2022年度医療安全管理者養成研修プログラム
【第1期研修日程】
30分

総論（１）医療安全施策の動向

【厚生労働省医政局医療安全推進室】

90分

総論（２）医療安全管理の基本（１・２）

【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

45分

医療安全に関わる制度（１）医療事故情報収集等事業と 【後
信】九州大学病院医療安全管理部／日本医療機能評価機構医療安全管理部／
産科補償制度
医療事故事故防止事業部・産科 医療補償制度運営部 部長／執行理事

４月２５日 （月）

30分

医療安全に関わる制度（２）健康被害救済制度

【大淵 健史】独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）健康被害救済部

│

30分

医療安全に関わる制度（３）医療事故調査制度

【木村 壯介】一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

５月１６日（月）

60分

安全管理に求められる知識（１）医療事故をめぐる法律
【児玉 安司】新星総合法律事務所 弁護士
関係

45分

医療の質・安全を確保する仕組み（１）業務プロセスの
【田中 健次】国立大学法人電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授
整備【業務フロー・FMEA】

オンデマンド（録画配信）

180分

医療の質・安全を確保する仕組み（２）事故分析の手法 【河野 龍太郎】株式会社安全推進研究所 代表取締役所長

09:30-09:50

オリエンテーション・理事長挨拶

09:50-12:00

チーム医療と心理的安全性レジリエンス・エンジニアリ 【辰巳 陽一】近畿大学病院安全管理部 医療安全対策室長
ング①（途中休憩10分）
/近畿大学医学部血液・膠原病内科 教授

12:00-12:50

休憩

12:50-13:50

チーム医療と心理的安全性/レジリエンス・エンジニア
リング②

13:50-14:00

休憩

14:00-17:15

医療安全管理者のリーダーシップ （途中休憩15分）

17:15-17:25

事務連絡・アンケート

09:30-11:20

ヒューマンエラーの認知科学 （途中休憩10分）

オンライン(ライブ配信)

11:20-12:10

休憩

５月２９日（日）

12:10-16:30

事故分析の手法【演習】（途中休憩20分）

16:30-16:40

事務連絡・アンケート

オンライン(ライブ配信)
５月２８日（土）

【松村 由美】京都大学医学部附属病院

医療安全管理部 部長・教授

【辰巳 陽一】近畿大学病院安全管理部 医療安全対策室長
/近畿大学医学部血液・膠原病内科 教授

【高田 誠】株式会社オーセンティックス 代表取締役

【重森 雅嘉】静岡英和学院大学短期大学部

【河野 龍太郎】株式会社安全推進研究所

教授

代表取締役所長

【第2期研修日程】
45分

総論（３）医療安全管理者に求められる能力と役割

【甲斐 由紀子】宮崎大学医学部附属病院参与 医療安全管理部

30分

安全管理に求められる知識（２）労働衛生

【寺崎 仁】メディカル コンサルティング・オフィス Jin代表

45分

安全管理に求められる知識（３）事故被害者が求める患
者参加型医療

【勝村 久司】 産科医療補償制度再発防止委員会委員 元中央社会保険医療協議会委員

～医療の情報開示と本物のI.C.について考える～

オンデマンド（録画配信）

45分

安全管理に求められる知識（４）死因究明・Ai/病理解
剖

【松本 博志】大阪大学大学院医学系研究科 教授

45分

医療の質・安全を確保する仕組み（３）医療安全のため
の研修の企画・ 運営・評価

【清水 郁夫】信州大学医学部付属病院 医療安全管理室 助教

45分

医療の質・安全を確保する仕組み（４）地域連携

45分

医療の質・安全を確保する仕組み（５）患者参加推進の
潮流と現場での進め方

【山内 桂子】東京海上日動メディカルサービス 特別講師

45分

組織的な安全対策（１） インシデント収集の重要性(平
時のマネジメント)

【遠山 信幸】自治医科大学附属さいたま医療センター
医療安全・渉外対策部 部長

45分

組織的な安全対策（２） 事故への対応(有事のマネジメ
ント)

【長尾 能雅】名古屋大学医学部附属病院 副院長 患者安全推進部 教授

45分

組織的な安全対策（３）医療機器の安全管理/医療機器
安全管理者との連携

【皆川 宗輝】横浜市立みなと赤十字病院 臨床工学部 技師長

45分

組織的な安全対策（４）医薬品の安全管理/医療安全管
理責任者との連携

【楠本 茂雅】ベルランド総合病院 クオリティ管理センター部長 薬剤師

45分

組織的な安全対策（５）診療用放射線の安全管理/放射
線安全管理責任者 との連携

45分

組織的な安全対策（６）診療情報と安全管理/診療情報
管理士との連携

６月２７日 （月）
│
７月１８日（月）

【辰巳 陽一】近畿大学病院安全管理部 医療安全対策室長
/近畿大学医学部血液・膠原病内科 教授

副センター長

【關 良充】東京北医療センター 医療安全管理部 患者サポート室 室長・診療放射線技師
【東村 享治】帝京大学放射線学科客員教授・診療放射線技師
【荒井 康夫】北里大学病院 医療支援部診療情報管理室 課長

診療情報管理士

特別専門職

09:00-11:10

医療安全管理者が知っておくべき「臨床倫理」（途中休
【板井 孝壱郎】宮崎大学医学部 医学科 社会医学講座生命・医療倫理学分野 教授
憩10分）

11:10-11:20

休憩

11:20-12:05

医療事故への対応（１）当事者支援

オンライン(ライブ配信)

12:05-12:55

休憩

７月３０日（土）

12:55-14:45

医療事故への対応（２）コンフリクト・マネジメント
（対話・関係調整）（途中休憩10分）

14:45-14:55

休憩

14:55-16:45

医療事故への対応（３）発生を見逃さず、真実を突き止 【鈴木 真】総合病院 国保旭中央病院 産婦人科参与 地域周産期母子医療センター参与
め、医療者を支援する（途中休憩10分）
医療安全管理推進室顧問

16:45-16:55

事務連絡・アンケート

09:00-10:50

医療安全のための研修の企画・運営・評価
（途中休憩10分）

10:50-11:00

オンライン(ライブ配信)

医療の質向上への取り組み～質改善・品質管理 （途
中休憩10分）

12:50-13:40

休憩
医療安全管理の実際

13:40-15:45

15:45-16:15

【荒神 裕之】山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 特任教授・医師GRM

【清水 郁夫】信州大学医学部付属病院 助教

休憩

11:00-12:50

７月３１日（日）

【山内 桂子】東京海上日動メディカルサービス 特別講師

患者安全推進部 病院講師

（途中休憩10分）

（１）高難度新規医療（30分）
（２）医療安全管理者としての実践（15分）
（３）少人数体制で実践する医療安全管理（15分）
（４）渉外活動（15分）
綜合討論・ディスカッション（Q&A）（40分）
修了式（修了証授与）

【平松 真理子】名古屋大学医学部附属病院

【中村 京太】横浜市立大学附属市民総合医療センター 医療の質・安全管理部 部長
大阪大学医学部付属病院 中央クオリティマネジメント部 特任教授
【荒井 有美】北里大学病院 医療の質・安全推進室 副室長 医療安全管理者 薬剤師・看護師
【遠田 光子】公益財団法人日本医療機能評価機構教育研修事業部 部長・看護師
【亀森 康子】自治医科大学附属さいたま医療センター医療安全・渉外対策部 副部長・看護師
【荒神 裕之】山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 特任教授・医師GRM

