医療安全対策地域連携のための研修会 2018

―- 円滑で効果的な連携の進め方

-----

事前配布資料

会期

会場

2018 年 5 月 12 日(土)

東京大学伊藤国際学術研究センター地下 2 階ホール (定数 600 名)

主催

日本医療安全学会

担当事務局
日本医療安全学会本部
〒 113-0033 東京都文京区本郷4-7-12-102
(電子メール) office@jpscs.org
(Tel/Fax) 03-3817-6770
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医療安全対策地域連携のための研修会 2018

開催地: 東京大学

期間: 2018 年 5 月 12 日
主催: 日本医療安全学会

(参加者への注意)

受付開始
参加費

5 月 12 日午前 9 時
(当日会計ください)

日本医療安全学会の会員:

6 千円

国際医療リスクマネージメント学会の会員:

3 千円

その他;

9千円

領収書・参加証: 2018年5月12日の会場受付でお渡しします。
テキスト: 電子版のみです。
そのホームページアドレスを当日にお教えしますので、携帯端末を持参してください。
講堂内はフリーのWIFIが利用いただけます。

多数の参加者に対する教育プログラムのため、カメラ撮影・ビデオ撮影は他の参加者の迷惑になりますので遠
慮ください。

(趣旨)
2018 年より厚生労働省では特定機能病院以外の保険医療機関対象として医療安全対策地域連携加算を新設しま
した。
本プログラムは、医療安全対策地域連携活動を実施する際に必要となる、基本的な知識、ならびに、院内での医
療安全対策地域連携研修会開催のための基本資料を提供するものです。

受講対象者:

日本医療安全学会ないし国際医療リスクマネージメント学会の学会員、総括医療安全管理者、

医療安全管理者、リスクマネージャー、医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、臨床工学技士、放射線技師、
臨床検査技師、法関係者、医療事務関係者、その他。
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医療安全対策地域連携のための研修会 2018

開催地: 東京大学

期間: 2018 年 5 月 12 日
主催: 日本医療安全学会

交通案内

最寄り駅

所要時間

本郷三丁目駅（地下鉄丸の内線）

徒歩 8 分

本郷三丁目駅（地下鉄大江戸線）

徒歩 6 分

湯島駅又は根津駅（地下鉄千代田線）

徒歩 8 分

東大前駅（地下鉄南北線）

徒歩 1 分

春日駅（地下鉄三田線）

徒歩 10 分

御茶ノ水駅
地下鉄利用
(JR 中央線、総武線) 地下鉄利用

丸の内線(池袋行) ― 本郷三丁目駅下車
千代田線(取手方面行) ― 湯島駅又は根津駅下車

都バス利用

茶 51 駒込駅南口又は東 43 荒川土手操車所前行
|
東大（赤門前、正門前、農学部前バス停）下車

学バス利用

学 07 東大構内行 ― 東大(龍岡門、病院前、構内バス停)下車

御徒町駅
(JR 山手線等)

都バス利用

上野駅
(JR 山手線等)

学バス利用

都 02 大塚駅前又は上 69 小滝橋車庫前行 ― 本郷三丁目駅下車
都 02 大塚駅前又は上 69 小滝橋車庫前行 ― 湯島四丁目下車
学 01 東大構内行 ―東大 (龍岡門、病院前、構内バス停)下車
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医療安全対策地域連携のための研修会 2018

開催地: 東京大学

会場案内

TEL 03-5841-0779

飲食について
多目的ホール以外での会場内での飲食は一切禁止されています。
飲食店は下記をお勧めします。
東大安田講堂地下食堂
東大正門～本郷三丁目交差点付近に多数の飲食店があります。
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期間: 2018 年 5 月 12 日
主催: 日本医療安全学会

医療安全対策地域連携のための研修会 2018

開催地: 東京大学

期間: 2018 年 5 月 12 日
主催: 日本医療安全学会

プログラム
受付開始 9:00
開演

10:00

午前の部座長: 辰巳 陽一 (近畿大学)
10:00-10:30

(官庁講演)
名越 究

10:30-12:00

(教育講演)

医療安全施策の動向

– 医療安全対策地域連携加算の趣旨と適用条件

(厚生労働省医政局医療安全推進室室長)
地域連携における医療安全対策の基本的考え方

辰巳 陽一 (近畿大学付属病院医療安全管理部部長、教授)
(概要)

大阪における医療安全に関する医療機関地域ネットワークの代表者の経験を踏まえて実践に役立つ基

本的な考え方を講義します。

12:00～13:00

13:00-15:00

昼食

(講義) 医療安全の医療機関地域連携における多職種からの助言

座長 新村 美佐香 (菊名記念病院)
(概要) 医療機関地域ネットワークでの長年の経験に基づいて、各職種の立場から医療安全の連携の在り方を助
言します。一人 30 分。
医薬品安全の立場から
奥貞 智（神戸市立医療センター中央市民病院 副薬剤部長・医療安全管理副室長）
看護安全の立場から
新村 美佐香

(菊名記念病院医療安全管理部長)

医療機器安全の立場から
石井 宣大 (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部技師長)
リハビリテーション安全の立場から
大平 雅弘 (横浜新緑総合病院 リハビリテーション部 係長)
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15:00-16:30
座長

(シンポジウム)

開催地: 東京大学

期間: 2018 年 5 月 12 日
主催: 日本医療安全学会

地域医療連携における医療安全の現状と課題

遠藤 純男 (横浜新緑総合病院)

(概要) 地域医療ネットワークで医療安全管理者の経験から最新情報を含めて今後の課題を検討します。
一人 25 分。

地域連携を実践している特定機能病院以外の保険医療機関の立場から
遠藤 純男 (横浜新緑総合病院副院長 脳神経科部長 医療安全管理室長)
地域連携を実践している特定機能病院以外の保険医療機関の立場から
星 真哉 (長寿包括ケアクリニック院長)
患者・家族の立場から:
勝村 久司 (医療情報の公開･開示を求める市民の会代表)
16:15-16:30

16:30

総合討論

全体閉会
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