
2テーマ/１年間

従来型の研修スタイルである、職員を一堂に集め
た「集合研修」を想定した動画視聴サービスです

• 視聴方法：ストリーミング配信
• 視聴回数：１テーマあたり、3日間
• 理解度確認用のテスト問題＆解答をご提供します。

オプションサービス
テーマ追加 ：１テーマ当たり ： 33,000円（税込）
視聴日追加：１日当たり ： 11,000円（税込）

3,300円（税込）/1テーマ

時間や場所を問わず、自由に学習できる「個人学
習」を想定したテキスト教材によるサービスです

• 視聴方法：テキスト教材
• 利用期間：2か月
• 受講管理ができます。

グループ版（集合研修用） パーソナル版（個人学習用）

 「集合研修」を想定した「グループ版」と「個人学習」を想定した「パーソナル版」の２種類のeラーニング・サービス
 インターネットに接続できるパソコンやタブレット、スマートフォンでご利用可能

2種類のeラーニング・サービス

【2023年度版】

＊お申込みは原則、ご利用の1か月前までに済ませてください。

無料

本eラーニング
専用サイトへアクセス

お申込み方法

申込み内容を入力し
「送信」し手続き完了

動作環境
• インターネットに接続できるPC・タブレット・スマートフォンなどの端末と、10Mbps以上（推奨）のインターネット回線をご用意いただく必要があります。
• 推奨のWebブラウザは次のとおりです。 Internet Explorer 11.7、 Microsoft Edge 42、 Chrome 74
• 上記の推奨ブラウザ以外でご利用いただいた場合は、レイアウトが崩れることや倍速再生が利用できないなどの障害が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
• SafariブラウザでPDF表示する場合は、ポップアップロックを解除する必要があります。

研修スタイルに応じて選べる２種類の “医療安全 eラーニング” 

損保ジャパン『医師賠償責任保険』加入医療機関向けサービス

PATIENT SAFETY e-learning

STEP1
「新規申込み」画面で「利用規約」

の確認と同意をクリック

STEP2 STEP3

サービス内容、新規申込み、お問合せ等はこちらから

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse

＊ 動画、音声等はありません。

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse


講師のご紹介

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

小島 崇宏 大阪Ａ＆Ｍ法律事務所

浦松 雅史 東京医科大学 医療の質・安全管理学分野准教授
同大学病院 医療安全管理室副室長

齋藤 和博 東京医科大学 放射線医学分野 主任教授

和田 仁孝 日本医療メディエーター協会 代表理事
早稲田大学大学院法務研究科 教授

朝野 和典 大阪健康安全基盤研究所 理事長

兼児 敏浩 三重大学医学部付属病院 医療安全管理部長 副院長・教授

内藤 貴基 聖マリアンナ医科大学病院 救急医学 助教

井上 真智子 浜松医科大学地域家庭医療学講座 特任教授

「パーソナル版」テキスト教材／テーマ

1 医療安全とヒューマンエラー

2 裁判例に学ぶ 「説明義務」

3 裁判例に学ぶ 「診療記録（診療録、看護記録等）の重要性」

4 裁判例に学ぶ「歯科における医療安全」

5 患者・家族とのコミュニケーション

6 苦情対応のポイント

7 医療機関における悪質クレーム対策

8 職員間のコミュニケーション

9 医療機関における個人情報保護対策

10 緊急事態発生時における診療業務の継続

11 医療機関におけるハラスメント

12 医療事故調査制度の概要

13 サイバー攻撃の脅威とその対策

14
日本医療機能評価機構シリーズ
―インスリンに関連した事故―

15
日本医療機能評価機構シリーズ
―薬剤の疑義照会に関連した事故―

16
日本医療機能評価機構シリーズ
―新型コロナウイルス感染症に関連した事例―

17 医用テレメータの適切な利用について

18 医療者が押えておきたい接遇のポイント

（2023.04）

■■お問い合わせ先■■

医療・介護コンサルティング部 e-mail：sompo-pse@sompo-rc.co.jp

コンテンツ（2023年度版）

※順次、コンテンツ追加予定のため、最新コンテンツは、Webサイト
をご参照ください。 https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254

各テーマをクリックするとサンプル資料がご覧いただけます！

「グループ版」動画コンテンツ／テーマ・講師

1
医療事故調査の目的と理念 （動画：約45分）

【講師】河野 龍太郎

2
患者の自己決定権と医療を考える （動画：約40分）

【講師】小島 崇宏（弁護士・医師）

3
報告文化を醸成しよう （動画：約45分）

【講師】浦松 雅史（医師）

4
ヒューマンファクター工学：エラーメカニズムと基礎

【講師】河野 龍太郎 （動画：約45分）

5
医師の応招義務を正しく理解しよう

【講師】小島 崇宏（弁護士・医師）（動画：約20分）

6
Just cultureとは何か、どう醸成するか？

【講師】浦松 雅史（医師） （動画：約45分）

7
柔軟な文化・学習する文化を醸成しよう
【講師】浦松 雅史（医師） （動画：約43分）

8

診療用放射線の安全利用（前半）
（放射線に関する基本的知識）
【講師】齋藤 和博（医師） （動画：約29分）

9
診療料放射線の安全利用（後半）
（医療における被ばくの考え方、被ばく時の対応、患者への対応）

【講師】齋藤 和博（医師） （動画：約37分）

10
医療メディエーション 対話と関係調整のモデル（前編）

【講師】和田 仁孝 （動画：約33分）

11
医療メディエーション 対話と関係調整のモデル（後編）

【講師】和田 仁孝 （動画：約33分）

12
日本における医療関連感染対策の歴史と法律
【講師】朝野 和典（医師） （動画：約24分）

13
感染対策の基本 ～経路別感染対策～
【講師】朝野 和典（医師） （動画：約30分）

14
With コロナ時代の感染対策
【講師】朝野 和典（医師） （動画：約26分）

15
３つの視点で考える臨床倫理
【講師】兼児 敏浩（医師） （動画：約54分）

16

医療従事者の働き方改革の基本と対応
①法制度の概要 （動画：約22分）
②諸問題への対応（動画：約24分）

【講師】小島 崇宏（弁護士・医師）

17
安全文化の実装～安全文化をどうやって実現するか？～

【講師】河野 龍太郎

18
Rapid Response System
ー基礎知識から最近の話題までー
【講師】内藤 貴基（医師） （動画：約48分）

19
医療事故を経験した医療者への組織的サポート
ーピアサポートを中心にー
【講師】井上 真智子（医師） （動画：約46分）

各テーマをクリックするとサンプル動画が視聴できます！

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

http://sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal1_humanerror.pdf
http://sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal2_setsumeigimu.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal3_shinryoukiroku.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal4-1_shikaniokeruiryouannzen.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal4_kanjakazoku.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal5_kujoutaiou.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal6_akushitu.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal7_communication.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal8_kojinjouhou.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal10_kinkyuujitai_bcp.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal10_harassment.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal11_jikochou.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal12_cyber.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal13_insulin.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal14_prescription_question.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal16_corona.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal17_telemeter.pdf
https://www.sjnk-rm-medical.com/sites/default/files/uploads/elearning_sample_personal18_setsuguu.pdf
https://youtu.be/Lt7_a0U7WlA
https://youtu.be/A5zBwwQByl0
https://youtu.be/5vzuKhTIE_w
https://youtu.be/YAAzqHVj2Us
https://youtu.be/aCHIjJdFIy8
https://youtu.be/wEEuhf38itY
https://youtu.be/fj7aISNdMnM
https://youtu.be/KV9M8-oFez4
https://youtu.be/pbCpcBDkM6U
https://youtu.be/I3RMVFbNkAs
https://youtu.be/QKwRd7agL1U
https://www.youtube.com/watch?v=RLTrH3ehXJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Et-aX3KGBlw
http://youtu.be/7qSmTAKKjes
https://www.youtube.com/watch?v=MTHzuUBIxNw&list=PLNGnusM-7A3ADH89dFMmzLYyuGEvXPh25&index=15
https://youtu.be/rtorupnam_o
https://youtu.be/NzEXKH5ffo4
https://youtu.be/KbbJkkZ5NNQ
https://youtu.be/Ew3_Ty9En5A
https://youtu.be/bbG4LhRRyZE

