平成30年度

医療安全に関するワークショッププログラム

別添２

≪平成30年12月３日〜12月７日≫
プログラム（会場：２階講堂）

12月３日（月）

担当講師

9:00 〜

受付

9:30 〜 9:40

オリエンテーション

9:40 〜 9:50

開講式

関東信越厚生局長

9:50 〜 11:10

世界標準の医療安全（WHO患者安全カリキュラムガイド多職種版に学ぶ）

相馬 孝博 （千葉大学医学部附属病院 医療安全管理部長 教授）

11:10 〜 11:20

休憩

11:20 〜 12:20

我が国における医療安全施策の動向

12:20 〜 13:20

休憩（昼食）

13:20 〜 14:40

ヒューマンファクターの基礎知識：医療安全のために

14:40 〜 14:50

休憩

14:50 〜 15:50

医療事故情報収集事業の実際

15:50 〜 16:00

休憩

16:00 〜 17:20

医療安全―医療者と患者・家族を支える21世紀システムへ

〜

9:30

〜

小松原 明哲 （早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 経営システム工学科 人間生活工学研究室 教授）

坂口 美佐 （公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 部長）

岡本 左和子 （奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 講師）

プログラム（会場：２階講堂）

12月４日（火）

9:00

（厚生労働省 医政局 総務課 医療安全推進室 ）

担当講師

受付

11:00

11:00 〜 11:10

インシデント・アクシデント報告の有効な活用方法と業務改善

荒井 有美 （北里大学病院 医療の質・安全推進室 副室長 医療安全管理者）

休憩

11:10 〜 12:40

中小規模病院における医療安全の推進

12:40 〜 13:40

休憩（昼食）

13:40 〜 15:10

医療事故後の対応の実際

15:10 〜 15:20

休憩

15:20 〜 16:50

法律家の視点からみた医療事故後の対応 〜実例を踏まえて〜

佐々木 久美子 （医療法人社団直和会・社会医療法人社団正志会 本部 看護業部業務担当部長）

長谷川 剛 （上尾中央総合病院 特任副院長）

桑原 博道 （仁邦法律事務所 所長 弁護士）

12月５日（水）

プログラム（会場：共用会議室１０、共用会議室１２−１）
12月６日（木）

２つのコース（①「POAM分析」コース、②「ImSAFER」コース）に分かれてグループワークを実施します。
※詳細は裏面をご覧ください。

プログラム（会場：２階講堂）

12月７日（金）

9:00

〜

9:30

〜

担当講師

受付

11:00

チームで行う医療安全対策 〜リスク感性を高める教育〜

11:00 〜 11:10

休憩

11:10 〜 12:20

施設環境と患者安全

12:20 〜 13:20

休憩（昼食）

13:20 〜 14:10

嘘をつかない誇り 〜医療安全による意識改革〜

14:10 〜 14:20

休憩

14:20 〜 15:50
15:50 〜 16:00
16:00

〜

17:00

17:00

〜

17:10

医療安全管理者の役割と業務の実際（総論）

亀森 康子 （自治医科大学附属さいたま医療センター 医療安全・渉外対策部 看護師長）

筧 淳夫 （工学院大学 建築学部 教授）

内野 直樹 （独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 理事）

長尾 能雅 （名古屋大学医学部附属病院 副病院長 医療の質・安全管理部 教授）

休憩
医療事故の経験と患者サポートの経験から医療者に望むこと
閉講式

豊田 郁子 （患者・家族と医療をつなぐNPO法人架け橋 理事長）
関東信越厚生局 健康福祉部長

（裏面）に続く

（裏面）
【グループワーク詳細】（※グループワークは「５日コース」受講者のみ対象です。）
・12月５日（水）、12月６日（木）に実施するグループワークは、下記の２つのコース（①「POAM分析」コース、②「ImSAFER」コース）に分かれて実施します。
・①「POAM分析」コース、②「ImSAFER」コースともに「Team STEPPSの基礎知識と演習」は必修となります。
・グループワークの受講コースの割り当ては、受講決定者に対して実施する「ワークショップ事前アンケート」の結果等をもとに当局が行います。
※「ワークショップ事前アンケート」にて受講を希望するコースの確認を行いますが、各コースの受講人数等の都合上必ずしも希望するコースを受講でき
るとは限りませんので予めご了承ください。
・各受講者のグループワーク受講コースはワークショップ当日にお知らせいたします。

①「POAM分析」コース
プログラム（会場：共用会議室１２−１）

12月５日（水）

9:00

〜

9:30

〜

受付

12:00

医療の質改善をどのようにして進めるのか

12:00 〜 13:00

休憩（昼食）

13:00

プロセスに着目した医療事故分析手法-POAM分析

〜

17:00

プログラム（会場：共用会議室１０）

12月６日（木）

9:00

〜

9:30

〜

金子 雅明 （東海大学 情報通信学部 経営システム工学科 准教授）

佐野 雅隆 （千葉工業大学 社会システム科学部 経営情報科学科 准教授）

担当講師

受付

11:30

Team STEPPSの基礎知識と演習
（講義、演習、グループワーク、発表）

11:30 〜 12:30

休憩（昼食）

12:30

Team STEPPSの基礎知識と演習
（講義、演習、グループワーク、発表）

〜

担当講師

17:00

大生 定義 （特定医療法人 新生病院 院長）
※ファシリテーター
永井 智恵美（地方独立行政法人 栃木県立がんセンター 地域連携センター 副看護部長）
木村 八恵（埼玉県立がんセンター 医療安全管理室 医療安全管理者）
新井 裕子（伊勢崎市民病院 医療安全管理室 医療安全管理室臨時薬剤師）
清水 則幸（社会医療法人社団健生会 健生会ふれあい相互病院 ME課・安全管理室 専任医療安全管理者）
田中 和美（群馬大学 大学院医学系研究科 医療の質・安全学 助教）
峰村 尚子（特定医療法人愛仁会太田総合病院 看護部 看護部長）
渡辺 紀子（特定医療法人愛仁会太田総合病院 医療安全管理部 師長 医療安全管理者）

②「ImSAFER」コース
プログラム（会場：共用会議室１０）

12月５日（水）

9:00

〜

9:30

〜

受付

11:30

Team STEPPSの基礎知識と演習
（講義、演習、グループワーク、発表）

11:30 〜 12:30

休憩（昼食）

12:30

Team STEPPSの基礎知識と演習
（講義、演習、グループワーク、発表）

〜

17:00

プログラム（会場：共用会議室１２−１）

12月６日（木）

9:00

〜

9:30

〜

大生 定義 （特定医療法人 新生病院 院長）
※ファシリテーター
武井 真由美（JMA東埼玉総合病院 医療安全推進室 看護科長）
西海 雅美（埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医療安全管理室 主査）
吉田 穂波（神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーションスクール設置準備担当 教授）
荒神 裕之（全国土木建築国民健康保険組合総合病院 厚生中央病院 医療安全管理室 院長補佐）
谷垣 伸治（杏林大学 医学部産科婦人科学教室 教授）
大野 浩正（海老名総合病院 安全推進部 医療安全対策室 看護科長）
永井 智恵美（地方独立行政法人 栃木県立がんセンター 地域連携センター 副看護部長）

担当講師

受付

11:30

事故の構造に基づく分析手法：ImSAFER

11:30 〜 12:30

休憩（昼食）

12:30

事故の構造に基づく分析手法：ImSAFER

〜

担当講師

17:00

河野 龍太郎 （株式会社 安全推進研究所 代表取締役所長）
※ファシリテーター
春日 道也（ImSAFER研究会 ImSAFERシニアインストラクター）
田島 英明（ImSAFER研究会 ImSAFERシニアインストラクター）
鶴見 眞理子（自治医科大学附属病院 医療の質向上・安全推進センター 主査）

