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会場 部屋名 演題番号
受付
番号

所属 タイトル

P-01 268 江守 直美 福井大学医学部附属病院　ＧＲＭ 患者が受けたと認識している病気や治療の説明内容の現状

P-02 141 布施 淳子 山形大学医学部看護学科基礎看護学講座 看護師の点滴静脈内注射管理の危険予測

P-03 142 折田 直子 中国電力（株）中電病院 危険予知トレーニング（KYT）を活用した手術室におけるセーフティマネジメントの実践

P-04 172 尾身 直枝 自治医科大学附属さいたま医療センター 患者確認行動を習慣化するための取り組み

P-05 56 高田 幸千子 国立循環器病センター 院内心肺蘇生報告システムの創設と安全体制の検証

P-06 144 大内 由花 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院
患者・家族の対応に関する「個人情報保護マニュアル」の活用と課題　　　　　　面会および電話
対応に関する実態調査

P-07 159 戸谷 ゆかり JA愛知厚生連海南病院　医療安全管理部 『医療安全』に関する外来診療のアンケート調査

P-08 282 上原 幸子 都立北療育医療センター 「重症心身障害者の原因が特定できない骨折を経験した看護師の思い」

P-09 103 小島 宏美 富士重工業健康保険組合総合太田病院 産科転院搬送受け入れ事例の検討　ー医師・病棟間の連携ー

P-10 248 勝山 貴美子 愛知県医師会総合政策研究機構 愛知県内における二次医療圏内受療割合の特徴―小児科と産婦人科を中心に―

P-11 263 岡林 瑞代 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 Discharge Support Team(DST) 活動による効果　‐入院期間の長期化防止に向けて‐

P-12 280 清水 利夫 国立国際医療センター 電子カルテシステムが医療安全に寄与したと考えられる１病棟例

P-13 301 高木 千恵子 ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院薬剤科 電子カルテにおける安全な持参薬管理の試み

P-14 276 多田 昭博 長野市民病院 患者誤認防止を目的としたバーコード認証システムの導入と問題点

P-15 115 村本 恵美子 芳珠記念病院 チェックシートを用いた転倒転落報告(2)  ～転倒事例の具体的イメージの描出～

P-16 63 中間 浩一 よみうりランド慶友病院 精神科領域における転倒･転落事故のリスクファクター：アセスメントシートおよびポスター作成

P-17 116 黒川 晴代 芳珠記念病院 チェックシートを用いた転倒転落報告（３）～臨床現場の疑問に答える～

P-18 130 土屋 仁 国際医療福祉大学　保健医療学部　放射線・情報科学科 『業務流れ図』を用いた時間分析法について

P-19 69 高橋 明美 西東京中央総合病院 経口用バンコマイシン誤投薬の経験から～Medical SAFER分析からシステム改善を考える～

P-20 134 佐藤 伸輔 みやぎ県南中核病院薬剤部 サテライト・ファーマシーでの薬剤管理－退院後の薬の管理と他職種との連携－

P-21 152 中原 るり子 東邦大学医学部看護学科基礎看護学研究室 経口与薬作業過程における失敗様式―看護師の経口与薬作業過程の観察から－

P-22 156 岡橋 孝侍 京都第二赤十字病院　薬剤部
医療安全に主眼をおいた『総合医療情報システム』における薬剤情報の有効活用－“見える化”か
ら“見せる化”へ－

P-23 176 千葉 貴志 仙台社会保険病院　薬剤部 誤調剤対策の効果とオーダリングシステム導入後の誤調剤への影響

P-24 270 岩壁 稔 横須賀市立うわまち病院　薬剤部 薬剤師の病棟業務

P-25 291 岩瀬 利康 獨協医科大学病院薬剤部 薬剤師が考える危険薬の調査

P-26 68 木村 賢治 東京都立広尾病院 注射自動払出機（ピッキングマシン）導入による医療安全の評価
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P-27 259 清水 路佐 京都民医連中央病院 当院における抗血小板剤・抗凝固剤の手術・内視鏡検査前の休薬の取り組み

P-28 287 大北 美恵子 福井大学医学部附属病院 注射と内服の指示から実施入力までのリスク比較

P-29 77 小浦 孝三 小浦孝三技術士事務所 マルコム・ボルドリッジ国家品質賞受賞病院の医療の質経営の特徴の調査研究

P-30 54 山本 武志 千葉大学看護学部保健学教育研究分野
患者によって体験･判断される医療事故の様相（第2報）：事故体験後の患者の感情・事故への評価
の変遷について

P-31 88 松原 紳一 九州大学大学院医学研究院　医療システム学 医療安全風土調査－看護師、療法士、技師、薬剤師、医師の、医療安全に関する組織的課題－

P-32 128 板垣 貴志 東京大学大学院医学系研究科健康社会学専門分野 患者によって体験･判断される医療事故の様相（第1報）：患者・家族の事故への対応・対処

P-33 211 末若 美乃里 川崎医科大学附属川崎病院医療安全管理室 当院における医療安全管理の現状と課題

P-34 127 久田 友治 琉球大学医学部附属病院　安全管理対策室 eラーニングによる医療安全教材の開発と運用の課題

P-35 138 安川 仁子 太成学院大学看護学部 専任リスクマネージャー育成のための教育プログラムの開発に関する研究

P-36 243 赤間 紀子 独立行政法人国立病院機構福島病院
医療安全推進担当者の資質向上のために必要な教育プログラム－専任リスクマネージャーのパート
ナーとしての能力を育むために－

P-37 187 宮下 孝子 滋賀県立成人病センター 研修計画を通して、医療安全への意識の向上を図る

P-38 197 渡部 真由美 （財）脳神経疾患研究所付属南東北福島病院 イベント報告書集計から見えてきたもの～リスク感性育成に着眼して～

P-39 95 青木 昭子 横浜市立大学附属病院 医学生は病棟実習で医療安全を学んでいるか―医学部4年で医療安全演習を実施したその後

P-40 224 永見 紀子 国立循環器病センター リスク回避のための採血技術チェック～一斉採血チェックを実践して～

P-41 258 和井内 賛 東京北社会保険病院 人工呼吸器装着患者の診療に対する意識調査

P-42 117 梶谷 かおり 東北大学病院 新人看護師へのＦＩＳＨ哲学を活用した関わり

P-43 296 井上 卓也 獨協医科大学越谷病院　救命救急センター 患者急変対応チームトレーニング

P-44 90 小林 由美江 足利赤十字病院 研修医を対象とした手術時手洗い・ガウンテクニック研修の効果の検討

P-45 240 林 千加子 川崎医療短期大学 医療事故当事者（看護師）ダメージと学習構造から捉える安全システムの検討

P-46 279 井上 卓也 獨協医科大学越谷病院　救命救急センター Mass Casualty - Triage and Transport Training - 集団災害シミュレーションプログラム

P-47 281 井上 卓也 獨協医科大学越谷病院　救命救急センター “One Night on Call”コース

P-48 180 塚本 容子 北海道医療大学 米国ヘルスケアにおけるPay for Performance実際

P-49 244 青柳 律子 国保松戸市立病院 転倒・転落件数による診療アウトカム評価の試み

P-50 94 鈴木 奈緒子 国立長寿医療センター 高齢者医療施設におけるインシデントレポートを用いた看護業務のリスク評価

P-51 189 植田 多恵子 姫路赤十字病院　医療安全推進室 イントラネットによる出来事報告の分析

P-52 265 村田 文子 姫路赤十字病院　医療安全推進室 イントラネットによる出来事報告の活用－出来事報告からシステム変更に繋がった改善点－
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P-53 194 三輪 全三 東京医科歯科大学大学院　小児歯科学分野 歯科治療に伴う「誤飲・誤嚥」事例の集計と分析

P-54 253 宮本 智行
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　麻酔・生体管
理学

歯科における全身麻酔時のインシデント

P-55 114 光田 雅人 芳珠記念病院 チェックシートを用いた転倒転落報告(1)～事例報告データーベースの構築～

P-56 82 金村 政輝
東北大学大学院医学系研究科地域医療システム学（宮城
県）寄附講座

医療現場におけるマンパワーの不足－東北地方の病院・医師を対象としたアンケート調査結果から
－

P-57 125 根本 良介 鳥取県立中央病院 当院における５年間の医療事故防止対策事業:システム，機器，施設，環境

P-58 264 田中 祐次 東京大学医科学研究所 患者視点の設備に関する調査

P-59 66 石川 雅彦 国立保健医療科学院 政策科学部 医療の安全・質におけるメンタルヘルス対策

P-60 146 西畑 康代 奈良社会保険病院 今こそ院内助産院！！これぞお産の質・安全を保証するシステム

P-61 229 篠原 翼 亀田ファミリークリニック館山 亀田ファミリークリニック館山における保険診療による禁煙成功率

P-62 193 阪梨 悟 医療法人晋真会ベリタス病院臨床工学科 安全文化の醸成　当院での医療安全管理、臨床工学技士のかかわり

P-63 233 古田 康之 亀田メディカルセンター医療安全管理室 医療安全検討部会におけるワーキング活動の報告
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