
在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務サービスマークの認定に係わる 

第 26 回受託責任者更新時講習会(オンデマンド講習) 
開催のご案内 <第 4 報> 

 
< 重要なお知らせ > 
 

本年度の受託責任者更新時講習会は、新型コロナウイルス感染症防止の観点か

ら、講習会場での講習をとりやめとし、受講者全員の方が各自の PC 等を用いて受講

していただくオンデマンド講習といたしました。 

詳しいオンデマンド講習の受講方法等は、受講票送信の際にお知らせいたします。

ここでは受講申込から受講票の送信までについての手順等をお知らせいたします。 

また、今回から受講対象、申込者の方々へのご案内、受講票等を e-mail で配信

しますので受講申込方法の「受講申込に先立ってのお願い」、「受講申込方法」をよく

お読みくださいますようお願いいたします。 

なお、今後、実施方法、仕様等が変更になることがあるかもしれませんので、ご承知お

きください。当初予定しておりました講習会場にお集まりいただく必要はありませんのでご

注意願います。 

 
< 講習の詳細 > 
〇受講対象者 

サービスマークに係る当該業務の受託責任者は、３年に１回の受講が義務付けられていますので、基

本的には次の講習会を修了された方が対象となります。 

① 平成 29(2017)年度 在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検従事者研修講習会 

② 第２3 回更新時講習会(2017 年度) 

※平成 30年度以降のこれら講習会を修了された方も受講可能ですので、受講を希望される方は、

JIMGA医療ガス部門までお問合わせ下さい。 

※受託責任者でない方は、受講されなくても構いませんが今後、受託責任者になる場合、前回修了した講

習会開催年度から ３年経過すると、再度「在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検従事者研修

講習会」(２日間コース)を受講しなくてはなりませんのでご留意願います。 

 

○受講申込期間   
 2020 年 8 月 11 日（火）～9 月 11 日（金）１９時まで【締切日厳守】 
 ※締切日以降の申込受付はできませんのでご注意ください。 

 

○オンデマンド講習を受講できる期間 

2020 年 10 月 7 日(水)10 時～20 日(火)23 時 59 分まで 
 ※受講期間内に全ての講義を必ず受講してください。受講期間終了後の受講はできません。受講されな

かった場合は、未受講・未修了となりますので、ご注意ください。 

 ※9 月 28 日(月)10 時から 10 月 6 日(火)16 時までまで受信状況を確認できる『動画確認サイト』

を開設します。受講票に記載してある URL、ID、PW を用いて受信状況の確認をしていただくことができ

るようになります。 

 ※オンデマンド配信期間中は、受講票に記載してある URL、ID、PW を入力後、『オンデマンド講習サイト』

に自由な時間に入り受講していただくことができるようになります。 

※講義数は 8 講義、総講義時間は 315 分を予定しています。なお、冒頭の挨拶は、講義ではありませ

んが視聴していただく必要があります。 



※この期間中に、8 講義すべてを受講いただいた後、アンケートに記入後、修了証書の発行が可能となる

仕様としています。 

 

○使用するテキスト 
オンデマンド講習受講開始日の 1週間前までに受講者宛に発送いたします。届かない場合は事務局

までご連絡をください。 

 

○受講票の配信 

（１）受講料入金確認後、受講申込者毎の「受講票」を配信会社から配信します。 

（２）「受講票」には、『動画確認画面』および『オンデマンド講習サイト』にログインするために必要な各 URL、

ID（受講番号）、PW が記載されています。大切に保管してください。 

（３）9月 18日(金)までに受講票メールが配信されない場合は、HOT事務局までご連絡下さい。    

E-mail：hot@jimga.or.jp  TEL：03-5425-1188 

（４）在宅酸素第 26回受託責任者更新時講習会の受講票送信元アドレスについて 

受講票送信元メールアドレス：  info@openskyschool.jp  

つきましては、上記メールアドレスが迷惑メール等として受信拒否されないようご手配方よろしくお願いし

ます。 

受講票は 9 月 18 日（金）10 時以降送信予定としています。 

 

以下は、送信される受講票のイメージです。（文面は変更されることがあります）                                                                     

在宅酸素第 26 回受託責任者更新時講習会受講サイトのご案内 

(オンデマンド講習受講票) 

上杉 謙信 様 

 

在宅酸素第 26回受託責任者更新時講習会(オンデマンド講習)にお申込みいただきありがとうござい

ます。 

「在宅酸素第 26回受託責任者更新時講習会受講サイト」にログインするために必要な、URL、

ID(受講番号)・パスワードをご案内します。 

「動画確認サイト」にも同じ URL、ID、パスワードでログインすることができます。 

 受講本番前には、「動画確認サイト」にログインしていただき PC等の受信状況等の確認を必ず済ませ

ておいてください。 

 URL      https://www.openskyschool.jp/hot1-jimga/ 

 ID(受講番号)  ｋ23-456 

 パスワード     5eSGkns1n 

 受講者氏名   上杉 謙信 

なお、それぞれのサイトの URL およびログイン可能期間は以下のとおりとなっています。 

ログイン可能期間以外のログインはできませんのでご注意ください。 

動画確認サイト 

 ログイン可能期間 2020 年 9 月 28 日(月)10：00～10 月 6 日(火)16：00 

オンデマンド講習サイト 

 ログイン可能期間 2020 年 10 月 7 日(水) 10：00～10 月 20 日(火)23：59 

受講前に動画確認サイトへログインして動作確認、操作確認を確実に行っていただき、受講期間を有

効にご使用ください。 

                                                      

 

mailto:hot@jimga.or.jp　
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〇受講料 

（１）受講料は以下の通りです。なお、振込手数料はご負担願います。 

①  JIMGA 会員企業の方   18,920 円(テキスト、送料込み：税込み） 

②  その他 (①以外の方)     21,010 円(     〃     ：  〃  ） 

（２）受講料は、支払期日までにお支払いください。 

（３）入金が確認できない場合は、受講票の発行ができませんのでご注意ください。 

（４）支払期日以降は、個人的理由・会社の都合によるキャンセルにかかる受験料の返金はいたしかねますの

でご了承ください。 

（５）オンデマンド講習配信期間中、やむを得ず配信停止・中断等をせざるを得ない事態が発生することも予

想されます。配信停止・中断等を行った場合の対応については、その都度オンデマンド講習サイト内、

JIMGA ホームページでご案内いたします。なお、配信中止をした場合、受講料を除き個人的損害につい

ての保証はいたしかねますので、予めご了承ください。 

（６）受講料振込先 

    みずほ銀行 芝支店  普通 4708554 

      名  義  シャ）ニホンサンギョウイリョウガスキョウカイ 

※ 「一般社団法人」は省略できます。 

※ 振込人名義は、個人・法人ともかまいません。 

※ 個人でお振込の場合、個人名と会社名(入る範囲)を記入してください。 

※ 複数人の振込みも可能です。 

（７）受講料振込確認 

受講料の振込控、ATM の利用明細等を PDF で申込書を Excel と一緒に hot@jimga.or.jp まで

メール送信して下さい。なお、振込を会社名、あるいは複数名分をまとめて会社名や代表者名で行った場

合は、必ず申込書の通信欄等に該当受講申込者全員の氏名を入力して下さい。 

  
○支払期日    

   2020 年 9 月 11 日（金） 

  ※ 受講票は入金確認後の配信となります。  
 

〇受講申込方法 

（１）受講申込に先立ってのお願い 

今回から受講対象者の方々にご案内、受講票等を e-mailで配信します。従来は、皆様方の受講履

歴のリストを元にハガキで受講案内をし、申込のあった方へハガキで受講票を送付してきたため、皆様方の

e-mail アドレス等のデータベース情報が当協会には存在しない状態です。 

つきましては、以下の URL を開いていただき「受託責任者データベース入力画面」にお名前、電話番

号、企業情報、メールアドレスの記入を 2020 年 8 月 31 日(月)までにお願いいたします。 

URL：https://www.openskyschool.jp/redirect/jimga.html 

 

入力開始日：2020 年 7 月 21 日(火)  
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「受託責任者データベース入力画面」イメージ (仕様を変更する場合があります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受講申込方法 

① （１）での入力が完了すると入力完了メールと受講申込書の URL(ブラウザ)が配信業者より配

信されます。 

② 受講申込書に必要事項を記入した上、受講料の振込控、ATM の利用明細等を PDF で添付し

hot＠jimga.or.jp に返信してください。 

③ 受講料入金を JIMGA事務局で確認後、配信業者より受講票、ID、PW が配信されます。 

④ 以後、講習会のご案内、オンデマンド講習終了案内等が配信業者より配信されます。 

なお、今回の受講対象者以外の全ての受託責任者の方も「受託責任者データベース入力画面」に

お名前、電話番号、企業情報、メールアドレスの記入をお願いいたします。入力完了後の入力完了配

信時に受講申込書が URL で添付されますが、本年度対象ではない方は、申込は不要です。 

今回の受講対象者以外の方の入力の最終入力締切日：2020 年 10 月 30 日(金)とさせていた

だきますのでこの日までに入力をお願いいたします。 

〖お問合せ先〗 
一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門 

〒105-0012 東京都港区芝大門２－８－１３サクセス芝大門ビル４階 

        TEL．03-5425-1188     FAX．03-5425-1189 

    e-mail：hot@jimga.or.jp          

    ※e-mail での申込が出来ない方は、事務局までお気軽にご連絡下さい。  

事務局 白坏(シロツキ)、須藤まで 
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●受講環境 

インターネット接続の可能な PC あるいはタブレット端末であれば受講が可能です。 

スマートフォンでの受講も可能ですが、画面が小さいためお勧めできません。 

自撮り用カメラの有無や OS の違いによる影響はありません。 

LAN ケーブル、Wi-Fi などを考慮し、受信状況の良いところで受講してください。 

●利用推奨環境（OS/ブラウザ） 

以下のご利用環境にて、問題なく受講できることを確認しております。 

動画再生に問題が発生している場合は、ご利用環境内での動画再生をお試しください。 

ただし、利用推奨環境での再生をお試しいただいても端末（パソコン、スマートフォン、タブレット等）や 

ネットワーク上のフィルタ等により正常に動作しない場合があります。 

■パソコンでの受講動作環境 

OS ：Windows（8.1 / 10）、macOS 最新版 

ブラウザ： 

Internet Explorer 11 

Firefox（最新版） 

Google Chrome（最新版） 

又は   Microsoft Edge（最新版） 

Safari（最新版) ※macOS での利用のみ 

■タブレットでの受講動作環境 

タブレット：Android5.0 以降／iOS11 以降 

※ブラウザは、Android 端末をご利用の場合は Chrome、iOS 端末をご利用の場合は Safari をご利

用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義番号 科　目　等
所要時間

(分)

受講

確認

テスト

講　師　等

0
2020年度在宅酸素更新時

講習会開催挨拶
5 なし 在宅酸素部会長　吉川　勝英

1 在宅酸素療法に関する関連法令 50 あり
厚生労働省医政局

係長　　　　山田　寛之

2
在宅酸素療法における看護の実際

住み慣れた場所でその人らしく
60 あり

おもて参道訪問看護ステーション

所長　　　　高橋　洋子

3

医療関連サービスマーク制度

在宅酸素療法における酸素供給装置

の保守点検業務

20 なし
医療関連サービス振興会審査部

課長　　　　高橋　一郎

4 サービスマーク実地調査における注意点 30 なし
医療関連サービス振興会

実地調査指導員　　池田　和喜

5
在宅酸素療法に係わる最近の

医療動向2020
60 あり

東京医療保健大学

教授　　　　　　　石原　照夫

6 過去のヒヤリハットに学ぶ 50 あり
日本産業・医療ガス協会

HOT研修実行委員会　　加藤　俊康

7

酸素供給装置の保守点検サービス

方法　概論

　・濃縮装置

　・液化酸素装置

　・酸素ボンベ

40 あり
日本産業・医療ガス協会

HOT研修実行委員会　橋　弘樹

在宅酸素療法用における酸素供給装置の保守点検業務サービスマークの認定に係る

第26回受託責任者更新時講習会プログラム(オンデマンド講習)

オンデマンド講習配信期間:2020年10月7日(水)10時～20日(火)23時59分まで

*所要時間についての詳細は、オンデマンド講習ブラウザ内のプログラムに記載していますので本表示と若干異なることがあ

ります。


