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●成功事例・参考事例を募集しています

　→http://kyodokodo.jp/ トピックス内

●質問・提案をお寄せください→advice@ppscamp.net

●標準化病院死亡比（HSMR）を算出してお知らせします

　→http://kyodokodo.jp/hsmr.html　

　お問い合わせは toHSMR@ppscamp.net

●参加登録病院用のバナーができました！

　→パートナーズ専用ページ／トップページ

●参加登録方法に関するＱ＆Ａ→http://kyodokodo.jp/faq.html 

　参加登録事項変更等に関するＱ＆Ａ

　→パートナーズ専用ページ／Ｑ＆Ａ

●キャンペーンポスターをご利用ください

　完成版→http://kyodokodo.jp/shiryou_koho.html

　基本デザイン→パートナーズ専用ページ／メニュー

パートナーズ専用掲示板がオープンしました！
参加登録施設のみなさまの情報交換にご利用いただける掲示板をパートナーズ専用ページに開設
しました。 質問や提案、お悩みのことなど、どうぞお気軽にご投稿ください。 それぞれの話題に対す
るご意見やアドバイスなども書き込んでいただけます。 支援チームの先生方からも質問への回答や
アドバイスを投稿していただきます。 ぜひご活用ください。
＊パートナーズ専用ページトップ （ログインＩＤとパスワードは参加登録時にお知らせ）の「パートナ
ーズ専用掲示板」のボタンからお入りください。

ポスター発表をHPからご紹介しています
昨年11月の医療安全全国フォーラムでポスター発表をいただいた病院の活動報告をホームペー
ジで順次ご紹介しています。 こちら からご覧ください（２月末までにアップ完了の予定です）。
掲載をご承諾いただいた病院の皆様、ご協力ありがとうございました。

標準化病院死亡比（HSMR）算出用データの受付けを延長しま
した̶３月末まで受付けます
HSMRモニター病院の新規登録申し込みとデータ提出を3月末まで受付けます。
HSMRモニター病院に新しく参加される病院は、2008年1月～2010年12月までのDPCデー
タ(様式１)をお送りください。 データが半年分しかない場合は半年分だけでもかまいません。 半年

共同行動ホームページ（公開ページとパートナーズ専用ページ）の閲覧ガイドを作成しました
ぜひご利用ください（この号の4～7ページに掲載しています）　
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ごとのHSMRを算出してお知らせします(無料)。
＊詳細は、 パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／ＨＳＭＲモニター病院募集からご覧ください。
すでにモニター病院としてご協力いただいている病院は、2010年12月までの未送付データをご
送付いただきますようお願いいたします。 送付に当たっては、 データ送付方法のガイド をご参照く
ださい。
なお、英国のブライアン・ジャーマン教授から、2011年前半データ分(7－8月提出)・後半データ分
(来年1－2月提出)の算出にも協力いただけるとのご了解を得ています。 ただし次回以降は実費負
担をお願いすることになりそうです。 ５月頃にご案内いたしますので、改めてご判断ください。

肺塞栓予防推進に関する国際フォーラムと共同行動支援セミナー、７月開催予定
英国でも肺塞栓予防全国キャンペーンが始まったのを機会に、医療安全全国共同行動と肺塞栓予
防推進フォーラムを共同開催したいとの提案があり、7月24日(日)京都開催の方向で検討中です。
またこれに合わせて、肺塞栓予防のための病院・診療所向け支援セミナーの開催を7月23日または
24日の予定で準備しています。 確定次第改めてご案内申し上げますので、奮ってご参加ください。

「安全な手術̶WHO指針の実践」のセミナーを４月に開催の予定です
近日中に日程を確定してご案内いたします。

参加登録施設の基礎データの登録について
病院基礎データの入力項目の中に、平成22年度のデータをお願いしているものがありますが、これ
につきましては年度終了後の入力で結構ですのでご了解ください。

　世界保健機構(WHO)は、2008年に「安全な手術のためのWHOガイドライン」を提唱している。
当院においてもWHO指針を念頭に安全な手術のための取り組みを行っており、その活動事例を紹
介する。
　当院では術前の合併症や全身状態により手術室への歩行入室を施行している。 その際、手術部入
室口で患者本人に名前をフルネームで名乗ってもらい患者確認を行っている。 加えて予定された手
術室に入室する時には、再度主治医、麻酔科医、看護師で患者氏名を確認し、担当看護師がIDリスト
バンドによる患者認証を行っている。 麻酔科医は病院情報システムによる患者認証だけでなく、独自
に麻酔記録システムにおいても患者認証を行うことで患者誤認防止に努めている。 主治医は、手術
室入室前に手術部位にマーキングを行い、手術室入室時、手術執刀前にそれぞれ看護師、麻酔科医
とともに確認を行うことにしている。 また手術執刀前に、手術チームである術者、麻酔科医、看護師が
共同で最終確認として、患者氏名、手術部位、術式を発声し、タイムアウトを実施している。
　当院におけるすべての全身麻酔・区域麻酔症例を麻酔専門医が担当しており、患者の呼吸・循環・
疼痛管理などの周術期管理を安全に行っている。 手術における大量出血には、麻酔科・輸血部・臨床
技術部が連携して「危機的出血への対応ガイドライン」に沿って、安全かつ迅速に急速輸血ができる
体制が構築されている。

病院の活動紹介 病院の活動紹介 

安全な手術̶ＷＨＯ指針の当院における実践

鹿児島大学病院の活動

鹿児島大学病院　手術部　磯脇 純和
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　手術異物遺残防止の対策として、手術にはＸ線不透過ガーゼを使用し、手術各時期で看護師はマ
ニュアルに沿ってガーゼカウントを行うこととし、ガーゼカウントの一致を認めるまで手術手技を進行
させないことにしている。 また、術者はガーゼカウント、術野確認、Ｘ線確認などにより総合的に体内
異物遺残がないことを確認したうえで閉創することとし、開腹・開胸手術では、手術終了後原則として
手術室内で全例Ｘ線撮影を行い、異物残留がないことを確認した後に退室することを義務付けている。
　病理標本取り違え防止策として、病理のオーダリングをオンライン化し、個々の病理標本はバー
コード読み取りにすることで対応している。
　重篤な周術期合併症である下肢静脈血栓症(DVT)による肺血栓塞栓症予防策として、術前に
DVTの危険因子などを参考に下肢静脈エコーによる検索を行い、DVTが検出された症例では抗血
栓療法を行い、DVTが検出されなかった症例では周術期に弾性ストッキング着用と観血的空気圧迫
法による対応を行っている。
　専属薬剤師による手術室内薬剤管理や臨床工学技士による手術・麻酔機器の管理や点検を行い、
そして毎週外科系医師・麻酔科医・看護師によるミーティングにより手術チームのコミュニケーション
を図っている。

＊病院の活動紹介は、 公開ページ／トップページ／メニュー → 「パートナーズの活動」 → 「病院の
活動紹介」 からご覧ください（各地のフォーラム・セミナー等で発表された事例の一部もご覧いただ
けます）。

フォーラム・セミナー等のご案内フォーラム・セミナー等のご案内

8目標に関連するフォーラム、セミナー、シンポジウム、講習会

沖縄県医師会医療安全対策講習会（すべての目標に関連）
日時 ： ２０１１年２月２７日（日）　13:00～16:30
会場 ： 沖縄県医師会館３階ホール
主催 ： 沖縄県医師会
共催 ： 沖縄県歯科医師会、沖縄県看護協会、
　　　沖縄県薬剤師会、沖縄県臨床工学技士会
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/110227.pdf をご覧ください。

弾性ストッキング・コンダクター講習会（目標2に関連）
〈大阪地区〉
日時 ： 2011年3月12日（土）　12:45～17:00
会場 ： 薬業年金会館　会議室３０１号、４０１号、４０２号（大阪市中央区）
　　   〈三重地区〉
日時 ： 2011年3月26日（土）　13:00～17:00（１１：００～ストッキング/機器 展示）
会場 ： アストプラザ　アストホール（三重県津市）
〈鹿児島地区〉
日時 ： 2011年5月14日（土）　13:00～17:00
会場 ： 鹿児島大学医学部歯学部附属病院　鶴陵会館大ホール

主催 ： 日本静脈学会弾性ストッキング養成委員会
＊詳細は http://www.js-phlebology.org/japanese/sscc/index.html
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ホームページをご活用ください！
［公開ページ：どなたでも閲覧できます］
共同行動ホームページ（公開ページ）では、医療安全の実践に役立つ資料やツールを多数提供してい
ます。 一般の病院や診療所、どなたにもご利用いただけます。
［パートナーズ専用ページ：参加登録施設・参加団体・支援チーム向けの専用ページです］
共同行動に参加登録をされますと、参加登録施設向けのホームページ「パートナーズ専用ページ」も
ご利用いただけます（参加登録時にログインＩＤとパスワードをお知らせします）。 ネット相談室、掲示板、
事例情報など、不特定多数の方が見る公開ページでは不適切と思われる情報の提供や率直な情報交
換の場として活用いたします。 アップ情報は、ＨＰやウェブマガジン、メール等でお知らせいたします。

［パートナーズの活動紹介］
全国の施設からお寄せいただいた医療安全の取り組み事例が掲載されています。 貴施設のご参考
に、ぜひご覧ください。
１． 全国フォーラム（2010.11.）のポスター発表資料
２． 参加登録施設からの成果報告
３． 病院の活動紹介（地域フォーラム等で発表された事例もご紹介しています）
４． 参加・協力団体の活動紹介
5． アンケート調査

［支援ツール／９つの行動目標と推奨対策］
目標別に各種支援ツール（TOOL BOX内）を掲載しています。 どなたでもダウンロードしてご利用に
なれます。 各支援ツールの内容一覧は こちら からご覧ください。
★あらかじめ簡単な閲覧登録（無料）をしてお入りください。  閲覧登録は こちらから
　（スライド資料とハウツーガイドは２０１１年版を準備中です）

［相談室］
目標別のＱ＆ＡやＨＳＭＲに関するＱ＆Ａ、および支援チームからひとことアドバイスを掲載しています。

［参考資料］
ダウンロードしてお使いいただける各種資料を掲載しています。
１． 共同行動の概要を説明する資料
２． 共同行動への参加を呼びかける資料
３． 医療安全に関する資料 
４． 共同行動が紹介された新聞・マガジン 
５． 関連リンク 

［キャンペーン・ツール］
共同行動のキャンペーン用のポスター、リーフレット、ビデオ等各種ご用意しています。
１． 共同行動キャンペーンポスター、目標別ポスター
　 ＊公開ページトップ ＞ 広報資料・参考資料 ＞ 広報用資料　
２． 共同行動リーフレット、チラシ
　 ＊公開ページトップ ＞ 広報資料・参考資料 ＞ 広報用資料　　

公開ページのご案内
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３． 共同行動を紹介するビデオ映像
　 ◉キャンペーンビデオ
　 各界から寄せられた応援メッセージも入っている、共同行動のイメージビデオです。（約５分）
　 ＊公開ページトップ ＞ 広報資料・参考資料 ＞ キャンペーンビデオ　
　 ◉海外からのメッセージ
　 イギリス、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、スコットランド、アメリカ、北アイルランド、ブラジルか
　 ら寄せられた共同行動へのメッセージビデオです。（約７分）
　 ＊公開ページトップ ＞ 広報資料・参考資料 ＞ 海外からのメッセージ　
　 ◉Ｄ．バーウイック博士（米国医療の質改善研究所ＣＥＯ）のメッセージ
　 “10万人の命を救え”キャンペーンからのビデオメッセージです。
　 ＊公開ページトップ ＞ 日本語字幕付き17分、  日本語字幕付き短縮版5分
4． キャンペーングッズ
　  共同行動のロゴマークが入ったＴシャツやクリアファイルなどを頒布しています。

［ご挨拶］
共同行動に寄せていただいたご挨拶文を掲載しています。

［共同行動の概要］
共同行動2011の提案、共同行動の推進体制、ＨＳＭＲのご案内などを掲載しています。

［参加登録］
新規登録、登録の継続の手続きができます。 参加登録に関するＱ＆Ａも掲載しています。

［パートナーズ］
参加登録施設、参加団体・協力団体、東北地域推進拠点、後援団体の一覧がご覧になれます。
（2011年版を準備中です）

［医療安全関連情報へのリンク］
医療の質と安全に関する情報を公開・提供している機関のページへアクセスできます。

［世界は今］
海外からのお知らせ（患者安全に関するフォーラムやセミナーのご案内）、患者安全世界共同行動（Ｗ
ＨＯ「安全な手術のためのガイドライン」について）、応援メッセージ、コラム～海外からのたより（世界
の動きを伝える情報やコラム）を掲載しています。

［医療安全のための提案／寄稿］

［応援メッセージ］
各界で活躍する方々から寄せられた共同行動への応援メッセージを掲載しています。

［私たちがんばっています－患者／市民の皆様へ］
安全確保のためにがんばっている医療現場の様子を伝えるショートビデオです。

［フォーラム／セミナーの報告］
全国フォーラム、地域フォーラム、セミナー、共同行動応援イベント、応援コンサート等の内容報告を
掲載しています。 ２０１０年１１月の医療安全全国フォーラムの報告・資料 はトップページからご覧に
なれます。

［フォーラム／セミナーの案内］
最新情報、および過去のイベント情報がご覧になれます。
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［パートナーズ専用掲示板］
参加登録施設の情報交換の場、および支援チームの先生方への質問、相談等にご活用いただけます。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ 「パートナーズ専用掲示板」ボタン

［HSMRモニター病院募集］
ＨＳＭＲについての説明と募集案内、申込用紙、データ送付方法のガイドが掲載されています。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／ＨＳＭＲモニター病院募集

［共同行動キャンペーン］
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／共同行動キャンペーン（広報資料）
１．キャンペーンポスター
共同行動キャンペーンポスターと目標別ポスターをダウンロードできます。 目標別ポスターは、完成
版のほかに写真を自由に差し替えてお使いいただけるイラストレータファイルも掲載していますので、
貴施設独自のポスターを作成することができます。
２．バナー、ロゴマーク等
参加登録施設用バナー、ロゴマーク、行動目標のデザイン画像、共同行動への参加呼びかけバナー
など、参加登録施設用のツールです。 ダウンロードして、貴施設のＨＰやリーフレットなどにお使いく
ださい。
３．応援コンサート
医療安全全国共同行動“いのちをまもるパートナーズ”応援コンサートの開催をサポートします。 開
催のご案内とともに、問合せ票が掲載されています。
４．キャンペーングッズ
現在、公開ページと同内容です。

［パートナーズの活動紹介］
参加登録施設からの成果報告や地域フォーラムでの発表事例のうち、専用ページ限定公開のものを
掲載しています。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／パートナーズの活動紹介

［フォーラム発表資料］
全国フォーラムや地域フォーラムの発表資料のうち、専用ページ限定公開のものを掲載していきます。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／フォーラム発表資料

［参考資料］
公開ページの［参考資料］にリンクしています。 今後、専用ページ限定公開資料も掲載していく予定です。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／参考資料

［Ｑ＆Ａ］
参加登録後の手続きやマイページに関するＱ＆Ａを掲載しています。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／Ｑ＆Ａ

［ひとことアドバイス］
専用ページ限定公開のアドバイスを掲載します（準備中）。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／ひとことアドバイス

［成功事例募集］
貴施設の取り組み上の工夫や成功事例、他の施設の参考になる事例を募集しています。
＊パートナーズ専用ページトップ ＞ メニュー／成功事例募集

パートナーズ専用ページのご案内 ★ ログイン してご利用ください
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［講演・共催名義の使用について］
フォーラムやセミナー、講習会などで共同行動の後援名義や共催名義をご使用いただく場合の説明
と申請書式を掲載しています。

医療安全全国共同行動 “いのちをまもるパートナーズ” 
ウェブマガジン What's on, Kyodokodo 編集室
E-mail: secretariat@kyodokodo.jp  URL: http://kyodokodo.jp/

フォーラム・セミナー等のスケジュール 

２０１１年2月27日（土）
　　　３月１２日（土）
　　　３月26日（土）
　　　5月１4日（土）

沖縄県医師会医療安全対策講習会
弾性ストッキング・コンダクター講習会（大阪地区）
弾性ストッキング・コンダクター講習会（三重地区）
弾性ストッキング・コンダクター講習会（鹿児島地区）

★ウェブマガジンは毎月1回、配信いたします。 院内にて掲示・回覧・配布等、ご活用ください
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