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2012年11月25日
（日） 医療安全全国フォーラム
会場：大宮ソニックシティ
＊詳細は９月上旬にHPにアップする予定です

共同行動からのお知らせ

９/９、
RRS ワークショップが開催されます
行動目標６
「急変時の迅速対応」支援チームによるRapid Response System(RRS) ワークショッ
プが９月９日
（日）、以下のとおり開催されます。
日時 ：２０１２年９月９日
（日） 13：30〜16：30
会場 ： 名古屋大学医学部付属病院 8F大会議室
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/1426/access̲meidai.html
主催 ： 名古屋大学医学部付属病院 医療の質・安全管理室
後援 ： 医療安全共同行動

行動目標６
「急変時の迅速対応」

目的と内容 ： 院内急変対応のうち、院内発生心肺停止を対象にした
「院内ウツタイン調査」
と、患者
が心肺停止に陥る前に対応するRapid Response System（RRS）
をテーマに、導入講義（1時間）、
小グループディスカッション
（1時間）、
グループ発表・討論（30分）、
まとめの講義（30分）、計3時間
のワークショップを行う。
このワークショップにより、RRSについて理解を深めるとともに、各病院での
RRS立ち上げに際して、問題点を把握することを主目的とする。
講師・ファシリテーター ： 坂本哲也（帝京大学）、野々木宏（静岡県立病院機構静岡県立総合病院）、
川嶋隆久（神戸大学）、高橋英夫（名古屋大学）
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/120909.pdf をご覧ください。

9/26、
第２回宮城医療安全研究会が開催されます
宮城県内医療機関の医療安全の普及を目的とした宮城医療安全研究会が９月２６日に開催されます。
医療安全に関する事例検討、講演を通じて日々の活動の一助としていただけますよう、皆様のご参加
をお待ちします。
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日時 ：２０１２年９月２６日
（水） １８：００〜２０：００（受付開始 １７：３０）
会場 ： 仙台市情報・産業プラザ「ＡＥＲ」
５Ｆ 多目的ホール
http://www.siip.city.sendai.jp/netu/accessmap.html
主催 ： 宮城医療安全研究会

共催：テルモ株式会社

後援 ： 医療安全全国共同行動
参加費 ：１０００円
おもなプログラム ： 事例紹介（座長：東北公済病院／中村浩規）、特別講演（座長：東北大学病院／
藤盛啓成）
「チームＳＴＥＰＰＳについて
（仮題）
（立川綜合病院 安全管理部／樋口敦子）
」
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/120926.pdf をご覧ください。
＊申込書は http://kyodokodo.jp/doc/event/120926.doc

10/31・11/１、輸液・シリンジポンプ医療安全プログラムが開催されます
医療安全の要素を取り入れた、指導者向けの輸液・シリンジポンプの研修プログラムです。
院内研修がご自身で運営出来るよう、思考方法や運営ツール
（DVD・PCデータ）
を提供します。
シナリオシミュレーション
（新人役・指導役・観察役に分かれたロールプレイ演習）
による学習と振り返
り
（ビデオ活用）
を行い、指導におけるポイントや視点を学びます。
看護師、臨床工学技士等の資格を持ち、医療機器使用の教育実践に携わる方、
または、医療安全管理
教育に携わる方を対象としています。
日程 ： 2012年10月31日
（水）
〜11月1日
（木）
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井ノ口1900-1）
監修･講師 ： 杉山良子（日本赤十字社 医療事業部 医療安全課）
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/doc/event/121031.pdf をご覧ください。

支援ツールへのアクセス方法を追加しました
共同行動ＨＰで提供している支援ツールを閲覧する際に、参加登録施設の皆さまはパートナーズ専
用ページまたはマイページのＩＤ、
パスワードでもアクセスできるようになりました。
なお、支援ツールはどなたでも簡単な閲覧登録（無料）
をしてご利用になれます。行動目標ごとにハウ
ツーガイドと活動に役立つ各種ツールがアップされていますので、
ぜひご活用ください。
支援ツール一覧はhttp://kyodokodo.jp/tool̲list.html をご覧ください。
TOOL Ｂ
BOX
＊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対策」→ TOOL
ＯＸ のボタンをク

リックするとログイン画面になります → メールアドレス
（またはＩＤ）
とパスワードを入力してログイン
してください。

共同行動HPのご利用ガイドをアップしました
共同行動ＨＰには公開ページとパートナーズ専用ページがあります。それぞれの内容案内をご利用ガ
イドとしてアップしましたのでお役立てください。
＊公開ページの右上の ご利用ガイド 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
「共同行動カレンダー」を定期的にチェックしてご利用ください。イベントのタイトルをクリック
すると詳細が表示されます。
全国フォーラム

医療安全全国フォーラム
日程：２０１２年１１月２５日
（日）
会場：大宮ソニックシティ
（埼玉県さいたま市 http://www.sonic-city.or.jp/）
＊詳細は追って共同行動HPにアップいたします。
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

院内急変対応トレーニングセミナー初級編（目標6に関連）
日時：２０１２年８月２５日
（土） ９
：
３０〜１３
：
００
会場：大阪市立総合医療センター http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu270/ocgh/
主催：日本医学シミュレーション学会
お問い合わせ：ＪＳＥＰＴ
ＩＣ事務局
（コンパス内 担当：松崎、原田、濱）fccs@jseptic.com まで
（目標1に関連）
平成24年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（東京1会場）

日程：２０１２年８月 ３１日(金)
会場：星薬科大学百年記念館 http://www.hoshi.ac.jp/home/gaiyou/map.html
主催：日本病院薬剤師会
＊詳細は https://www.jshp.jp/2012anzen/ をご覧ください。
（目標Ｓに関連）
共催セミナー「周術期管理の最近の動向」
（日本麻酔科学会東海・北陸支部第10回学術集会）

日時 ：２０１２年９月1日(土) １２：００〜１２：５０
会場 ： ウインクあいち http://www.winc-aichi.jp/access/
主催 ： 日本麻酔科学会
＊詳細は http://www.anesth.or.jp/branch/2012/toukai-hokuriku2012/summary.html を
ご覧ください。

第8回医療安全管理者ネットワーク会議 in 福岡（すべての目標に関連）
日時：２０１２年９月1日(土) １３
：
００〜１７
：
００
会場：九州大学病院 地区総合研究棟1階 http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/access/index.html
主催：医療の質･安全学会 医療安全管理者ネットワーク
＊詳細は https://www.qsh.jp/anzen/index.html をご覧ください。

Rapid Response System(RRS) ワークショップ（すべての目標に関連）
日時：２０１２年９月９日
（日） 13：30〜16：30
会場：名古屋大学医学部付属病院 8F 大会議室
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/1426/access̲meidai.html
主催：名古屋大学医学部付属病院 医療の質・安全管理室
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/120909.pdf をご覧ください。
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委員会シリーズ医療安全（すべての目標に関連）
〈京都会場〉
日時：２０１２年９月１６日
（日） １０
：
００〜１６
：
００
会場：日本精神科看護技術協会 京都研修センター http://www.jpna.jp/map/map-kyoto.html
主催：日本精神科看護技術協会
＊詳細は https://www.jpna.jp/ をご覧ください。
（目標1に関連）
平成24年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（大阪会場）

日程：２０１２年９月２１日(金)
会場：大阪YMCA国際文化センター 大ホール
http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/bunka/access.html
主催：日本病院薬剤師会
＊詳細は https://www.jshp.jp/2012anzen/ をご覧ください。

第２回宮城医療安全研究会（目標1に関連）
日時：２０１２年９月２６日
（水） １８
：
００〜２０
：
００
会場：仙台市アエル
（AER）
５F、
仙台市情報産業プラザ多目的ホール
http://www.siip.city.sendai.jp/netu/accessmap.html
主催：東北大学医療安全推進室
共催：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/doc/event/120926.pdf をご覧ください。
（申込書 http://kyodokodo.jp/doc/event/120926.doc ）

第30回CVC指導者養成コース in 名市大（目標3bに関連）
日時：２０１２年１０月１３日(土) ９
：
３０〜１７
：
００
会場：名古屋市立大学病院 西棟1階

臨床シミュレーションセンター 多目的室

http://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/about/access/index.html
主催：日本医学シミュレーション学会
＊詳細は http://www.jsdam.com/index̲in.php をご覧ください。

第30回CVC実践セミナー in 名市大（目標3bに関連）
日時：２０１２年１０月１３日(土) １４
：
００〜１７
：
００
会場：名古屋市立大学病院 西棟1階

臨床シミュレーションセンター 多目的室

http://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/about/access/index.html
主催：日本医学シミュレーション学会
＊詳細は http://www.jsdam.com/index̲in.php をご覧ください。
（目標4に関連）
医療安全講習会「胸部外科医のための感染予防・アウトブレイク対策」
（第65回日本胸部外科学会学術集会）

日程：２０１２年１０月１７日(水) １３
：
１０〜１４
：
００
会場：福岡国際会議場 メインホール／第1会場
http://www.marinemesse.or.jp/congress/access/
主催：日本胸部外科学会
＊詳細は http://www.congre.co.jp/jats65/index.html をご覧ください。
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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：２０１２年１０月３１日
（水）
〜１１月１日
（木）
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井ノ口1900-1）
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/doc/event/121031.pdf をご覧ください。
（目標Ｓに関連）
シンポジウム「手術室の安全管理」
（日本臨床麻酔学会第32回大会）

日程：２０１２年11月1日(木)

午後

会場：ビッグパレットふくしま http://www.big-palette.jp/
主催：日本臨床麻酔学会
＊詳細は http://www.congre.co.jp/jsca2012/index.html をご覧ください。
（目標1に関連）
平成24年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（福岡会場）

日程：２０１２年１１月９日(金)
会場：第一薬科大学厚生会館講義室
http://www.daiichi-cps.ac.jp/daigaku/page̲10012.html
主催：日本病院薬剤師会
＊詳細は https://www.jshp.jp/2012anzen/ 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）
〈浜松地区〉
日時：２０１２年９月１５日
（土） １２
：
３０〜１７
：
００
会場：浜松医科大学 病院棟1階 多目的ホール
http://www.js-phlebology.org/japanese/sscc/scadule.html
〈鳥取地区〉
日時：２０１２年１１月１０日
（土） １２
：
３０〜１７
：
００
会場：鳥取大学医学部臨床講義棟
http://www.med.tottori-u.ac.jp/system/site/upload/live/10/atc̲1103587233.pdf
主催：日本静脈学会
＊詳細は http://www.js-phlebology.org/japanese/sscc/scadule.html をご覧ください。

第7回医療の質・安全学会学術集会（すべての目標に関連）
テーマ：医療質安全学の確立〜社会技術としての医療の基盤構築〜

日程：２０１２年１１月２３日(金)・２４日(土)
会場：大宮ソニックシティ http://www.sonic-city.or.jp/
＊詳細は http://www2.convention.co.jp/jsqsh2012/index.html をご覧ください。
（目標1に関連）
平成24年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（東京2会場）

日程：２０１２年12月14日(金)
会場：東京医科歯科大学M&Dタワー・鈴木章夫記念講堂
http://www.tmd.ac.jp/outline/campus-map/index.html
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主催：日本病院薬剤師会
＊詳細は https://www.jshp.jp/2012anzen/ をご覧ください。
［その他のセミナー］

第11回セデーショントレーニングコース（歯科医師限定）
日時：２０１２年８月１１日
（土） １３
：
００〜１７
：
００
会場：兵庫医科大学中央手術部
http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/guide/access.html

第12回セデーショントレーニングコース in 大阪歯科大学附属病院
日時：２０１２年9月8日
（土） １３
：
００〜１７
：
００
会場：大阪歯科大学附属病院11階歯科麻酔科外来
http://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/access/index.html

第13回セデーショントレーニングコース in 兵庫医科大学
日時：２０１２年10月27日
（土） １３
：
００〜１７
：
００
会場：兵庫医科大学中央手術部
主催：日本医学シミュレーション学会
（JAMS）
＊詳細はJAMSホームページ（ http://www.jsdam.com/index̲in.php ) をご覧ください。
フォーラム・セミナー等のスケジュール
2012年 8月25日
（土）

院内急変対応トレーニングセミナー初級編

8月31日
（金）

日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（東京１会場）

9月１日
（土）

共催セミナー「周術期管理の最近の動向」

9月１日
（土）

第８回医療安全管理者ネットワーク会議 in 福岡

9月8日
（土）

第１２回セデーショントレーニングコース in 大阪歯科大学附属病院

9月9日
（日）

Rapid Response System(RRS) ワークショップ

9月15日
（土）

弾性ストッキング・コンダクター講習会〈浜松地区〉

9月16日
（日）

委員会シリーズ医療安全〈京都会場〉

9月21日
（金）

日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（大阪会場）

9月26日
（水）

第２回宮城医療安全研究会

9月30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

10月13日（土）

第３０回ＣＶＣ指導者養成コース in 名市大
第３０回ＣＶＣ実践セミナー in 名市大

10月21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

10月27日（土）

第１３回セデーショントレーニングコース in 兵庫医科大学

１０月３１日（水）
・１１月１日（木） 輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム
11月1日（木）

シンポジウム「手術室の安全管理」

11月9日（金）

日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（福岡会場）

11月10日（土）

弾性ストッキング・コンダクター講習会〈鳥取地区〉

１１月２３日(金)・２４日(土)

第７回医療の質・安全学会学術集会

11月25日（日）

医療安全全国フォーラム

12月14日（金）

日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会（東京２会場）

★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: secretariatpartners@kyodokodo.jp URL: http://kyodokodo.jp/
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