平成 27 年 6 月 30 日

各

位
特定非営利活動法人 北海道病院協会

理事長 徳田 禎久
公益社団法人全日本病院協会北海道支部
支部長 徳田 禎久

平成２７年度「医療安全管理者養成講習会」開催のご案内
謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

北海道病院協会は、道内の医療に携わる病院を対象に、医療の質の向上に関する事
業を行い、道民の保健医療の増進に寄与することを目的に設立され、現在道内 570 病
院中 405 病院が会員として加入しています。
当協会の事業計画では、
「医療の質の向上」を主要課題の一つに掲げ、平成 19 年度
から「医療安全管理者養成講習会」開催に取り組んでおり、これまで 480 名を超える
医療安全管理者を全道に輩出しているほか、毎年、受講済みの医療安全管理者を対象
に、医療安全対策に係るセミナーやフォーラムなども開催しています。
また、平成 27 年 10 月から医療事故調査制度が施行され、本講習会においても、詳
細な説明が加えられます。
当協会では、道内すべての医療機関において「複数の医療安全管理者」が配置され
る事を願っており、当該講習会の開催は、会員・会員外を問わず周知しておりますの
で、是非受講されるようご案内申し上げます。
記
主

催

北海道病院協会、全日本病院協会 北海道支部、北海道

開催日

第１クール；平成２７年 ９月２５日（金）、 ９月２６日（土）
第２クール；平成２７年１０月２３日（金）、１０月２４日（土）
第３クール；平成２７年１１月２０日（金）、１１月２１日（土）
第４クール；平成２８年 １月 ９日（土）、 １月１０日（日）

会

東京ドームホテル札幌（札幌市中央区大通西 8 丁目）
北海道医師会館（札幌市中央区大通西６丁目６）

場

受講料（資料書籍、昼食代含む）
会 員 ８日間
７２，０００円
会員外 ８日間
８５，０００円
定

員

申込方法

６０名（定員になり次第締め切らせていただきます）
別紙「受講申込書」の必要事項 1～11 をご記入のうえ、
事務局宛ＦＡＸ（011-231-9902）によりお申込ください。

本講習会は、国の定める医療安全管理者研修要件に適合しており、8 日間の講習会
受講者には修了証が交付されます。

《お問い合わせ先》

北海道病院協会 事務局（担当；川上、古屋）
〒060-0042 札幌市中央区大通西 6 丁目 6 北海道医師会館６階
電話：011-231-9900 FAX：011-231-9902

共催 北海道病院協会・全日本病院協会北海道支部・北海道

平成27年度「医療安全管理者養成講習会」 日程

ー

開会式 13：00～
【医療安全の概論】
（１）「病院組織概論」13：00～15：30（150分）
平成27年9月25日（金）
講師；徳田 禎久 先生（医療法人禎心会 理事長、北海道病院協会 理事長）
13：00～18：00(5時間)
1日目
【医療安全体制の構築】
会場；東京ドームホテル札幌
（２）「物の管理、情報の管理・伝達」 15：30～17：00（90分）
◆
（札幌市中央区大通西8丁目）
講師；森山 洋 先生（おびひろ呼吸器科内科病院 組織統括事務長）
第
（３）「医療安全推進の動向」 17：00～18：00（60分）
１
講師；（北海道保健福祉部地域医療推進局 医療薬務課 （医療安全））
ク

ル

【医療安全の基本的知識】
（３）「なぜ、医療の安全か ―質・情報・安全― 医療の質向上」
平成27年9月26日（土）
9：00～11：30（150分）
9：00～15：00(5時間)
2日目
講師；長谷川 友紀 先生（東邦大学医学部 社会医学講座 教授）
会場；東京ドームホテル札幌
11：30～12：30 昼食
（札幌市中央区大通西8丁目） （４）「安全とリスクに関する概念（用語）の理解」 12：30～15：00（150分）
講師；長谷川 友紀 先生（東邦大学医学部 社会医学講座 教授）
平成27年10月23日（金）
12：30～17：30(5時間)
1日目
会場；北海道医師会館８階

◆
第
２
ク

（札幌市中央区大通西6丁目）

【医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック】
（１）「品質管理概論」
（２）「インシデント報告の分析法・対策立案・対策実施・標準化」
（３）「未然防止対策（FMEA）・事後対策（RCA）の理論」
講師；飯田 修平 先生（練馬総合病院 理事長・院長）

ー

【医療安全体制の構築】
（１）「安全管理の必要性・重要性の理解 -組織作りとその運営-」
平成27年10月24日（土）
9：00～11：30（150分）
9：00～15：00(5時間)
講師；高橋 肇 先生（高橋病院 理事長）
ル 2日目
11：30～12：30 昼食
会場；東京ドームホテル札幌
【医療安全の概論】
（札幌市中央区大通西8丁目）
（２）「人間信頼性工学」12:30～15：00（150分）
講師；中條 武志 先生（中央大学理工学部 経営システム工学科 教授）
平成27年11月20日（金）
13：00～16：30(3.5時間)
1日目
会場；北海道医師会館８階
（札幌市中央区大通西6丁目）

◆
第
３
ク

（１）「職員に対する教育・研修」 13：00～14：30（90分）
講師；徳田 禎久 先生（医療法人禎心会 理事長、北海道病院協会 理事長）
（２）「患者・家族の観点から見た安全確保」 14：30～16：30（120分）
講師；山口 育子 さん（NPO法人ささえあい医療人権センター COML 理事長）
【事故発生時の対応】

ー

ル

【安全文化の醸成】

平成27年11月21日（土）
9：00～15：00(5時間)
2日目

（１）「医療事故調査制度の施行と院内の体制」9：00～12：00（180分）
（２）「医療事故等発生時の対応に関する基本原則」
（３）「事故発生時の初動対応に必要な知識」
講師；南須原 康行 先生（北海道大学病院医療安全管理部 准教授）

会場；東京ドームホテル札幌
（札幌市中央区大通西8丁目）

12：00～13：00 昼食
（４）「「説明と記録の重要性～事例解説を含め～」」 13：00～15：00（120分）
講師；山崎 堅司 先生 （損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社
医療リスクマネジメント事業部 主任コンサルタント）

ー

◆ 1日目
第
４
ク
ル

平成28年1月9日（土）
12：30～18：30(6時間)
会場；北海道医師会館８階
（札幌市中央区大通西6丁目）

平成28年1月10日（日）
9：00～16：00（6時間）

2日目
会場；北海道医師会館８階
（札幌市中央区大通西6丁目）

【グループ討議／ＲＣＡ・ＦＭＥＡ 演習】
（１）「ＲＣＡ演習」（グループワーク）
事後対策（RCA）の実践にむけて
講師；飯田 修平 先生（練馬総合病院 理事長・院長）
（２）「ＦＭＥＡ演習」（グループワーク）
未然防止対策（FMEA）の実践にむけて
講師；飯田 修平 先生（練馬総合病院 理事長・院長）
（途中、昼食休憩１時間を含む）
閉会式 16：00～16：10

北海道病院協会 事務局宛

ＦＡＸ 011－231－9902（送信状不要）

平成 2７年度「医療安全管理者養成講習会」受講申込書
《講習会受講料・申し込み方法》
①
①
②
③

受講料 会員施設職員 ８日間 72，０００円
受講料 会員外
〃
85,000 円
申込書（本紙）をご記入の上、FAX によりお申し込みください。
申込受理後、事務局より受講票と、郵便振替用紙をお送りしますので、
受付締切日（９月１８日）までにお振込みください。
④ 申込受付締切日 平成 27 年 9 月 18 日（金）

1．法人名
２．医療機関名
３．郵便番号
４．住

所

５．電話番号
６．FAX 番号
７．所属部署
８．

ふ り が な

受講者氏名
９．役職名
10.職種名
※事務局からの連絡、課題の提出はメールで行います。必ずご記入下さい。

11.E-mail

＠

＊複数名様ご参加の場合は、コピーをしてお申込ください。

申込日

平成 27 年

月

日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜事務局使用欄＞

受講申込書を受理いたしました。 受付番号
※申込後、受付番号の入った受講申込書をＦＡＸにてご返信いたします。
お申込後５日経っても返信がない場合には、ご連絡ください。
なお、申込後、参加者の変更があった場合は、事務局 古屋宛にご連絡を
お願いします。（電話 011-231-9900）

北海道病院協会 事務局ＦＡＸ

011－231－9902（送信状不要）

◆北海道医師会館
札幌市中央区⼤通⻄ 6 丁⽬

電話 011-231-1432

・札幌駅から地下鉄：札幌市営地下鉄 南北線「⼤通駅」下⾞、1 番出⼝より徒歩 2 分
・札幌駅から徒歩 ：ＪＲ札幌駅「⻄改札⼝」より、「札幌駅前通地下歩⾏空間」を経由、
地下鉄「⼤通駅」まで約１５分→地下鉄「⼤通駅」1 番出⼝より徒歩 2 分

◆東京ドームホテル札幌
札幌市中央区⼤通⻄ 8 丁⽬

電話 011-261-0111

・札幌駅から地下鉄：札幌市営地下鉄 南北線「⼤通駅」下⾞、1 番出⼝より徒歩 5 分
・札幌駅から徒歩 ：ＪＲ札幌駅「⻄改札⼝」より、「札幌駅前通地下歩⾏空間」を経由、
地下鉄「⼤通駅」まで約１５分→地下鉄「⼤通駅」1 番出⼝より徒歩 5 分

東京ドームホテル札幌

