
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム✏                 =eラーニングⅠ       =eラーニングⅡ       ＝集合研修 

 

1 医療安全の考え方 3 
鮎澤 純子（九州大学 大学院 医学研究院 医療経営・管理学講座 准教授） 

後 信（公益財団法人 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） 

2 日本における医療安全の政策 1.5 小林 美雪（健康科学大学 看護学部 成人看護学 准教授） 

3 事故発生のメカニズム 2 
河野 龍太郎 

（自治医科大学 医療安全学教授 メディカルシミュレーションセンター センター長）  

4 医療における業務プロセスと標準化 2 棟近 雅彦（早稲田大学 理工学術院 教授） 

5 医療安全の啓発と教育 2 
棟近 雅彦（早稲田大学 理工学術院 教授） 

梶原 千里（早稲田大学 創造理工学研究科） 

6 【医師・薬剤師以外対象】医薬品の安全管理 2 荒川 隆太郎（渕野辺総合病院 薬剤部長） 

7 医療機器の安全管理 2 
小林 剛志 

（平塚共済病院 臨床工学科 医療機器安全管理責任者/一般社団法人 神奈川県臨床工学技士会）  

8 臨床現場におけるエラーや事故 3.5 
杉山 良子（一般社団法人 医療安全全国共同行動 改善アドバイザー） 

黒川 美知代（武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長） 

9 医療の質改善の考え方 1.5 井上 則雄（竹中工務店 大阪本店 品質管理部） 

10 事故発生時の対応 3.5 
伊東 亜矢子（三宅坂総合法律事務所/弁護士） 
河上 章恵（武蔵野赤十字病院 医療安全推進センター 患者相談室 室長/医療メディエーター） 

11 患者・家族とのパートナーシップによる医療安全 1.5 山内 桂子 （東京海上日動メディカルサービス株式会社 メディカルリスクマネジメント室） 

12 危険予知トレーニング（KYT） 2 杉山 良子（日本赤十字社 医療事業部 医療安全課）  

13 海外からの学びを活かす 2.5 種田 憲一郎（WHO西太平洋地域事務局） 

14 高齢者ケア及び在宅ケアにおける安全 1.5 湯本 晶代（千葉大学大学院 看護学研究科 訪問看護学専門領域 助教） 

15 高いリスクと、信頼の中で 2 長尾 能雅（名古屋大学医学部附属病院 副病院長 医療の質・安全管理部 教授） 

16 医療事故調査制度 1.5 長尾 能雅（名古屋大学医学部附属病院 副病院長 医療の質・安全管理部 教授） 

17 医療安全管理者としての役割と実践 1.5 黒川 美知代（武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長） 

18 ［演習 1.の事前学習］事例分析の意義と手法 3 河野 龍太郎（自治医科大学名誉教授/株式会社 安全推進研究所 代表取締役所長） 

19 ［演習 2.の事前学習］医療安全研修計画の作成、ほか 5 
杉山 良子（医療安全全国共同行動 企画委員/パラマウントベッド株式会社 顧問/看護師）  

原田 賢治（国立大学法人東京農工大学 保健管理センター 教授） 

20 演習 1. 事例分析の意義と手法（ImSAFERの演習） 4 河野 龍太郎（自治医科大学名誉教授/株式会社 安全推進研究所 代表取締役所長） 

２１ 演習 2. 医療安全研修計画の作成、ほか 3 杉山 良子（医療安全全国共同行動 企画委員/パラマウントベッド株式会社 顧問/看護師）  

 

 

 

 

 

主催     公益社団法人神奈川県看護協会 

神奈川県看護協会第 1研修室        ／ 神奈川県ナースセンター研修室 

令和 3（2021）年度 

①②e-ラーニングⅠ・Ⅱ＋③集合研修 1日（7時間） 合計 41時間 22分 開催方法 ＊テスト時間を含めると 50.5 時間 

受講期間 ① e‐ラーニングⅠ講義        2021年 11月 1日（月）～2022年 1月 15日（土）  

③ 集合研修 （演習）            2022年 2月 2日（水） 9:00～17:00 

   集合会場 

   受 講 料 58,000円（会員 29,000円） 税込 

※ 教材内の講師情報は収録時のものです お問い合わせ ―申込方法などの詳細は裏面をご確認ください― 

（公社）神奈川県看護協会 医療安全・災害医療・感染症対策課 

TEL.045-263-2932 / FAX.045-263-2905 

E-mail  iryouanzen@kana-kango.or.jp 

 
申込締切 

9/12（日） 

② e-ラーニングⅡ演習の事前学習  2022年 1月 18日（火）～2022年 2月 1日（火） 

＊神奈川県総合 
  医療会館 6F 

＊神奈川県総合 
  医療会館 5F 



 
令和 3（2021）年度医療安全管理者養成研修 募集要項 

 

1 研修目的   医療現場の医療安全管理者として医療安全対策を組織横断的に効果的に実践できる 

能力を養成することを目指す。また、本研修を通じて、医療安全管理者が他施設の 

課題や効果的な方策等を共有し、人的交流を深め、組織横断的なネットワークづく 

りを推進することを目的とする。 

＊診療報酬算定条件となる医療安全管理者へ向けた厚生労働省の定める研修要綱を 

  満たす研修である。 

2 研修目標   看護管理者として医療安全を効果的に実践する知識・技術・態度を学び活用できる。 

3 主  催  公益社団法人神奈川県看護協会 ＊研修運営は、㈱学研メディカルサポートに委託する。 

4 研修期間  ①e-ラーニングⅠ講義       2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 1 月 15 日（土） 

        ②e-ラーニングⅡ演習の事前学習  2022 年 1 月 18 日（火）～2022 年 2 月 1 日（火） 

        ③集合研修（演習）        2022 年 2 月 2 日（水）9:00～17:00 

5  受講条件  ・医療安全管理者として施設内の医療安全管理に携わっている方 

        ・医療安全管理者としてその任にあたる予定の方 

          ・看護部長、副部長、師長、主任クラスの役職についている方 

        ・上記研修期間①②③を受講できる方 

        ・㈱学研メディカルサポート「医療安全管理者養成研修」利用規約に同意する方 

※利用規約は、この通知に添付しています。 

6 集合研修会場  神奈川県ナースセンター研修室（神奈川県総合医療会館 5 階） 

        神奈川県看護協会第 1 研修室（神奈川県総合医療会館 6 階） 

7 定  員  80 名 

8 修了証書  以下の 2 つの条件を満たした者に、神奈川県看護協会長より修了証書を発行する 

①②の e-ラーニングを全て聴講し、e-ラーニングテストで 80％以上の正答率に達すること 

         ③集合研修を受講した者 

09 受 講 料  58,000 円（会員 29,000 円）税込 

10 申込方法 

  1）神奈川県看護協会研修申込サイトより、施設アカウントによる『Web申込』とする 

  2）申込締切日  9 月 12 日（日） 

  3）受講決定    選考により受講を決定する。選考結果は、当サイトへ登録されているメールアドレス（施設代表者及 

           び各申込者）へ送信する。また、当サイトにログインして「申込履歴」より確認することができる。 

11 そ の 他 

受講決定者へは、㈱学研メディカルサポートから教材が送付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆問合せ◆ 

（公社）神奈川県看護協会 医療安全・災害医療・感染症対策課 

〒231-0037 横浜市中区富士見町 3-1、6 階 

TEL.045-263-2932 FAX.045-263-2905 

E-mail  iryouanzen@kana-kango.or.jp 



 

申込から受講までの流れ 

 

この研修は、診療報酬にかかる研修のため、施設アカウントでのお申込みとなります（施設代表者が、取り

まとめてお申込みをしていただきます）。ただし、予め各会員（非会員含む）のユーザー登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザー新規登録 

Step１ 

 初めて研修申込サイトをご利用の場合は、ユーザー登録（無料）が必

要です。研修申込サイトへは、次の方法でアクセスできます。 

当協会ホームページの「研修ログイン」バナーをクリック 

   URL  https://www.kana-kango.or.jp 

 

研修申込サイトにログインして左側のサイドメニューから「研修を探

す」を選択して「医療安全管理者養成研修」を探します。 
研修検索 

Step２ 

 

研修申込 

Step3 

 「施設申込み」ボタンをクリックして、「スタッフを追加」ボタンから受

講申込者を選択してください。 

＊お申込みの前に受講条件を必ずご確認ください。 

申込結果の確認 

Step4 

 

受講料の支払い 

Step5 

 

研修申込サイトにログインして左側のサイドメニューから「申込履

歴」を選択して結果を確認してください。 

研修を受講する 

Step6 

 

①e-ラーニング・研修教材：10月 25日頃、受講生全員へ、e-ラー

ニングを利用する際に必要な、URL・ユーザーID・パスワードを、

e-ラーニングで使用する教材と一緒に、㈱学研からご自宅へ発

送します。 

②集合研修：研修会場へお越しください。 

ユーザー登録の確認 

準備 

 

施設代表者  

施設アカウントのユーザー登録 

神奈川県看護協会から施設宛に付 

与した代表者用アカウントにて、ユー 

ザー登録が必要です。 

 

個人アカウントのユーザー登録 

  研修のお申込みは施設代表者が行い 

ますが、その際、予め各会員のユーザ 

ー登録が必要です。 

各会員 

・研修申込の際に「施設支払い」を選択した場合は、施設アカウント

の画面から支払い手続きをしてください。 

・研修申込の際に「個人支払い」を選択した場合は、個人アカウント

の画面から支払い手続きをしてください。 

支払い期限：2021年 10月 5日（火） 

施設アカウント 個人アカウント 

施設アカウント 個人アカウント 

施設アカウント 

施設アカウント 

施設代表者 

施設アカウント 

個人アカウント 

研修申込サイトで、

操作・確認が可能な

アカウントです。 



『医療安全管理者養成研修』利用規約 

 

第一章 総則 

 

第 1 条（目的） 

 1.本規約は、株式会社学研メディカルサポート（以下「当社」といいます）が、医療安全管理者養

成をサポートする目的で、インターネット上で運営する『医療安全管理者養成研修』（以下「本

サービス」といいます）をご利用いただくお客様に適用されます。 

 2.神奈川県看護協会が認めたお客様（以下「お客様」といいます）が、e ラーニング講座を受講す

るために、本サービスを利用するものとします。 

 

第 2 条（本規約の範囲） 

 1.当社が本規約に関連して、別途定めた諸規約の内容は、それぞれ本規約に反映するものとします。 

 2.本規約の規定と、本規約に関連する諸規約の規定とが異なる場合には、後者の規定を優先して適

用されるものとします。 

 

第 3 条（本規約の変更） 

 1.当社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービ

スの利用条件は、変更後の規約によるものとします。 

 2.変更後の規約は、当社が適当と判断する方法でお客様にお知らせするものとして、お知らせした

時点より効力が生じるものとします。 

 3.お客様が、本規約の変更の効力が生じた後に、本サービスをご利用になる場合には、変更後の本

規約のすべての記載内容に同意したものとします。 

 

 

第二章 本サービスの利用 

 

第 4 条（本サービス） 

1.本サービスの具体的な内容と利用条件等は、当社が別途定めるものとして、お客様は、当社が別

途定めるところに従って、本サービスを利用するものとします。 

2.お客様は、本サービスの利用にあたり、お客様に本規約の内容を遵守するものとします。 

  

第 5 条（利用の申込み等） 

 1.本サービスの利用を希望するお客様は、本規約のすべてを承認のうえ、当社所定の手続に従って、

本サービス利用の申込みを行うものとします。 

 2.お客様は、前項の申込みにあたっては、真実かつ正確な情報を登録するものとします。 

 3.お客様は、当社がお客様の申込みを承諾した場合に限り、本サービスを利用できるものとします。

但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、当社の判断によって、お客様の申込み

を承諾しないことができるものとします。 

  ①お客様が、申込み時に虚偽の事項を申告した場合。 

  ②お客様の申込みを承諾することが、当社の業務遂行上または技術上不適当と判断した場合。 

  

第 6 条（登録事項の変更） 

 1.お客様は、第 5 条の申込み時に登録した事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の変更手続



を行うものとします。 

 2.お客様が前項の手続を怠ったことにより、お客様または第三者に損害が発生した場合であっても、

当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第 7 条（ID・パスワード）  

1.当社は、お客様が本サービスを利用するために必要な ID・パスワードを発行します。 

2.お客様は、前項により付与された ID・パスワードの管理責任を負うものとし、使用上の過誤ま

たは第三者による不正使用等については、当社は一切責任を負わないものとします。 

 3.お客様は付与された ID・パスワードを第三者に使用させてはならず、また第三者に対して譲渡、

貸与、担保権の設定等の処分をしてはならないものとします。 

4.第三者がお客様の ID・パスワードを用いて本サービスを利用した場合、お客様による利用とみ

なし、お客様は、利用料の支払その他の債務一切を当社に対して負うものとします。 

 5.お客様は、ID・パスワードの紛失、盗用等があった場合には、直ちに当社に申し出て、当社の指

示に従うものとします。 

 

第三章 お客様の義務 

 

第 8 条（設備等の準備） 

1.お客様は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア等を、ご自身の費用と責

任において準備するものとします。また、お客様は、ご自身の費用（通信料金を含みます）と責

任で、インターネットを経由して本サービスに係るウェブサイトに接続するものとします。 

2.お客様は、ご自身の責任と費用において、ご自身の利用環境に応じたセキュリティ対策（コンピ

ューター・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等）を講じるものとします。 

 

第 9 条（譲渡禁止等） 

 1.お客様は、本サービスの利用に関連する全ての権利・義務を第三者に譲渡し、または承継させて

はならないものとします。 

 2.お客様は、本サービスを第三者に利用させてはならないものとします。 

 

第 10 条（お客様の責任） 

 1.お客様は、お客様ご自身の責任において本サービスを利用するものとします。当社は、本サービ

スの利用によって生じたお客様の損害については、いかなる責任も負わないものとします。 

2.お客様が本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、お客様はご自身の責任と費用負

担によってこれを解決するものとして、当社はその責任を負いません。 

3.お客様が本規約に定めた条項のいずれかに違反して、当社に損害を与えた場合は、当社はお客様

に対して、被った損害（合理的な範囲内の弁護士費用を含む）の賠償を請求できるものとします。 

 

第11条（禁止行為） 

お客様は、本サービスのご利用にあたり、次の各号に該当し、またはそのおそれのある行為を行っ

てはならないものとします。 

①ID・パスワードを不正に使用する行為。 

②当社または第三者の著作権、商標権、肖像権などの権利を侵害する行為。 

③当社または第三者の財産、プライバシー、その他の権利利益を侵害する行為。 

④犯罪行為に結びつく行為。 

⑤当社または第三者を誹謗中傷する行為、または名誉や信用を毀損する行為。 

⑥有害プログラムを含んだ情報を送信する行為。 



⑦政治及び選挙活動。 

⑧特定の思想・信条・宗教に関する活動。 

⑨一切の営業活動。 

⑩本サービスの運営を妨げる行為、または本サービスへの信頼を損なうような行為。 

⑪本サービスに係るウェブサイトの内容の無断転載、改変または再配布をする行為。 

⑫当社とお客様との間の提携関係の存在、または当社のお客様に対する代理権の付与等を誤認さ

せる行為。 

⑬自らまたは第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言動、業務妨害などの行

為を行うこと。 

⑭その役員または使用人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反

社会的勢力であること。 

 

第四章 本サービスの内容等の変更、及び提供の停止 

 

第 12 条（本サービスの内容等の変更） 

 1.当社は、必要と判断した場合には、お客様に対して事前に通知することなく、本サービスの内容

及び名称を変更できるものとします。 

 2.当社は、前項の変更により、お客様または第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を

負わないものとします。 

 

第 13 条（本サービスの提供の停止） 

 1.当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することな 

く、本サービスの提供を停止できるものとします。 

①本サービス用設備の故障等により保守を行う場合。 

②運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合。 

③天災地変等、不可抗力により本サービスを提供できない場合。 

④前各号に定めるほか、当社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難である

場合。 

2.当社は、本サービス用設備の定期点検等を行うため、お客様に事前に通知のうえ、本サービスの

提供を一時的に停止できるものとします。 

3.お客様が第 12 条各号のいずれかに該当し、その他本規約に違反したと当社が判断した場合には、

当社は、お客様に対して事前に通知することなく直ちに、本サービスの全部または一部の提供を

停止（一時的に本サービスへのアクセスを制限することを含みます）できるものとします。 

4.当社が前各項の定めに従い本サービスの提供を停止したことにより、お客様または第三者に損害

が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

 

第五章 損害賠償の範囲 

 

第 14 条（損害賠償の範囲） 

 1.当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の責任による事由によって、お客様に対し

て本サービスを提供できなかった場合には、本サービスを利用できなくなった時刻から起算し

て、連続して 24 時間本サービスが利用できなかったときに限り、当該本サービスに係る利用料

金相当額の範囲内で、お客様が直接かつ現実に被った通常損害について、賠償責任を負うものと

します。但し、間接損害、逸失利益、及び予見可能生の有無を問わず特別事情に基づく損害は、

賠償責任の範囲に含まれないものとします。 



2.第 1 項に定める「当社の責任による事由」には、お客様の通信機器その他設備等の不具合等、お

客様に起因する事由、及びネット回線の不具合等、第三者に起因する事由は含まれません。 

 

 

第六章 お客様情報の取扱い 

 

第 15 条（お客様情報） 

1.お客様は、本サービスの運営に関連して当社が取得したお客様に関する情報（以下「お客様情報」

といいます）について、当社が、本サービス提供の目的、及び第 18 条に定める情報提供の目的

で使用することを承諾するものとします。 

2.当社は、お客様情報を、個人が特定できない統計データ等の資料としたうえで、当社の事業のた

めに、自由に利用できるものとします。 

 3.前各項に定めるほか、当社は、お客様情報を、当社のプライバシーポリシー（https 

://gakken-meds.jp/privacypolicy/）に従って取り扱うものとします。 

 

 

第 16 条（情報の提供） 

1.当社は、お客様に対して、本サービス運営上の事務連絡、当社または第三者が取り扱う商品・サ

ービスのご案内、その他情報の提供を行います。 

2.お客様が前項の情報の提供を希望しない旨を、当社所定の方法で通知した場合には、本サービス

提供のために必要な場合を除いて、情報の提供を行わないものとします。 

 

 

第七章 雑則 

 

第17条（知的財産権） 

1.本サービスが提供するすべての情報（すべての映像、画像、音声、写真、イラスト、文章を含み

ますがこれらに限られません）に関する著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含

みます。以下同じ）その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利は、当社または当社への許

諾者に帰属します。 

2.お客様は、本サービスが提供する情報を、eラーニング講座を受講する以外の目的で、使用（複

製、頒布、公衆送信、放送、販売、貸与、改変等の行為を含みますが、これらに限られません）

することはできません。 

 

第18条（準拠法、裁判管轄） 

1.本規約の準拠法は日本法とします。 

2.本規約に関連して、当社とお客様との間で生じた争いについては、東京地方裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とするものとします。 

 

第 19 条（協議事項） 

 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈について疑義を生じた事項については、当社 

とお客様が誠実に協議して解決するものとします。 

 

付則 

本規約は、2021 年 4 月 1 日から実施します。 

 



推奨閲覧環境（講義映像配信型 e-ラーニング） 

 

●パソコン 
OS ブラウザ 

Windows 8.1 

Windows 10 

Microsoft Edge（最新版） ※1 

Google Chrome 

Firefox 

（プライベート/シークレットモードでのご使用はお控えください） 

Mac OS X（最新版） Safari 

Google Chrome 

Firefox 

（プライベート/シークレットモードでのご使用はお控えください） 

※1 Microsoft Edge は最新バージョン（Chromium）をご利用ください。古いバージョンをお使いの場合は一部の機

能が正しく動作しない可能性があります 

※2 Windows 7 をお使いの場合、Internet Explorer 11では動画再生ができません。最新のMicrosoft Edge 

や Google Chrome等、他のブラウザソフトをご利用ください（ただし、 Windows 7 は当社非推奨） 

 

●スマートフォン・タブレット端末 
OS ブラウザ 

iOS （ 最 新 版 ） 

（iPhone,iPad） 

Safari 

（シークレットモードでのご使用はお控えください） 

Android 8 

.0 以上 

Google Chrome 

（プライベート/シークレットモードでのご使用はお控えください） 

※「らくらくホン」「シンプルスマホ」「かんたんスタイル」「キッズスタイル」等の簡易操作のスマートフォン・

タブレット端末（あるいはモード）には対応しておりません 

 

●インターネット環境 
OS ブラウザ 

ダウンロード速度（下り） : 2.5 Mbps 以上 

・プライベート/シークレットモードでのご使用はお控えください。 

  ・インターネットサービスプロバイダーのフィルタリング機能には、動画の視聴に制限がかかる場合が

あります。動画が再生できない場合には、インターネットのご契約内容もご確認ください。 

    PC やネットワークのセキュリティ制限により e-ラーニングの受講ができない場合には、ホワイトリ

ストの登録をおすすめします。大変お手数ですが、詳細設定は弊社までお問い合わせください。 

 

上記は弊社での検証の結果を元にしたものであり全ての環境での動作を保証するものではありません。

また、推奨環境を満たしていない場合でも、正常かつスムーズに動作する場合もあります。なお、最新版

への対応状況は、学研メディカルサポート ホームページのお知らせ等で順次ご案内いたします。 

 

㈱学研メディカルサポート 

 

 


