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 平成

本研修プログラムは、厚生労働省「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」に準拠しています。

【目的】 医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

【主催】 ＩＭＳ
イ ム ス

グループ本部事務局

【日程】 平成 28 年

8 月 23

                     

会場】  1.イムス横浜国際看護専門学校

※アクセスマップ参照

  

内容】 別紙プログラムをご参照ください

受講資格】 次のいずれかに該当する者

1.医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

ある者

2.医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者

定員】 40 名 

受講料】 全日程受講

部分受講

※受講料の振込先に

【申込期間】 平成

※応募者多数の場合は選考の上、

す。

【申込方法】 「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

【申込先及び担当窓口

〒174

ＩＭＳ
イ ム ス

担当：

Tel:03

その他】 全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

 

 

平成 28 年度 

本研修プログラムは、厚生労働省「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」に準拠しています。

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

グループ本部事務局

年 7 月 31 日

23 日（火）、8 月

            

イムス横浜国際看護専門学校

アクセスマップ参照

別紙プログラムをご参照ください

次のいずれかに該当する者

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

ある者。 

医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者

全日程受講 1 名 \

部分受講 1 講座 1

受講料の振込先に

平成 28 年 6 月 6

※応募者多数の場合は選考の上、

す。 

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

及び担当窓口】 

174-0051 東京都板橋区小豆沢

ＩＭＳ
イ ム ス

グループ本部事務局

担当：内藤・影山

Tel:03-3965-5944

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

IMS
イ ム ス

 医療安全管理者養成講習会

本研修プログラムは、厚生労働省「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」に準拠しています。

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

グループ本部事務局 イムス医療従事者生涯教育センター

日（日）、8 月 6

月 24 日（水）                        

                                      

イムス横浜国際看護専門学校  

アクセスマップ参照 

別紙プログラムをご参照ください。

次のいずれかに該当する者 

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者

\52,000（税込）

1 名 \3,000（税込）

受講料の振込先につきましては

6（月）～平成

※応募者多数の場合は選考の上、

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

東京都板橋区小豆沢

グループ本部事務局 イムス医療従事者生涯教育センター

内藤・影山 

5944（直通） /

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

IMS
イ ム ス

グループ主催

医療安全管理者養成講習会
 

本研修プログラムは、厚生労働省「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」に準拠しています。

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

イムス医療従事者生涯教育センター

6 日（土）、8 月

                        

                          

  神奈川県横浜市緑区長津田

。 

 

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者

（税込） 

（税込） 

つきましては、受講決定通知後にお知らせいたします。

）～平成 28 年 6 月 30

※応募者多数の場合は選考の上、7 月 6

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

東京都板橋区小豆沢 3-3-

イムス医療従事者生涯教育センター

/ Fax:03-3965

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

 

グループ主催 

医療安全管理者養成講習会

本研修プログラムは、厚生労働省「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」に準拠しています。 

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

イムス医療従事者生涯教育センター

月 7 日（日）、

                        

                          

神奈川県横浜市緑区長津田

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者。 

、受講決定通知後にお知らせいたします。

30 日（木） 

6 日（水）までに参加の可否を

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、Fax または E

-2 

イムス医療従事者生涯教育センター

3965-5991 / 

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

医療安全管理者養成講習会 実施要項

本研修プログラムは、厚生労働省「医療安全管理者の業務指針および養成のための

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。

イムス医療従事者生涯教育センター 

、8 月 11 日（木）

                        

                               

神奈川県横浜市緑区長津田 6-20

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任

、受講決定通知後にお知らせいたします。

）までに参加の可否を

E-mail にてお送り

イムス医療従事者生涯教育センター 

 E-mail:e-center@ims.gr.jp 

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

実施要項

本研修プログラムは、厚生労働省「医療安全管理者の業務指針および養成のための

医療安全管理者として必要な知識・技術を習得し、医療安全を推進する。 

（木）、8 月 22

                        全 7 日間 41

 

20-24 

医療機関において医療安全管理に関わっている者、またはその任にあたる

、受講決定通知後にお知らせいたします。 

）までに参加の可否をお知らせいたしま

にてお送りください

  

center@ims.gr.jp 

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。

実施要項 

本研修プログラムは、厚生労働省「医療安全管理者の業務指針および養成のための 

22 日（月）、

41 時間 

あたる予定の

お知らせいたしま

さい。 

center@ims.gr.jp  

全日程を受講された方のみ、「医療安全管理者養成講習会修了証」を発行いたします。 

一部の講義を欠席された方は、欠席された講義を除く受講証明書を発行いたします。 

                                          



ふりがな

氏

職

役

勤務先名

勤務先

住

受講希望

を選択

部分聴講

希望受講

番

受 

（個人情報の取り扱いについて）

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

 

上記個人情報の取り扱いに同意いたします

ふりがな  

氏  名  

職  種  

役  職  

勤務先名  

勤務先 

住 所 

〒 

 

電話番号

E-

受講希望 

を選択 

部分聴講

希望受講

番  号 

 

 講 料 

 

全日程受講者

 

部分聴講者

 

（個人情報の取り扱いについて）

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

上記個人情報の取り扱いに同意いたします

申込み：ＩＭＳ
イ ム ス

医療安全管理者養成講習会

 

電話番号  

-mail  

全日程受講者 

部分聴講者  

（個人情報の取り扱いについて）

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

上記個人情報の取り扱いに同意いたします

ＩＭＳ
イ ム ス

グループ本部事務局

E-mail：

医療安全管理者養成講習会

 

 

全日程受講希望

 ￥52,000 

  ￥ 3,000 ×

（個人情報の取り扱いについて） 

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

上記個人情報の取り扱いに同意いたします

グループ本部事務局

：e-center@ims.gr.jp

医療安全管理者養成講習会

 

職  歴 

全日程受講希望    

× （    ）講座

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

上記個人情報の取り扱いに同意いたします      

 

グループ本部事務局 イムス医療従事者生涯教育センター

center@ims.gr.jp  Fax

 

 

医療安全管理者養成講習会 受講申込書

 

Fax 番号

    ・    部分聴講希望

）講座 ＝ ￥    

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

      氏 名                    

イムス医療従事者生涯教育センター

Fax 番号：03-3965

受講申込書 

申込日

経験年数

番号  

部分聴講希望

          

・記載された個人情報は、本講習会の運営・管理・認定などに使用いたします。 

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

がないよう、また情報が漏洩しないよう保護及び管理を徹底いたします。 

ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。 

                    

イムス医療従事者生涯教育センター

3965-5991 

 

申込日  年  

経験年数 

部分聴講希望 

      

  

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること

                    

イムス医療従事者生涯教育センター 内藤・影山

 

  月  日 

・講習会の一部を第三者機関に委託する場合がございますが、使用目的の範囲を超え使用すること 

                     

内藤・影山 



1. イムス横浜国際看護専門学校

〒226

JR 横浜線・東急田園都市線「長津田」駅より徒歩

 

 

イムス横浜国際看護専門学校

226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田

横浜線・東急田園都市線「長津田」駅より徒歩

 

イムス横浜国際看護専門学校

神奈川県横浜市緑区長津田

横浜線・東急田園都市線「長津田」駅より徒歩

 

会場アクセスマップ

イムス横浜国際看護専門学校 教室

神奈川県横浜市緑区長津田

横浜線・東急田園都市線「長津田」駅より徒歩

 

会場アクセスマップ

 
教室 

神奈川県横浜市緑区長津田 6-20-24 

横浜線・東急田園都市線「長津田」駅より徒歩 12

 

 

会場アクセスマップ

 TEL 045-988

12 分 

  

会場アクセスマップ 

988-5531 

    



平成28年度　ＩＭＳグループ主催

医療安全管理者養成講習会プログラム

月　　日
講義
番号

時 　間 時間数 内　　容 講師所属 役　職 講　 師 会場

10：15～10：30 開講オリエンテーション

1 10：30～12：30 2.0 医療安全活動の本質 慶應義塾大学　理工学部管理工学科 教　授 岡田　有策

2 13：30～17：00 3.5 要因分析　（講義と実習） 慶應義塾大学　理工学部管理工学科 教　授 岡田　有策

3 13：00～14：30 1.5 医療安全推進の動向 公益財団法人　日本医療機能評価機構　評価事業推進部 部　長 遠矢　雅史

4 14：40～16：40 2.0 職種間コミュニケーションの重要性について 慶應義塾大学　看護医療学部 教　授 杉本　なおみ

5 9：00～12：30 3.5 医療安全への組織的取り組み NTT東日本関東病院　治験事務局 事務局長 栗原　博之

6 13：30～15：00 1.5 感染管理と医療安全 東戸塚記念病院 感染管理認定看護師 村上　香久子

7 15：10～16：40 1.5 患者安全を求めて　～チーム学習理論から～ 東京慈恵会医科大学　教育センター 教　授 福島　統

8 9：00～12：00 3.0 コンフリクトマネジメントの基礎 早稲田大学大学院　法務研究科 教授 和田　仁孝

9 13：00～15：00 2.0 医療安全管理に関する基本的知識 公益財団法人　日本医療機能評価機構 理事 橋本　廸生

10 15：10～17：40 2.5 安全文化の醸成～コミュニケーションと医療安全～ 日本大学病院
教育研修室

医療安全管理者・看護師長
駒木根　由美子

11 9：00～11：30 2.5 医療におけるＫＹＴ（危険予知トレーニング）について パラマウントベッド株式会社 主席研究員 杉山　良子

12 11：30～13：00 1.5 医療安全教育の計画立案と実施について パラマウントベッド株式会社 主席研究員 杉山　良子

13 14：00～17：00 3.0 医療安全文化の醸成に向けて 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

看護師長
亀森　康子

8/23（火） 14 9：00～17：00 7.0 事例分析の実際 パラマウントベッド株式会社 主席研究員 杉山　良子 イムス横浜国際看護専門学校

15 11：00～12：00 1.0 医療安全に関連した法律と医療紛争について 木ノ元総合法律事務所 弁護士 木ノ元　直樹

16 13：00～16：00 3.0 インシデント・アクシデントレポートの活用 春日部中央総合病院 看護部長 長谷部　好信

16：00～16：30 閉講式

41.0

8/7（日）

8/24（水）

7/31（日） イムス横浜国際看護専門学校

8/6（土） イムス横浜国際看護専門学校

イムス横浜国際看護専門学校

8/22（月）

8/11（木）

イムス横浜国際看護専門学校

イムス横浜国際看護専門学校

イムス横浜国際看護専門学校


