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医療・介護コンサルティング部

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

【2023年度版】
2023年 4月 1日以降に本eラーニングをご利用する場合のサービス内容です。
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はじめに

 医師賠償責任保険を開発した損害保険ジャパン株式会社（以下、損保

ジャパン）とそのグループ会社として医療安全コンサルティング事業を展開し

ているSOMPOリスクマネジメント株式会社では、新たな研修スタイルとして、

「SOMPO PS eラーニング（以下、本eラーニング）」をご提供しています。

 本eラーニングは、損保ジャパンの医師賠償責任保険加入医療機関*専

用の「医療安全（Patient Safety/患者安全）に関わる eラーニング・

サービス」です。

＊損保ジャパンの医師賠償責任保険加入医療機関とは…

「損保ジャパンの医師賠償責任保険に加入している病院、診療所、歯科診療所および損保ジャパンが認めた
団体」を指します。
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研修スタイルに合わせて選べる、２種類のeラーニング・サービス

本eラーニング・サービスは、「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・サービスをご用意しています。
本eラーニング・サービスは、インターネットに接続できるパソコン（PC）やタブレット、スマートフォ
ンでご利用することができます。

従来型の研修スタイルである、院内の職員を一堂に集め
た「集合研修」を想定した動画視聴による学習サービス

職員が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学習サービス

特長

SOMPOリスクマネジメント

医療機関／研修会場、会議室等

＜集合研修＞
＜個人学習＞

ルーター スマホPC

or

医療機関／職場等

PC

グループ版（集合研修用）eラーニング パーソナル版（個人学習用）eラーニング

セミナー動画

プロジェクター タブレット

or

 医療安全に精通した著名な講師
 複数開催による研修参加率の向上と
少人数による研修開催

 受講者の質問に対して、弊社コンサ
ルタントが後日回答

 理解度テストの実施も可能

 いつでも、どこでも個人学習可能
 自分のペースで学習可能
 理解度テストの受験履歴管理が可能
 理解度テストにより学習効果把握が可能
 理解度テスト結果はいつでもダウンロー
ド可能

特長
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サービスの内容
 利用方法：

インターネット接続可能なパソコン等で動画コンテンツをプロジェクター等で映写して視聴することで集合
研修を開催することができます。

 コンテンツ：セミナー動画（20～45分程度）
※グループ版の動画のコンテンツは、本資料巻末の参考資料をご参照ください。

 講 師：
医療安全に精通した医療従事者（医師等）、弁護士、弊社医療安全コンサルタント等

 動画配信：ストリーミング配信
※動画コンテンツのダウンロードはできません。

 視聴回数：動画コンテンツのテーマごとに、年間*に3日まで視聴可能
複数回の視聴開催ができるため、研修参加率の向上が見込まれると
ともに少人数による研修会の開催(感染リスク低減）が可能です。
＊年間：「4月１日から翌年3月31日までの期間」を指します。

※上記視聴回数とは別に、30分以内のリハーサル（テスト）視聴ができます。

 質問への対応：
受講者からのご質問に関しては、管理部門の方でとりまとめの上、
弊社までご連絡ください。
弊社コンサルタントから後日、回答させていただきます。

 理解度テスト：理解度確認用のテスト問題＆解答（電子データ）をご提供します。
研修後にテスト問題用紙を配布、回収して、受講者の理解度をチェックすることができます。

グループ版（集合研修用）eラーニング



© 2023 Sompo Risk Management Inc. All Rights Reserved. 4

【無料サービス】について

「グループ版」の基本サービスが となります。

＜基本サービス（無料）の内容＞
 視聴可能なコンテンツ数：
「グループ版」の動画コンテンツを

年間に２テーマまで視聴可能

 視聴回数：

各テーマごとに年間に３日まで視聴可能
※上記視聴とは別に30分以内のリハーサル視聴が可能です。

※オプションサービス（有料）を使い、テーマを追加したり、視聴回数
を増やすことが可能です（詳細は11ページをご参照ください）。

（ご注意）
• 損保ジャパンの医師賠償責任保険への加入が終了した場合は、その終了日以降のご利用はできません。
• 視聴回数制限を超えて視聴した場合（無料サービス範囲を超えてしまった場合）、後日、追加料金（追加視聴1回当
たり、11,000円/税込）を徴収させていただきますので、ご注意ください。

グループ版（集合研修用）eラーニング

無料
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動画コンテンツ視聴のご活用（例）

グループ版（集合研修用）eラーニング

• 職員全員を一堂に集めて開催
• 参加率を向上させるため、欠席者向
け補講セミナーを開催

• 参加人数を限定して、複数回開催

• 各団体傘下の会員医療機関を対象
に集合セミナーを開催

※当該団体主催の研修会でのご利用に限り
ます。

例１：欠席者対応として複数開催

例２：少人数単位で複数開催

例４：傘下の会員を集めて開催

動画コンテンツのテーマごとに、30分程度の
リハーサル（テスト）視聴に加えて、3回ま
で（あるいは3カ所で）開催できます。

＜視聴回数を増やしたい場合＞
基本サービス（年間２テーマ視聴）の場
合、2テーマ視聴（2テーマ×各3日視聴＝
計6日視聴）を1つのテーマに限定して、6
日に分けて視聴することが可能です。
ただし、テーマ数を増やすこと（例：6テーマ
×各1日視聴など）はできません。

医
療
機
関

団
体

• 本院、分院等の複数個所で開催

例３：複数場所で別々に開催

団体傘下の病院や診療所等の医療従事
者を対象にした団体主催セミナーにおいて、
動画コンテンツの視聴をご利用することがで
きます。
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1時間の集合研修の開催（例）

グループ版（集合研修用）eラーニング

安全管理者または院長等の挨拶（5分）

動画視聴（30分）

事務連絡 （5分）

自院におけるインシデント報告状況や
医療安全活動等の共有（15分）

例１：30分の動画1本を視聴 例2：25分の動画2本※を視聴

アンケート実施 （5分）

安全管理者または院長等の挨拶（5分）

① 動画視聴（25分）

事務連絡・アンケート実施 （5分）

※基本サービス（無料）は2テーマ視聴までです。
さらに別のテーマを追加される場合には有料版を
お申し込みください。

② 動画視聴（25分）
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サービスの流れ

グループ版（集合研修用）eラーニング

お申込み

以下の専用サイトにアクセスしていただき、所定の申込フォームに必要事項を記載の上、送信ボタンを押してお申込みください。
＜本eラーニング専用サイト＞

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse
＜申込時に必要な事項＞

• 動画コンテンツのテーマ選定
• リハーサルおよび動画視聴の予定日を仮予約
※初回視聴日の1か月前までに視聴日をご確定ください。

「グループ版」eラーニングのご利用案内等の送付

初回視聴日の2週間前までに、以下の情報およびご案内をメールでお送りします。
• 本eラーニング専用サイトへのサインイン（ログイン）に必要なグループ版の

アカウント（ＩＤ）、パスワード（ＰＷ）
• 医療機関の管理部門用 ご利用案内（PDF）
• 理解度確認用のテスト問題＆解答（PDF）

研修（動画視聴）当日

リハーサル（テスト）視聴当日

専用サイトにサインインして動画コンテンツが視聴できるかどうかをご確認ください。
なお、リハーサル（テスト）視聴は、30分以内を目安にお願いします。

専用サイトにサインインして動画コンテンツを視聴してください。
必要に応じて、理解度確認用のテスト問題を印刷して受講者に配布してご活用ください。

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse
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サービスの内容

 利用方法：
学習利用期間中に個人で学習教材（テキスト）を閲覧して学習するとともに、学習後に理解度テスト
を実施することができます。

 学習利用期間：2か月間（初月1日から翌月末までの2か月間）
利用期間が長いため、余裕をもって受講することができます。

 コンテンツ：学習教材（テキスト：16～36頁）、理解度テスト（８問程度）
※パーソナル版の学習コンテンツは、本資料巻末の参考資料をご参照ください。

 学習に要する時間（目安）：学習 10～25分程度、理解度テスト 5分程度
※コンテンツのテーマや学習方法によって、学習に要する時間は多少異なります。

 理解度テスト：
学習後、理解度テストを実施することで学習効果を
確認することができます。

 理解度テスト結果のダウンロード（機能追加：2021年10月～）
• 理解度テスト結果（解答結果データ）を
いつでもお好きな時にCSVファイルにダウンロードできます。

• ダウンロードしたデータを受講管理に活用できます。
① 学習効果の確認（正答率など）
② 受講率の把握

※「理解度テスト合格あるいは受験＝受講修了」と
みなすことで受講率を把握

パーソナル版（個人学習用）eラーニング

インターネット接続可能なPCやタブレット、スマーフォンで
いつでも、どこでも個人学習ができます。
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サービスの流れ

パーソナル版（個人学習用）eラーニング

お申込み

以下の専用サイトにアクセスしていただき、所定の申込フォームに必要事項を記載の上、送信ボタンを押してお申込みください。
＜本eラーニング専用サイト＞

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse
＜申込時に必要な事項＞

• コンテンツのテーマ選定
• 学習利用期間の仮設定
（例）11月1日から2か月間
※学習利用期間開始日の1か月前までに学習利用期間をご確定ください。

「パーソナル版」eラーニングのご利用案内等の送付

学習利用期間開始日の2週間前までに、以下の情報およびご案内をメールでお送りします。
• 本eラーニング専用サイトへのサインイン（ログイン）に必要なパーソナル版の

アカウント（ＩＤ）、パスワード（ＰＷ）
• 受講者用 ご利用案内（PDF）

受講者への学習方法等の周知

職員個々人で専用サイトにサインインしてテキスト教材による学習および理解度テストを実施してください。

受講者用のご利用案内を各受講者に配布して、学習利用期間中に受講するよう促してください。
※テキスト教材による学習後、必ず理解度テストを実施するよう周知してください。

職員による個人学習および理解度テストの実施（学習利用期間中）

理解度テスト解答結果データのダウンロードによる受講管理

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse
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理解度テストの実施および解答結果データのダウンロード

パーソナル版（個人学習用）eラーニング

 受講者による理解度テストの実施
理解度テストに解答（解答内容の提出）直後にテスト結果（得点、合否判定、解答および解説等）が
画面上に表示されます。不合格の場合は、テキスト教材を復習の上、再受験してください（理解度テストは
何回でも受けることができます）。
• 問題数：８問
• 合格基準：全問正解（100点満点）を合格点としています。

 理解度テスト解答結果データのダウンロード
• 理解度テスト結果（解答結果データ）は、医療機関の管理部門（研修担当）において、
常時、CSVファイルにダウンロードできます。

• ダウンロード項目：
①個人識別情報（職員番号・氏名、部署名、職種等） ②テスト受験を実施した日時
③各設問の正誤判定結果 など

＜参考＞ダウンロード画面

※理解度テスト結果だけでなく、アンケート結果のダウ
ンロードも可能です。
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サービス利用料

グループ版（集合研修用）eラーニング

パーソナル版（個人学習用）eラーニング

サービス利用料（税込） 備考

 基本サービス

年間*・２テーマまで

無料

• １テーマ当たりの視聴回数：３日間
• リハーサル(テスト）視聴：

上記の3日間の視聴とは別に30分以内のリハーサル視聴が可能です。
• 理解度確認用のテスト問題（PDF）＆解答（PDF）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）

視聴日数追加：１日当たり
11,000円（税込）

• 追加１テーマ当たりの視聴回数：３回
• 少人数で複数回の研修会を開催するなど、１テーマの視聴回数が３日間を超える
場合には、このオプション・サービスをご活用ください。

サービス利用料（税込） 備考

 基本サービス

年間*・１テーマ当たり

3,300円（税込）

• 学習教材へのアクセス回数・アクセス時間の制限や理解度テストの実施回数の制限は
ありません。

＊年間：「4月１日から翌年3月31日までの期間」を指します。
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お申込み方法

本eラーニング専用サイト

お申込みは、下記Webサイトからお願いします。
①本eラーニング専用サイト（下記URLまたはQRコード）に
アクセス。

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

②「新規お申込みの方はこちらから」をクリック。

②

【医師賠償責任保険加入状況の確認】

③医師賠償責任保険加入状況確認画面で現在の加入状況を入力
してください。 「はい」を選択すると「お申込み専用フォーム」画面
（右上参照）に移ります。

③

医師賠償責任保険加入状況確認

⑤入力終了後、お申込み専用フォーム末尾の「送信」ボタンをクリック
すれば、お申込み手続きが完了し、お申込み受付完了画面（次
頁参照）に移行します。

④

④

【利用規約への同意、お申込み内容の入力】
④「お申込み専用フォーム」画面で「利用規約」を確認・同意の上、
「お申込み者情報」、「お申込みテーマ」、「ご請求書等送付先
（有料サービス申込みの場合）」の必要事項を入力してください。

⑤

（以下、省略）

お申込み専用フォーム

https://www.sjnk-rm-medical.com/pse
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お申込み方法（続き）、動作環境の確認

動作環境
• 本eラーニングへのアクセスには、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。

（ご注意）お申込み前にシステムの動作環境をご確認ください。

お申込み受付完了画面

件名: SOMPO PS eラーニングにお申し込みいただきありがとうございます。
送信者: nksjrm@www.sjnk-rm-medical.com
宛先: □□□□@△△△△
送信日時: 2020年10月1日(木) 09:00:00
本文
SOMPO PS eラーニングにお申し込みいただきありがとうございます。
これは、SOMPO PS eラーニング 事務局からの自動送信メールですので、このメールに返信をさ
れないようお願いいたします。

（中略）

SOMPO PS eラーニング 事務局
送信された内容:
上記＜ＳＯＭＰＯ ＰＳ eラーニング 利用規約＞に同意されますか。: 同意します。
==お申込み者情報==
医療機関名・団体名（フリガナ）:
ＳＯＭＰＯ病院
部署名: 医療安全対策室
ご担当者氏名: 〇〇〇〇
…………（以下、省略）

自動返信メール（例）

⑥SOMPO PS eラーニング事務局から自動返信メール（お申込み者
情報、お申込み内容等）が、お申込み専用フォームにご登録いただ
いたメールアドレス宛に届きますので、お申込み内容をご確認ください。

＜お申込みの際の留意事項＞

 【必須】の記載のある項目は、必ずご入力ください。
 お申込時にご利用希望日、ご利用開始月が未定の場合であっても、
仮日程をご入力ください。受講１か月前までに日程をご確定ください。

 グループ版の動画コンテンツ２テーマ（各3回視聴）の6回視聴分を
「1テーマ×6回視聴」に変更して申込む場合は、1テーマ目、2テーマ
目のテーマ選択項目に同じテーマを選択して各3回（計6回分）の視
聴希望日をご入力ください。

 グループ版オプションサービスで視聴回数を追加する場合は、上記同
様、 1テーマ目、2テーマ目のテーマ選択項目に同じテーマを選択して、
２テーマ目に追加視聴分のご利用希望日をご入力ください。

 連絡・補足事項がある場合や記載欄が不足する場合は、お申込み専
用フォーム末尾の「通信欄」に自由記載願います。

 入力内容に不備がある場合は、エラーメッセージが表示されますので、
該当箇所を訂正の上、再度送信してください。
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No. テーマ 抄録・講師 動画視聴時間

1 医療事故調査の目的と理念

平成27年10月、たくさんの議論を経て医療事故調査制度が始まった。
事故調査の目的を達成するために、事故調査員や事故調査委員が理解
すべき理念について説明する。基本的な考え方の基本である理念が明
確であれば、利害関係のある人の意見の影響を受けにくくなり、迷い
が減り、確固たる自分が確立でき、そのために気持ちも楽になること
が考えられる。
【講師】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

約45分

2 患者の自己決定権と医療を考える

安楽死、尊厳死については、今般のALS患者の安楽死問題の様な事件
が発生する度に問題となってきた。その他、輸血拒否患者の対応など、
医療現場で対応に苦慮する問題が散見される。明確な結論を出すこと
はできない問題であるが、裁判例やガイドラインなどを踏まえ、患者
の自己決定権について考えてみよう。
【講師】小島 崇宏 弁護士・医師

大阪Ａ＆Ｍ法律事務所

約40分

3 報告文化を醸成しよう

報告文化とは、自らのエラー等を報告しようという組織の雰囲気であ
る。その組織の報告文化が醸成されているかは、インシデント報告の
件数や内容から推測できる。自らの組織の報告文化の度合いを把握す
るために、あるいは、これを高めるために必要な具体的な事項を提示
したい。
【講師】浦松 雅史 医師

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及び総合相談・支援センター副センター長

約45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！

グループ版 【2023年4月～】 動画コンテンツ一覧 （1/7）

※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

https://youtu.be/Lt7_a0U7WlA
https://youtu.be/A5zBwwQByl0
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
https://youtu.be/5vzuKhTIE_w
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No. テーマ 抄録・講師 動画視聴時間

4
ヒューマンファクター工学：

エラーメカニズムと基礎

医療の現場はエラー誘発要因が多いためヒューマンエラーが起こり
やすい。このリスクの高い医療の現場を改善するためには、航空や
原子力の事故分析から生まれたヒューマンファクター（HF）工学の
考え方が役に立つ。特に、エラーに対する理解を深めることが事故
を減少させるために重要である。HF工学は人間の介在の多い医療シ
ステムには特に有効である。
【講師】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

約45分

5 医師の応招義務を正しく理解しよう

応招義務については、厚生省の古い通知を引きずり、迷惑患者対応
等において、医療機関の行動がかなり制限され、現場に多大な負担
を課してきた。昨今、柔軟な対応を行う医療機関も増えたが、令和
元年12月25日に厚生労働省の新しい通知が発出されたので、これを
機に、応招義務について正しく理解をしよう。
【講師】小島 崇宏 弁護士・医師

大阪Ａ＆Ｍ法律事務所

約20分

6 Just cultureとは何か、どう醸成するか？

医療安全文化を醸成するためには、その内容の一つであるJust 
cultureを高める必要がある。日本語で公正な（正義の）文化と訳さ
れるこの文化の内容を概説し、これを高めるために必要な、院内に
おける個人の行動や組織としての仕組みについて、具体的に提示し
たい。
【講師】浦松 雅史 医師

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及び総合相談・支援センター副セン
ター長

約45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！

※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

グループ版 【2023年4月～】 動画コンテンツ一覧 （2/7）

https://youtu.be/YAAzqHVj2Us
https://youtu.be/aCHIjJdFIy8
https://youtu.be/wEEuhf38itY
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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7 柔軟な文化と学習する文化を醸成しよう

医療安全文化を醸成するために、報告文化と公正な文化の醸成に
加え、柔軟な文化と学習する文化を高める必要がある。柔軟な文
化については、いざというときに現場のチームで危機にうまく対
応する能力であり、チーム医療やノンテクニカルスキル等につい
て学ぶ。学習する文化については、院内でどのように学習してい
くかの取組み例などを紹介する。
【講師】 浦松 雅史 医師

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及び総合相談・支援センター副セン
ター長

約43分

8
診療用放射線の安全利用（前半）
①放射線に関する基本的知識

医療法施行規則で定められた「診療用放射線の安全管理体制
（2020年4月1日施行）」の確保の中で義務化された「診療用放射
線の安全利用のための研修」の項目を踏まえた学習用教材。放射
線診療に従事する職員以外の方々を含めた、全職員向け研修を想
定し、放射線の性質等の基礎知識や放射線が人体に与える影響な
どを紹介する。
【講師】 齋藤 和博 医師

東京医科大学放射線医学分野 主任教授

約29分

9

診療用放射線の安全利用（後半）
②医療における被ばくの考え方
③被ばく時の対応
④患者への対応

診療用放射線の安全利用（前半）の続き。放射線防護の原則、放
射線診療の正当化、放射線防護の最適化等の放射線治療における
被ばくの考え方を事例を含めて解説する。また、放射線過剰被ば
く時の報告、検証、再発防止の取り組み、放射線治療を受ける患
者への実施前の説明時の留意点などを紹介する。
【講師】 齋藤 和博 医師

東京医科大学放射線医学分野 主任教授

約37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！

※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
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https://youtu.be/fj7aISNdMnM
https://youtu.be/KV9M8-oFez4
https://youtu.be/pbCpcBDkM6U
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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10
医療メディエーション
対話と関係調整のモデル（前編）

患者・利用者との間で、またスタッフ同士で、トラブルやコンフリク
トが生じた場合に、対処する対話モデルとして医療メディエーション
があります。この講義では、こうしたトラブルが発生する原因につい
て理論的視点から明らかにし、その上でトラブルの予防・解決のため
のメディエーションの考え方を解説します。事故やクレームだけでな
く、日常における患者や利用者とスタッフ間の対話のためのヒントに
なれば幸いです。
＜主な内容＞
トラブルを理解するために（ナラティヴ･アプローチ）、コンフリク
トはなぜ起こるか、トラブルを理解するために（I P I 分析） など
【講師】 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

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）

＜主な内容＞
従来の事故･クレーム対応のかたち、コンフリクト状況の特徴、メ
ディエーション：三極構造、チーム対応としてのメディエーション、
院内医療メディエーターの実際 など
【講師】 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

約33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！

※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

グループ版 【2023年4月～】 動画コンテンツ一覧 （4/7）

https://youtu.be/I3RMVFbNkAs
https://youtu.be/QKwRd7agL1U
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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12
日本における医療関連感染対策の
歴史と法律

日本で科学的な根拠に基づく感染制御が始まって、まだ30年しか経っ
ていません。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）をはじめとし
た薬剤耐性菌の制御や手指衛生、適切な消毒など今では普通に行われ
ていますが、かつてはほとんど顧みられなかった時代があったのです。
現在では、院内感染（医療関連感染）対策を行うことは当たり前に
なっていますが、実はこの“当たり前”になるまでにも多くの問題の克
服あったのです。そのことを海外の例も交えながら勉強しましょう。
【講師】 朝野 和典 医師

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 理事長

約24分

13
感染対策の基本
～経路別感染対策～

新型コロナウイルス感染症が流行して、改めて飛沫感染、接触感染と
いう言葉を一般の人でも使うようになりました。これらの考え方は医
療機関における感染対策の基本である、感染経路別感染対策の考え方
です。ここでは、標準予防策、職業感染予防も含めて学習しましょう。
また、新型コロナウイルス感染症で使われるようになったエアロゾル
感染と空気感染の違いも説明します。Withコロナの時代にはますます
重要な知識となります。
【講師】 朝野 和典 医師

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 理事長

約30分

14
With コロナ時代の感染対策

新型コロナウイルス感染症の流行はワクチンの普及によってコント
ロール可能になることが期待されています。最近の感染対策は新型コ
ロナウイルス一色になっていましたが、薬剤耐性菌対策も忘れてはな
りません。これからの診療・看護においては、これまでの薬剤耐性菌
対策に、新型コロナウイルス感染症対策も合わせて、進化した感染対
策が必要になります。とは言え、基本は変わりません。これからの
Withコロナ時代の医療現場での感染対策のあり方について、確認をい
たしましょう。
【講師】 朝野 和典 医師

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 理事長

約26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！

※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
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https://www.youtube.com/watch?v=RLTrH3ehXJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Et-aX3KGBlw
http://youtu.be/7qSmTAKKjes
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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15 ３つの視点で考える臨床倫理

「大切なことはわかっている、だけど、取っつきにくい」、そんな臨床
倫理ですが、患者の意思、医学的妥当性、社会的妥当性の３つの視点か
ら考えれば、対応の糸口は見えてきます。この動画は臨床倫理がみなさ
んのより身近なものになればとの思いから企画されました。まずは、軽
い気持ちで始めてみてください。
【講師】 兼児 敏浩 医師

三重大学医学部付属病院 医療安全管理部 副院長・部長・教授

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
②諸問題への対応

働く人が多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を進める
ために、労働基準法等の改正がなされ、長時間労働の是正、多用で柔軟
な働き方の実現等の措置が講じられています。医療機関についても、
2024年4月から、医師の時間外労働の上限規制が開始されます。本講座
では、前半で働き方改革の基本を学んで頂き、後半では、医療機関が取
り得る対策等について触れます。残された時間はわずかです。
【講師】 小島 崇宏 弁護士・医師

大阪Ａ＆Ｍ法律事務所

①法制度の概要
（約22分）

②諸問題への対
応

（約24分）

17
安全文化の実装
～安全文化をどうやって実現する
か？～

「安全文化は重要である」ことに異論を唱える人はいないでしょう。誰
もが「安全文化の醸成」こそが組織にとって重要であると理解していま
す。しかし、どうすれば安全文化を醸成できるのか？我々は文化という
ような抽象的なものを具体的に操作できるのか？長い間この問題にみん
なが頭を悩ませていました。そこに一石を投じたのが、イギリスの心理
学者ジェームズ・リーズンです。彼の考え方を私の経験を通じて解説し
ます。
【講師】 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

約44分

NEW

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

※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
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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://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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18
Rapid Response System
～基礎知識から最近の話題まで～

RRSが急性期充実度加算の項目に追加され、我が国でもRRSの導入が急
速に広がっている。
RRSは院内救急体制の中心として重要であるが、その不十分な運用の
現場についても報告がされている。

本講義ではRRSが必要となる背景、歴史、RRSの基礎知識を押さえ、近
年のRRSに関わる話題についてまとめる。
【講師】 内藤 貴基

聖マリアンナ医科大学 救急医学 助教

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
～ピアサポートを中心に～

医療事故を経験した医療者は、混乱の中で、罪責感や不安を感じ、自
信を喪失することがあります。当事者がその経験の後、再び前向きに
歩み出せるよう、組織としてケア・サポートを行うべきであると考え
られるようになり、海外で取り組みが広まりつつあります。この講義
では、事故当事者への組織的なピアサポートの実施方法について具体
的にお話します。
【講師】 井上 真智子

浜松医科大学地域家庭医療学講座 特任教授

約45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

※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
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https://youtu.be/Ew3_Ty9En5A
https://youtu.be/bbG4LhRRyZE
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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No. テーマ 学習内容
教材のスライド数
学習時間（目安）

1 医療安全とヒューマンエラー
医療安全の基本的な考え方を学ぶとともに、ヒューマンエラーの特性に基づいた防止
策の考え方を習得し、医療現場におけるエラー防止に向けた取組みを学びます。

30頁
15分

2 裁判例に学ぶ 「説明義務」
医師の説明義務に関わる法的位置づけを確認したうえで、医師の説明に関連する
裁判例を通じて、患者・家族等への説明方法や説明時のポイントを学びます。

24頁
20分

3
裁判例に学ぶ 「診療記録（診療録、
看護記録等）の重要性」

医療事故裁判での診療録や看護記録等の取扱いや証拠としての役割に関して確
認したうえで、実際に裁判で争われた実例を通じて、診療記録記載時に留意すべき
事項を学びます。

36頁
23分

4 裁判例に学ぶ「歯科における医療安
全」

歯科診療における医療訴訟・事故の傾向と①説明義務と手技上の注意義務が問
われた事例（前半）、②患者に対するクレーム対応事例（後半）の2部構成。実
例を通じて、歯科医師の患者への説明義務等を学ぶとともに、患者との面談時にお
けるクレームへの対応方法を振り返ります。

①23頁 ②16頁
①15分 ②10分

5 患者・家族とのコミュニケーション
患者・家族と「安心と信頼の関係」を構築するために効果的なコミュニケーションのポ
イントと円滑なコミュニケーションをするためのテクニックについて学習します。

19頁
15分

6 苦情対応のポイント
「苦情が発生するメカニズム」を知り、事例を通じて苦情発生の予防方法を学びます。
また、苦情やクレームに発展した際の基本的な対応方法を学習します。

29頁
22分

7 医療機関における悪質クレーム対策
通常クレームと悪質クレームとの違いやその要求内容、要求方法等を理解し、共感
や傾聴等の誠意ある対応では解決できない、悪質クレームへの対応方法を学びます。

16頁
15分

【2023年 4月～】 テキスト教材コンテンツ一覧 （1/3）パーソナル版

※学習時間（目安）：弊社職員が学習教材に目を通した際の参考時間です。熟読して学習した場合は、45分程度要します。
※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

【参考資料】

各テーマをクリックするとサンプル資料が閲覧できます！

https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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
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No. テーマ 学習内容
教材のスライド数
学習時間（目安）

8 職員間のコミュニケーション
事例等を通じて、コミュニケーション・エラーが医療事故に直結することを理解するととも
に、医療事故やチーム内のトラブルの原因となるコミュニケーション・エラーとエラー回避の
ポイントを学びます。

22頁
15分

9
医療機関における個人情報保護対
策

個人情報保護法改定のポイントを押さえたうえで、医療機関における個人情報漏え
い事例を通じて、医療機関で扱う個人情報の重要性とともに、その適切な取扱い方
法のポイントを学びます。

34頁
17分

10
緊急事態発生時における診療業務
の継続

事業継続計画（BCP）の基礎知識を学ぶとともに、医療機関がBCPを策定（被害
想定や非常時優先業務の選定と行動計画の策定、対策の検討）する際に留意す
べき事項を学習します。

29頁
20分

11 医療機関におけるハラスメント
ハラスメントの定義や類型等の基本知識を習得するとともに具体的な言動例や事例
を通して、「ハラスメント」となりうる行為について学びます。さらにその防止するための目
線や気を付けるべきポイントを学習します。

31頁
20分

12 医療事故調査制度の概要
医療事故調査制度の創設背景やその制度の仕組み、改正された医療法や各指針・
通知等の内容を再確認したうえで、院内事故調査の留意点（調査の目的、当事者
への配慮、公共性の視点等）を学習します。

36頁
19分

13 サイバー攻撃の脅威とその対策
サイバー攻撃の発生状況や様々な攻撃手口、国内外において実際に医療機関が狙
われたサイバー攻撃事例を学びます。そのうえで、今後、サイバー攻撃を防ぐために医
療現場において気を付けるべき事項を学習します。

20頁
15分

【2023年 4月～】 テキスト教材コンテンツ一覧 （2/3）パーソナル版

【参考資料】

各テーマをクリックするとサンプル資料が閲覧できます！

※学習時間（目安）：弊社職員が学習教材に目を通した際の参考時間です。熟読して学習した場合は、45分程度要します。
※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

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.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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No. テーマ 学習内容
教材のスライド数
学習時間（目安）

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―

インスリンに関連した「実際の事故事例」、「その背景・要因」および「事故防止対策の
ポイント」等の紹介を通じて、インスリン関連事故の特徴やその留意点等を学びます。
※本学習教材は、日本医療機能評価機構の了解の下、医療事故情報収集等事業から公表されてい
る報告書を参考にして作成しています。

33頁
18分

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
―

薬剤の疑義照会に関連した「実際の事故事例」、「その背景・要因」および「事故防
止対策のポイント」等の紹介を通じて、疑義照会関連事故の特徴やその留意点を学
びます。
※本学習教材は、日本医療機能評価機構の了解の下、医療事故情報収集等事業から公表されてい
る報告書を参考にして作成しています。

33頁
18分

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―

新型コロナウイルス感染症に関連した「実際の事故事例」、「その背景・要因」および
「事故防止対策のポイント」等の紹介を通じて、通常とは異なる状況下であることが要
因として発生している事故の特徴やその留意点を学びます。前半と後半の２部構成
になっています。
※本学習教材は、日本医療機能評価機構の了解の下、医療事故情報収集等事業から公表されてい
る報告書を参考にして作成しています。

前半
23頁（1５分）
後半

20頁（1５分）

17
医用テレメータの適切な利用に
ついて

医用テレメータなどの機器類におけるトラブルは、患者に重大な結果を招く可能性があ
ります。臨床工学技士や、施設管理部門の方だけではなく、医師、看護師など実際
に機器を利用する方も臨床現場で発生しやすいトラブルを理解し、対応策について
学びます。

20頁
18分

18
医療者が押えておきたい接遇のポイ
ント

医療機関においてなぜ接遇が必要なのかを、医療者と患者側との認識の違いや場面
を想定しながら考えます。後半は医療機関で求められる接遇の基礎をポイントを押さ
えながら学びます。

17頁
15分

【2023年 4月～】 テキスト教材コンテンツ一覧 （3/3）パーソナル版

※学習時間（目安）：弊社職員が学習教材に目を通した際の参考時間です。熟読して学習した場合は、45分程度要します。
※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

【参考資料】

各テーマをクリックするとサンプル資料が閲覧できます！

NEW

NEW

https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/254
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


■■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

（20230403）


