
25

「過去14年を振り返り今後の医療安全を考える」
日　　時：11月23日(土) 9：35～9：50
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
演　　者：清水　利夫 (独立行政法人国立国際医療研究センター病院  副院長  医療安全推進部門長  外科) 

  

「医療の質と安全を守り高めるチームづくりをめぐって」
日　　時：11月23日(土) 10：00～10：50
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：鮎澤　純子 (九州大学大学院医学研究院)  
演　　者：山口　裕幸 (九州大学大学院人間環境学研究院心理学講座)  

「現場の活力が生む医療の質と安全」
日　　時：11月23日(土) 11：00～12：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：小泉　俊三 (財団法人東光会七条診療所、佐賀大学) 
演　　者：松村　啓史 (テルモ株式会社取締役副社長) 

1

「インフォームドコンセント ～医療者と患者のより良い関係を目指して～」
日　　時：11月23日(土) 13：10～14：10
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：清水　利夫 (独立行政法人国立国際医療研究センター病院) 
演　　者：森岡　恭彦 (日本赤十字社医療センター名誉院長、東京大学名誉教授) 

2

「チームで広報：防衛省大臣官房広報課」
日　　時：11月24日(日) 13：00～14：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：河野龍太郎 (自治医科大学医学部) 
演　　者：伊藤　茂樹 (防衛省大臣官房広報課長) 
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1

「『医療質安全学』の確立 ～医療の質・安全に関する知識体系 (BOK) の開発～」
日　　時：11月23日(土) 14：20～16：10
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：鮎澤　純子 (九州大学大学院医学研究院) 
演　　者：小泉　俊三 (財団法人東光会七条診療所、佐賀大学) 
　　　　　上原　鳴夫 (東北大学名誉教授)  
　　　　　嶋森　好子 (公益社団法人東京都看護協会) 
　　　　　飯塚　悦功 (東京大学大学院) 

2

「医療機器に関わる医療現場でのフラストレーション －競争の中の協力－」
日　　時：11月23日(土) 10：00～12：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：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) 
　　　　　飯塚　悦功 (東京大学大学院) 
演　　者：藤田　倫寛 (厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室) 
　　　　　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) 
　　　　　三田　哲也 (日本医療機器産業連合会PMS委員会) 
　　　　　飯田隆太郎 (日本医療機器産業連合会 法制委員会) 

3

「真実説明と謝罪を普及させよう」
日　　時：11月23日(土) 16：30～18：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：埴岡　健一 (東京大学公共政策大学院)  
演　　者：伊藤　雅治 (社団法人全国社会保険協会連合会) 
　　　　　矢野　　真 (日本赤十字社事業局) 
　　　　　遠田　光子 (社団法人全国社会保険協会連合会事業部患者安全推進室) 
　　　　　赤羽　幸生 (陣痛促進剤による被害を考える会) 
　　　　　大坪　寛子 (厚生労働省医療安全推進室) 

4

「医療対話と相談支援のための組織間連携と人材養成の工夫」
日　　時：11月23日(土) 10：00～12：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：石川　雅彦 (公益社団法人地域医療振興協会地域医療安全推進センター ) 
　　　　　原田　賢治 (東京農工大学保健管理センター ) 
演　　者：渡邊　清高 (独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供研究部) 
　　　　　幸田　有子 (秦野赤十字病院総合相談室) 
　　　　　東　　健一 (横浜市健康福祉局医療安全課) 
　　　　　武山ゆかり (公益社団法人豊島区医師会豊島区在宅医療相談窓口) 
　　　　　水木麻衣子 (東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学) 
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5

「改善のための質評価 －質評価指標の組織的活用－」
日　　時：11月23日(土) 14：20～16：20
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：若尾　文彦 (独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター ) 
　　　　　新海　　哲 (国立病院機構四国がんセンター／医療法人社団康心会湘南東部総合病院) 
　　　　　福村　文雄 (株式会社麻生飯塚病院医療安全推進室) 
演　　者：伏見　清秀 (東京医科歯科大学／国立病院機構総合研究センター ) 
　　　　　本橋　隆子 (国立病院機構総合研究センター診療分析部) 
　　　　　手島　　伸 (独立行政法人国立病院機構仙台医療センター ) 
　　　　　水流　聡子 (東京大学大学院工学系研究科医療社会システム工学寄付講座)  
　　　　　清水　秀昭 (栃木県立がんセンター外科) 
　　　　　尾澤　　巌 (栃木県立がんセンター外科)  
　　　　　青儀健二郎 (独立行政法人国立病院機構四国がんセンター臨床研究推進部)  
　　　　　尾嶋　　仁 (群馬県立がんセンター消化器外科)  

6

「医療の質・安全と情報処理技術」
日　　時：11月23日(土) 16：30～18：00 
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：古川　裕之 (山口大学大学院医学系研究科／医学部附属病院薬剤部) 
演　　者：近藤　博史 (鳥取大学医学部附属病院医療情報部) 
　　　　　武田　　裕 (滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科医療安全管理学専攻) 
　　　　　川上　浩司 (京都大学大学院医学研究科・薬剤疫学) 

7

「医療安全と感染管理」
日　　時：11月23日(土) 10：00～11：30
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
座　　長：兼児　敏浩 (三重大学医学部附属病院医療安全・感染管理部)  
　　　　　鳥谷部真一 (新潟大学医歯学総合病院医療安全管理部)  
演　　者：大曲　貴夫 (独立行政法人国立国際医療研究センター病院国際感染症センター )  
　　　　　加藤佳代子 (介護老人保健施設ハートケア左近山)  
　　　　　柴原美也子 (藤沢市民病院医療安全対策室)  
　　　　　横山　貴之 (増田・横山法律事務所)  
　　　　　相馬　孝博 (公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院)  
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8

「低侵襲医療における合併症 (有害事象) を減らすために必要なしくみ」
日　　時：11月23日(土) 14：20～16：20
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
座　　長：大川　　淳 (東京医科歯科大学大学院整形外科学)  
　　　　　本間　　覚 (筑波大学附属病院臨床医療管理部)  
演　　者：浅井　望美 (国立がん研究センター中央病院)
　　　　　関川　智重 (四谷メディカルキューブ臨床工学科)  
　　　　　櫻井　俊之 (独立行政法人国立国際医療研究センター消化器内科)
　　　　　高橋　　淳 (横須賀共済病院循環器センター )  
　　　　　赤羽　正章 (NTT東日本関東病院放射線部)  
　　　　　横田　美幸 (公益財団法人がん研究会がん研有明病院)  

9

「シンポジウム：チームの安全を支えるノンテクニカルスキル ～概念・訓練・実践」
日　　時：11月24日(日) 9：00～10：30
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：橋本　重厚 (福島県立医科大学附属病院安全管理部)  
　　　　　中島　和江 (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)  
演　　者：種田憲一郎 (WHO西太平洋地域事務局 (国立保健医療科学院)) 
　　　　　米井　昭智 (公益財団法人倉敷中央病院医療安全管理室)  
　　　　　岩村　正嗣 (北里大学医学部泌尿器科学) 

10

「医療事故調査活動と医療安全」
日　　時：11月24日(日) 9：00～11：30
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：樋口　範雄 (東京大学法学部)  
　　　　　児玉　安司 (東京大学医療安全管理学)  
演　　者：木村　壮介 (一般社団法人日本医療安全調査機構)  
　　　　　長尾　能雅 (名古屋大学大学院医学系研究科総合管理医学講座医療安全管理学)  
　　　　　本間　　覚 (筑波大学附属病院臨床医療管理部)  
特別発言1：永井　裕之 (医療の良心を守る市民の会)  
特別発言2：日留川基支子 (一般社団法人日本医療安全調査機構中央事務局)  

11

「真に有効なダブルチェックを考える」
日　　時：11月24日(日) 13：00～14：00
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：我妻　恭行 (東北薬科大学薬学部薬剤学教室) 
演　　者：山崎　香織 (広島大学病院医療安全管理部) 
　　　　　大島　　誠 (総合病院国保旭中央病院看護部小児科病棟) 
　　　　　中村　浩規 (国家公務員共済組合連合会東北公済病院薬剤科) 
　　　　　田中　健次 (電気通信大学大学院情報システム学研究科) 
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1

「マイナンバーとアウトカム指標」
日　　時：11月23日(土) 16：20～17：20
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：落合　慈之 (NTT東日本関東病院)  
演　　者：森田　　朗 (学習院大学法学部、中央社会保険医療協議会)  
　　　　　近藤　達也 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構)  

2

「学際研究推進委員会「入門講座」報告：『最後のN週間を考える』」
日　　時：11月23日(土) 16：30～17：30
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
座　　長：原田　悦子 (筑波大学人間系心理学域) 
　　　　　三井　さよ (法政大学社会学部) 
演　　者：三井　さよ (法政大学社会学部) 
　　　　　須藤　　智 (静岡大学) 
　　　　　阿久津靖子 (株式会社MTヘルスケアデザイン研究所) 

1

「看護基礎教育において医療安全をどのように教えるか」
日　　時：11月23日(土) 14：20～16：20
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：井部　俊子 (聖路加看護大学) 
　　　　　小林　美雪 (山梨県立大学看護学部) 
演　　者：江原　一雅 (滋慶医療科学大学院大学医療安全管理学専攻) 
　　　　　衣川さえ子 (国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科) 
　　　　　相馬　孝博 (公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院) 

2

「患者と医療者の情報共有は医療をどう変えるのか (2) ～患者参加による情報作成～」
日　　時：11月24日(日) 14：10～16：10
会　　場：ビッグサイトTFTホール1000 (西館2F)［第1会場］
座　　長：丸木　一成 (国際医療福祉大学大学院) 
　　　　　山内　桂子 (東京海上日動メディカルサービス株式会社メディカルリスクマネジメント室) 
演　　者：若尾　文彦 (独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター ) 
　　　　　中山　健夫 (京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野) 
　　　　　松浦　知子 (医療の質・安全学会パートナーシッププログラム) 
　　　　　曽根　伸治 (東京大学医学部付属病院輸血部・検査部) 
　　　　　大熊由紀子 (国際医療福祉大学大学院医療福祉ジャーナリズム分野) 
　　　　　鈴木　信行 (患医ねっと) 
　　　　　中島　和江 (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) 
　　　　　大谷るみ子 (大牟田市認知症ライフサポート研究会) 
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3

【超高齢化・多死社会における地域医療での安全の確保】
企画 1：「診療所での安全の取り組みとそれを支える多職種合同研修の効果」
日　　時：11月24日(日) 13：00～14：30
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：嶋森　好子 (公益社団法人東京都看護協会) 
　　　　　小林　美雪 (山梨県立大学看護学部) 
演　　者：片山　繁樹 (神奈川県歯科医師会医療管理委員会) 
　　　　　荘司　邦夫 (津地区医師会／三重耳鼻咽喉科) 
　　　　　木下　房美 (三重耳鼻咽喉科) 
　　　　　鎌谷　義人 (津歯科医師会) 
　　　　　中川　信之 (有限会社NFP) 

4

【超高齢化・多死社会における地域医療での安全の確保】
企画 2：「在宅における医療安全」
日　　時：11月24日(日) 14：40～16：10
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
座　　長：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) 
　　　　　杉浦　立尚 (笑顔のおうちクリニック) 
演　　者：網谷　敏数 (株式会社高齢者住宅新聞社) 
　　　　　加藤　　豊 (医療法人豊隆会ちくさセントラルクリニック) 
　　　　　三幣　利克 (医療法人社団コンパス) 
　　　　　松本　尚浩 (笑顔のおうちクリニック学習開発部門) 

5

「医療の質・安全学会テーマ別ワーキンググループの報告」
日　　時：11月24日(日) 9：00～11：20
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：清水　利夫 (独立行政法人国立国際医療研究センター病院) 
　　　　　上原　鳴夫 (東北大学大学院医学系研究科国際保健学分野) 
演　　者：井部　悛子 (聖路加看護大学) 
　　　　　伊藤　雅治 (社団法人全国社会保険協会連合会) 
　　　　　山内　桂子 (医療の質・安全学会パートナーシッププログラム委員会) 
　　　　　大島　伸一 (独立行政法人国立長寿医療研究センター ) 
　　　　　小泉　俊三 (財団法人東光会七条診療所、佐賀大学) 
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6

「トトロが教えてくれたこれからの医療 －これからの医療を支える世代の特徴を理解する－」
日　　時：11月24日(日) 14：10～15：10
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
座　　長：井部　俊子 (聖路加看護大学) 
　　　　　相馬　孝博 (公益財団法人日本心臓血圧研究振興会付属榊原記念病院) 
演　　者：保坂　　隆 (聖路加国際病院精神腫瘍科) 
　　　　　古川　裕之 (山口大学大学院医学系研究科／医学部附属病院薬剤部) 

1

「医療分野の「雇用の質の向上」に関する報告書と労働環境の改善の推進について」 
日　　時：11月24日(日) 9：00～11：30
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
座　　長：嶋森　好子 (公益社団法人東京都看護協会) 
　　　　　酒井　一博 (公益財団法人労働科学研究所) 
演　　者：中野　孝治 (厚生労働省) 
　　　　　酒井　一博 (公益財団法人労働科学研究所) 
　　　　　近森　正幸 (社会医療法人近森会近森病院) 
　　　　　池田惠津子 (社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院)  
　　　　　保坂　　隆 (聖路加国際病院精神腫瘍科)  
　　　　　松月みどり (公益社団法人日本看護協会)  

2

「Quality Improvement (医療の質の改善) について学ぶ学生と若手医師の集い」
日　　時：11月24日(日) 14：00～15：00
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
座　　長：遠藤　英樹 (独立行政法人国立病院機構水戸医療センター ) 
演　　者：伊澤　　敏 (長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院) 
　　　　　Jo Inge Myhre (Innlandet Hospital Trust Division Gjøvik) 
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1

「WHOカリキュラムガイドに学ぶノンテクニカル スキルの重要性」
日　　時：11月23日(土) 12：00～12：50
会　　場：ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
共催企業：第一三共株式会社
座　　長：井部　俊子 (聖路加看護大学) 
演　　者：相馬　孝博 (公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院) 

2

「安全な手術のために －転ばぬ先のブリディオン®－」
日　　時：11月23日(土) 12：00～12：50
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
共催企業：MSD株式会社
座　　長：三木　　保 (東京医科大学病院脳神経外科医療安全管理学) 
演　　者：鈴木　利保 (東海大学医学部外科学系・診療部麻酔科) 

3

「侵襲的処置、検査における鎮静 －安全実施のためのminimum requirement－」
日　　時：11月23日(土) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
共催企業：丸石製薬株式会社
座　　長：尾崎　　眞 (東京女子医科大学麻酔科) 
演　　者：中川　雅史 (社会保険紀南病院麻酔科) 

4

「より安全な中心静脈カテーテル「PICC」の紹介 ～挿入手技と使用経験～」
日　　時：11月23日(土) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・研修室909［第5会場］
共催企業：株式会社メディコン
座　　長：松原　久裕 (千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学) 
演　　者：楢崎　　肇 (北海道消化器科病院外科) 

5

「無駄鳴りアラーム改善のために今取り組むべきこと」
日　　時：11月24日(日) 12：00～12：50
会　　場；ビッグサイトTFTホール500 (西館2F)［第2会場］
共催企業：日本光電東京株式会社
座　　長：佐藤　景二 (静岡市立静岡病院医療技術部臨床工学科) 
演　　者：萩原　弘子 (日本光電工業株式会社テレメトリ技術センタ支援技術部)
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6

「CVCマネジメントを究める」
日　　時：11月24日(日) 12：00～12：50
会　　場：ビッグサイトTFTホール300 (西館2F)［第3会場］
共催企業：センチュリーメディカル株式会社
座　　長：藤盛　啓成 (東北大学病院医療安全) 
演　　者：西條　文人 (独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院外科) 
　　　　　武藤　満完 (独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院外科) 

7

「前向きインシデントレポートの試み」
日　　時：11月24日(日) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・研修室908［第4会場］
共催企業：株式会社メディシステムソリューション
座　　長：松村　由美 (京都大学医学部附属病院医療安全管理室) 
演　　者：辰巳　陽一 (近畿大学医学部附属病院安全管理部医療安全対策室) 

8

「医療安全に寄与する電子カルテの構築 ～システム構築における意識の重要性～」
日　　時：11月24日(日) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・研修室909［第5会場］
共催企業：日本電気株式会社
座　　長：井上　大介 (日本電気株式会社医療ソリューション事業部) 
演　　者：菊池　　嘉 (独立行政法人国立国際医療研究センター医療情報管理部門、
　　　　　　　　　　  エイズ治療研究開発センター臨床研究開発部) 

9

「報道事例から学ぶ医薬品投与時の安全管理 －“知らなかった!!” では、すまされない－」
日　　時：11月24日(日) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・会議室9-A［第6会場］
共催企業：日本イーライリリー株式会社
座　　長：青儀健二郎 (独立行政法人国立病院機構四国がんセンター臨床研究センター ) 
演　　者：古川　裕之 (山口大学大学院医学系研究科／医学部附属病院薬剤部)

「医療におけるBowTie (蝶ネクタイ) リスク評価法の活用 
(Applying the BowTie risk assessment methodology in healthcare)」
日　　時：11月23日(土) 12：00～12：50
会　　場：TFTビル東館9F・会議室9-A［第6会場］
座　　長：種田憲一郎 (国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部地域医療システム研究分野)
演　　者：Pieter Weijand (Director of Business Development, BowTieMED)
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