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“いのちをまもるパートナーズ” 

医療安全全国フォーラム2015 

～「こうあってほしい医療安全―患者の視点から」～ 

2015 年 11 月 21 日（土） 幕張メッセ国際会議場 

 

◆ プ ロ グ ラ ム ◆ 

 

第１部 分科会Ａ～Ｅ セミナー／ワークショップ       １０：００～１２：００ 

※講義内容により、スライドプリントのないケースがございますのでご了承ください。 

 

【分科会Ａ】行動目標１：危険薬の誤投与防止             10：00～12：00（会場 302） 

■テーマ：投薬事故防止を原点から考える 

■形 式：講義 ＋ 総合討論 

■講 義： 

・「危険薬誤投与防止のために－行動目標１（危険薬の誤投与防止対策１６）の解説－」 

我妻 恭行（東北薬科大学 薬剤学教室 准教授） 

・「投薬事故－何が問題か？ いかにして防止するか？－」 

齋藤 泰紀（国立病院機構 仙台医療センター 副院長） 

・「病院の危険薬取り組み状況と提言」 

菅野 隆彦（長野県厚生農業協同組合連合会 下伊那厚生病院 内科部長） 

 

 

【分科会Ｂ】行動目標２：(周術期)肺塞栓症の予防           10：00～12：00（会場 301A） 

■テーマ：がん患者における包括的な静脈血栓塞栓症のリスクマネジメント 

～特に周術期以外の管理法を考える～ 

■形 式：講義 ＋ ケーススタディー 

■講 義： 

・「がん患者における包括的な静脈血栓症のリスクマネジメント－特に周術期以外の管理法を考える－」 

向井 幹夫（大阪府立成人病センター 循環器内科 主任部長） 

  



－2－ 
 

・「婦人科悪性腫瘍の周術期の静脈血栓症発症リスク／周術期以外の静脈血栓症発症リスク」 

菊地 龍明（公立大学法人 横浜市立大学附属病院 病院長補佐 医療安全・医療管理学 准教授） 

・「術前化学療法施行症例」、「食道癌手術症例より」 

山本 尚人（国立大学法人 浜松医科大学 第二外科 助教） 

［進行他］ 

・中村 真潮（村瀬病院 副院長／肺塞栓・静脈血栓センター長、 

三重大学大学院 循環器・腎臓内科学 客員教授） 

・畑  泰司（大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 消化器外科学 助教） 

・安井 昌義（大阪府立成人病センター 消化器外科 副部長） 

 

 

【分科会Ｃ】行動目標６：急変時の迅速対応（RRS）          10：00～12：00（会場 303） 

■テーマ：急変時の迅速対応とＲＲＳ 

■形 式：講義 ＋ ワークショップ 

■講 義： 

・「事例を通した有害事象の早期発見アプローチ法（Primary Survey A/B/C/D/E）と緊急対応」 

川嶋 隆久（医療法人医誠会 医誠会病院 副院長／救命救急科部長） 

・「Primary Survey を意識した「アナフィラキシーショック」への緊急対応」 

高橋 英夫（名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療医学 准教授） 

・「緊張性気胸」、「出血性ショック」 

安宅 一晃（奈良県立医科大学附属病院 医療安全推進室 室長） 

・「意識障害」、「高体温」 

児玉 貴光（愛知医科大学 災害医療研究センター 講師） 

・「JRC 蘇生ガイドライン 2015 のポイント－救命の連鎖における心停止予防について－」 

野々木 宏（JRC 代表理事、静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 院長代理） 

・「多施設合同院内急変対応オンラインレジストリから得られたもの」 

藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター センター長） 

・「院内心停止レジストリーについて」 

三宅 章公（静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 救急科（高度救命救急センター）医長） 
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【分科会Ｄ】行動目標Ｓ：安全な手術‐WHO 指針の実践         10：00～12：00（会場 304） 

■テーマ：あなたの病院の手術安全チェックリスト、それでいいですか？ 

■形 式：講義 ＋ ワークショップ 

■講 義： 

司会進行：西脇 公俊（名古屋大学医学部附属病院 麻酔科 教授） 

・「事故は起こり続けている－ヨーロッパ麻酔科学会のヘルシンキ宣言の紹介－」 

市川 高夫（新潟勤労者医療協会 下越病院 麻酔科 部長） 

・「＊＊＊＊＊＊」 

近江 明文（東京医科大学八王子医療センター 麻酔科 教授） 

・「＊＊＊＊＊＊」 

三枝 典子（前橋赤十字病院 看護部 看護副部長） 

・「WHO 手術安全チェックリストの使用状況－日本手術看護学会会員実態調査から－」 

ミルズ しげ子（日本手術看護学会 指名理事、長野赤十字病院 看護部 教育担当副部長） 

・「あなたの病院の手術安全チェックリスト、それでいいですか？」 

安田 あゆ子（名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 講師） 

 

 

【分科会Ｅ】診療所の医療安全：歯科診療所の課題           10：00～12：00（会場 301B） 

■テーマ：歯科診療所における医療安全の行動目標とその取り組み 

■形 式：講義 

■講 義：  

・「歯科診療所における医療安全の行動目標とその取り組み」 

瀬古口 精良（公益社団法人 日本歯科医師会 常務理事）  

・「歯科診療所における医療安全の行動目標とその取り組み」 

宮本 智行（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 麻酔・生体管理学分野 助教 

(兼）東京医科歯科大学歯学部附属病院 医療安全管理室 副室長､ 

公益社団法人 日本歯科医師会 歯科医療安全対策委員会 委員)  

・「日本歯科衛生士会の医療安全への取り組み」 

武藤 智美(公益社団法人 日本歯科衛生士会 病院・診療所委員会 委員) 

 

 

  

PCUser
テキストボックス
・｢本邦でのWHO手術安全チェックリスト（CL）の使用状況と、当院でのCL導入・定着への取り組み」

PCUser
テキストボックス
・｢『手術安全チェックリスト』 導入後の現状と課題」
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第２部 シ ン ポ ジ ウ ム         １３：００～１５：３０（コンベンションホールＢ） 

※講演内容により、スライドプリントのないケースがございますのでご了承ください。 

 

「医療者と患者のパートナーシップを推進するために 

～『ジョージィの物語』は米国の医療の安全をどのように変えたか？」 

 

■13:00 開会挨拶 髙久 史磨（医療安全全国共同行動 議長、日本医学会会長） 

 

［司 会] 山内 桂子（医療安全全国共同行動 技術支援部会 行動目標８「患者・市民の医療参加」代表） 

 

■13:05 ビデオレクチャー「日本の医療者の皆さんへ～ジョージィ・キング財団が進めてきたこと 」  

ソレル・キング（ジョージィ・キング財団設立者・代表、『ジョージィの物語』著者 ） 

 

■13:25 講 演「ジョンズ・ホプキンス大学病院における医療過誤と患者安全改革」  

アルバート・ウー（ジョンズ・ホプキンス大学医療アウトカム研究センター 教授、 

医療の質・患者安全プログラム ディレクター） 

 

■14:25 ディスカッション「『ジョージィの物語』に学び、私たちの次の一歩につなぐために」  

［パネリスト］ 

・豊田 郁子  （IMS グループ新葛飾病院 セーフティーマネージャー、 

患者・家族と医療をつなぐ NPO 法人｢架け橋｣ 理事長） 

・岡本 左和子（奈良県立医科大学 健康政策医学講座 講師） 

・松村 由美  （京都大学 医療安全管理部 病院教授・医療安全管理室長） 

・高橋 英夫  （名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療部 准教授） 

 

■15:27 メッセージ 杉山 良子（元 武蔵野赤十字病院 医療安全管理者） 

 

■15:30 閉会挨拶 小泉 俊三（医療安全全国共同行動 専務理事）    

 

 

 

 

 

主催：(一社)医療安全全国共同行動 




