修が修了して終わりではありません。

本研修で習得した知識をもとに、今後それぞれの施設において医療安全の先導役となることが期待されます。 



国際医療福祉大学 令和４(2022)年度 医療安全管理者養成研修プログラム 
2022年度は、下記のプログラムにて研修を開催いたしました。 

開催方法：e-Learning（30時間 VOD視聴-29科目）＋ 

オンライン集合演習（12時間 ZOOMオンライングループ研修）＝計 42時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N o . 項目 講師 所属・役職 形式 時間

0 「本研修について」 e-Learning -

1 我が国の医療安全の施策の動向 後 信
日本医療機能評価機構理事

九州大学病院医療安全管理部教授・部長
e-Learning 0:58:01

2 医療安全管理の基礎知識 橋本廸生 横浜市立大学名誉教授 e-Learning 1:09:00

3 ヒューマンエラーの認知科学-安全性工学から検証- 宮嶋宏行 国際医療福祉大学臨床工学特別専攻科教授 e-Learning 0:59:01

4 医療の質の向上と評価 橋本廸生 横浜市立大学名誉教授 e-Learning 0:59:43

5 医療安全に求められる法的基本知識 坂本真史
国際医療福祉大学総合教育センター准教授

医療安全部室長（弁護士・薬剤師）
e-Learning 0:59:53

6 地域連携の取り組みと渉外活動 片平伸子
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻看護学分

野在宅看護学領域教授
e-Learning 0:58:55

7 院内の医療安全管理体制の構築と組織運営・その評価 大竹孝明
国際医療福祉大学病院消化器内科上席部長

医療安全管理室長
e-Learning 0:29:30

8 医療安全管理者の役割とリーダーシップ 大竹孝明
国際医療福祉大学病院消化器内科上席部長

医療安全管理室長
e-Learning 0:29:57

大竹孝明
国際医療福祉大学病院消化器内科上席部長

医療安全管理室長

奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師

10 医療安全管理のための研修企画・運営・評価について 奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師 e-Learning 1:54:01

宮田哲郎
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授 医療事故調査・

支援センター総合調査委員会委員長

池田俊也
国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授

大学院医学研究科公衆衛生学専攻主任IRセンター部長

奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師

大竹孝明
国際医療福祉大学病院消化器内科上席部長

医療安全管理室長

奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師

13 医療安全に資する院外の情報 後 信 日本医療機能評価機構理事 九州大学病院医療安全管理部教授・部長 e-Learning 0:43:56

14 リスクの確認や事故分析の手法について 池田俊也
国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授

大学院医学研究科公衆衛生学専攻主任IRセンター部長
e-Learning 1:04:14

15 発生予防のための方法、危険予知能力を磨く個人・チーム・組織としての方策 奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師 e-Learning 0:57:15

16 医療事故の再発防止の観点から見た医療安全の具体的な取り組み 宮田哲郎
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授

医療事故調査・支援センター総合調査委員会委員長
e-Learning 1:02:45

宮田哲郎
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授 医療事故調査・

支援センター総合調査委員会委員長

池田俊也
国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授

大学院医学研究科公衆衛生学専攻主任IRセンター部長

坪倉繁美 国際医療福祉大学大学院教授

大竹孝明
国際医療福祉大学病院消化器内科上席部長

医療安全管理室長

奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師

18 医療安全における看護師の役割 石田亜紀
国際医療福祉大学三田病院医療安全対策室 室長代理・専従リスクマ

ネージャー
e-Learning 0:48:45

19 医薬品の安全管理・医療安全担当薬剤師の役割・化学療法に関する医療安全 佐藤淳也
国際医療福祉大学病院薬剤部長

日本臨床腫瘍薬学会血管外漏出ガイドライン委員会委員
e-Learning 0:53:29

20 放射線医療・放射線機器の安全管理 上田克彦
国際医療福祉大学成田保健医療学部放射線・情報科学科学科長教授

日本診療放射線技師会会長
e-Learning 0:59:15

21 医療機器（放射線以外）・臨床検査の安全管理 長沢光章
国際医療福祉大学成田保健医療学部長・医学検査学科長

国際医療福祉大学成田病院検査部統括部長
e-Learning 1:04:30

22 医療安全のための基本的医療関連感染対策 藤田 烈 国際医療福祉大学未来研究支援センター准教授 e-Learning 1:03:54

23 手術室における安全管理・鎮静・鎮痛と安全管理 倉橋清泰
国際医療福祉大学医学部麻酔・集中治療医学講座主任教授

国際医療福祉大学大学院医学研究科臨床医学研究分野教授
e-Learning 0:50:59

24 院内救急システム・集中ケアの安全管理 志賀 隆 国際医療福祉大学医学部救急医学主任教授 e-Learning 0:50:13

25 高齢者ケア、認知症の面から考えた安全管理 横島啓子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部教授 e-Learning 1:00:29

26 事故発生時の対応：基本原則及び患者救命と家族への説明 宮田哲郎
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授

医療事故調査・支援センター総合調査委員会委員長
e-Learning 1:00:17

27 演習：事故後対応のロールプレイ ※Zoomグループ研修 奥津康祐 国際医療福祉大学生涯学習センター講師
オンライン

集合演習
1:30:00

28 医療事故に関わった職員へのサポート 坪倉繁美 国際医療福祉大学大学院教授 e-Learning 0:57:35

29 医療事故調査制度事業の対応に必要な知識と医療安全のガバナンス 矢島鉄也
日本医療安全調査機構専務理事

国際医療福祉大学客員教授
e-Learning 0:58:47

30 患者・家族とのパートナーシップによる医療安全 豊田郁子
イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院医療安全対策室医

療対話推進者 患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人架け橋理事長
e-Learning 1:04:06

31 安全文化（発生予防・再発防止）の醸成のためのガバナンス・組織体制作り 本間覚 筑波大学医学医療系教授 筑波大学附属病院臨床医療管理部長 e-Learning 0:52:01

32 医療安全管理者のネットワーク構築と継続学習 岡村世里奈
国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野 医療通訳・国際医療マネ

ジメント分野准教授
e-Learning 0:54:38

※別途オンデマンド29項目の知識確認クイズ各4分（合計1時間56分）

17 演習：事例検討と再発防止策 ※Zoomグループ研修
オンライン

集合演習
8:00:00

202202

12 インシデント収集など院内報告制度による院内情報の収集 e-Learning 0:54:13

9 医療安全に役立つチーム医療のスキル（医療リスクコミュニケーション） e-Learning 1:01:08

11 演習：医療安全研修計画の作成・評価 ※Zoomグループ研修
オンライン

集合演習
2:30:00


