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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

●参加登録病院用のバナーをご活用ください

　→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 

　参加登録事項変更方法のご案内

　→http://kyodokodo.jp/touroku_naiyou.html

●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

●共同行動HPのご利用ガイド

　→http://kyodokodo.jp/doc/120629HpRiyouGuide.pdf
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医療安全全国フォーラムに参加しよう
11月25日（日）、今年の医療安全全国フォーラムを大宮ソニックシティで開催いたします。
10月15日（月）からホームページで事前参加登録をご案内いたしますのでご登録をお願いいたします。
午前にシンポジウム、午後に分科会の予定です。各目標から、他の病院の参考になる優秀事例や参
考事例を選んでご紹介いたしますので、取り組みと成果のご報告をお願いいたします。

貴病院の取り組みと成果のご報告をお願いいたします
10月上旬にマイページ※に成果報告の入力画面を開設いたしますので、貴病院の取り組み成果のご
報告をお願いいたします。 中間報告でも結構です。（なるべく10月20日までにお願いいたします）
※マイページは共同行動に参加登録した施設ごとのページです。 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。

静岡県病院協会主催「平成24年度 医療安全管理シンポジウム」が開催されます
静岡県病院協会主催の「平成24年度 医療安全管理シンポジウム」が西部・中部・東部の各地区で
開催されます。 今年度のテーマは「病院の医療安全力」。 行動目標７「事例分析から改善へ」の実現
をめざした活動事例の発表と討議が地区ごとに行われます。 奮ってご参加ください。
西部地区 10月22日（月）  会場 ： 浜松市医師会館  http://kyodokodo.jp/doc/event/121022.pdf 

医療安全全国フォーラム
2012年11月25日（日） 9:00～15:00

会場：大宮ソニックシティ
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中部地区 11月16日（金）  会場 ： 静岡県産業経済会館  http://kyodokodo.jp/doc/event/121116.pdf
東部地区 11月22日（木）  会場 ： 沼津サンフロント  http://kyodokodo.jp/doc/event/121122.pdf 
＊公益社団法人 静岡県病院協会HP　http://www.shizuoka-bk.jp/

第14回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 in 沖縄が開催されます
医療のＴＱＭ推進協議会による第１４回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in沖縄が下記のとお
り開催されます。 共同行動の目標を含め、様々な課題について改善活動の取り組みと成果が報告さ
れますので、ぜひご参加ください。
会期 ： ２０１２年１０月１２日（金）～１３日（土）
会場 ： 沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）
大会長 ： 社会医療法人敬愛会中頭病院　病院長　宮里善次
＊詳細は http://kyodokodo.jp/121012.html をご覧ください。
＊第14回フォーラムのHP　http://tqmh.net/2012/

TOOL BOX

パートナーズの活動パートナーズの活動

目標２/肺塞栓症発症時の緊急対応についてのロールプレイ（PDF資料）を
アップしました
2011年７月に開催された「肺塞栓症予防国際フォーラム in Kyoto」の中の「肺塞栓予防セミナー」
において行われた「肺塞栓症発症時の緊急対応についてのロールプレイ」のシナリオとスライド資料
を支援ツールとしてアップしました。 ぜひご活用ください。

各目標の推薦図書を随時アップしています
各目標の支援チームから推薦された参考図書をご案内しています。
現在、目標１、２、３ａ、３ｂ、４、６、８、Ｓの各TOOL BOXに掲載していますのでご参照ください。
＊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」 → 　　　　　　のボタンを
クリックすると ログイン画面 になります → ご登録のメールアドレス（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。
※初めての方は簡単な閲覧登録（無料）をしてご利用ください。 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ます。
＊支援ツール一覧は http://kyodokodo.jp/tool_list.html をご覧ください。

支援ツールをアップしました支援ツールをアップしました

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。

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。
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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14回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 in 沖縄（すべての目標に関連）
日時 ： ２０１２年１０月１２日（金）・１３日（土）
会場 ： 沖縄コンベンションセンター  http://www.oki-conven.jp/
主催 ： 医療のＴＱＭ推進協議会
＊詳細は http://tqmh.net/2012/ をご覧ください。
　ご案内（pdf版）は http://kyodokodo.jp/doc/event/121012.pdf

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/index_in.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/index_in.php をご覧ください。

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」（目標4に関連）

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。

（第65回日本胸部外科学会学術集会）

　　  第31回CVC指導者養成コース in 兵庫医大（目標3bに関連）
日時 ： ２０１２年１０月２０日 (土)
会場 ： 兵庫医科大学病院1号館5階  麻酔科カンファレンス室
  　　 http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/guide/access.html
主催 ： 日本医学シミュレーション学会
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＊詳細は http://www.jsdam.com/index_in.php をご覧ください。

　　  平成24年度医療安全管理シンポジウム（静岡県西部地区）（目標7に関連）

日程 ： ２０１２年１０月２２日 (月)
会場 ： 浜松市医師会館 ７階 講堂  http://www.hamamatsu-ishikai.com/
主催 ： 公益社団法人静岡県病院協会
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/121022.pdf をご覧ください。

テーマ：病院の医療安全力

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。

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）（目標1に関連）

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/page_10012.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。

シンポジウム「手術室の安全管理」（目標Ｓに関連）

日程 ： ２０１２年11月1日(木)　14:00～16:00
会場 ： 郡山市民文化センター 第10会場 大ホール  
　　　http://bunka-manabi.or.jp/kc-center/top/access.html

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。

（日本臨床麻酔学会第32回大会）

弾性ストッキング・コンダクター講習会（目標2に関連）
〈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/atc_1103587233.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。

　　  平成24年度医療安全管理シンポジウム（静岡県中部地区）（目標7に関連）

日程 ： ２０１２年１１月１６日 (金)
会場 ： 静岡県産業経済会館 ３階 大会議室  http://www.sankei-kaikan.jp/access/
主催 ： 公益社団法人静岡県病院協会
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/121116.pdf をご覧ください。

テーマ：病院の医療安全力
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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）（目標1に関連）

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
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7回医療の質・安全学会学術集会（すべての目標に関連）

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。

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～

        第35回日本呼吸療法医学会セミナー 横浜セミナー（目標5bに関連）
日程 ： ２０１２年１１月１７日 (土)
会場 ： パシフィコ横浜 会議センター 5階 大会議室
　　　http://www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html

＊詳細は日本呼吸療法医学会セミナーＨＰ（http://resp-sem.umin.jp/）をご覧ください。

　　  平成24年度医療安全管理シンポジウム（静岡県東部地区）（目標7に関連）

日程 ： ２０１２年１１月22日 (木)　１８：００～２０：００
会場 ： サンフロント 9階 ミーティングホール  http://www.at-s.com/facilities/detail/205377.html
主催 ： 公益社団法人静岡県病院協会
＊詳細は http://kyodokodo.jp/doc/event/121122.pdf をご覧ください。

テーマ：病院の医療安全力

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
　　　http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/guide/access.html

         第48回DAM実践セミナー in NHO静岡医療センター

日時 ： ２０１２年１０月２７日 (土)
会場 ： NHO 静岡医療センター4階 メディカルスキルアップセンター 
　　　http://www.hosp.go.jp/̃tsh/access/

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/index_in.php)をご覧ください。

［その他のセミナー］

05

2012.9.24  What's on, Kyodokodo  No.60



ひとことアドバイス ひとことアドバイス

　みなさんこんにちは。 行動目標S「安全な手術WHO－指針の実践」支援チームの西脇（名古屋
大学医学部麻酔科）です。 行動目標SではWHO安全な手術のためのガイドライン2009の実践が
手術安全につながると考え、その啓蒙・実施に主眼を置いております。
　ガイドラインには10の目標が挙げられており、そのうち9の目標はWHO手術安全チェックリスト
の実施によって達成されます。 当施設では4年前からチェックリストを取り入れていますが、若手医
師はたいへん仕事がやりやすくなったと感じていますし、アメリカの病院からはナースの離職率も減
ったと報告されています。 今年の国立大学病院間相互チェックでは、WHOチェックリストがその通
りに使われているかどうかを調査し、その使用は国立病院の標準として求められる時代になってきた
ようです。
　チェックリストは、手術チームのコミュニケーションを推進しチームのメンバーにも良い影響を与え
ます。 その効用についてはアトチゥール・ガワンデの『アナタはなぜチェックリストを使わないのか？』
（晋遊舎刊）によく書いてあります。 もしチェックリスト導入に積極的でない方が導入の障害になっ
ているようなら、この本の紹介は有効です。 また、チェックリストの使用は、緊急手術などでその威力
を十分発揮できるという例として、動画 http://www.youtube.com/watch?v=UShYPr_cjSc 
などを参考にしていただくと、何を目標としているかが理解されやすいと思います。 医療安全全国
共同行動のホームページにさまざまなツールがのせてありますので、それらも利用していただけた
ら幸いです。
　導入後は定期的にアンケートなどとって、チェックリスト導入の効果を実際に確認してモチベーシ
ョンを維持していくことも重要です。 それによってそこで働く人々が気持ちよくやる気を持って仕事
に励める状況となり、結果的に手術安全も向上していることを実感できると思います。

＊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」からご覧になれます。

「WHO手術安全チェックリスト導入のすすめ」

安全な手術－WHO指針の実践（目標Ｓ）

行動目標S支援チーム  名古屋大学医学部麻酔科  西脇 公俊
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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: 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

9月26日（水）
9月30日（日）
１０月１２日（金）・１３日（土）
10月13日（土）

10月20日（土）
10月21日（日）
10月22日（月）
10月27日（土）
10月27日（土）
１０月３１日（水）・１１月１日（木）
11月1日（木）
11月9日（金）
11月10日（土）
11月16日（金）
11月17日（土）
11月22日（木）
１１月２３日(金)・２４日(土)
11月25日（日）
12月14日（金）

2012年 第２回宮城医療安全研究会
医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門
第14回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 in 沖縄
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
第３１回ＣＶＣ指導者養成コース in 兵庫医大
医療安全へのヒューマンファクターズアプローチ入門
平成２４年度医療安全管理シンポジウム（静岡県西部地区）
第48回ＤＡＭ実践セミナー in NHO静岡医療センター
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
輸液・シリンジポンプ医療安全プログラム
シンポジウム「手術室の安全管理」
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）
弾性ストッキング・コンダクター講習会〈鳥取地区〉
平成２４年度医療安全管理シンポジウム（静岡県中部地区）
第３５回日本呼吸療法医学会セミナー　横浜セミナー
平成２４年度医療安全管理シンポジウム（静岡県東部地区）
第７回医療の質・安全学会学術集会
医療安全全国フォーラム
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）
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