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● 成功事例・参考事例を募集しています

共同行動からのお知らせ
●７月に京都で「肺塞栓症予防国際フォーラム／肺塞栓
症予防セミナー／市民公開講座」を開催します
● 中心静脈カテーテル挿入指導医用ハンズオンセミナー
の参加者を募集します
● シンポジウム「医療安全全国共同行動支援セミナー
〜安全で質の高い医療をめざして〜」が開催されます
●「輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム」参加者を
引きつづき募集します
● 院内改善取り組み推進の支援を希望する病院を引き
つづき募集します
● 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
● パートナーズ専用掲示板をご利用ください

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

フォーラム・セミナー等のご案内

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

災害時の医療安全

質問掲示板［災害時のプライマリーケアに必要な知識］ 緊急提案
＊公開ページ／トップ からご覧ください

共同行動からのお知らせ

７月に京都で「肺塞栓症予防国際フォーラム／肺塞栓症予防
セミナー／市民公開講座」
を開催します
行動目標２
「周術期肺塞栓症の予防」
に関連して、
７月２３日
（土）
・２４日
（日）
に京都で
「肺塞栓症予防
国際フォーラム／肺塞栓症予防セミナー／市民公開講座」を開催いたします（主催：医療安全全国
共同行動、肺塞栓症予防国際フォーラムin Kyoto実行委員会）。詳細は追ってホームページでご
案内いたします。

中心静脈カテーテル挿入指導医用ハンズオンセミナーの参加
者を募集します
行動目標３ｂ
「危険手技の安全な実施−中心静脈カテーテル」
に関連して６月４日（土）
に仙台で中心
静脈カテーテル挿入指導医用ハンズオンセミナーが開催されます
（主催：東北大学病院医療安全推
進室、東北大学病院CVセンター、東北大学病院卒後研修センター、共催：医療安全全国共同行動、
テルモ株式会社）。詳細は http://kyodokodo.jp/event̲list.html からご覧ください。
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シンポジウム「医療安全全国共同行動支援セミナー〜安全で
質の高い医療をめざして〜」
が開催されます
第11回アジアメディカルショー（７/２１〜２３、福岡市）の中で特別シンポジウム
「医療安全全国共同
行動支援セミナー〜安全で質の高い医療をめざして〜」
が開かれます。
詳細は http://www.kyuren.jp/ams.html/saiji.html をご覧ください。

「輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム」参加者を引きつづき募集します
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。
このプログラムの特徴は、精密医療機械である輸液ポンプ・シリンジポンプの安全な使い方を、看護
ケアに即したシナリオシミュレーションで学べる内容となっていることです。さらにその教育指導の担
い手になっていく人材育成を目的としています
（使用した教育教材一式を持ち帰って活用できます）。
詳細は http://kyodokodo.jp/event̲list.html からご覧ください。

院内改善取り組み推進の支援を希望する病院を引きつづき募集します
行動目標７
「事例要因分析から改善へ」の支援チームでは、改善活動の取り組みを希望する施設を
引きつづき募集しています。
詳細は http://kyodokodo.jp/doc/110421mokuhyo7̲bosyu.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
http://kyodokodo.jp/bbs/index.htm
［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／プライマリー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

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。
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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

中心静脈カテーテル挿入指導医用ハンズオンセミナー（目標３ｂに関連）
日時：６月４日
（土） １３
：
００〜１７
：
００
会場：仙台国際センター 白樫２ http://www.sira.or.jp/icenter/
主催：東北大学病院医療安全推進室、東北大学病院CVセンター、東北大学病院卒後研修センター
共催：医療安全全国共同行動、
テルモ株式会社
＊詳細は http://kyodokodo.jp/event̲list.html からご覧ください。

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）
監修：武蔵野赤十字病院 医療安全推進室 杉山良子
後援：医療安全全国共同行動
＊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（目標７に関連）
定員に達したため締め切られました
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。

肺塞栓症予防国際フォーラム／肺塞栓症予防セミナー／市民公開講座
日程：７月２３日
（土） 肺塞栓症予防セミナー、市民公開講座
会場：みやこめっせ
（京都市左京区） http://www.miyakomesse.jp/
日程：７月２４日
（日）
肺塞栓症予防国際フォーラム
会場：グランドプリンスホテル京都（京都市左京区） http://www.princehotels.co.jp/kyoto/
主催：医療安全全国共同行動、
肺塞栓症予防国際フォーラムin Kyoto実行委員会
＊詳細は追ってホームページにアップいたします。

アジアメディカルショー特別シンポジウム（第11回アジアメディカルショー内）

医療安全全国共同行動支援セミナー
〜安全で質の高い医療をめざして〜（すべての目標に関連）
日程：７月２３日
（土） １３
：
１５〜１６
：
００
会場：福岡国際会議場
（アジアメディカルショー第２会場） 福岡市博多区石城町2-1
http://www.marinemesse.or.jp/congress/
主催：九州医療機器団体連合会、
福岡県医療機器協会
共催：医療安全全国共同行動
＊事前に参加のお申し込みが必要です。
＊詳細は http://www.kyuren.jp/ams.html/saiji.html をご覧ください。
＊第11回アジアメディカルショー（７/２１〜２３）については http://www.kyuren.jp/ams.html/
をご覧ください。
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弾性ストッキング・コンダクター講習会（目標2に関連）
〈仙台地区〉
日時：７月１日
（金） 13:２５〜17:00
会場：仙台国際ホテル D会場
〈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 をご覧ください。

フォーラム・セミナー等のスケジュール
６月４日（土） 中心静脈カテーテル挿入指導医用ハンズオンセミナー
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
（仙台地区）
７月１日（金） 弾性ストッキング・コンダクター講習会
７月２３日（土)

肺塞栓症予防セミナー、市民公開講座

７月２３日（土)

医療安全全国共同行動支援セミナー

７月２4日（日)

肺塞栓症予防国際フォーラム

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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