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全日病発第72号 

2020年7月10日 

2020年9月30日（再） 

各 位 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長 猪 口 雄 二 

医療事故調査等支援担当委員会 

委員長 細 川 吉 博 

 

「第１回 医療事故調査制度事例検討研修会」開催方式変更のご案内 

 

ご案内を発出後、参加申し込みをいただいておりますが、新型コロナウィルスの経緯に鑑み、

開催方式をハイブリッド方式（会場参加・ZoomによるWeb参加いずれも可）に変更します。従来

と同様の会場参加も、自宅や職場からのWeb参加も可能です。この機会にご参加いただき、研修

会を活性化していただきたくお願い申し上げます。以下は、最初の案内文の概要です。 

 

平成 23・24 年度 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業「医療事故発

生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」を受託し、成果に基づいて『院内医療事故調査

の指針 第 2 版』を出版し、『医療事故調査制度に係る指針』をとりまとめました。 

これらの指針を教材に、各病院が院内事故調査を円滑に実施するための考え方と方法を演習

で習得することを目的に、研修会を開催しております。 

医療事故調査制度（本制度）が施行され、医療事故調査・支援センターに報告事例が集積され

ていますが、相談件数は報告件数よりも一桁多く寄せられています。 

当協会も医療事故調査等支援団体として具体的な活動を開始し、支援依頼に対応しております。 

しかし、本制度への対応に関して、遺族や報道関係者等から問題が提起されています。すな

わち、報告時事例数が少ない、報告すべき事例が報告されていない等です。この要因として、

本制度の報告事例の判断の誤りがあります。また、判断困難で支援団体あるいは医療事故調査・

支援センターに相談した場合に、法令と異なった回答を得た事例もあります。 

そこで、本研修会は、事故発生時の本制度の対象事例か否かの判断に迷った事例を中心に、

事例を選択しました。グループワークが中心となりますので、1 病院から複数名の参加が望ま

しいですが、個人の参加もよろしいです。支援団体として手を挙げた会員病院を優先しますが、

そのほかの病院も歓迎します。 

貴院における医療事故調査でお困りの事例がありましたら予め、当協会事務局にメールにて

（jikocyousa@ajha.or.jp）お送りください。研修会時にできる限り回答する予定です。 

この研修会は「医療安全管理者養成講習会」（全日本病院協会・日本医療法人協会共催）の継

続認定の研修会に該当します。早期に定員に達することが予想されます。お早目にお申し込み

下さい。 

なお、昨今の新型コロナウイルスの関係から、研修会当日の集合研修が難しい場合は、オン

ラインでの研修とすることをご了承ください。 

業務ご繁忙中のことと拝察いたしますが、ご参加いただきたくご案内申しあげます。 

敬具 
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第１回 医療事故調査制度事例検討研修会 

実施要領 

 

１．主   催：（公社）全日本病院協会 

 

２．開催日時：２０２０年１０月１８日（日）１０：００～１６：３０ 

       

３．会  場：「全日本病院協会（大会議室）」 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル７Ｆ 

JR 総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩４分 

TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444 

※ハイブリッド方式（会場参加または Web 参加いずれも可）で開催します。 

自宅や職場からの参加も可能です。 

 

４．プログラム（予定・一部変更の可能性あり）：   

開始 終了 概 要 講師・演者（敬称略） 

10:00 10:05 開会挨拶 
全日本病院協会

常任理事 細川 吉博

10:05 10:10 趣旨説明 
全日本病院協会

理事 飯田 修平

10:10 10:30 
院内事故調査制度運用上の問題点 

特に、医療事故の判断について 

練馬総合病院

理事長 飯田 修平

10:30 10:40 
報告対象事例の定義 

―法律・省令・通知― 

ひたちなか総合病院

名誉院長 永井 庸次

10:40 11:10 事例Ⅰ（厚労科研費研究班）グループ討議

11:10 11:20 休憩 

11:20 11:50 事例Ⅰ 発表 

11:50 12:20 事例Ⅱ（質問事例） グループ討議 

12:20 13:15 昼食休憩 

13:15 13:45 事例Ⅱ 発表 

13:45 14:30 事例Ⅲ（質問事例） グループ討議 

14:30 14:40 休憩 

14:40 15:10 事例Ⅲ 発表 

15:10 16:15 総合討議 質疑 

16:15 16:25 まとめ 
練馬総合病院

理事長 飯田 修平

16:25 16:30 閉会挨拶 
全日本病院協会

理事 飯田 修平
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５．参 加 料：会 員１２，０００円（税込１３，２００円） 

非会員１５，０００円（税込１６，５００円） 

（受講料、昼食代を含みます。※オンライン研修となった場合は、昼食代の 

返金はいたしかねますので、ご了承いただきたく存じます。） 

 

６．定    員：６０名 

 

７．申込方法： 

≪WEB で申込みの場合≫ 

①全日本病院協会ホームページ( https://www.ajha.or.jp/)より 

 「教育研修」を選択し、本研修の申込み画面をお開きください。 

 ※スマートフォンをお持ちの方は右記 QR コードよりアクセス可能です。 

 ※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。 

②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。 

 ※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した 

 申込確認メールが届きます。送付された案内をご確認のうえ、 

 参加費を指定期日までにお振込ください。 

 

≪WEB 以外での申込みの場合≫ 

①WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。＜別紙２＞申込書に必要事項をご 

 記入のうえ FAX 03-5283-7444 にてお申し込みください（必ずメールアドレスの記載をお願 

 いします）。 

②申込書の情報を事務局で WEB システムに入力後、ご登録のメールアドレスへ到着確認メー 

 ルをお送りします。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きます。 

 送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

 

※申込後、1 週間経過いたしましてもメールの返信が無い場合は、大変お手数ございますが、 

 下記お問合せのメールアドレスまでご連絡ください。 

 

８．締 切 日：２０２０年１０月５日（月）（定員に達し次第、締切となります） 

 

９．取り消し等：登録情報や参加者の変更、キャンセルにつきましては、下記お問合せのメール 

       アドレスまでご連絡ください。 

       ※ご入金後の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。資料の発送を 

        もってかえさせていただきます。 

       ※接続テストや資料準備の関係から、10 月 5 日（月）以降の参加方式の変更は 

承れません。 

 

10．お問合せ：(公社)全日本病院協会事務局（担当：上田・長戸） 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル７Ｆ 

MAIL：jikocyousa@ajha.or.jp 

 

11．そ の 他：ご宿泊、交通につきましては各自ご手配願います。 

        参加者の個人情報は、適切に処理し、本研修の目的以外には使用しません。 

※参考図書『院内医療事故調査の指針 第 2 版』(2015・メディカ出版)及び、

『院内医療事故調査の考え方と進め方』(2017・じほう)につきましては各自

でご購入ください。 

お申込み用 QR コード 

   

 

 

 

 

 
※お手持ちのスマートフォ

ン等で読み取ると直接申込

フォームへアクセスできま

す。 
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＜ 別紙１ ＞  

 会場案内図 

 

 

研修会名：「第１回 医療事故調査制度事例検討研修会」 

日  時：２０２０年１０月１８日（日）１０：００～１６：３０ 

会  場：（公社）全日本病院協会大会議室 

      JR 総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩４分 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル７Ｆ  

 

 

 

 

アクセス QR コード 
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＜ 別紙２ ＞  

 

「第１回 医療事故調査制度事例検討研修会」 
参 加 申 込 書 

＜申込締切 ２０２０年１０月５日（月）＞ 
 

※原則は WEB より申込みください。WEB で申し込めない場合のみ、本申込書に 

必要事項をご記入のうえＦＡＸよりお申込ください。 
 

ＦＡＸ ０３－５２８３－７４４４ 
 

※楷書にて正確にご記入ください 

病院名 

 

住 所 

〒    － 

ＴＥＬ （     ）     － 

ＦＡＸ （     ）     － 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

※必須 ※記入なしの場合は無効となります。

参加方式 

 

会場参加   ・   ＷＥＢ参加 

                               ※いずれかに○をお願いします。

参加者 

氏 名（フリガナ） 職種 所属部署・または、役職 

   

 

【申込書送付先・問合せ先】 

        公益社団法人全日本病院協会事務局（担当：上田・長戸） 

        F A X：03-5283-7444 

    MAIL：jikocyousa@ajha.or.jp 

 

    ※複数名お申し込みの場合は、本申込書をコピーし、１名につき１通の申込書でお申し込み 

   をお願いいたします。 

※研修会申込者の個人情報は、本研修会の実施に関する目的にのみ使用いたします。 

※事務局にてご申込内容確認後、メールにて「研修会参加確定の連絡・参加費振り込みの 

 お願い」をお送りいたしますので、送信された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日 

 までにお振込ください。なお、参加申し込み後、１週間たっても研修会参加確定の連絡・ 

 参加費振り込みのお願い」のメールが届かない場合は、上記問合せ先に記載されている 

メールアドレスまでご連絡ください。 

※参加料のご入金確認をもって、参加申込手続き完了とさせていただきます。 

※接続テストや資料準備の関係から、10月5日（月）以降の参加方式の変更は承れません。 


