
株式会社me研修

「医療機器研修関連業務」を支援いたします。
me研修 .com は、『医療法に基づく「従業者に対する医療機器の
安全使用のための研修」100％ 達成支援サービス』です。

エムイー・ケンシュウ・ドットコム



研修のこんなことでお困りではありませんか？
医療機器安全管理責任者の皆さま、「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修」のこんなことに困っていませんか？

平成25年8月、総務省は、特定機能病院以外の中小病院においても「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修」を実施するよう求めています。この

背景として、『特定機能病院以外の医療機関で発生した医療事故の中には、従業者に対する特定機器の使用方法に関する研修不足が原因とされるものが、

平成23年度は補助循環装置で1件、人工呼吸器で5件、血液浄化装置で4件みられた。』と報告し、『特定機能病院以外の医療機関においても、特に安全使用

に際して技術の習得が必要と考えられる医療機器について、各医療機器の設置状況や使用頻度等を考慮した上で、定期的な研修を行うよう措置すること。』

と勧告しています。　※「医療安全対策に関する行政評価・監視＜結果に基づく勧告＞」

me研修.comで、均質な内容の研修を、確実に、毎年達成することができ、管理しにくかった不定期の新入職員や関連施設からの異動者へのタイムリーな対

応と、継続した研修履歴管理によって、キャリアパスにも利用できるメリットがあります。そして、結果的には、使用者すべてが、年2回、最新かつ、質の高い研修

を受講できることによって、職員の士気も上がり、また医療事故も未然に防止することを実現いたします。

はじめに

研修対象の
医療機器が

よくわからない！

研修内容と
質を高めて
維持するのが
大変！

何社ものメーカさんに
お願いして日程を決め

るのは大変！

対象職員が 800 人
もいて研修参加と
フォローアップが
出来ない！

院内では
講師をやって
くれる人が　  
 忙しすぎる！

6特定機器
だけでも
20機種以上
ありそう！

臨床業務に
専念できない！

院内に
適当な会場も
研修用の実機
もない！



まかせて安心！ 100％達成支援サービスです。
me研修.com は、『医療法に基づく「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修」100％ 達成支援サービス』です。

代表取締役 / 臨床工学技士　杉浦  陽一

日本政府が行う海外での病院建設や医療機材

供与プロジェクトにおいて、約15年間、医療

機器の選定、設置、教育、修理などに技術系

コンサルタントとして関わってまいりました。

また、日本国内では1000床を超える規模の大

学病院本院で、ME機器管理室長として立ち上

げを行い、その後も、350床病院において、臨

床工学室長および医療機器安全管理室長とし

て、MEセンター構築と医療機器の安全管理に

取り組んでまいりました。

ME（エムイー）とは、Medical Engineering（メディカルエ

ンジニアリング）の略で「医用工学」と訳され、一般的には、

医療機器のことを指してME機器と呼んでいます。

社名には、直感的に、ME機器の研修を専門に扱う会社とし

て親しまれ、優しいイメージの小文字を使用したme研修とし、

また、主要サービスの愛称としては、“.com”（ドットコム）

を組み合わせました。

me研修.comの研修達成100％支援サービスが
すべてを解決いたします。

医療法で求められる医療機器の研修を確実に繰り返し開催するための環境を整備いたします。

　・対象機器の調査～優先順位の決定、各々機器のメーカ担当者さまへの研修依頼
　・メーカさまと研修資料や確認小テスト作成、研修会場、研修用実機、講師さまご都合などを考慮 した年間
　　スケジュールの作成
　・研修ポスターの作成～研修会場でのPC受付、研修の実施、研修受講者リストの明示、フォローアップ
　　計画策定～実施

　 まで、すべてご支援させていただきます。

社名の由来

me + 研修 + .com

お任せ下さい！

はい、
ご報告致します。

はい、
現在 ICUに10名、
病棟に5名ですが、
今月中には所属の
全員が受講を完了
いたします。

今年度、全医療
職員の医療機器別
研修計画はどう
なっていますか？

この人工呼吸器の
研修を受講している人、
使用しても良い人は
何人いますか？

医療従事者のみなさんは自信をもって医療機器をご使用いただけるのでモチベーションもアップします。
そしてもちろん、医療法第25条第1項の規定に基づく立ち入り検査への備えも万全です。



me研修.comの100％達成支援サービス
『医療法に基づく「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修」100％ 達成支援サービス』です。 均質な内容の研修を、確実に、毎年達成することができます。

医療機器安全管理責任者・実務者さまを支援する３つの強力ツール

① 『me研修ブラウザ』 、② 『me研修スケジューラ』、③ 『me研修クラウドシステム』

① me研修ブラウザ

② me研修スケジューラ

③ me研修クラウドシステム

me研修.com
サーバ

ご施設専用サイト（平成２９年度～運用開始）

【年間研修カレンダー】

【研修対象機器リスト】

【個人研修記録】

【診療科研修記録】

【研修コースカード】

ご施設様による利用は平成 28 年度予定

ご施設様による利用は平成 28 年度予定

【研修中間報告】

【研修対象者名簿】

【個別年間研修計画】

・研修コース設計
・ハンドアウト作成
・確認小テストのご提案
・会場調整・確保
・講師の手配（メーカほか）
・実機の手配（メーカ借用）

・研修計画機器リスト
・対象職員名簿
・研修計画参加状況
   【診療科別】【部署別】【職種別】【個人別】

・メーカー・代理店リスト
・医療法に基づく報告書
・最新医療安全情報

・診療科 /部署別年間計画
・機種別年間計画
・職種別年間計画
・会場別年間計画

対象医療機器や対象職員の明示及び報告書を作成いたします

年間研修計画・研修カレンダーを作成いたします。

「me研修クラウドシステム」によりご施設専用サイトでの進捗管理・状況共有ができます。

※グループ病院など複数ご施設で契約の場合、グループ専用サイトをご利用になれます。

me研修
ブラウザ

me研修
スケジューラ

IN OUT



『医療法に基づく「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修」100％ 達成支援サービス』です。 均質な内容の研修を、確実に、毎年達成することができます。

契約から実施の流れ

契約

1

1

2 3 4 5 6
調査
お打合せ

調査・お打合せ 4 研修に向けた準備作業

2 お見積り 5 研修・フォローアップ

3 ご契約 6 中間・最終報告書提出

お見積り ご契約 研修に向けた
準備作業

研修・フォロー
アップ

中間・最終
報告書提出

・  ご施設の研修状況についてお伺いいたします。
・  対象医療機器の納入業者さま、製造販売業者さまに
　関してお伺いいたします。
・  アウトソーシング可能な範囲や目標についてお打ち合
　わせさせて頂きます。
・  対象医療機器が明確でない場合、別途調査をお受け
　いたします。

・ メーカからの講師派遣が困難な場合には弊社社員
  （医療従事者）が講師を代行いたします。
・ 会場はご施設内で、ご施設の機器を使用いたします。
・ 遠隔地出張サービス・復職支援研修も行います。

院内の会場が使用できない場合は、派遣講師により、
弊社が用意する駅前などアクセスのよい会議室などの
提供も可能です。（この場合、複数契約ご施設の合同
開催となる場合があります。）

① 法令や立入検査で求められることがわからない
② 対象医療機器が良く分からない
③ 研修内容のアイデアが欲しい
④ 分かっているけど忙しくて手が出せない
などのお困りをお伺いし、調査・診断の上、報告書を
提示いたします。
→ 詳細は裏ページをご覧ください

・  メーカ各社の担当者さまとの窓口を一元管理致します。
・年間スケジュールを作成致します。（院内会場使用）
・メーカ担当者さまと協力して研修内容、資料、確認
　テストを作成いたします。
・実機が必要な場合の手配をいたします。（メーカから
　の借用は有料となることがあります）
・研修を定義する研修コースカードを作成します。

・  研修当日には受付業務を支援し、データベースを基に
　参加者の PC登録を行います。
・  未受講者のフォローアップ研修の準備～実施～ フォロ
　ーアップをご支援致します。

・  研修ごとの、参加率、達成率を診療科別、部署別、
　職種別、個人別、機種別、などでタイムリーに報告い
　たします。
・  年２回、すべての研修の報告書を作成いたします。

　そのまま医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検
　査報告にご使用頂けます。

・  調査、お打合せを元にお見積書を提出致します。
・  業務請負仕様書・契約書を提示致します。

さあ、『医療法に基づく「従業者に対す
る医療機器の安全使用のための研修」
100％達成』にむけて  GO !

派遣講師による院内研修コース

見積書

○○大学病院
医療センター様

15874-24 A25BG

※ 複数メーカの複合コースも可能です。また、実施が困難で、達成率が上がらない場合、弊社講師による時間外や土日、祝日の開催も可能です。
　 半日で６機種達成コースなど、臨機応変に対応いたします。

派遣講師による院外会場研修コース 『とりあえず見に来てパック』

１機種 
３万円～
 

会場により
条件が
異なります

聞き取り
調査・診断
＋
報告書
＝５万円
消費税、交通費別消費税、交通費別

セミナールーム
銀座・新宿・横浜

※



東京都中央区日本橋３丁目２番１４号 新槇町ビル別館第一 ２階
TEL : 03-4455-4066（代表）　　　　　                       　 
E-mail：sugiura@me-training.co.jp　URL：http://me-training.co.jp

株式会社me研修

行政通知・指導の変遷

① 新しい医療機器の導入時の研修の実施と記録
② 特定機能病院における定期研修の実施と記録

第1回フォローアップ調査
① 新しい医療機器の導入時の研修の実施と記録
② 特定機能病院に加えて、特定機能病院以外の医療機関における定期研修の実施と記録

適切な研修方法等についてガイドラインとして取りまとめ、医療機関に周知する。

『医療法第25条第1項の規程に基づく立ち入り検査要綱』を改正し、「従業者に対する医療機器の安全使用のための
研修」が適正に実施されていることの確認を行う、とした。

総務省および厚労省の通知を受けてガイドライン「医療機器安全管理指針 II」- 適正使用のための研修 -を作成し、関
係者に配布した。

第2回フォローアップ調査実施（予定）

【病床数・規模別】対象職員、研修対象機器、研修回数の例

人工心肺装置
１機種
４名

１回＋補講１回
（年４回）

補助循環装置
２機種
３０名

２回＋補講１回
（年８回）

人工呼吸器
７機種
２０名

７０回＋補講１回
（年１４２回）

血液浄化装置
２機種
２０名

２回＋補講１回
（年６回）

除細動器
２機種
８００名

１６回＋補講１回
（年３４回）

閉鎖式保育器
２機種
２０名

２回＋補講１回
（年６回）

『とりあえず見に来てパック』
どうぞ、

私たちにお任せ

ください！聞き取り
調査・診断
＋
報告書
＝５万円

消費税、交通費別

①ご面談 ② 調査・診断 ③ご報告

コンサルタントを派遣
（全行程３時間）

医療機器リスト等から
必要事項を確認

面談、調査結果より
報告書を作成・提出

医療機器リストや実際の機
器を拝見し、配置や台数、
さらに稼働や保守管理の状
況などの必要事項を確認い
たします。

医療機器安全管理責任者さま、
看護部長さま、臨床工学部長
さま、事務長さま、そして病
院長さまなどから、医療機器
の研修についての現状をお伺
いいたします。

① 医療機器研修の実情
② 行政が求める理想の研修
③ 年間研修計画（案）
④ 立ち入り検査への対応

３００床
４００人
１０機種
１００回 /年 +

２０床
５０人
４機種
４０回 /年 +

クリニック

大規模病院

中小病院

５００床
８００人
１６機種
２００回 /年 +

平成19年3月

平成 25 年 8月

平成 26 年 8月

平成 26 年 9月

平成 26 年10月

平成 27年

※ 6 特定機器以外に、輸液ポンプ、シリンジポンプ、AEDなどの高度管理医療機器を含みます。


