平成30年度 医療安全に関するセミナー プログラム
（テーマ ： 医療機関における医療の安全を考える）
開
催
日 ： 平成30年11月21日（水）
開 催 場 所 ： サンケイホールブリーゼ
時間

プログラム

9:55 ～ 10:00 オリエンテーション
(5分)
10:00 ～ 10:05 開会挨拶
(5分)

塚原 太郎

厚生労働省 近畿厚生局長

伊藤 英樹

滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部 副部長

第１部 医療事故調査制度導入から２年 ～医療現場で何が変わったか～
【座長】 秋野 裕信

福井大学医学部附属病院 医療安全管理部長

時間

プログラム
10:05 ～ 11:05 医療事故調査制度導入の現状から中小規模の医療機関における対応例や課題
(60分)

木村 壯介（医師） 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

11:05 ～ 12:05 医療訴訟に関する現状から、中小規模の医療機関における医療安全管理体制に求められること
(60分)

平井 利明（弁護士） 中村・平井・田邉法律事務所

12:05 ～ 13:05 休憩
(60分)

第２部 医療機関における高齢者患者の安全対策の取り組み
【座長】 伊藤 英樹

滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部 副部長

時間

プログラム

13:05 ～ 13:45 高齢者の現状、課題から高齢者の理解を深める 地域包括ケアシステム推進の観点から、地域との医療安全連携
(40分)

河本 慶子（医師） 近畿厚生局 健康福祉部 医事課 臨床研修審査専門官

13:45 ～ 14:25 医療機関における高齢者の安全な医療のための医師の役割
(40分)

竹屋 泰（医師） 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学 医学部講師

14:25 ～ 14:40 休憩
(15分)
14:40 ～ 15:20 施設・環境から考える高齢者の医療安全
(40分)

筧 淳夫（教員） 工学院大学 建築学部 教授

15:20 ～ 16:00 急性期病院におけるリエゾン・認知症ケアチームの活動と成果
(40分)

新田 和子（看護師） 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西市民病院

16:00 ～ 16:15 休憩
(15分)
16:15 ～ 16:55 高齢者の転倒・転落（認知症・せん妄）と薬との関係
(40分)

高齢者の薬剤管理に関する薬剤師の役割

岡本 禎晃（薬剤師） 市立芦屋病院 薬剤部長

16:55 ～ 17:35 高齢者の転倒・転落予防対策の具体的活動の実際と成果
(40分)

平井 覚（理学療法士） 一般財団法人永頼会 松山市民病院リハビリテーション科 副室長

時間

プログラム

17:35 ～ 17:40 閉会挨拶
(5分)

谷 祐次

厚生労働省 近畿厚生局 健康福祉部長

平成30年度 医療安全に関するセミナー ＤＶＤ上映会プログラム
（テーマ ： 医療機関における医療の安全を考える）
開
催
日 ： 平成31年1月18日（金）
開 催 場 所 ： 和歌山県情報交流センター ビッグ・ユー
時間

プログラム

9:55 ～ 10:05 オリエンテーション等
(10分)

厚生労働省 健康福祉部 医事課
和歌山県 福祉保健部 健康局 医務課

第１部 医療事故調査制度導入から２年 ～医療現場で何が変わったか～
【座長】 秋野 裕信

福井大学医学部附属病院 医療安全管理部長

時間

プログラム
10:05 ～ 11:05 医療事故調査制度導入の現状から中小規模の医療機関における対応例や課題
(60分)

木村 壯介（医師） 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

11:05 ～ 12:05 医療訴訟に関する現状から、中小規模の医療機関における医療安全管理体制に求められること
(60分)

平井 利明（弁護士） 中村・平井・田邉法律事務所

12:05 ～ 13:05 休憩
(60分)

第２部 医療機関における高齢者患者の安全対策の取り組み
【座長】 伊藤 英樹

滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部 副部長

時間

プログラム

13:05 ～ 13:45 高齢者の現状、課題から高齢者の理解を深める 地域包括ケアシステム推進の観点から、地域との医療安全連携
(40分)

河本 慶子（医師） 近畿厚生局 健康福祉部 医事課 臨床研修審査専門官

13:45 ～ 14:25 医療機関における高齢者の安全な医療のための医師の役割
(40分)

竹屋 泰（医師） 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学 医学部講師

14:25 ～ 14:40 休憩
(15分)
14:40 ～ 15:20 施設・環境から考える高齢者の医療安全
(40分)

筧 淳夫（教員） 工学院大学 建築学部 教授

15:20 ～ 16:00 急性期病院におけるリエゾン・認知症ケアチームの活動と成果
(40分)

新田 和子（看護師） 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西市民病院

16:00 ～ 16:15 休憩
(15分)
16:15 ～ 16:55 高齢者の転倒・転落（認知症・せん妄）と薬との関係
(40分)

高齢者の薬剤管理に関する薬剤師の役割

岡本 禎晃（薬剤師） 市立芦屋病院 薬剤部長

16:55 ～ 17:35 高齢者の転倒・転落予防対策の具体的活動の実際と成果
(40分)

平井 覚（理学療法士） 一般財団法人永頼会 松山市民病院リハビリテーション科 副室長

平成30年度 医療安全に関するセミナー ＤＶＤ上映会プログラム
（テーマ ： 医療機関における医療の安全を考える）
開
催
日 ： 平成31年1月25日（金）
開 催 場 所 ： 福井県立図書館（多目的ホール）
時間

プログラム

9:55 ～ 10:05 オリエンテーション等
(10分)

厚生労働省 健康福祉部 医事課
福井県 健康福祉部 地域医療課

第１部 医療事故調査制度導入から２年 ～医療現場で何が変わったか～
【座長】 秋野 裕信

福井大学医学部附属病院 医療安全管理部長

時間

プログラム

10:05 ～ 11:05 医療事故調査制度導入の現状から中小規模の医療機関における対応例や課題
(60分)

木村 壯介（医師） 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

11:05 ～ 12:05 医療訴訟に関する現状から、中小規模の医療機関における医療安全管理体制に求められること
(60分)

平井 利明（弁護士） 中村・平井・田邉法律事務所

12:05 ～ 13:05 休憩
(60分)

第２部 医療機関における高齢者患者の安全対策の取り組み
【座長】 伊藤 英樹

滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部 副部長

時間

プログラム

13:05 ～ 13:45 高齢者の現状、課題から高齢者の理解を深める 地域包括ケアシステム推進の観点から、地域との医療安全連携
(40分)

河本 慶子（医師） 近畿厚生局 健康福祉部 医事課 臨床研修審査専門官

13:45 ～ 14:25 医療機関における高齢者の安全な医療のための医師の役割
(40分)

竹屋 泰（医師） 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学 医学部講師

14:25 ～ 14:40 休憩
(15分)
14:40 ～ 15:20 施設・環境から考える高齢者の医療安全
(40分)

筧 淳夫（教員） 工学院大学 建築学部 教授

15:20 ～ 16:00 急性期病院におけるリエゾン・認知症ケアチームの活動と成果
(40分)

新田 和子（看護師） 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西市民病院

16:00 ～ 16:15 休憩
(15分)
16:15 ～ 16:55 高齢者の転倒・転落（認知症・せん妄）と薬との関係
(40分)

高齢者の薬剤管理に関する薬剤師の役割

岡本 禎晃（薬剤師） 市立芦屋病院 薬剤部長

16:55 ～ 17:35 高齢者の転倒・転落予防対策の具体的活動の実際と成果
(40分)

平井 覚（理学療法士） 一般財団法人永頼会 松山市民病院リハビリテーション科 副室長

