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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

医療安全全国フォーラムを11月18日に開催します
ご案内が遅れていました医療安全全国フォーラムを下記の日程で開催いたします。 ふるってご参加
ください。

日時 ： ２０１１年１１月１８日（金）　13：30～17：30
会場 ： 日本医師会館（東京都文京区本駒込２-２８-１６   ＪＲ山手線駒込駅南口より徒歩約10分／東  
　　　 京メトロ南北線駒込駅より徒歩約10分／都営地下鉄三田線千石駅より徒歩約８分）   
　　　 http://www.med.or.jp/jma/syozaiti.html

＊プログラムを鋭意準備中です。１０月中旬に共同行動ホームページからプログラムと参加申込み方
法をご案内いたしますので、いましばらくお待ちください。

共同行動の報告と提案をHPにアップします
『医療安全全国共同行動（２００８～２０１０）の報告と提案』ができました。 共同行動ＨＰから閲覧でき
ますので、ぜひご覧ください。
＊公開ページ／トップ → 『医療安全全国共同行動（２００８～２０１０）の報告と提案』

目標１支援チームが相談窓口を設置しました
目標１「危険薬の誤投与防止ベストプラクティス16」に関する相談窓口をパートナーズ専用ページ

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］
＊公開ページ／トップ からご覧ください
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に開設しました。 これから取り組もうとしている施設、未だ十分に成果が上げられないでいる施設で
お困りの場合は、ぜひご相談ください。
＊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
ナーズへのお知らせ」の中の該当項目をクリックしてください。

　日本手術看護学会（JONA）は、手術医療・看護を取り巻く社会情勢の理解を深め、手術看護専門
領域の教育・研修を行い、実践に基づいた研究をすることにより、手術室看護師の質の向上と役割拡
大を図り、人々の健康とQOLの向上に寄与することを目的とした団体です。
　医療を取り巻く環境は、大きな変化の中にあります。 少子・高齢化、医師・看護師不足および偏在、
また、看護教育の高学歴化などにより、看護業務の拡大が言われております。 厚生労働省はじめ看護
教育の現場、麻酔科・外科系の医師らが新しい役割を模索しています。 本学会は、このような情勢にお
いて、変化に流されるのではなく、しっかりと向き合って対処し、前進していきたいと考えております。
　本学会は、医療安全全国共同行動「いのちをまもるパートナーズ」に賛同し、患者さんと医療者が
ともに安心して治療に専念できる医療安全対策の事業を推し進め、学会活動はもとより、手術医療
現場で手術安全の手順（※）についてのマニュアル「タイムアウト」を作成し、ホームページに掲載し
ております。 全国的調査でもタイムアウトの実施が十分にできていない施設が多く、今後、安全な手
術医療を行う上でタイムアウトの実践は世界標準となるので、すべての施設で取り組みがなされる
よう本学会として強力に推進していきます。
　また、中堅者・管理者研修、手術看護認定看護師のフォローアップ研修などを企画し、医療安全に
ついての研修を行うとともに、全国11ブロックある地区学会での研修においても、年に一回医療安
全に関する研修を企画実施しております。 国内の学会はもとより、国際周術期看護師連盟（IFPN）、
米国周術期看護師協会（AORN）などの国際学会との連携を深めるとともに、アジア地区のネット
ワークの構築と手術看護の情報の共有化を図るためにアジア周術期看護師協会（ASIORNA）を
組織し、医療の質、安全の確保と向上を目指し、周手術期看護の一層の発展のために、さらにネット
ワークを強固にし、世界に向けて新たな情報を発信していきたいと思います。

※日本手術看護学会推奨「手術看護手順」
　（本学会HP会員専用ページ　掲載項目）
１．手術患者・手術部位の誤認防止
２．体内異物遺残防止
３．摘出された臓器・組織・検体の取り扱い
４．深部静脈血栓症（DVT）の予防
５．手術中の低体温の予防
６．手術室における輸血の取り扱い
７．手術野で使用する薬剤の取り扱い
８．手術室における地震対策
９．インプラントの取り扱い
10．ラテックスアレルギー患者への安全対策

参加団体の活動紹介参加団体の活動紹介

日本手術看護学会の「医療安全」に対する取り組み

日本手術看護学会の活動

日本手術看護学会副理事長

栗田 衛

麻酔導入前、タイムアウトの
実施場面
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11．周手術期の手術看護記録の記載内容について

＊日本手術看護学会のホームページ　http://www.jona.gr. jp/index.shtml
第２５回日本手術看護学会年次大会が２０１１年１１月４日（金）・５日（土）、名古屋国際会議場にて開
催されます。 詳細は上記ＨＰでご案内していますので、どうぞご覧ください。

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

全国フォーラム

医療安全全国フォーラム
日時 ： ２０１１年１１月１８日（金）　１３：３０～１７：３０
会場 ： 日本医師会館　
        （東京都文京区本駒込２-２８-１６　http://www.med.or.jp/jma/syozaiti.html）　
主催 ： 医療安全全国共同行動
＊詳細は１０月中旬より共同行動ホームページにてご案内いたします。

9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

心臓血管外科専門医認定機構医療安全講習会
日時 ： ２０１１年１０月９日（日）　15：15～16：00
会場 ： 名古屋国際会議場　http://www.nagoya-congress-center.jp/
主催 ： 第64回日本胸部外科学会学術集会　http://www.congre.co.jp/jats64/index.html
＊詳細は心臓血管外科専門医認定機構へお問い合わせください。
　TEL.03-3812-4253 　FAX.03-3816-4560
　http://cvs.umin.jp/ 　cvs-master@umin.ac.jp

　　  第13回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 in 岩国
　　　～プロセス指向による医療の質改善活動～

日程 ： ２０１１年１０月２８日（金）～２９日（土）
会場 ： 山口県民文化ホールいわくに（シンフォニア岩国／山口県岩国市）
大会長 ： 内山哲史（岩国市医療センター医師会病院　病院長）
内容：患者中心の医療を展開し、医療の質改善に取り組む病院が一堂に会し、TQMやQCサー
　　　クル活動などの改善の成果を発表し互いに研鑽するフォーラムです
主催 ： 医療のＴＱＭ推進協議会　http://tqmh.jp/INDXTQM.html
＊詳細は http://www.tqmh.info/ 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）
〈岐阜地区〉
日時 ： 2011年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）
〈神奈川地区〉
日時 ： 2011年11月5日（土）　13：００～17：００
会場 ： 聖マリアンナ医科大学　臨床講堂（川崎市宮前区） 

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。
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　　  第３回輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム（目標５ａに関連）
日程 ： ２０１１年１2月7日（水）　１０：００～１７：３０
　　　　　　  １2月8日（木）　９：００～１５：３０　※２日間セットの研修です　
会場 ： テルモメディカルプラネックス（神奈川県足柄上郡中井町）
対象 ： 医療安全担当者・教育担当者（院内でのポンプ研修の指導に当たる方）
募集人数 ： １２名（各施設１名まで） 定員になり次第締切
監修 ： 武蔵野赤十字病院　杉山良子
主催 ： テルモ株式会社　後援 ： 医療安全全国共同行動
＊詳細は http://kyodokodo.jp/event_list.html をご覧ください。

　　  第８回臨床初期研修医セミナー
日時 ： ２０１１年１１月５日（土）　９：００～１１：４５（定員１６名）
会場 ： 沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）
受講申込 ： ９月５日受付開始先着順
受講資格 ： 臨床麻酔学会第31回大会参加者
＊詳細はＪＡＭＳホームページ（http://www.jsdam.com/）からご覧ください。
＊日本臨床麻酔学会第31回大会（１１月３～５日、沖縄コンベンションセンター）については
　http://ryukyu-daigaku.jp/jsca2011/ をご覧ください。

 第6回医療安全推進フォーラム in 広島
日時 ： ２０１１年１１月１９日（土）　10：００～16：00
会場 ： ＲＣＣ文化センター　http://www.rccbc.co.jp/  （広島県広島市中区橋本町5-11）
主催 ：  日本精神科看護技術協会
＊詳細は http://kyodokodo.jp/111119.html をご覧ください。

委員会シリーズ 医療安全（仮）
［東京］　日時 ： ２０１２年１月１８日（水）
　　　   会場 ： 東京研修会場（品川キャナルビル7階）
［京都］　日時 ： ２０１２年２月２２日（水）
　　　   会場 ： 京都研修センター（烏丸ビル8階）
主催 ：  日本精神科看護技術協会
＊詳細は日本精神科看護技術協会ホームページ http://www.jpna.jp/ をご覧ください。

　　  第2回医療安全管理者養成研修会
日程 ： ２０１２年１月１２日・１３日・１４日、２月９日・１０日・１１日
会場 ： 有明フロンティアビル　Ａ棟４階会議室（東京都江東区）／予定
備考 ： 研修修了書授与あり
応募締切 ： ２０１１年１２月２０日（予定）
主催 ： 医療の質・安全学会　
＊詳細は http://www.procomu.jp/qshseminar/ をご覧ください。
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 医療安全管理者養成研修会
日時 ： ２０１2年２月６日（月）～１０日（金）　
会場 ： 京都研修センター（烏丸ビル8階）
主催 ：  日本精神科看護技術協会
＊詳細は日本精神科看護技術協会ホームページ http://www.jpna.jp/ をご覧ください。

ひとことアドバイス ひとことアドバイス

　「肺塞栓症予防国際フォーラム in Kyoto」の一環として、7月23日（土）に京都市みやこめっせで
「肺塞栓症予防セミナー」と「市民公開講座」が開催されました。 この運営に、行動目標８「患者・市民
の医療参加」支援チームも参画致しました。
　肺塞栓症予防のためには、医療者と患者が共同して予防することが重要であり、患者の協力が必要
であると言われています。 では、患者・市民には具体的に何ができるのでしょうか。 今回の市民公開講
座でたくさんのアドバイスが示されました。
　例えば次のようなことが考えられます。
・早期離床と積極的な運動(ベッド上でも)などの予防を積極的に行う 。
・弾性ストッキングを正しく装着し、自己管理を行う。
・下肢腫脹・疼痛、ホーマンス徴候などの自覚症状がある時には出来るだけ早く医療従事者に告げる。
・もし血栓症が発症しても速やかに診断・治療を受けられるよう、家族も一緒になって血栓症に対す
　る理解を深める。
　また、今回の「肺塞栓症予防国際フォーラム in Kyoto」において、静脈血栓塞栓症（VTE）予防に
関する国際共同声明（仮訳）が採択されました。 この声明の最初に「VTEのリスクに関する一般人の
関心と情報のレベルを高める。 Raise levels of public awareness and information around 
the risks of VTE」と記されています。
　さて、目標8ではハウツーガイドを更新し、Ver.3がＨＰにアップされています※。 また、行動目標2
支援チームと共同で作成した、周術期肺塞栓症予防に関する患者説明用のリーフレットをツールと
して提供しています。 そのまま印刷できるものと、病院名を記入して印刷できるものがありますので、
活用していただきたいと思います※※。

※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８／ハウツーガイド」
※※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８／支援ツール」→パンフレット「手術を受けられる患者さまへ：肺血栓塞栓症・深部
静脈血栓症を予防するために」
→どちらも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ます。 閲覧登録は
こちら）

＊ひとことアドバイスは、公開ページ／トップページ／メニュー →「相談室」→「ひとことアドバイ
ス」からご覧ください。

肺塞栓症予防のために患者ができること

患者・市民の医療参加（目標８）

行動目標８「患者・市民の医療参加」支援チーム  飯島 久子
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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 

★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

10月9日（日）
10月16日（日）
10月22日（土）
10月28日（金）～29日（土）
11月3日（木・祝）

11月4日（金）

11月4日（金）～5日（土）
11月5日（土）
11月5日（土）
11月18日（金）
11月19日（土）
12月7日（水）～8日（木）
1月12日・13日・14日
2月9日・10日・11日
1月18日（水）
2月6日（月）～10日（金）
2月22日（水）

2011年

2012年

心臓血管外科専門医認定機構医療安全講習会
医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門
弾性ストッキング・コンダクター講習会（岐阜地区）
第１３回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in岩国
第４１回ＤＡＭ実践セミナー
第１４回高機能患者シミュレータワークショップ
第４１回ＤＡＭ実践セミナー
第１４回高機能患者シミュレータワークショップ
第１４回ＣＶＣ指導者養成コース
第８回臨床初期研修医セミナー
弾性ストッキング・コンダクター講習会（神奈川地区）
医療安全全国フォーラム
第６回 医療安全推進フォーラム in 広島（日精看）
第３回輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム
第2回医療安全管理者養成研修会（医療の質・安全学会）
第2回医療安全管理者養成研修会（医療の質・安全学会）
委員会シリーズ 医療安全（日精看）
医療安全管理者養成研修会（日精看）
委員会シリーズ 医療安全（日精看）　
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