
令和元年度 医療安全管理者養成講習会 プログラム

テ － マ 医療の安全管理を目指して 

目  的 
医療の安全管理業務を遂行するために必要な知識や技術を習得し、医療安全管理者の養成を 

目的とする。 

会  期 
第１クール：令和元年10月18日(金)・19日(土)・20日(日) 

第2クール：令和元年11月15日(金)・16日(土)・17日(日) 

会   場 
日本臨床検査技師会館 3階 第1会議室 

〒143-0016 東京都大田区大森北4丁目10番7号      TEL：03-3768-4722（代表） 

内   容 

第1クール

テーマ・演者は変更となる場合があります（敬称省略）

＜10月18日(金)＞ 
9:15 ～ 受付  

9:45 ～ 10:00 開講式・オリエンテーション

10:00 ～ 12:00    「医療安全に必要な基礎」
               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 玉利 英子

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 14:00  「厚労省の取り組み」
厚生労働省 医政局総務課 医療安全推進室  小松 ひろみ

14:00 ～ 16:00  「医療安全管理者の役割と業務」
安曇野日赤病院 技師長 村山 範行

16:00 ～ 17:00  「病院機能評価機構 事故収集事業」
公益財団法人病院機能評価機構

 医療事故防止事業部 課長 井上 純子

＜10月19日(土)＞ 
9:00 ～ 11:00 「KYTについて」

パラマウントベット株式会社 主席研究員 杉山 良子

11:00 ～ 13:00  「医療事故と関係法規」
仁邦法律事務所 弁護士 墨岡 亮

13:00 ～ 14:00 昼休み

14:00 ～ 18:30  医療安全研修企画
昭和大学病院 医療安全管理部門 古田 康之

＜10月20日(日)＞ 
9:00 ～ 11:00    「事故発生時の対応」   
              医療紛争対応研究会

福山大学 生命工学部生命栄養科学科 教授 田中 信一郎

11:00 ～ 12:00  「医療事故と診療情報管理」
日本診療情報管理士会
川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 准教授 阿南 誠

12:00 ～ 13:00     昼休み

13:00 ～ 14:00    「病理の安全管理」
聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科 島田 直樹

生涯教育研修課程：基礎教科 各クール40点 



第2クール

14:00 ～ 15:00  「生理の安全管理」
 小牧市民病院 主任 田中 夏奈

15:00 ～ 16:00  「輸血の安全管理」
 帝京大学ちば総合医療センター 山本 喜則

＜11月15日(金)＞ 
9：00～11：00  「今後の医療の変化と臨床検査技師の将来像」

筑波大学医学部附属病院検査部・部長 川上 康

11:00 ～ 12:00    「患者との協働で築く医療安全」 
                     認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 

 理事長 山口 育子

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 14:00    「PMDAの取り組み」                
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）            
医療機器品質管理・安全対策部 医療機器安全課 主任専門員 大内 貴司

14:00 ～ 15:00  「医薬品安全管理」
公益社団法人日本薬剤師会 理事 髙松 登

15:00 ～ 16:00    「医療機器安全管理」
公益社団法人日本臨床工学技士会 理事長 本間 崇

16:00 ～ 17:00    「看護師の医療安全教育」
            公益社団法人日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 慶越 真由美

17:00 ～ 18:00    「継続学習」
加藤 正彦

＜11月16日(土)＞ 
9:00 ～ 12:00 「エラーメカニズムと対策」

株式会社安全推進研究所 所長 河野 龍太郎 

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 17:00  「エラーメカニズムに基づく分析実習」
株式会社安全推進研究所 所長 河野 龍太郎 

＜11月17日(日)＞ 
9:00 ～ 10:30  「患者安全のためのノンテクニカルスキル」

              千葉大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授 相馬 孝博

10:30 ～ 12:00  「WHO患者安全マニュアル」
               千葉大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授 相馬 孝博

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 15:00  「TQMから学ぶ病院品質管理」
 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 名誉院長 永井 庸次

15:00 ～ 16:30    「産業界の品質・安全管理を学ぶ」
前田建設工業株式会社 代表取締役会長 小原 好一

  16:30 ～      閉講式

募集人員 50名（定員になり次第締め切りとさせて頂きます） 



参加資格 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員（優先）、その他の医療職 

受 講 料 
会員 40,000円、非会員80,000円（資料代を含む） ※第1クールおよび第2クールの参加費です。

どちらかだけを参加した場合の返金はありません。 

申込締切 令和元年10月6日（日） 

申込要領 

 ＊WEBからの事前受付（日臨技会員の方）

 会員専用ページ ⇒ 生涯教育 ⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技または支部 講習会を選択 ⇒ 事前登録

 ＊WEBから事前登録を行わない方（非会員の方）

「講習会申込書」に必要事項をご記入のうえ、メールでお申込みください。 

申 込 先 
〒143-0016  東京都大田区大森北4-10-7 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 事務局 宛   

TEL03-3768-4722  FAX03-3768-6722  E-mail gyomuka@jamt.or.jp 

宿   泊 各自で手配してください。 

主  催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

後  援 
厚生労働省、一般社団法人 医療の質・安全学会、公益財団法人 日本医療機能評価機構 

一般社団法人 医療安全全国共同行動 


