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● 質問・提案をお寄せください → advice@ppscamp.net
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● 輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム」参加者を募集します
●「医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門」が始まります
● 質問掲示板「災害時のプライマリーケアに必要な知識」をご活用ください
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支援ツールをアップしました
● 行動目標４ WHO手指衛生ガイドライン・キャンペーン各種ツール
フォーラム・セミナー等のご案内

→ 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/shiryou̲koho.html
基本デザイン → パートナーズ専用ページ／メニュー

このたびの東日本大震災により被災されたみなさまに
心よりお見舞い申し上げます

緊急提案「被災者支援のための緊急提案」
をアップしました
＊公開ページ／トップ → 緊急提案 からご覧ください

共同行動からのお知らせ

院内改善取り組み推進の支援を希望する病院を募集します
行動目標７
「事例要因分析から改善へ」の支援チームが、改善活動の取り組みを希望する施設の募
集を開始しました。募集要領をアップしましたのでご覧ください。
＊公開ページ／トピックス からご覧ください。

WHO SAVE LIVES: Clean Your Hands（命を救う手指衛
生推進）
キャンペーンのご案内
行動目標４
「医療関連感染症の防止」支援チームからWHO SAVE LIVES: Clean Your Hands
キャンペーンのご案内をいたします。
このキャンペーンは、医療従事者の手指衛生を推進するものであり、WHOによる患者安全のため
の初めての世界的な挑戦

Clean Care is Safer Care プロジェクトの主要部分です。
すでに世

界の多くの国の医療施設が賛同し、活動を始めています。
SAVE LIVES, Clean Your Hands キャンペーンでは、今年も5月5日を手指衛生推進のため
の様々な取り組みを実施する日とし、キャンペーンに参加する医療施設の登録を受け付けています。
手指衛生の取り組みの進行状況をたどり、活動を計画し、手指衛生行動の持続を目指すことが、
この
キャンペーンのねらいです。
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参加施設は、①WHOのメッセージに従って行動する、②手指衛生に関する自己アセスメントを含め、
自施設における5月5日の活動計画を立てる、③専用のwebページを作成するなど5月5日の取り
組みを強調・共有する方法を構築する、④未登録の他施設に参加を呼びかける等を実施します。
WHOでは、
このキャンペーンに関する情報・ツールを以下に公開しています。
http://www.who.int/gpsc/5may/en/
皆様、奮ってご参加ください。
（ご登録はこちらから：http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/index.html ）
※WHO手指衛生ガイドライン・キャンペーン各種ツールが、共同行動ＨＰに行動目標４の支援ツー
ルとしてアップされています。どうぞ、
ご利用ください（詳細は本号3ページをご参照ください）。

「輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム」参加者を募集します
行動目標５ａ
「医療機器の安全な操作と管理−輸液ポンプ・シリンジポンプ」の支援チームが、
テルモ
メディカルプラネックスを利用して、医療安全担当者・輸液ポンプ教育者を対象に、医療安全要素を
取り入れた指導者向け研修プログラムを６月１５日（水）
・１６日（木）
に開催します。ぜひご参加くだ
さい（詳細は http://kyodokodo.jp/event̲list.html からご覧ください）。

「医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門」が始まります
自治医科大学シミュレーションセンター長、河野龍太郎教授による「医療安全へのヒューマン
ファクターズアプローチ入門」が６月１９日（日）から開講になります。ぜひご参加ください（詳細は
http://kyodokodo.jp/doc/event/110619.pdf をご覧ください）。

質問掲示板「災害時のプライマリーケアに必要な知識」をご活用ください
被災地で医療活動を展開している方々をサポートするため、
ホームページ
（公開ページ）
に質問掲示
板「災害時のプライマリーケアに必要な知識」
を開設しました。
被災地の医療スタッフは、専門外の分野にも対応せざるをえないことが多くあります。そのようなと
きに適切な指導を行えるように、災害時のプライマリーケアに必要な知識について、各分野の専門
家の方々と現場の医療スタッフ、双方向からの情報交換の場を提供いたします。助言、質問等、
ご投
稿をお待ちしています。
（最終的には掲示板に投稿された内容を整理し、
マニュアル作りを進めていく予定です）
＊公開ページ／トップ → 質問掲示板「災害時のプライマリーケアに必要な知識」のボタン
（http://kyodokodo.jp/bbs/）→ 掲示板一覧からジャンルを選んでクリックしてください。
［掲示板一覧］
運動器の問題／リハビリテーション／血液疾患／寒さ対策について／避難所施設の医療安全管理
について／プライマリケアに関する関連学会のリンクページの紹介／災害医療に関する関連学会
のリンクページの紹介／循環器疾患の問題／脳，頸動脈疾患の問題／脈管疾患の問題／呼吸器疾
患の問題／上部消化管の問題／肝臓疾患の問題／胆道疾患の問題／膵疾患の問題
下部消化管の問題／鼠径部ヘルニア，大腿ヘルニア，閉鎖孔ヘルニアの問題／肛門疾患の問題／
便秘の問題／妊娠，出産の問題／小児科疾患の問題／糖尿病，内分泌疾患の問題／慢性腎臓病の
問題／眼科疾患の問題／心のケア／急に中止してはいけない薬、および発生する合併症／妊娠中
に内服してはいけない薬、
どうしても必要なときには内服できる薬／その他
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「災害時の医療安全」のページを更新しました
被災地で医療に従事されている皆様のための情報を随時アップいたします。
＊公開ページ／トップ → 災害時の医療安全（http://kyodokodo.jp/saigai.html）
［追加アップ情報］
◇自己導尿をされている方へ (PDF)（2011.4.15)
◇ 血友病被災患者・家族の方々のための相談窓口とQ&A／日本血栓止血学会 (2011.4.14)
◇日本プライマリ・ケア連合学会のホームページ
（2011.4.20)
◇ 国立感染症情報センター

東北地方太平洋沖地震関連のホームページ
（2011.4.20)

パートナーズ専用掲示板をご利用ください
パートナーズ専用ページ
（参加登録施設・参加団体・支援チーム向けのページ）
に開設されている掲
示板は、参加登録施設どうしの情報交換の場、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。自施設での事例や質問、提案、教訓等をお寄せください。支援チームの先生方か
らもアドバイス、質問への回答など、随時投稿していただきます。ぜひご利用ください。
＊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）
→「パートナーズ専用掲示板」のボタン をクリックしてください。

支援ツールをアップしました
行動目標４

WHO手指衛生ガイドライン・キャンペーン各種ツールを
アップしました

新潟県立六日町病院の市川高夫先生が翻訳された資料が掲載されています。
・WHO手指衛生に関する文書、
日本語訳文総覧
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/WHO̲CCiSC̲chart.html
・WHO手指衛生ガイドライン要約版
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/W-GuidelineHandHygineSumJP.pdf
・WHO手指衛生自己評価フレームワーク2010
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/hhsa̲framework̲October̲2010JP.pdf
・WHO「あなたの手指衛生の５つの瞬間」
ポスター
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/Your̲5̲Moments̲For̲Hand̲
Hygiene̲PosterJP.pdf
・WHO手洗い法のポスター
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/WHOHHwithWaterSoapA4.pdf
・WHO手指衛生のポスター
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/WHOHHwithABHRA4.pdf
＊公開ページ／トップページ／メニュー →「９つの行動目標と推奨する対策」→「支援ツール一覧／
行動目標４／TOOL BOX」→ 閲覧登録してお入りください（無料でどなたでも簡単に登録できます。
閲覧登録はこちら ）
。
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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

輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム（目標５ａに関連）
日程：６月１５日
（水）
・１６日
（木）
会場：テルモメディカルプラネックス ＥＡＳＴ
（神奈川県足柄上郡中井町）
＊詳細は http://kyodokodo.jp/event̲list.html をご覧ください。

医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門（目標７に関連）
日程：６月１９日
（日）、７月１０日
（日）、８月７日
（日）
、９月１８日
（日）
、１０月１６日
（日）
場所：自治医科大学付属病院

地域医療情報研修センター

＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/110619.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）
〈鹿児島地区〉
日時：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

〈北海道室蘭地区〉
日時：９月３日
（土） 13：
００〜17：
００
（12：00から製品展示）
会場：室蘭市市民会館
〈岐阜地区〉
日時：10月22日
（土） 13：
００〜17：
００
会場：長良川国際会議場

国際会議室（岐阜県岐阜市）

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

フォーラム・セミナー等のスケジュール
5月１4日（土） 弾性ストッキング・コンダクター講習会（鹿児島地区）
６月１５日（水）
・１６日（木） 輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム
６月１９日（日）、
７月１０日（日）、
８月７日（日）、
９月１８日（日）、
１０月１６日（日）
医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門
９月３日（土） 弾性ストッキング・コンダクター講習会（北海道室蘭地区）
10月22日（土)

弾性ストッキング・コンダクター講習会（岐阜地区）

★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
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/
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