
【主      催】　 株式会社　損保ジャパン・リスクマネジメント

【開催場所】　 野村カンファレンスプラザ

　                    東京都新宿区西新宿１－２６－２　新宿野村ビル４８階

【開催日時】   第１０回 （医療安全）

                                 平成１５年１２月  ５日（金） １３：００～１９：００

                                 平成１５年１２月  ６日（土）   ９：００～１７：００

                    第１１回 （医療安全）

                                 平成１６年  １月２３日（金） １３：００～１９：００ 

                                 平成１６年  １月２４日（土）   ９：００～１７：００

                    第１２回 （危機管理）

                                 平成１６年  ２月  ６日（金） １４：００～１９：３０

                                 平成１６年  ２月  ７日（土）   ９：００～１７：００　　

【参 加 費】　第１０ ・１１回 （医療安全）：５２，５００円（消費税・資料代含む）　

　　　　　　　　第１２回 　   　（危機管理）：６３，０００円（消費税・資料代含む）

【定　 　員】　各回４０名（先着順）

※　第１０回と第１１回は、同じ研修内容となります。

　　 第１２回の研修のみテーマが異なりますのでご注意ください。

平成１５年度

病院向け　リスクマネージャー養成研修のご案内

　医療安全活動は医療機関において最重要課題のひとつであり、この活動を
継続的に展開するためには、活動の中心的役割を担うリスクマネージャー
（医療安全推進責任者）を養成することが必須です。　本研修は、医療安全
活動における問題点やお悩みに対する最適な「解」を得ることを目的とした
プログラムです。

　なお、今年度は従来の「医療安全活動」を中心としたテーマに加えて、
「病院の危機管理」をテーマとしたプログラムを用意いたしましたので是非
ご参加いただきますようお願い致します。



　平成１４年１０月１日の医療法関連省令の改正後、国内の医療機関では安全管理体制の整備が進んでいます
が、「安全管理委員会が機能していない」、「インシデント・アクシデントレポートの分析手法がわからない」、「リス
クマネージャーが具体的に活動できていない」など、安全管理体制が実質的に機能していない施設が多いのが
現状です。

　弊社では、平成11年より『リスクマネジャー養成研修』を開催しており、延べ４００名を超える医療関係者にご参
加いただいております。今回の研修では、これまでの参加者の皆様から最もご要望の多かった下記のテーマを
研修プログラムとして企画いたしました。
　①「インシデント・アクシデント分析手法の実践」
　②「医療安全対策の評価、見直し」
　③「医療機関における危機管理」

研修スタイルは、受講者参加型としておりますので、具体的な方策を修得できる内容となっております。
またそれぞれのプログラムでは、各分野に精通した講師陣の特別講演にて医療安全管理活動を推進していく上
でのポイントについて解説いたします。

この機会に是非、ご参加いただきますようお願い申し上げます。

研修の開催にあたって

研修スケジュール　（予定）

１日目

第１０回

医療安全

●オリエンテーション
●医療安全管理活動における検証（評価・見直し）

の重要性とその実際（レクチャー）
●医療安全対策の評価・見直し（ワークショップ）
・医療安全対策の評価、見直しの考え方とアクション

プランの立て方
●特別講演１（中島　和江　氏）

テーマ：病院相互監査、院内内部評価活動の
            紹介と具体的な展開のための方策

●インシデント・アクシデントレポート分析
　（ワークショップ）
●特別講演２（重森　雅嘉　氏）

テーマ：最新の事故分析手法について
●医療安全活動を推進していく上での諸問題に

ついて（フリーディスカッション）

 １２／５（金）１３：００～１９：００

２日目

 １２／６（土）９：００～１７：００

第１１回

医療安全

●オリエンテーション
●医療安全管理活動における検証（評価・見直し）

の重要性とその実際（レクチャー）
●インシデント・アクシデントレポート分析
　（ワークショップ）
●特別講演２（重森　雅嘉　氏）

テーマ：最新の事故分析手法について

●医療安全対策の評価・見直し（ワークショップ）
・医療安全対策の評価、見直しの考え方とアクション

プランの立て方
●特別講演１（中島　和江　氏）

テーマ：病院相互監査、院内内部評価活動の
            紹介と具体的な展開のための方策

●医療安全活動を推進していく上での諸問題に
ついて（フリーディスカッション）

 １／２３（金）１３：００～１９：００  １／２４（土）９：００～１７：００

第１２回

危機管理

●オリエンテーション
●危機管理概論（レクチャー）
●特別講演１（児玉　安司　氏）
　テーマ：病院の危機管理について（仮）
●特別講演２（安達　秀雄　氏）

テーマ：病院の危機管理について（仮）

●質疑応答

●特別講演３（田中　正博　氏）
　 不測の事態発生時のマスコミ対応

●クライシスコミュニケーション（ワークショップ）
●危機管理を推進していく上での諸問題について

（フリーディスカッション）

 ２／６（金） １４：００～１９：３０  ２／７（土）９：００～１７：００



児玉　安司　　（弁護士・医師・ニューヨーク州弁護士）

1991年～92年 在日アメリカ海軍横須賀病院医師（救急、外科、産婦人科、内科、小児科）
1992年～94年 最高裁判所司法研修所修習生
1994年 長谷川俊明法律事務所
1995年　 Blatt Hammesfahr & Eaton 法律事務所（シカゴ）
1995年～96年 Sidley & Austin 法律事務所（シカゴ） 製造物責任グループ
 1996年～97年 Barlow Lyde & Gilbert法律事務所（ロンドン）再保険部
1997年　　 長谷川俊明法律事務所
1998年 三宅坂総合法律事務所パートナー

東海大学医学部教授、慶應義塾大学法学部講師、獨協医科大学非常勤講師、新潟大学医学部非常勤講師

特別講演の講師プロフィール　（敬称略）

中島　和江　　（大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部　副部長）

　昭和５９年　神戸女子薬科大学薬学部卒業
　昭和６３年　大阪大学医学部卒業
　その後、大阪大学医学部附属病院、市立豊中病院を経てハーバード公衆衛生大学院へフルブライト奨学生として留学
　ハーバード・ リスクマネジメント・ファンデーションにてリスクマネジメントの問題を研究。
　現在、大阪大学医学部附属病院のクオリティマネジメント部　副部長。

重森　雅嘉　　（財団法人鉄道総合技術研究所　人間科学研究部心理・生理）

　1997.3   学習院大学人文科学研究科博士後期課程（心理学）単位取得退学

専攻：認知心理学（記憶，人間の情報処理メカニズム）
　1997.4   財団法人鉄道総合技術研究所人間科学部心理・生理グループ研究員

研究対象：ヒューマンエラー，適性検査
　2001.4   西日本旅客鉄道株式会社京都支社安全対策室出向　担当：事故分析
　2002.4   財団法人鉄道総合技術研究所人間科学部心理・生理グループ研究員

研究対象：ヒューマンエラー，事故分析，適性検査

田中　正博　　（田中危機管理・広報事務所　所長）

　1962年早稲田大学文学部英文化卒。(株)電通ＰＲセンター（現電通パブリックリレーションズ）入社、

　取締役事業部長、常務取締役メディア局長等を経て現職。毒物混入事件、欠陥商品問題、行政処分問題、
　企業不祥事等、手掛けた「危機管理」のコンサルティングは７００件を超える。
　著書：「広報　１１０番」「危機管理と広報」「危機管理のための広報マニュアル（ＶＴＲ３巻）」
　「広報の危機管理（連載執筆）

安達　秀雄　　（自治医科大学付属大宮医療センター　助教授）

　1978年3月　順天堂大学医学部卒業
　1978年4月　三井記念病院外科レジデント
　1982年4月　三井記念病院循環器外科チーフレジデント
　1985年5月　米国ジョンス・ホプキンス大学心臓外科研究員
　1988年10月　埼玉医科大学第一外科（心臓血管外科）講師
　1991年7月　自治医科大学附属大宮医療センター心臓血管外科助教授
　2002年4月　自治医科大学附属大宮医療センター医療安全管理委員会委員長

　現在に至る



損保ジャパン・リスクマネジメント　行　　　　　　　　　　　　　　　　Fax03（3348）3267

リスクマネージャー養成研修参加申込書

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

参　　　　　加　　　　　規　　　　　定

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

所在地

ＴＥＬ （　　　　　）

ＦＡＸ

〒

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

病院名

□医師
□看護師
□その他

役職

募集人数 各回とも定員：４０人 ※先着順に受け付け、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

参　加　費
第１０回、１１回　５２，５００円（資料代、消費税含む）　 ※宿泊・食事につきましては、各自手配願います。

第１２回　　　　　　６３，０００円（資料代、消費税含む）　 ※宿泊・食事につきましては、各自手配願います。

申込方法

１．参加希望の方は上記の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックスでご送付下さい。
　　請求書が必要な方は、 特記事項欄にご記入下さい。

２．参加申込書を受理次第、申込確認書をファックスにて送付させていただきます。

３．申込確認書にて記載した弊社指定の銀行口座に、参加費をお振込み願います。

４．入金確認後、受講証兼領収書および研修案内を送付いたします。

　　※入金後の返金は原則として応じかねますので、予めご了承ください。

主催者

（株）損保ジャパン・リスクマネジメント　 　http://www.sjrm.co.jp/
　医療安全事業部　　研修事務局：　齊藤（裕）、石井、泉　　　　ＴＥＬ：03-3349-4640　ＦＡＸ：03-3348-3267
弊社は、２００１年８月に安田火災のリスクマネジメント専門会社と日産火災の安全技術部門が統合し設立された、プ
ロフェッショナルなリスクマネジメント専門会社です。数多くの病院の医療安全管理活動の支援を通じて得たノウハウを
活用し、様々なコンサルティング業務を実施しています。

対　　象
医療安全　医療安全管理活動の推進責任者および担当者　※研修内容は、病床数１００床以上の病院向けです。

危機管理　病院管理者および危機管理担当者

研修会場

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

申込者
部署名･氏名

※参加者と同一の場合は記入省略可

（　　　　　）

診療科

野村コンファレンスプラザ　http://www.nc-plaza.com
東京都新宿区西新宿１－２６－２　新宿野村ビル４８階
　ＪＲ線・小田急線・京王線「新宿」駅より徒歩６分
　地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩４分
　地下鉄大江戸線「都庁前」駅より徒歩３分

特記事項

□　　病院　　・　　個人　　宛の請求書の発行を願います。

申込日時

※希望する日程に

チェックをしてください

氏名参
加
者
１

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

部署名

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

医療安全　　　　　　参加費：５２，５００円（資料代、消費税含む）

　□　第10回目：平成15年12月5日（金）～12月6日（土）　　□　第11回目：平成16年1月23日（金）～1月24日（土）

□医師
□看護師
□その他

役職

診療科

申込日時

※希望する日程に

チェックをしてください
危機管理　　　　　　参加費：６３，０００円（資料代、消費税含む）

　□　第12回目：平成16年2月6日（金）～2月7日（土）

氏名参
加
者
２

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

部署名

医療安全　　　　　　参加費：５２，５００円（資料代、消費税含む）

　□　第10回目：平成15年12月5日（金）～12月6日（土）　　□　第11回目：平成16年1月23日（金）～1月24日（土）

危機管理　　　　　　参加費：６３，０００円（資料代、消費税含む）

　□　第12回目：平成16年2月6日（金）～2月7日（土）

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

医療安全　　　　　　参加費：５２，５００円（資料代、消費税含む）

　□　第10回目：平成15年12月5日（金）～12月6日（土）　　□　第11回目：平成16年1月23日（金）～1月24日（土）

□医師
□看護師
□その他

役職

診療科

申込日時

※希望する日程に

チェックをしてください
危機管理　　　　　　参加費：６３，０００円（資料代、消費税含む）

　□　第12回目：平成16年2月6日（金）～2月7日（土）

氏名参
加
者
３

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

部署名


