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P1-01 当院における院外処方せん監査システムの構築
○木村  正彦、長谷部  忠史、堀口  久光
自治医科大学附属さいたま医療センター  薬剤部

P1-02 投与間隔に留意すべき注射薬に対する取り組み
○太原  舞衣1、木村  康人1、林  政和1、鈴木  優司2、渡邊  昌之1
1東海大学医学部付属八王子病院  薬剤科、2東海大学医学部付属大磯病院  薬剤科

P1-03 麻薬管理の統一 ～リスクを減らすこと重要性～
○石丸  敦子
がん・感染症センター都立駒込病院  医療安全対策室

P1-04 誤調製インシデントの減少に向けての取り組み活動の報告
○中野渡  勝子、高家  有子、辻  真弓、加藤  有里子、中村  かおる
東京都立広尾病院  リスクマネジメント看護部分科会

P1-05 内服薬自己管理患者における入院中の誤飲傾向の調査
○加藤  愛乃、三浦  愛、鈴木  藍、大崎  未佳子、牧野  奈緒美
公益財団法人心臓血管研究所付属病院  4階病棟

P1-06 当院におけるがん化学療法レジメンチェックと疑義照会内容の分析
○塚野  義博、軍司  剛宏、澤井  孝夫、水野  宏一、和泉  啓司郎
独立行政法人国立国際医療研究センター病院  薬剤部

P1-07 抗がん剤を適切に投与するための薬剤部の関与
○中村  美樹、多胡  和樹、平田  和也、松本  直之、勝部  智子、山本  絢美、藤田  葵、黄前  尚樹
医療法人社団洛和会  洛和会丸太町病院  薬剤部

P1-08 当院における入院時持参薬管理への取り組み
○木内  朱美1、須藤  晴美1、樋山  芙裕子1、町永  梅代2
1医療法人立川メディカルセンター  立川綜合病院  薬剤部、
2医療法人立川メディカルセンター  立川綜合病院  医療安全管理室

P1-09 VCMのTDM実施率向上とVCM適正使用推進の試み
○本田  章子1、松本  哲也2、中村  佳織2、江角  誠2、大久保  嘉則3、草葉  一友3、松本  みゆき4、山領  豪5
1国立病院機構  長崎川棚医療センター  感染症内科、2国立病院機構  長崎川棚医療センター  検査科、
3国立病院機構  長崎川棚医療センター  薬剤科、4国立病院機構  長崎川棚医療センター  看護部、
5国立病院機構  長崎川棚医療センター  呼吸器内科

2   

P2-01 誤薬を防ぐ看護師と薬剤師による配薬のプロセスの見直し  
～クリニカルマイクロシステムの実践～
○駒田  香苗、久保  友佳、栗山  良子、谷水  久美子
姫路赤十字病院  看護部

P2-02 インスリン注射のエラー低減に向けての取り組み
○近戸  友美、高倉  雅子、山口  洋美
日本赤十字社長崎原爆病院

P2-03 入院前説明センターにおける薬剤師の取り組みについて
○日生下  美紀、石田  達彦、横田  聖子、上田  里恵、福井  英二
兵庫県立尼崎病院  薬剤部
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P2-04 国際医療研究センター病院における入院患者に対するサリドマイド製剤の管理方法
○玉井  慎一郎、佐藤  ソメヨ、原  英子、澤井  孝夫、水野  宏一、和泉  啓司郎
独立行政法人国立国際医療研究センター病院  薬剤部

P2-05 多職種間での電子カルテ共通記事入力による抗血栓薬の周術期リスク軽減への取り組み
○小森  玉緒1,2、徳田  洋子2、田渕  宏政2、横野  諭2、小林  裕2、加藤  良隆1、堀内  あす香1、西川  靖之1、
三上  正1
1京都第二赤十字病院  薬剤部、2京都第二赤十字病院  医療安全推進室

P2-06 病棟専任薬剤師による向精神薬管理に関する取り組み
○三輪  聡子1、塩野  州平1、中野  由美子2、林  泰広2、塩川  満1
1聖隷浜松病院  薬剤部、2聖隷浜松病院  安全管理室

P2-07 内服薬自己管理基準の明確化 ～内服自己管理チェックリストの有効活用を目指して～
○森本  順子、今井  みどり、中嶋  孝司
聖マリアンナ医科大学  東横病院  医療安全管理室

P2-08 NICU内のサテライトファーマシーにおける注射薬調製の試み
○落合  裕美1、渡邊  美由紀2、牧野  令奈2、家田  訓子3
1公立陶生病院  看護部  新生児・NICU、2公立陶生病院  薬剤部、3公立陶生病院  医局  小児科

P2-09 持参薬に関連した事故事例から処方エラー低減にむけての取り組み
○石栗  明子、小見  直子、宮下  梓、家合  歩美、矢島  秀明、反町  泰紀、川井  ひで子、加藤  清司
前橋赤十字病院

3   

P3-01 当院における血管穿刺に伴う神経損傷発生時の対応への取り組み
○野上  悦子1、安宅  早苗1、横田  綾2、安村  敏1,3、奥寺  敬1,4
1富山大学附属病院  医療安全管理室、2富山大学附属病院  検査部、3富山大学附属病院  輸血細胞治療部、
4富山大学大学院  医学薬学研究部  危機管理医学講座

P3-02 本院における中心静脈カテーテル挿入施行医制度の導入
○舛形  尚1,2、豊嶋  克美1、筧  善行1、千田  彰一3
1香川大学医学部附属病院  医療安全管理部、2香川大学医学部附属病院  総合診療科、3香川大学医学部附属病院長

P3-03 医療ガスアウトレット取り付け間違いの事例報告
黒田  由紀子1、○井口  奈々子1、柴  茂保2、川原  初恵3
1京都民医連中央病院  看護部  南4階病棟、2京都民医連中央病院  施設課、3京都民医連中央病院  医療安全室

P3-04 CT装置トラブルに関する多施設間での事例共有システムの構築と防止および
早期復旧のための知見共有について
○満園  裕樹1、鮎澤  純子2、斉藤  律子3、小原  佳子4、酒井  崇5、濱中  浩之6
1北九州市立八幡病院  放射線科、2九州大学大学院  医学研究院  医療経営・管理学講座、
3福岡徳洲会病院  医療安全管理室、4福岡市医師会成人病センター  地域連携室、5九州労災病院  放射線科、
6医療法人社団大有会  経営企画室

P3-05 筑波大学における閉鎖式輸液回路導入とその評価
○和田  哲郎1、高梨  典子1、平松  祐司2、堤  徳正3、人見  重美3、堀内  学1、飯田  育子1、矢藤  繁1、
本間  覚1、玉岡  晃4
1筑波大学  臨床医療管理部、2筑波大学  循環器外科、3筑波大学  感染管理室、
4筑波大学  安全管理・質の管理担当副病院長

P3-06 床面段差改修工事による歩行器転倒リスク低減の取り組み
○奥名  司夫1、竹田  幸恵2、浦田  恵2、神谷  正弘2、川北  整3
1石川県済生会  金沢病院  医療安全対策室、2石川県済生会  金沢病院  リハビリテーション部、
3石川県済生会  金沢病院  診療部
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P3-07 ポータブル撮影における患者間違い対策
○関口  美雪、中野  冴起、久保田  利夫
前橋赤十字病院  放射線科部

4
    

P4-01 グレープフルーツ及び納豆の提供状況等の実態について
○比嘉  並誠、田中  寛、大阿久  愛、金森  功次、野元  静香、阿部  恵里、山川  裕子、追木  正成、
山内  康平、宮崎  遥
独立行政法人国立国際医療研究センター病院  診療運営管理部  栄養管理室

P4-02 A病院における現在の経鼻経管栄養チューブ挿入時の位置確認と経鼻経管栄養実施に
関する検証
○遠山  まり1、五十嵐  修一2、相場  恒夫2、山口  広美1、小野澤  みのり3、倉石  忍1、佐久間  知佳1、
新保  真由美1、内藤  厚子4
1新潟市民病院  看護部、2新潟市民病院  診療部、3新潟市民病院  栄養管理課、4新潟市民病院  医療安全管理室

P4-03 脳梗塞急性期リハビリテーションにおける患者状態適応型パス（PCAPS）コンテンツ作成の
試み －第2報－
○江頭  陽子1、大塚  渉1、前田  亮介1、中島  栄子1、泉  清徳1、井手  睦2、黒木  洋美3、進藤  晃4、
加藤  省吾5、水流  聡子5
1社会医療法人雪の聖母会  聖マリア病院  リハビリテーション室、
2社会医療法人雪の聖母会  聖マリア病院  リハビリテーション科、3株式会社麻生飯塚病院  リハビリテーション科、
4医療法人財団利定会  大久野病院、5東京大学大学院  工学系研究科  化学システム工学専攻

P4-04 病院職員、 委託業者の協同による給食調理エラー減少への取り組み
○山口  くみ子1、佐藤  由美子2、稲葉  聡1
1JA北海道厚生連  遠軽厚生病院  医療安全管理科、2JA北海道厚生連  遠軽厚生病院  栄養科

P4-05 栄養チューブ管理に関するリスクの内容分析について
○西浦  郁絵、渡部  幸代、岩下  亜津美、福田  直子、平田  智香、松村  佳苗、毛谷  淳子
地方独立行政法人神戸市民病院機構  神戸市立医療センター中央市民病院

P4-06 病院と訪問看護ステーションの連携の実態と情報共有に関する研究
○星加  静枝1、江原  一雅2、小野  セレスタ摩耶2
1滋慶医療科学大学院大学  医療安全管理学専攻  修士課程、2滋慶医療科学大学院大学  医療安全管理学専攻

5     

P5-01 手術室における 「危機的出血への対応」 としての準非常事態出血量 ・ 宣言の活用
○貝塚  聖子、長島  悟郎、鈴木  真也、宮崎  めぐみ、佐々木  菜名代、馬野  由紀
川崎市立多摩病院  指定管理者  学校法人聖マリアンナ医科大学

P5-02 大学病院への 「WHO手術安全チェックリスト」 導入の経験
○綾部  貴典、中村  小夜子、横山  悦子、瀬戸山  充
宮崎大学医学部附属病院  医療安全管理部

P5-03 A病院における手術安全チェックリスト導入後の認識の変化
○中村  小夜子、新福  玄二、指宿  昌一郎、綾部  貴典、横山  悦子、恒吉  勇男、瀬戸山  充
宮崎大学医学部附属病院  医療安全管理部
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P5-04 肺塞栓防止に向けた取り組み
○後藤  興治、尾上  紀子、島村  弘宗、大平  里佳、滑川  隆、高橋  修二、厚谷  卓見、鈴木  信子、
武田  和憲、齋藤  泰紀
国立病院機構仙台医療センター  医療安全管理室

P5-05 手術部における針刺し事故対策 ～特にタイムアウト時の注意喚起の効果について
○寺木  美枝子1、斎藤  拓朗2、浅野  宏2、鈴木  綾子1、荻原  建英2、小山  美保子1,2、一条  和枝3
1福島県立医科大学会津医療センター附属病院  看護部、2福島県立医科大学会津医療センター附属病院  医療安全部、
3福島県立医科大学会津医療センター附属病院  感染対策室

P5-06 RRS（Rapid response system）導入への取り組み
野田  弘実1、○大宮  孝子2、澤井  直子2、亀島  加代2、酒井  理恵子1、北野  文将1、安田  あゆ子1、
高橋  英夫3、長尾  能雅1
1名古屋大学医学部附属病院  医療の質・安全管理部、2名古屋大学医学部附属病院  看護部、
3名古屋大学医学部付属病院  救急部

P5-07 東大病院におけるRapid Response System導入に向けた取り組みの報告
○小林  宏彰、三浦  朋子、軍神  正隆、松原  全宏、中島  勧、矢作  直樹
東京大学医学部附属病院  救急部・集中治療部

6  2   

P6-01 当院における医師部門の医療安全の取り組み
○森  久美子、分部  洋子、浅野  貴子、堀部  奈美、北田  淳子、大橋  一朗、坪井  慶子
社会医療法人阪南医療福祉センター  阪南中央病院

P6-02 転倒転落事故防止にむけたワーキンググループ活動の試み
○小山  優、齋藤  泰紀、武田  和憲、島村  弘宗、鈴木  信子、後藤  興治、横山  亜弓、安田  香織、坂本  淳、
阿部  直美
独立行政法人国立病院機構  仙台医療センター

P6-03 中小規模病院における医療安全活動 －見える化、 ラウンド、 研修を重点化した取り組み－
○鈴木  清志、萩尾  慎二
埼玉県  総合リハビリテーションセンター  安全管理推進室

P6-04 安全カンファレンスの推進活動と今後の課題
○山田  弘美1,2,3、鈴木  智子1,3、栗原  篤子1,2、前田  章子2,3
1旭川赤十字病院  看護部事故防止委員会、2医療安全推進室、3看護部

P6-05 外来業務に安全性とゆとりをもたらした5S運動の取り組みと効果
○菊池  智恵美1、平賀  洋子2
1岩手県立中部病院  看護科、2医療安全管理室

P6-06 認定病院による自主的な組織である認定病院患者安全推進協議会（PSP ： Patient Safety 
Promotion）の10年間の活動成果と課題
○横山  容子1、古市  美登里1、橋本  廸生2
1公益財団法人日本医療機能評価機構  評価事業推進部、2公益財団法人日本医療機能評価機構

P6-07 医療安全推進週間企画  全職員参加の 「医療安全百人一首  TCCver．」
－ハイハイと  返事をしている患者さん  実は名前がちがってたぁ－
○永井  智恵美1、池沢  けい2、菱沼  正一3、清水  秀昭4
1栃木県立がんセンター  医療安全管理室、2栃木県立がんセンター  看護部、3栃木見立がんセンター  病院長、
4栃木県立がんセンター  所長
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P6-08 部会と会員病院がつくる継続的な取り組み  
～認定病院患者安全推進協議会  検査 ・ 処置 ・ 手術安全部会の活動を例にとって～
○伊藤  悦子1、古市  美登里1、米井  昭智2、橋本  廸生3
1公益財団法人日本医療機能評価機構  評価事業推進部、2公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構  倉敷中央病院、
3公益財団法人日本医療機能評価機構

P6-09 医療用テレメーター使用の現状と生体信号伝送の双方向化への要望
○江守  直美1、笠松  眞吾2、井隼  彰夫3
1福井大学医学部附属病院  看護部、2福井大学医学部  医療情報部、3福井大学医学部  医療倫理・医療安全学

P6-10 全国助産所分娩基本データ収集システム
○毛利  多恵子、安達  久美子、葛西  圭子、岡本  喜代子、武田  智子、今村  理恵子、山岸  由紀子、宇羅  勇治
公益社団法人日本助産師会

7     

P7-01 看護師の 「薬剤」 に関するインシデントの背景 ・ 要因
横山  悦子、○中村  小夜子、綾部  貴典、瀬戸山  充
宮崎大学医学部附属病院  医療安全管理部

P7-02 血管が痛くならない上部消化管内視鏡検査を目指して  
～ジアゼパム注射液からフルニトラゼパム注射液への変更による効果と注意点～
○岸本  真1、樋高  明美3、東  悦子3、長ヶ原  琢磨1、田中  沙耶香1、吉村  真1、三島  真美2、佐久間  弘匡1、
重田  浩一朗3
1霧島市立医師会医療センター  薬剤部、2クオリティーマネジメント室、3消化器病センター

P7-03 当院における転倒転落アセスメントスコア活用現状報告と今後の課題
橋本  哲也、○山口  正晃、石橋  雅子、塩田  たか子、田村  三矢子、麓  由紀子、森下  福美
桃仁会病院

P7-04 ベッドサイド足元灯導入報告
○成瀬  信裕
医療法人堀尾会  熊本託麻台リハビリテーション病院  TQM部  医療安全対策室

P7-05 内服薬インシデント減少に向けた取り組み
○糸田  明美、會田  幸子、石田  恵子、小川  麻希子、渡邊  絵美
東京都立広尾病院  看護部  看護科

P7-06 RCA研究会活動報告 －安全対策  システム ・ 環境要因からノンテクニカルスキルへ－
○廣幸  英子、小田  千鶴子、伊藤  佳代子、久米  邦典
神戸大学医学部附属病院  看護部

8
    

P8-01 PDAによる患者バーコード認証システムの適正使用の試み
○桑原  菜穂子、遠山  信幸、亀森  康子
自治医科大学附属さいたま医療センター  医療安全管理室

P8-02 インシデントレポーティングシステムの 「患者傷害レベル0」 をより詳細に分類したことで
見えたこと
○澤田  みどり、小山内  美智子、林  達哉、平田  哲
旭川医科大学病院  医療安全管理部
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P8-03 各職場での事例分析の取り組み ～医療安全全国共同行動の支援を受けて～
○松本  直子、小松  孝充、大島  民旗、河瀬  留美、小林  誠
財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院  医療安全管理室

P8-04 インシデントレポーティングシステムの院内独自開発と導入  
－イシデントレポートの質向上をめざして－
○増江  俊子1,2、前田  幸子1,3、岡本  紘一4、山本  健1
1金沢大学附属病院  医療安全管理部、2金沢大学附属病院  薬剤部、3金沢大学附属病院  看護部、
4金沢大学附属病院  医事課

P8-05 入院患者における検査受付時及び実施時の患者確認方法  
～患者誤認防止対策としての無線バーコードリーダ導入の取り組み～
○山崎  みどり1、加藤  千春2、渡壁  一雄3、辻野  久美4、清水  英樹2、西藤  悠佳2、中村  肇5
1公益財団法人田附興風会医学研究所  北野病院  臨床検査部、
2公益財団法人田附興風会医学研究所  北野病院  医療安全管理室、
3公益財団法人田附興風会医学研究所  北野病院  放射線科、
4公益財団法人田附興風会医学研究所  北野病院  看護部、5公益財団法人田附興風会医学研究所  北野病院  健診部

P8-06 点滴注射におけるバーコードを活用した患者認証の現状と今後の課題
○末松  由香、石川  祐香、鈴木  英子、峯尾  有薫江
都立墨東病院

P8-07 永久気管孔安全管理カードの運用
○沖原  由美子1、臼井  友美2
1浜松市リハビリテーション病院  医療安全管理室、2浜松市リハビリテーション病院  手術室・中材

P8-08 『看護記録スマートシート』 の活用 ～アクシデント発生時、 看護記録の改善にむけて～
○佐藤  ふみえ1、小林  洋子2、水村  玉美3、内田  奈津子4
1東京都立松沢病院  安全推進室、2東京都立墨東病院  医療安全対策推進室、
3東京都保健医療公社  (前)多摩北部医療センター  医療安全管理室  (現)多摩南部地域病院、
4東京都保健医療公社荏原病院  医療安全対策室

P8-09 患者誤認防止の取り組み評価と今後の課題
○黒瀬  真理子1、山光  康子2、岡村  好美2、見世  敬子2
1広島赤十字・原爆病院  医療安全推進室、2広島赤十字・原爆病院  リスクマネージメント委員会作業部会

9     

P9-01 転倒防止について －アニメーションによる 「転倒撲滅シアター」 DVD作成－
○藤長  久美子1、山口  悦子1,2、中村  和徳1、西野  広宣1、加藤  博1、バタール  明子3、徳岡  琢磨3、
馬場  典生3、杉浦  幹男3、仲谷  達也1,2
1大阪市立大学医学部附属病院  医療安全管理部、2大阪市立大学大学院医学研究科  医療安全管理学、
3デジタルハリ ウッド大学大学院

P9-02 転倒 ・ 転落事故防止への取り組み ～新評価方法導入後の評価～
○松上  美由紀、山口  陽子、梶原  奈津子、荒金  由美子、角江  司、村尾  仁
大阪医科大学附属病院  医療安全対策室

P9-03 多職種で取り組む転倒転落事故防止 
○畑  敦子、大森  登志樹
総合病院岡山市立市民病院  医療安全管理室

P9-04 転倒転落防止の取り組み 安全用具選定基準と安全カンファレンスの活用
○前田  章子1,3、山田  弘美1,2,3、鈴木  智子1,2、栗原  篤子2,3
1旭川赤十字病院  看護部、2看護部事故防止委員会、3医療安全推進室
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P9-05 転倒転落発生時のチェックリストの効果
○相良  一枝、上山  真弓、清佐  みさ、山田  明美、奥山  麻耶
北海道社会保険病院  医療安全管理室

P9-06 当院における転倒転落発生防止活動  
－情報の共有化を中心とした医療システムの改善による防止への取り組み－
○八木  麻衣子1、五十嵐  隆幸2,3、森本  順子3,4、馬込  裕子4、中嶋  孝司3,5
1聖マリアンナ医科大学東横病院  リハビリテーション室、2聖マリアンナ医科大学東横病院  画像診断室、
3聖マリアンナ医科大学病院  医療安全対策室、4聖マリアンナ医科大学東横病院  看護部、
5聖マリアンナ医科大学東横病院  消化器肝臓内科

P9-07 自発的行動による転倒率減少に向けての5年間の取り組み（2008～2012年度）
○狐塚  正子1、宇城  令2、川合  直美1、寺山  美華1、樋山  和弘1、市田  勝1、鶴見  眞理子1、河野  龍太郎3、
長谷川  剛1
1自治医科大学附属病院、2聖隷クリストファー大学  看護学部、3自治医科大学シミュレーションセンター

P9-08 各職場がとらえている転倒転落リスク要因の特徴
○木全  陽子、杉山  誠、吉田  みちる、今田  雅子、佐々木  由美子、南部  真紀子、齋藤  美晴
国立病院機構  村山医療センター  医療安全管理室

10     

P10-01 救急カート配置注射剤の専用トレーの検討と試作運用
○岩瀬  利康1、松島  久雄2、鈴木  佳世子3、越川  千秋1、蘇原  由貴1、乾  寛美3、戸崎  幸子3、高木  博子3、
横地  瑞3、橋本  美雪4
1獨協医科大学病院  薬剤部、2獨協医科大学  救急医学、3獨協医科大学病院  看護部、
4獨協医科大学病院  医療安全推進センター

P10-02 参加者の理解が向上する患者急変時シミュレーションの取り組み
○丸山  雅道1、芝  直基2、氏家  良人3、前川  珠木1、三村  瞳4、渡辺  貴恵4、高須賀  功喜5、保科  英子4、
楢崎  真理子1、岩月  啓氏1,6
1岡山大学病院  医療安全管理部、2岡山大学  医療教育統合開発センター、
3岡山大学大学院  医歯薬学総合研究科  救急医学、4岡山大学病院  看護部、
5岡山大学病院  医療技術部、6岡山大学大学院  医歯薬学総合研究科  皮膚科学

P10-03 院内蘇生活動の質向上への取り組み
○小笠原  理恵1、小林  睦1、垣内  英樹1、桑原  正篤2
1宝塚市立病院  医療安全対策室、2宝塚市立病院  救急科

P10-04 危機的出血への対応の検討 ・ 整備 
 ～緊急時における輸血方法を考えるワーキング ・ グループの取り組み～
藤沢  敏子1、○林  和樹2、仲井  淳3、樋口  元4、大井  さおり2、市川  輝幸5、倉澤  弘樹5、山浦  早苗6、
土屋  つや子6、芋川  八代美7
1佐久市立国保浅間総合病院  医療安全管理室、2臨床検査科、3医療安全管理室  診療部  麻酔科、
4診療部  産婦人科、5薬剤科、6看護部、7医事政策課

P10-05 院内緊急招集コード受付業務の改善およびシミュレーション研修の導入と成果
○古田  康之1、繁田  順子1、夏目  隆史1、田辺  裕一2
1安房地域医療センター  医療安全管理室、2安房地域医療センター  医事課

P10-06 小児早期警告スコアリングシステムはICU転棟症例の予後を改善したか？
○中野  慎也、神薗  淳司、竹井  寛和、後藤  保、松島  卓哉、天本  正乃、市川  光太郎
北九州市立八幡病院  小児救急センター

P10-07 AED講習会への多職種参加推進に向けての取り組み
○泉谷  恵、佐藤  ふみえ
東京都立松沢病院  安全推進室
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P10-08 職種間の連携での救急訓練の取り組み
○福田  善文1、泉谷  恵2
1都立松沢病院  看護部  社会復帰支援室、2都立松沢病院  安全推進室  専任リスクマネージャー

P10-09 バイタルサイン計測と小児早期警告スコアリングに関する実態調査
○小林  加奈、神薗  淳司、竹井  寛和、後藤  保、松島  卓哉、天本  正乃、市川  光太郎
北九州市立八幡病院  小児救急センター

11  3
      

P11-01 注射箋への医薬品情報表示における実態調査
○橋本  友希、林  政和、渡邊  昌之
東海大学医学部付属八王子病院  薬剤科

P11-02 間違いは必ず起こると想定した 「取り間違い発見システム」 の考案  
～ツールの普及トライアルの結果をもとに～
○荒井  里実、小茂田  昌代、池谷  有紀子、中谷  友美、坂田  将貴、天津  怜、大登  剛、大西  優香里
東京理科大学  薬学部  薬学科  小茂田研究室

P11-03 医薬品管理システムの構築と運用
○森谷  康志、有澤  礼子、石橋  さやか、北山  恵理、新谷  真代、松本  浩明、赤木  晋介、奥田  敏勝、
徳田  衡紀、高柳  和伸
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構  倉敷中央病院

P11-04 造影CT、 MRI検査におけるメチルプレドニゾロン前投薬の有効性  
軽度の造影剤アレルギー既往および喘息合併患者376例における検討

○永井  和己1、河村  恵美1、冨丘  洋子1、永井  弥生1、好本  裕平1、羽鳥  基明2
1群馬大学医学部附属病院  医療安全管理部、2日高病院  泌尿器科

P11-05 重症心身障害児 ・ 者施設におけるヒトメタニューモウイルス感染症アウトブレイクに
対する対応
○荒木  克仁1、江添  隆範2、堀川  弘子2
1東京都立東大和療育センター  神経内科、2東京都立東大和療育センター  感染制御チーム

P11-06 調剤薬局におけるビッグデータを活用した患者待ち時間に関する考察
○佐藤  久徳、小川  有吾、山田  祐次、前田  正輝、石塚  英夫
(株)望星薬局

P11-07 「かえるすごろくげーむ」 をもちいた医療安全活動
○石川  泰子1、立石  敦子2、奥山  幸子2、北村  一恵2
1公立学校共済組合近畿中央病院  医療安全管理室、2公立学校共済組合近畿中央病院  安全リンクナース会

P11-08 せん妄アセスメントツールICDSCを用いたルートトラブル予防への取り組み
○石川  一美1、石井  美恵子1、図子  博美1、高山  裕喜枝1、江守  直美2
1福井大学医学部附属病院  集中治療部、2福井大学医学部附属病院  看護部

12     

P12-01 アレルギー反応の重症度分類および次回の使用指針の作成
○加藤  清司、川井  ひで子、松井  早苗、石栗  明子、鈴木  まゆみ、鈴木  利恵、小林  敦、笠原  俊、
坂本  恭子、関根  晃
前橋赤十字病院  医療安全推進室
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P12-02 「採血時の神経損傷削減」 を統一テーマとした共同行動  
～愛媛県医師会医療安全連携委員会の活動報告～
○宮嶋  優里1、加藤  裕子2、善家  かずみ3、高橋  令子4、坪内  旬子5、今川  俊一郎6
1社会福祉法人恩賜財団済生会  今治病院  医療安全管理室、2松山赤十字病院  医療安全推進室、
3宇和島社会保険病院  看護局、4労働者健康福祉機構愛媛労災病院  看護部、
5愛媛大学医学部附属病院  医療安全管理部、6愛媛県医師会  常任理事

P12-03 「アレルギー情報管理」 標準化への取り組みと今後の課題
○好田  美樹、追谷  美穂、吉田  都、吉田  雅人、古根  慶子、佐々木  真弓、井上  大輔、田邉  大明、
永島  和幸
公益財団法人心臓血管研究所付属病院  医療安全管理室

P12-04 がん性疼痛に対しオピオイド投与中の外科入院患者のNSAIDs非併用率ゼロを目指した
取り組み
○遠藤  牧子、遠藤  英樹、稲毛  芳永
独立行政法人国立病院機構  水戸医療センター

P12-05 医療安全対策の優先度を可視化するリスクマップの作成
○宮地  美樹子1、滝本  恭司2、舛岡  紅美3、布上  トシ子4、島田  貴史1、山本  祥子1、守山  さゆり1、
金  宣眞1、三田  憲明1
1中国電力(株)  中電病院  医療安全管理室、2中国電力(株)  エネルギア総合研究所  経営調査担当、
3中国電力(株)  エネルギア総合研究所  フィナンシャルテクノロジー担当、4中国電力(株)

P12-06 沖縄県におけるがん診療の質指標（Quality Indicator）を用いた標準治療実施率の検証と
がん医療の質の改善
○増田  昌人1、仲本  奈々 1,3、福地  美里1、天野  明日香3、安里  邦子4、平安  政子5、比嘉  初枝6、
中村  文明7、東  尚弘8
1琉球大学医学部附属病院  がんセンター、2沖縄県がん医療の質向上センター、
3琉球大学大学院  医学研究科衛生学・公衆衛生学講座、4中部徳洲会病院、5那覇市立病院、6沖縄県立中部病院、
7東京大学大学院  医学系研究科  公衆衛生学、8国立がん研究センター  がん対策情報センター  がん政策科学研究部

P12-07 民間中小病院グループでの医療の質向上をめざしたQI活動とその公開  
全日本民主医療機関連合会（略称 ； 民医連）の取り組みについて

○五十嵐  修1、羽田  範彦1、猪飼  宏2、新保  卓郎3、松下  研太郎4
1全日本民主医療機関連合会  医療部  QI委員会、2京都大学  医療経済学分野  講師、
3国立国際医療研究センター  医療情報解析部  部長、4あかつき印刷  情報システム部

13  4     

P13-01 品質マネジメントシステム活動の可視化や患者満足向上を目指した情報共有システム
○大月  順子、平田  麗、定本  幸子、杉山  喜代美、寺田  さなえ、吉岡  奈々子、羽原  俊宏、林  伸旨
岡山二人クリニック

P13-02 看護事故防止委員会における医療安全ラウンドの評価
○篠原  裕子、三石  雪枝、油井  美智子、竹内  玲子
JA長野厚生連  佐久総合病院  看護部

P13-03 BSCを活用した患者誤認防止への取り組み
○野田  弘実、酒井  理恵子、安田  あゆ子、北野  文将、長尾  能雅
名古屋大学医学部附属病院  医療の質・安全管理部

P13-04 KYTを意識した看護実践への取り組み
○山田  みどり1、田中  裕美子1、三輪  晴巳1、前田  日登美2、石黒  優子1、平山  房恵1、栗林  かよ子1、
平林  雅恵1
1東京都立広尾病院、2東京都立墨東病院
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P13-05 インシデントレベル0事例報告数増加への取り組み －レベル0事例集作成の試み－
○萩原  美代子1、山下  小百合2、安達  和人2、米良  浩子2、川北  眞子2

1公立福生病院  医療部  医療安全管理室、2公立福生病院  看護事故予防対策委員会

P13-06 歯科部門に特異的なインシデントに対する岡山大学病院としての取り組み
○白井  肇1,2,3,8、飯田  征二1,2,3、柳  文修1,2,3、丸山  雅道1,2,4、前川  珠木1,2,4、楢崎  真理子1,2,5、
岡崎  安洋1,7、岩月  啓氏1,6,9、鳥井  康弘3,8、森田  学3,9
1岡山大学病院  医療安全管理部、2岡山大学  リスクマネージャー、3歯科医師、4看護師 (GRM)、5医師 (GRM)、
6医師、7岡山大学病院  医事課、8岡山大学病院  卒後臨床研修センター  歯科研修部門、9岡山大学病院  副病院長

P13-07 QMS活動を通した介護現場におけるリスクマネージメント
○齋藤  日出雄1、翠川  昌博1、大塚  早苗1、田中  拓哉1、金子  実幸3、中村  章一2、加藤  省吾4、
水流  聡子3、飯塚  悦功4
1みまき福祉会  デイサービスセンターきたみまき、2みまき福祉会  法人本部、
3みまき福祉会  ケアポートみまき  マネージメントセンター、4東京大学大学院  工学系研究科

P13-08 当院における摂食 ・ 誤嚥スクリーニングの検討 ～院内発生誤嚥性肺炎症例から～
○栗和田  幸江、小端  晶子、清水  智美、横山  亜弓、杉村  雄一郎、鈴木  信子、後藤  興治、
舘田  勝、鈴木  靖士
独立行政法人国立病院機構  仙台医療センター

14 2     

P14-01 看護師、 メディカルスタッフ合同のセイフティマネージャー研修における年間を通じた
5S活動の取り組み
○増田  由美子1、後藤  小百合2
1埼玉医科大学総合医療センター  高度救命救急センター、2埼玉医科大学総合医療センター  医療安全対策室

P14-02 医療者に疑義を呈することができますか ～企業とのチームSTEPPSの取り組み～
○樋口  敦子1、種田  憲一郎2
1立川メディカルセンター  立川綜合病院、2国立保健医療科学院 (WHO  西太平洋地域事務局)

P14-03 新入職者フォロー研修に倫理研修を導入して
○原田  洋美1、多賀  誠一1、楠  陽子1、境  美代子2
1医療法人西能病院  看護部、2富山福祉短期大学  看護学科

P14-04 多職種構成による医療安全管理者チームの発足と医療安全推進活動  
～活動初年度の実績報告～
○黒川  美知代1、齋藤  裕1、谷杉  裕代2、杢代  馨香2、稲吉  礼子2、石濱  賢二3、櫻井  和明4、時岡  伸行5
1武蔵野赤十字病院  医療安全推進室、2武蔵野赤十字病院  看護部、3武蔵野赤十字病院  薬剤部、
4武蔵野赤十字病院  放射線科、5武蔵野赤十字病院  臨床工学技術課

P14-05 作業分解シートを用いた多職種カンファランスにおける業務改善の取組み
○五十野  博基1,2、菊池  美恵子3、須藤  敏夫3
1筑波大学附属病院  総合診療科、2筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  総合病院水戸協同病院、
3筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  総合病院水戸協同病院  医療安全管理室

P14-06 接遇向上委員会取組みの経過と効果
○小山  美智子1,2、近藤  公亮3、佐々木  昇4、高橋  宏英5
1株式会社C-plan、2東北福祉大学  健康科学部、3盛岡市立病院  診療消化器内科第二科、
4盛岡市立病院  診療部精神科、5盛岡市立病院  事務局総務課

P14-07 職場内のホスピタリティーを高めることで患者満足度を向上することを目的とした良好な
組織風土の醸成の経過と現状
○小山  美智子1,2、三木  健司3、喜多  きまえ3、洪  明華3、前田  きくの3
1株式会社C-plan、2東北福祉大学  健康科学部、3医療法人三九会  三九朗病院
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P14-08 当院の安全文化醸成への取り組み ～チームSTEPPS患者安全向上委員会の活動報告～
○川原  さつき
社会医療法人青洲会  福岡青洲会病院  2階西病棟課長

P14-09 救急外来診療 ・ 看護の向上を目的とした振り返りの導入
○藤田  一恵、小林  里子、秋田  葉子、岡村  忍
東京ベイ浦安市川医療センター  救急外来

P14-10 コメディカルの吸引手技の習得に向けたRSTの取り組み
○森安  恵実1、小池  朋孝1、黒岩  政之2、服部  潤2、新井  正康3
1北里大学病院  RST/RRT室、2北里大学  救命救急医学、3北里大学病院  医療安全管理室

15   

P15-01 病院長主催によるM&Mカンファレンスの取り組み
○油井  美智子、井出  真一、渡辺  剛史、土屋  留美、中村  千尋、渡辺  仁、伊澤  敏
JA長野厚生連  佐久総合病院

P15-02 院内医療安全情報の周知方法と内容の改善 ～グループウェアとSBARを活用して～
○鈴木  友昭、飯田  将史
医療法人財団敬寿会  相武病院  医療安全管理室

P15-03 移植再開に向けたコミュニケーションの改善 ： 
アンケート方式による現状の評価とフィードバックによる行動変容
○松村  由美1、辻田  麻衣子1、福村  宏美1、藤本  康弘2、海道  利実2、上本  伸二2、一山  智1
1京都大学医学部附属病院  医療安全管理室、2京都大学医学部附属病院  肝胆膵・移植外科

P15-04 岡山大学病院におけるせん妄対策チーム（D-mac）の活動報告
土山  璃沙1、足羽  孝子2、伊藤  真理2、村川  公央3、前川  珠木4、丸山  雅道4、小田  幸治5、
○井上  真一郎5、太田  吉夫6、内富  庸介7
1岡山大学病院  医療技術部、2岡山大学病院  看護部、3岡山大学病院  薬剤部、4岡山大学病院  医療安全管理部、
5岡山大学病院  精神科神経科、6香川県立中央病院、7岡山大学大学院  医歯薬学総合研究科

P15-05 人工呼吸器装着患者の安全管理 －RST（呼吸サポートチーム）活動での取り組み－
田渕  陽子、西村  尚志、大場  久男、川田  浩史、松尾  泉、細沼  美樹、茂木  孝裕、堀内  望、有山  真智子、
○濱田  富子
社会福祉法人京都社会事業財団  京都桂病院

P15-06 医療安全活動への電子媒体の応用
○杉山  喜代美、内藤  明美、石原  好美、榎本  京子、河本  美由紀、大月  順子、寺田  さなえ、吉岡  奈々子、
羽原  俊宏、林  伸旨
岡山二人クリニック

P15-07 多職種が参加した心臓外科手術におけるトラブルシミュレーションの検討
○榊田  真一1、池上  綾香1、川口  翔子1、古山  義明1、中田  尚子2
1埼玉県立小児医療センター  臨床工学部、2埼玉県立小児医療センター  医療安全管理室

P15-08 ブリーフィング導入によるメンタルモデルの共有  内視鏡光学治療センターの取り組み
○山田  明子1、保田  知生1、大磯  直毅1、樫田  博史2、辰巳  陽一1、池上  博司1
1近畿大学医学部附属病院  安全管理部  医療安全対策室、2近畿大学医学部附属病院  光学治療センター
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P15-09 病院管理者との医療安全ラウンドの取り組み
○大場  佐登美、小野寺  亮、遠藤  渉
国家公務員共済組合連合会  東北公済病院宮城野分院  看護部

16 3   

P16-01 大阪医科大学における医療総合研修センターの設立とシミュレーション教育の活用
○藤原  俊介1,2、駒澤  伸泰1,3、南  敏明1,4
1大阪医科大学  麻酔科学教室、2大阪医科大学附属病院  医療プロフェッショナル支援室、
3大阪医科大学附属病院  医療技能シミュレーション室、4大阪医科大学附属病院  医療総合研修センター

P16-02 地域医療連携におけるケアマネージャ研修の課題、 在宅看取りにおける役割意識の重要性
○宮崎  詩子1、水木  麻衣子2
1患者家族対話推進協会、2東京大学大学院  医学系研究科  医療安全管理学

P16-03 歯科衛生士専門学校生による相互実習中のヒヤリ ・ ハット報告
○大山  静江、岡橋  智恵
北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校

P16-04 当薬剤部における医療安全教育の取り組み
○横田  聖子、上田  里恵、福井  英二
兵庫県立尼崎病院  薬剤部

P16-05 ＝新しい医療安全教育法＝ 成功事例を活かした振り返り教育法の実践
○東村  享治1、谷口  正洋1、松村  由美2、辻田  麻衣子2
1京都大学医学部附属病院  放射線部、2京都大学医学部附属病院  医療安全管理部

P16-06 「看護の統合と実践」 における医療安全教育の取り組み 
～エラーを防ぐコミュニケーションに関する演習を実施して～
○賀沢  弥貴、藤原  奈佳子
愛知県立大学  看護学部・大学院看護学研究科  看護管理学

P16-07 「注射実施時の安全確認」 シミュレーション研修に関わって 
－安全対策室専従事務職員の役割－
○平良  康子1、加治木  選江1、阿部  幸恵2、長濱  一史1、久木田  一朗1
1琉球大学医学部附属病院  安全管理対策室、2おきなわクリニカルシミュレーションセンター

P16-08 患者把握を容易にする実践的看護講習会（万葉プロジェクト  チャレンジナース）の紹介
○有嶋  拓郎1、岩田  実1、山田  徹1、堀井  ちえみ1、安達  康雄2、加藤  弘巳2
1富山大学大学院  医学薬学研究部  地域医療支援学講座、2社会保険高岡病院

P16-09 対象の日常生活場面を想定した授業 ・ 研修が展開できる装着型関節拘縮体験シミュレータの
試用
○宇城  令1、川上  勝2、淺田  義和3、高山  詩穂4、鈴木  義彦3、井上  義孝5、寺山  美華6、野沢  博子6、
井上  和子7、河野  龍太郎3
1聖隷クリストファー大学  看護学部、2自治医科大学  看護学部、3自治医科大学  シミュレーションセンター、
4聖徳大学看護学部開設準備室、5株)井上製作所、6自治医科大学附属病院  医療安全対策部、
7自治医科大学附属病院  看護部

17     

P17-01 全職員対象体験型医療安全研修会の取り組み －第2報－
○高倉  雅子、近戸  友美、中村  真知代
日本赤十字社長崎原爆病院
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P17-02 福岡県看護協会医療安全推進委員会活動の現状と課題
○大濱  京子、深川  奈穂子、石川  俊幸、井上  文江、松岡  さおり、木佐貫  涼子、前田  知恵美、
田代  多恵子、池田  悦子
公益社団法人福岡県看護協会  医療安全推進委員会

P17-03 看護科 ・ 輸血科における輸血研修の取り組みについて
○辻  真弓、山本  貴子、加藤  千鶴子
東京都立広尾病院

P17-04 派遣 ・ 業務委託職員を対象とした医療安全研修の取り組み
○齋藤  ひろみ、宮崎  浩彰、川瀬  泰裕、黒田  孝安、中嶋  秀康、一森  幸一、石川  公男、岡崎  和一
関西医科大学附属枚方病院  医療安全管理部

P17-05 輸液ポンプ ・ シリンジポンプ研修実施への取り組み  第3報
大学病院における全看護職員を対象としたプログラムを実施して

○山口  千夏1、安養寺  美会子2、白井  ひろ子1、吉川  由香里1、稲垣  志保1、中屋  純子1、小林  里沙1、
三島  博之3、秋好  美代子2、中畑  高子1
1九州大学病院  看護部、2九州大学病院  医療安全管理部、3九州大学病院  MEセンター

P17-06 職員の意識を変える取り組みとしての医療安全セミナー  
～受け身の講演会から職員参加型へ～
○桃園  忍1、新井  万理子2、清水  賢一1、黒山  政一2、田ヶ谷  浩邦1、菊池  史郎3
1北里大学東病院  医療安全管理室、2北里大学東病院  薬剤部、3北里大学東病院  消化器外科

P17-07 研修参加率向上を目指した 「事例 ・ リスク ・ 改善策共有型医療安全研修会」 の開催とその成果
○葛巻  由美子1、阿部  玲子1、宮崎  豊2、館田  要樹3、中村  浩規3
1国家公務員共済組合連合会  東北公済病院  医療安全対策室、2国家公務員共済組合連合会  東北公済病院  内科、
3国家公務員共済組合連合会  東北公済病院  薬剤科

P17-08 療法士による吸引実施の取り組み
○関根  利江1、金子  操1、茂呂  悦子2、谷島  雅子3、野澤  博子4、寺山  美華4、長谷川  剛4
1自治医科大学附属病院  リハビリテーションセンター、2自治医科大学附属病院  看護部、
3自治医科大学附属病院  救命救急センター、4自治医科大学附属病院  医療安全対策部

P17-09 ランチョンセミナーの結果報告
○秋元  一子、佐藤  千晶、飯塚  貴美
川口市立医療センター

18   

P18-01 情報共有におけるスムーズな外来診療を目指して
○中村  孝子、芦田  真知子、坂本  佳代子、三木  幸代
姫路赤十字病院  看護部

P18-02 救急普及活動の対象が多人数の場合の工夫について
○岩切  秀幸、柳田  和宏、小野  健史、小山  仁、吉峯  朋子、平田  耕太郎
平田東九州病院

P18-03 患者相談室の現状と今後
○川上  弥生、芦田  美代子、石倉  沙織、倉田  治全
社会医療法人財団慈泉会  相澤病院  患者相談室

P18-04 当院における患者サポート体制充実に向けた取り組み  苦情を接遇向上に生かすために
○石田  智恵子1、水木  麻衣子2
1社会保険船橋中央病院  患者様相談室、2東京大学大学院  医学系研究科  医療安全管理学講座
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P18-05 パートナーシップを高める 「マイかるて」 （患者閲覧用電子カルテ）のとりくみ
○野田  邦子、大野  弘文、小幡  成殖、菅原  千明、冨樫  勝幸
埼玉協同病院  診療情報室

P18-06 医療安全推進キャンペーンの取り組み ～患者誤認防止にむけて～
○井上  都美子、宇野  一美
健和会大手町病院  医療安全管理部

P18-07 患者確認方法の周知状況と毎回氏名を名乗る患者の思い
○栗原  篤子、前田  章子、山田  弘美、森川  秋月
旭川赤十字病院  医療安全推進室

P18-08 小児外来での鎮静前指導の見直し
○森下  恵都子、原田  恵里、冨森  玲子
九州大学病院  看護部  北棟4・5階外来

P18-09 コルセットの装着指導のDVD化への取り組み
○吉崎  寿美1、金  紘子1、山下  絵梨佳1、高橋  世利子1、原田  洋美1、境  美代子2
1医療法人財団五省会  西能病院  看護部、2富山福祉短期大学  看護学科
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1 1   

R1-01 A病院看護部におけるインシデントの傾向と今後の課題
○増田  糸往里1、石井  千有季1、坂本  麻美1、北原  佳典1、上野  美由紀2、角谷  知恵美1
1和歌山県立医科大学附属病院  看護部、2和歌山県立医科大学  保健看護学部

R1-02 時間切迫下での確認行動に関するゲーミングシミュレーション  
－医療安全のための心理教育法の開発（2）－
○吉澤  奈利1、田中  共子2、兵藤  好美3、山本  恵美子4
1岡山大学  文学部、2岡山大学  社会文化科学研究科、3岡山大学  保健学研究科、4岡山大学  社会文化科学研究科

R1-03 皮下植え込み型中心静脈ポート管理における教育への取り組み  第2報
○多田  時江、菅野  勝司、松崎  啓子
独立行政法人国立病院機構  霞ヶ浦医療センター

R1-04 専従 ・ 専任医療安全管理者への看護部長の期待 ・ 理解 ・ 支援の検討
○青木  孝子、恩田  清美、玉利  英子、本山  和子、松浦  知子、工藤  千佳、山内  桂子
東京海上日動メディカルサービス(株) メディカルリスクマネジメント室

R1-05 中小規模病院における医療安全教育目標の到達度に関する検討
○布施  淳子
山形大学  医学部

R1-06 A病院における時系列事象関連図研修会の効果と今後の課題
○石井  千有季1、増田  糸往里1、坂本  麻美1、北原  佳典1、上野  美由紀2、角谷  知恵美1
1和歌山県立医科大学附属病院  看護部、2和歌山県立医科大学  保健看護学部

R1-07 新人看護師の ‘観察 ・ 判断への気づき’ を育てる教育プログラムの評価（2）  
－経験豊富な看護師の ‘DVD教材’ 視聴による気づきの分析－
○西方  真弓1、西原  亜矢子1、清野  由美子2、定方  美恵子1、井越  寿美子3、笠井  美香子3、佐藤  富貴子3、
川合  功4、小浦方  格5、田邊  裕治4
1新潟大学  医学部  保健学科、2前新潟大学  医歯学総合病院  看護部、3新潟大学  医歯学総合病院  看護部、
4新潟大学大学院  自然科学研究科  材料生産システム専攻、5新潟大学  産学地域連携推進機構

R1-08 新人看護師の ‘観察 ・ 判断への気づき’ を育てる教育プログラムの評価（1）  
－2回の視線運動測定結果の比較による気づきの分析－
○定方  美恵子1、西方  真弓1、西原  亜矢子1、清野  由美子3、井越  寿美子2、笠井  美香子2、佐藤  富貴子2、
川合  功4、坂本  信1、小浦方  格5
1新潟大学  医学部  保健学科、2新潟大学  医歯学総合病院  看護部、3前新潟大学  医歯学総合病院  看護部、
4新潟大学大学院  自然科学研究科  材料生産システム専攻、5新潟大学  産学地域連携推進機構

R1-09 注射実施時の安全確認に焦点をあてたシミュレーション研修の導入  
研修参加者の自己評価

○加治木  選江1、阿部  幸恵2、長濱  一史1、久木田  一朗1
1琉球大学医学部附属病院  安全管理対策室、2おきなわシミュレーション研修センター

R1-10 歯科大学における病院職員に対する医療事故対策講習の実態調査
○中島  秀彰
九州歯科大学  外科

2   

R2-01 PICCを留置したまま退院する患者の退院パンフレット改訂
○谷津  めぐみ、蟹谷  和子、秋田谷  加奈、白鳥  加奈子、阿部  昌江
旭川赤十字病院  血液腫瘍センター

本文02id5.indd   55 2013/10/28   15:24:38



2 TFT 9F 901901 909022 TFT 9F 901 902

98

R2-02 心理的尺度法による臨床工学技士の医療機器安全管理業務に対する調査研究
○福田  将誉1、菅尾  英木1、伊佐田  文彦2、小野  哲章3、武田  裕3
1箕面市立病院  臨床工学部、2関西大学  総合情報部、3滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科

R2-03 近畿圏救命救急センターICUに関わる専門職 ・ 非専門職の組織風土とチーム風土の
自己認識とその関連
田村  由美1、○福家  三千範2、山下  哲平1
1滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科、2元滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科

R2-04 近畿圏救命救急センターICUに関わる専門職 ・ 非専門職の協働的態度とチーム風土の認識と
その関連
○田村  由美、山下  哲平
滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科

R2-05 せん妄看護における “精神状態改善策” と “安全確保策” のバランスの実態
○佐藤  明日香1、鷹觜  瞳子2、馬澤  望峰子2、村上  成明3、坂本  成子1
1青森県立中央病院、2青森県立中央病院  5階西病棟、3青森県立中央病院  医療情報部

R2-06 ビデオで学ぶチームステップス 1時間で行うチームステップス研修
○浅尾  真理子、谷  真澄、長沼  達史
済生会  松阪総合病院

R2-07 安全管理教育プログラム開発に向けてのベテラン看護師からみた新人看護師教育の実態調査
○山本  恵美子
岡山大学  社会文化科学研究科

R2-08 管理栄養士の栄養指導に対する患者満足度に関する研究
○濱嵜  朋子1、中村  秀敏2、萩原  明人3
1九州女子大学  家政学部  栄養学科、2小倉第一病院、3九州大学大学院  医学研究院

R2-09 医療機関における患者相談窓口業務の困難感
○瀬川  玲子、長川  真治、水木  麻衣子、松浦  知子、児玉  安司
東京大学大学院  医学系研究科  医療安全管理学講座

3   

R3-01 医療事故調査63事例（71報告書）からみる反応性の分析と検討  
～院内事故調査を中心として～
○喜田  裕也1、岡  耕平2、武田  裕2、木内  淳子2
1医仁会  藤本病院、2滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科

R3-02 思考過程におけるインシデントの分析方法とその臨床応用に関する一考察
○根東  義明1、渋谷  昭子1、森本  哲司2、高橋  昌里2、近藤  克幸3
1日本大学  医学部  社会医学系  医療管理学分野、2日本大学  医学部  小児科、3秋田大学医学部附属病院  医療情報部

R3-03 看護師等の刑事裁判例における事故背景の分析 レジリエンスの観点から
○岡  耕平、吉野  眞美、木内  淳子
滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科

R3-04 汎用化を目指した事例分析手法 『PHARM-2E』 システムの開発  
～原因分析から対策実施確認と再評価まで～
○坂田  将貴、池谷  有紀子、中谷  友美、荒井  里実、大登  剛、天津  怜、小茂田  昌代
東京理科大学  薬学部  薬学科  小茂田研究室

R3-05 血液浄化センターで発生したインシデント ・ アクシデントの分析
○杉森  美幸1、加藤  正雄1、湯澤  由紀夫2
1藤田保健衛生大学病院  血液浄化センター、2藤田保健衛生大学病院  腎内科
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R3-06 RCA（根本原因分析）教育に関するグループの実践能力評価
○加藤  美香子、坂田  晃、杉本  佳子、西川  勧、森山  俊輔、松浦  修
むつ総合病院  医療安全推進室

R3-07 危険予知トレーニングの研修と実践が医療安全の意識と評価に及ぼす影響
○三村  由典1、兵藤  好美1、田中  共子2、山中  寛恵3
1岡山大学大学院  保健学研究科、2岡山大学大学院  社会文化科学研究科、3京都大学医学部付属病院

R3-08 医療安全支援センターの相談の質に関連する要因の検討
○水木  麻衣子、松浦  知子、瀬川  玲子、長川  真治、児玉  安司
東京大学大学院  医学系研究科  医療安全管理学

R3-09 看護師等が刑事責任を問われた事故の根本原因分析とその対応策
○吉野  眞美、木内  淳子、岡  耕平
滋慶医療科学大学院大学  医療安全管理学研究科

4   

R4-01 薬剤師病棟配置による薬剤関連インシデントの検証
○遠藤  啓之、大塚  潔、堀口  久光
自治医科大学附属さいたま医療センター  薬剤部

R4-02 A病院における新人看護師が報告したインシデントの分析  
－ジェームズ ・ リーズンのエラー分類を活用した薬剤（注射）の分析に焦点を当てて－
○三木  珠美1、大原  彰子1、大岩  美樹1、吉田  恵美1、高橋  京子1、松浦  正子1、池西  悦子2
1神戸大学医学部附属病院、2滋慶医療科学大学院大学

R4-03 乳幼児誤飲防止包装（CRSF）の一般患者への影響
○山田  祐次、小川  有吾、佐藤  久徳、前田  正輝
望星西新井薬局

R4-04 注射 ・ 点滴実施時の6R（患者 ・ 薬剤 ・ 目的 ・ 用量 ・ 方法 ・ 時間）の確認手順習得における
視聴教材の効果
○嶋田  ひとみ、臼井  千春
公益財団法人天理よろづ相談所病院  看護部安全管理委員会

R4-05 入院患者から外来患者における新薬 ・ ハイリスク薬の副作用シグナル検出システムの構築
○幸田  恭治、長澤  悠子、吉本  久子、古川  裕之
山口大学医学部附属病院  薬剤部

R4-06 手術室インシデント報告における異物遺残関連事例の分析
○酒井  理恵子、安田  あゆ子、野田  弘実、北野  文将、長尾  能雅
名古屋大学医学部附属病院

R4-07 睡眠導入剤及び抗不安薬が入院患者の再転倒に与える影響
○長谷川  豊1、佐原  篤2、大野  正裕1、藤井  信大郎1、波多江  崇1、福田  英克3、南波  勝栄3、
濱口  常男1
1神戸薬科大学  薬学臨床教育センター、2浜松市役所  保健環境研究所、3公立学校共済組合  近畿中央病院  薬剤部
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R4-08 転倒 ・ 転落事例に及ぼす睡眠薬 ・ 抗不安薬の作用時間の影響
○木下  真理子1,2、吉岡  大樹2、安永  和恵1,3、吉村  敏朗2、橋口  順康4,5
1地方独立行政法人長崎市立病院機構  長崎市立市民病院  転倒・転落防止ワーキンググループ、
2地方独立行政法人長崎市立病院機構  長崎市立市民病院  薬剤部、
3地方独立行政法人長崎市立病院機構  長崎市立市民病院  医療安全管理者、
4地方独立行政法人長崎市立病院機構  長崎市立市民病院  麻酔科、
5地方独立行政法人長崎市立病院機構  長崎市立市民病院  医療安全管理責任者

5   

R5-01 経鼻挿管チューブの固定方法に関する検討
○小林  美和1、塚本  真規2、横山  武志2
1愛知医科大学病院  看護部、2九州大学大学院歯学研究院  口腔顎顔面病態学講座  歯科麻酔学分野

R5-02 中心静脈カテーテル穿刺 ・ 挿入 ・ 管理に関する事故報道事例43例の検討
○渡部  修
佐久総合病院  救命救急センター

R5-03 経鼻栄養チューブ挿入位置の確認にX線撮影が必要である理由
○山元  恵子1、田中  良2、藤田  登2
1千葉科学大学大学院  危機管理学研究科  危機管理学専攻博士課程、2千葉科学大学大学院  危機管理学研究科

R5-04 2012年度安全文化調査報告 ： 経年変化と日米比較
○種田  憲一郎
国立保健医療科学院 (WHO西太平洋地域事務局)

R5-05 近畿地区の中小規模病院における5S活動の現状と課題
○乾  悦子1、塩  霧都恵2、土屋  八千代3、山下  哲平3
1特定医療法人社団御上会  野洲病院、2兵庫大学、3滋慶医療科学大学院大学

R5-06 近畿地区の中小規模病院における5S活動推進への提言
○乾  悦子1、塩  霧都恵2、山下  哲平3、土屋  八千代3
1特定医療法人社団御上会  野洲病院、2兵庫大学、3滋慶医療科学大学院大学

R5-07 新採用者の研修前後における医療安全文化の認識の変化
○豊嶋  克美、舛形  尚、筧  善行
香川大学医学部附属病院  医療安全管理部

6  1   

R6-01 人の出入りに関する病棟セキュリティ調査
○石原  由華、浜島  菜緒、社本  生衣、太田  美智男
椙山女学園大学  看護学部  看護学科

R6-02 看護必要度による配置管理と転倒転落
○辻田  麻衣子1、秋山  智弥1、幸野  里寿1、秋山  直美2
1京都大学医学部附属病院  看護部、2仏教大学  保健医療技術学部  看護学科

R6-03 小児の転倒に対する母親と看護師の認識調査
○遠藤  洋次、森本  香織、水口  美智子
愛媛大学医学部附属病院  1号館6階小児科病棟

R6-04 転倒転落チェックリストの有用性について
○佐々木  崇行、小林  美代子、菅井  友美
脳神経センター大田記念病院  看護部
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R6-05 文書活用を目的とした文書管理システム導入 ・ 推進事例
○香西  瑞穂1、金子  雅明2、田中  宏明3
1医療法人医誠会  城東中央病院、2青山学院大学  理工学部  経営システム工学科、
3大阪大学医学部附属病院  中央クオリティマネジメント部

R6-06 根本原因分析と安全文化の8軸モデルを用いた安全文化評価
○藤原  茂樹、高野  研一
慶應義塾大学大学院  システムデザイン・マネジメント研究科

R6-07 処方箋疑義照会内容に基づく医療安全対策 －用法固定化と1回量設定の実施－
○山岡  慶子、山下  和彦、北村  直子、西村  恵、曽我  昭宏、谷藤  亜希子、久米  学、槇本  博雄、平野  剛、
平井  みどり
神戸大学医学部附属病院  薬剤部

R6-08 バーコード照合を行う病棟看護師とバーコード照合を行わない手術部 ・ 放射線部 ・ 救急部
看護師の注射確認に関する比較
○大村  久美、大北  美恵子、五十嵐  行江、岩本  和栄、清水  めぐみ
福井大学医学部附属病院  看護部

R6-09 看護師の離職意向に関連する要因の検討
○中山  昌美1、高橋  弘枝1、飛田  伊都子2、山下  哲平2、折田  義正2
1大阪厚生年金病院、2滋慶医療科学大学院大学  医療管理学研究科
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