
 

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。
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【受 講 料

 

【申込期間

 

【申込方法

 

【申込先及び担当窓口

 

【そ の 他

 平成 30

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。

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。

催】 ＩＭＳ
イ ム ス

グループ本部事務局

程】 平成 30 年

8 月 28 日

               

場】  1.イムス横浜国際看護専門学校

    2.イムス池袋会議室

※アクセスマップ参照

 

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

2. 医療安全管理を学ぶ意欲のある医療従事者

員】 40 名 

料】 全日程受講

部分受講

※受講料の振込先に

期間】 平成 30 年

※応募者多数の場合は選考の上、

   ご案内送付の際は、勤務先のご住所に

   ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

方法】 「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

及び担当窓口

ＩＭＳ
イ ム ス

グループ本部事務局

〒170-0013

Tel：03-6912

E-mail：e

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。

30 年度 
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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 28 日（土

日（火）、8 月 30

                                      

イムス横浜国際看護専門学校

イムス池袋会議室  

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

全日程受講 1 名   

部分受講 1 講座 1 名

受講料の振込先に

年 6 月 11 日（

※応募者多数の場合は選考の上、

ご案内送付の際は、勤務先のご住所に

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

及び担当窓口】 

グループ本部事務局

0013 東京都豊島区東池袋

6912-5236 

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。

ＩＭＳ
イ ム ス

 医療安全管理者養成講習会
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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

（土）、8 月 1

30 日（木）                      

                          

イムス横浜国際看護専門学校  

  東京都豊島区東池袋

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

名   \ 3,000

受講料の振込先につきましては

（月）～平成

※応募者多数の場合は選考の上、

ご案内送付の際は、勤務先のご住所に

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、

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

東京都豊島区東池袋

 

center@ims.gr.jp 
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ＩＭＳ
イ ム ス

グループ主催

医療安全管理者養成講習会
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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

1 日（水）、8 月

                      

                          

  神奈川県横浜市緑区長津田

東京都豊島区東池袋

 

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）  

3,000 （税込） 

つきましては、受講決定通知と併せて

～平成 30 年 6 月 30

※応募者多数の場合は選考の上、7 月 13 日（

ご案内送付の際は、勤務先のご住所に申込者ご本人様宛てに送付いたします。

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、郵送

イムス医療従事者生涯教育センター

東京都豊島区東池袋 1-33-8 NBF

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
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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 6 日（月）、

                      

                          

神奈川県横浜市緑区長津田

東京都豊島区東池袋 1-33-8 ＮＢＦ池袋タワー

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。 

、受講決定通知と併せて

30 日（土） 

日（金）までに参加の可否を

申込者ご本人様宛てに送付いたします。

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

郵送または E-mail

イムス医療従事者生涯教育センター

NBF 池袋タワー

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 20 日（月

                          

                               

神奈川県横浜市緑区長津田 6-20-

ＮＢＦ池袋タワー

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

、受講決定通知と併せてお知らせいたします。

までに参加の可否を

申込者ご本人様宛てに送付いたします。

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。

mail にてお送り

イムス医療従事者生涯教育センター 内藤・影山

池袋タワー13 階 

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。 

（月）、8 月 22

    全 7 日間 41.5

20-24 

ＮＢＦ池袋タワー13 階 

にあたる予定のある

お知らせいたします。 

までに参加の可否をお知らせします。

申込者ご本人様宛てに送付いたします。

ご自宅宛てへの変更等、送付先にご希望がございましたら、お知らせください。 

にてお送りください。 

内藤・影山 
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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 

 

22 日（水）、 

41.5 時間 

のある者。 

 

します。 

申込者ご本人様宛てに送付いたします。 
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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。 

 

 

 

              

 

 

 

 

                            



1．イムス横浜国際看護専門学校

〒226-0027

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 横浜線・東急田園都市線「長津田」駅

 

2．イムス池袋会議室

〒170-0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

東武東上線・西武池袋線「池袋」駅

 

イムス横浜国際看護専門学校

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

イムス池袋会議室 

0013 東京都豊島区東池袋

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

東武東上線・西武池袋線「池袋」駅

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

 

東京都豊島区東池袋

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

東武東上線・西武池袋線「池袋」駅

会場アクセスマップ

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 6-

横浜線・東急田園都市線「長津田」駅南口

東京都豊島区東池袋 1-33-8 ＮＢＦ池袋タワー

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

東武東上線・西武池袋線「池袋」駅東口より徒歩

 

会場アクセスマップ

 

-20-24 

南口より徒歩 12

ＮＢＦ池袋タワー

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

より徒歩 8 分 

 

会場アクセスマップ

12 分 

ＮＢＦ池袋タワー13 階 

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅

会場アクセスマップ 

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅東口より徒歩より徒歩 8 分 


