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共同行動からのお知らせ 共同行動からのお知らせ

●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

医療安全全国共同行動ワークショップのお知らせ
４月２８日（土）、２９日（日）に医療安全全国共同行動ワークショップが京都で開催されます。 プログラ
ムと参加募集を３月１5日から共同行動ホームページでご案内いたします。 現在準備中のプログラム
案は下記のとおりです。 ぜひご参加ください。

日時 ： ２０１2年4月2８日（土）、２９日（日）
会場 ： 京都テルサ府民総合交流センター   http://www.kyoto-terrsa.or.jp/conference.html
参加費（予定） ： １万円　※プレワークショップ（実技講習会）から参加される方は１万３０００円

－プログラム（案）－　

４月２８日（土）
【プレ・ワークショップ－実技講習会】
１３：００～１７：００  ＊定員制限あり（先着申込み順）

■事例分析実習（講師　河野龍太郎氏）
■医療機器の安全操作実習（輸液ポンプ＆人工呼吸器・アラーム等）
■診療所の安全手技実習　
【ワークショップ】
（１）１８：００～１８：２０　開会挨拶＆オリエンテーション
（２）１８：３０～１９：３０　教育セミナー

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  （ 公開ページ／トップ からご覧ください）
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●ＲＲＳワークショップのお知らせ
●事務局の代表メールアドレスが変わりました
●継続参加施設で前任者からの引き継ぎができなかった方へ
  支援ツールをアップしました
●行動目標１ 「危険薬の誤投与防止」のハウツーガイド改訂
　版をアップしました
●行動目標Ｓ 「安全な手術－WHO指針の実践」各種ツール
  フォーラム・セミナー等のご案内
  ひとことアドバイス
●危険薬誤投与防止対策「How To Guide」改訂にあたって（目標１）
  病院の活動紹介
●新潟県立六日町病院の活動「手術安全チェックリストへの取り組み」

01

http://kyodokodo.jp/index.html
http://kyodokodo.jp/index.html
http://kyodokodo.jp/index.html
http://kyodokodo.jp/saigai.html
http://kyodokodo.jp/index.html


４月２９日（日）
（３）９：００～１０：４０　全体セッション　　
チームによる改善プロジェクトの進め方、進捗・達成評価の指標づくり、ほか
（４）１１：００～１３：００　目標別分科会①
（５）交流会（昼食時）  　　
（６）１４：００～１７：００　目標別分科会②

RRSワークショップのお知らせ
目標６「急変時の迅速対応」に関連したセミナー、「第1回Rapid Response System(RRS)ワー
クショップ」が３月２５日(日)に開催されます（主催：医療安全全国共同行動、共催：日本臨床救急医学
会、院内救急対応システム検討委員会、後援：日本救急医学会・神戸大学病院）。 ぜひご参加ください。
［開催にあたって］
院内で患者が急変した際の対応策として、従来は心停止に対する蘇生コールシステムの整備を中
心に議論されてきましたが、一旦心停止に至った患者の予後は不良です。 一定の重症基準に達した
患者に早期から対応し、心停止に陥ることを予防するシステムとして、Rapid Response System
（RRS）が注目されています。 本ワークショップではRRSの「概要」「導入のための準備」「起動基準」
「4つのコンポーネント」の講義の後、各病院での課題とRRSの進め方について小グループでディス
カッションを行います。（目標６支援チーム　川嶋隆久）

日時 ： ２０１２年３月２５日(日) １３：００～１７：００ 
会場 ： 神戸大学医学部付属病院 神緑会館 多目的ホール（神戸市中央区楠町7丁目5-2） 
＊詳細はＨＰの 「共同行動カレンダー」 からご覧ください。

事務局の代表メールアドレスが変わりました
医療安全全国共同行動事務局　E-mail: secretariatpartners@kyodokodo.jp
従来のアドレス（secretariat@kyodokodo.jp）も使用可能ですが、なるべく新アドレスをご使用い
ただきますようお願いいたします。

継続参加施設で前任者からの引き継ぎができなかった方へ
 共同行動のホームページは3種類あります

［公開ページ］
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のスタッフの
皆さまはじめ、どなたにもご利用いただけます。
公開ページの内容は サイトマップ　内容一覧 をご参照ください。
★支援ツールが無料でダウンロードできます！
「９つの行動目標と推奨対策」のページに、行動目標別のHow to Guideと各種支援ツールを掲載
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。 
＊公開ページ／メニュー「９つの行動目標と推奨対策」 （http://kyodokodo.jp/index_b.html）
　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
　各支援ツールの内容一覧はこちらから ご覧ください。

［パートナーズ専用ページ］
参加登録施設・参加団体・企画委員会・支援チーム専用の非公開ページです。 共同行動に参加登録
されると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ています）。 ネット
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相談室、パートナーズ専用掲示板、事例情報など、パートナーズ限定の情報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。

［マイページ］
参加登録した施設ごとのページです。 基礎データや登録内容の変更、自己評価データなどの入力
画面を掲載しています。 参加登録施設の連絡担当者、およびデータ入力者のみご利用になれます。
（注）共同行動公開ホームページやパートナーズ専用ページからは入れません。

 よくある質問にお答えします

Ｑ１．マイページへの入り方がわかりません 
マイページのＵＲＬにアクセスしてください（ＵＲＬは参加登録手続きが完了した際に連絡担当者にメ
ールでお知らせしています）。 
　　　　　　　　 ↓ 
貴施設のＩＤとパスワードを入力して［送信］をクリックしてください。 
（ＩＤ…登録時の連絡担当者のメールアドレス　パスワード…登録時にお決めいただいたもの）

Ｑ２．マイページのＵＲＬがわかりません 
共同行動事務局 secretariatpartners@kyodokodo.jp へお問い合わせください。

Ｑ３．マイページに入るためのパスワードを忘れてしまいました
貴施設の「マイページ」に入るためのパスワードが不明になってしまった（ＩＤは持っている）場合は、
下記の方法でお手続きください。
公開ページ／メニュー「参加登録＆変更」　
↓
サブメニュー「参加内容の変更」　
↓
ページ中ほどの パスワードのみを忘れた方はこちら をクリックしてください　
↓
パスワード発行画面にＩＤ（メールアドレス）を入力して［発行］をクリックしてください
↓
既存のパスワードがリセットされ、新しいパスワードが登録済みのメールアドレスへ送信されます

Ｑ４．マイページに入るためのＩＤとパスワードが両方ともわかりません
「連絡担当者が交替した」「紛失した」など何らかの事情で、貴施設の「マイページ」に入るためのＩＤ
(メールアドレス)とパスワードが不明になってしまった場合は、下記の方法で新規にご登録ください。
公開ページ／メニュー「参加登録＆変更」
↓
サブメニュー「参加内容の変更」　
↓
ページ下の方の メールアドレスとパスワードが両方不明の方はこちら をクリックしてください
↓
施設名ほか必要な項目を新規に入力して（新しいＩＤとパスワードもここで設定します）［送信］をクリッ
クしてください。
↓
事務局にて既存の登録内容と照合し、電話等で確認させていただいて、手続き完了となります。
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Ｑ５．院長が変わったのですが、登録した情報を変更するにはどうしたらよいですか？
施設名、代表者名など参加登録情報が変更になった場合、貴施設の「マイページ」の「参加登録情報
閲覧・変更」ページから変更することができます。
〈変更できる項目〉 行動目標、施設名、代表者名（院長、理事長など）、住所、連絡担当者の部署・役
職・電話番号・FAX番号・メールアドレス、連絡担当者の変更

Ｑ６．パートナーズ専用ページへの入り方がわかりません
「パートナーズ専用ページ ログイン」画面（https://kyodokodo.jp/partners/index.php）より、ＩＤ
とパスワードを入力して「送信」をクリックしてください。
※共同行動ホームページ（公開ページ）からもアクセスできます。
公開ページ／メニュー「パートナーズ」 → ページ右上の 「パートナーズ専用ページはこちら」 をク
リックすると、ログイン画面になります。
＊ＩＤとパスワードが不明な場合は共同行動事務局 secretariatpartners@kyodokodo.jp へお問
い合わせください。

支援ツールをアップしました
 行動目標1　「危険薬の誤投与防止」のハウツーガイド改訂版をアップしました
本号の「ひとことアドバイス」を併せてご参照ください。
＊公開ページ／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1／ハウ
ツーガイド」 → 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

 行動目標Ｓ　「安全な手術－WHO指針の実践」の各種ツールをアップしました
■医療安全世界共同行動「安全な手術が命を救う」
・ＷＨＯ「実施マニュアル 手術安全チェックリスト ２００９」　
・ＷＨＯ「手術安全チェックリスト」実施のためのスターターキット　バージョン1.0
・ＷＨＯ「安全な手術が命を救う」パンフレット（2009.1）「もう一つの世界的な患者安全への挑戦」
・ＷＨＯ「患者の安全に関する世界的取り組み」スピーカーズ・キット（講演会用スライド：２００９年１月版) 
■手術安全キャンペーンポスター（ダウンロードしてご利用になれます）
＊公開ページ／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Ｓ／
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

共同行動カレンダーのページができました！
ホームページの「フォーラム/セミナーの案内」のページがカレンダー形式の「共同行動カレンダー」
として見やすくなりました。 定期的にチェックしてご利用ください。
＊公開ページ／メニュー「フォーラム/セミナーの案内」 → 「共同行動カレンダー」 イベントのタイト
ル名をクリックすると内容が表示されます。　
＊ひと月ごとのカレンダー表示やイベントの一覧などに表示を切り替えられます。
＊Ｇｏｏｇｌｅカレンダーをお使いの方は情報を共有することができます。

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
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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

　　  第22回CVC実践セミナー（目標3bに関連）
日時 ： ２０１２年3月9日(金)　１4：００～１７：００
会場 ： 福島県立医科大学スキルラボベーシック（看護学部棟2階）
主催 ： 日本医学シミュレーション学会　
＊詳細は http://www.jsdam.com/pdf/186.pdf をご覧ください。

　　  第23回CVC指導者養成コース（目標3bに関連）
日時 ： ２０１２年4月２１日(土)　１1：3０～１７：００
会場 ： 兵庫医科大学病院中央手術部
主催 ： 日本医学シミュレーション学会
＊詳細は http://www.jsdam.com/pdf/190.pdf をご覧ください。

　　  医療安全全国共同行動ワークショップ（すべての目標に関連）
日時 ： ２０１２年４月２８日（土）、２９日（日）
会場 ： 京都テルサ府民総合交流センター  http://www.kyoto-terrsa.or.jp/conference.html
主催 ： 医療安全全国共同行動
＊詳細は追って共同行動ＨＰにてお知らせいたします。

　　  第1回Rapid Response System(RRS)ワークショップ（目標6に関連）
日時 ： ２０１２年3月２5日(日)　１3：0０～１７：００
会場 ： 神戸大学医学部付属病院  神緑会館  多目的ホール
主催 ： 医療安全全国共同行動
共催 ： 日本臨床救急医学会　院内救急対応システム検討委員会
後援 ： 日本救急医学会・神戸大学病院
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/120325.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）
　　　〈金沢地区〉
日時 ： ２０１２年3月24日（土)　１３：００～１７：００
会場 ： 金沢医科大学病院　新館12階　大会議室
　　　〈大阪地区〉
日時 ： ２０１２年4月21日（土)　１2：45～１７：００

会場 ： 薬業年金会館　会議室301号、401、402号
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。

Covidien 第1回VTE 医療安全セミナー

「肺血栓塞栓症～院内における安全対策と医療紛争～」 （目標2に関連）
日時 ： ２０１２年３月３ 日（土）　１１：００～１５：４５
会場 ： 富士ソフトアキバプラザ５Ｆ　アキバホール
主催：日本コヴィディエン株式会社
後援 ： 医療安全全国共同行動
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/120303.pdf をご覧ください。
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［日本医学シミュレーション学会主催のその他のセミナー］

第44回DAM実践セミナー

日時 ： ２０１２年3月10日(土)　１0：００～１8：００
会場 ： 福島県立医科大学スキルラボベーシック（看護学部棟2階）

第6回セデーショントレーニングコース

日時 ： ２０１２年3月10日(土)　１3：００～１7：００
会場 ： 兵庫医科大学病院中央手術部

第16回HPS（高機能患者シミュレータ）セミナー

日時 ： ２０１２年3月17日(土)　
会場 ： 浜松医科大学シミュレーションセンター

第8回セデーショントレーニングコース

日時 ： ２０１２年5月26日(土)　１3：００～１7：００
会場 ： 兵庫医科大学病院中央手術部

＊詳細は http://www.jsdam.com/index_in.php 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

　行動目標1では、この度の2ndステージ移行に伴いHow To Guideを一部改訂し、これまでチャ
レンジ項目だった「入院時持参薬の安全管理」と「癌化学療法プロトコールの院内登録制度」を推奨
対策に格上げしました。
　患者様が入院時に持ち込む持参薬は、多くの病院でDPCが導入されたこともあり治療の継続性
や経済性の面から使用が増加しています。 しかし、持参薬の使用は、院内採用薬以外の薬剤を使用
することから認知不足やスタッフ間の連携不足等による新たなインシデントの発生要因ともなって
います。 持参薬の安全管理については、近年、薬剤師や医療安全関連の学会で数多く取り上げられ
てきましたが、平成24年度の診療報酬改定で新設される病棟薬剤業務実施加算では病棟薬剤師に
よる確認と使用提案が加算要件になる等、誤投与防止では喫緊の課題と考えております。
　癌化学療法はEBMに基づいて実施すべきとされ、外来化学療法加算Ⅰ算定施設ではプロトコール
を評価・承認する委員会の設置が必須要件となっています。 しかし、それ以外の施設でも安全な実
施を考えれば、抗癌剤治療プロトコールの登録制度は薬剤師による処方監査の充実のみならず、病
棟スタッフ全員の情報共有化の点でも不可欠な制度と言えると考えております。
　上記以外の改訂部分としては、医薬品医療機器総合機構（PMDA）や日本医療機能評価機構
（JCQHC）から報告された医療安全情報の中で誤投与防止対策項目と関連する報告を「事故事例
と対策例」として、リンク先を掲載しました。これらの報告では国内で発生したインシデント報告を定
期的に報告書としてまとめ、その中から特に注意喚起したい事例を取り上げていますので、ぜひ定
期的に閲覧されることをお勧め致します。
　施設規模の大小に限らず診療所であっても薬剤が多かれ少なかれ配置されております。 この他
にも対策がイメージしやすいように写真等を加えましたので、今回の改訂を、少しでも皆様の参考に
していただければ幸いです。

危険薬誤投与防止対策「How To Guide」改訂にあたって
危険薬の誤投与防止（目標１）

東北公済病院  中村 浩規 （行動目標1支援チーム）
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＊ハウツーガイドは、 公開ページ／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１／ハウツーガイド」→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
＊ひとことアドバイスは、 公開ページ／メニュー「相談室」 →「ひとことアドバイス」からご覧になれます。

病院の活動病院の活動

ＷＨＯ「手術安全」の実施へ
　幸運にも恵まれ、WHOの「患者安全」の挑戦に巡り会うことができました。 それまでは先輩など
から教えられた手順、手技を行っていれば標準的な医療を行え、患者の安全も当然はかられている
ものと信じていましたが、患者間違い、ガーゼ遺残、術中大量出血での死亡など、できれば自分たち
の病院では起こって欲しくない事例も見聞していました。 院内感染対策のために２００５年から発表
されているWHOの手指衛生に関するページをウォッチしていたところ、２００８年に第２の挑戦とし
て「手術安全」が発表されたので、直ちにチェックリストの初版と実施パンフレットを翻訳しました。

・・・つづきを読む

＊病院の活動紹介は、 公開ページ／メニュー「パートナーズの活動紹介」 → 「病院の活動」からご
覧になれます。 

手術安全チェックリストへの取り組み
新潟県立六日町病院の活動

新潟県立六日町病院 麻酔科  市川 高夫

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: secretariatpartners@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

3月3日（土）
３月９日（金）　
３月１０日（土）
３月１０日（土）　
３月１７日（土）
３月２４日（土）
３月２５日（日）
４月２１日（土）
４月２１日（土）
４月２８日（土）、２９日（日）
５月２６日（土）

2012年 Covidien 第1回VTE 医療安全セミナー
第22回ＣＶＣ実践セミナー
第44回ＤＡＭ実践セミナー
第6回セデーショントレーニングコース
第16回ＨＰＳ（高機能患者シミュレータ）セミナー
弾性ストッキング・コンダクター講習会（金沢地区）
第1回Rapid Response System(RRS)ワークショップ　
弾性ストッキング・コンダクター講習会（大阪地区〉
第２３回ＣＶＣ指導者養成コース
医療安全全国共同行動ワークショップ
第８回セデーショントレーニングコース
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http://kyodokodo.jp/index_b.html
http://kyodokodo.jp/entry/index.php
http://partners.kyodokodo.jp/info/guidance/
http://partners.kyodokodo.jp/info/action/hospital/h120229action.pdf
http://partners.kyodokodo.jp/info/action/

