
Q-5-7-941-17-014.1　作成日：2017年8月31日　作成者：医療安全掛
※最新の予定はKINGポータルサイト、医療安全管理室HPからご確認下さい。 平成30年3月28日現在

※過去の講習会動画は、DVDを貸出しておりますので、医療サービス課医療安全掛
（内線：3619・3661　FAX：4563　Email：070iryou_anzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）にお問い合わせください。

～タイトルが同じ講習会は同内容ですので、複数回受講しても出席回数は１回分です。～

月 日 時間 区分 タイトル・テーマ 講師 場所 参加人数

平成29
年4月

4日（火）

10：15～11：00
11：00～11：45
11：45～12：30
13：00～13：45
13：45～14：30
14：30～15：15

安全
チームSTEPPSを取り入れた医療安全トレーニング
グループワークを通してチームのパフォーマンスが向上するためのスキルを学ぶ（事前予約制）
　　　　　　　　　共催：総合臨床教育・研修センター

 総合臨床教育・研修センター
助教　内藤　知佐子

総合臨床教育・研修センター
シミュレーションエリア

69名

5日（水）

 9：00～9：45
9：45～10：30
10：30～11：15
11：15～12：00
13：00～13：45
13：45～14：30

安全
チームSTEPPSを取り入れた医療安全トレーニング
グループワークを通してチームのパフォーマンスが向上するためのスキルを学ぶ（事前予約制）
　　　　　　　　　共催：総合臨床教育・研修センター

 総合臨床教育・研修センター
助教　内藤　知佐子

総合臨床教育・研修センター
シミュレーションエリア

63名

12日（水） 17：30～18：30 安全
Designing Highly Reliable, Safe and Patient Centered Care
高く信頼され、安全で、患者中心の医療を設計することとは？　（同時通訳なし）

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ's Hosp of Michigan,Wayne State
University School of Medicine,Detoroit,USA

Dr. Paul Barach
第一、第二臨床講堂 62名

17日（月） 18：00～19:30 感染 第１回抗菌薬セミナー「感染症診断の基本、尿路感染症の診断と治療」
感染制御部　医師　土戸　康弘
感染制御部　助教　伊藤　航人

研修センター 59名

18日（火） 17：30～18：30 安全
ISO9001認証取得の意義～品質マネジメントシステムを医療の質向上に活かす～
　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG

医療安全管理室　室長　松村　由美
検査部　技師長　志賀　修一

第一、第二臨床講堂 219名

20日（木） 17：30～18：00 安全
品質マネジメントシステムの考えに基づく高難度新規医療技術導入プロセス
　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG

医療安全管理室　室長　松村　由美 第一、第二臨床講堂 279名

21日（金） 17：30～18：00 安全
品質マネジメントシステムの考えに基づく医薬品安全管理
　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG・医薬品安全管理小委員会

医療安全管理室　薬剤師
助教　山本　崇

第一、第二臨床講堂 198名

5月 2日(火） 17：30～18：00 感染 休務の必要な感染症 感染制御部　助教　松村　康史 第一、第二臨床講堂 362名

8日(月） 17：30～18：00 感染 HIV感染症診療の実際 血液・腫瘍内科　教授　髙折　晃史 第一、第二臨床講堂 318名

9日（火） 17：30～18：00 安全
誤嚥事故を減らすためにPDCAサイクルを回す～嚥下スクリーニング導入戦略～
　　　　　　　　　　　　　　共催：嚥下スクリーニングWG・ISO導入WG

耳鼻咽喉科・頭頚部外科　講師　北村　守正
摂食・嚥下障害看護認定看護師　浅田　摩紀
疾患栄養治療部　管理栄養士　藤田　美晴

第一、第二臨床講堂 254名

12日（金） 17：30～18：00 安全
未承認新規医療医薬品等を用いた医療提供のプロセス管理
　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG・医薬品安全管理小委員会

薬剤部
部長　松原　和夫

第一、第二臨床講堂 190名

平成29年度　医療安全・院内感染対策に関する講習会一覧
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15日（月） 17：30～18：00 安全
個人情報に気を配っていますか？
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一、第二臨床講堂 410名

15日（月） 17：00～18：00 感染 院内感染における基本的な対策 感染制御部　副看護師長　橋本　明子 南病棟地下1階会議室 35名

16日(火） 17:30～18：00 感染 手指衛生 感染制御部　助教　中野　哲志 第一、第二臨床講堂 284名

19日（金） 18：00～19:30 感染 第２回抗菌薬セミナー「抗菌薬治療の考え方、カテーテル感染症」
感染制御部　講師　松村　康史
感染制御部　助教　山本　正樹

研修センター 35名

22日（月） 17：30～18：30 安全 安全管理の基本～リハビリテーション部のリスクを考える～ 医療安全管理室　室長　松村　由美 リハビリテーション部 34名

6月 6日（火） 17：30～18：00 安全
DVD上映　個人情報に気を配っていますか？
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一、第二臨床講堂 150名

13日（火） 17：30～18：00 感染 正しい手袋・マスクの使用 看護部　看護師　野路　加奈子 第一、第二臨床講堂 191名

15日（木） 17：30～18：30 安全
患者安全に生かす５S活動
　　　　　　　　　　　　　　共催：看護部環境改善・医療安全委員会

テルモ株式会社ホスピタルカンパニー
医薬品・栄養グループプレジデント

藤冨　徹
第二臨床講堂 172名

20日（火） 17：30～18：00 感染 注意が必要なブツブツ感染症 皮膚科　助教　加来　洋 第一、第二臨床講堂 238名

20日（火） 18：00～19:30 感染 第３回抗菌薬セミナー「抗菌薬投与設計、呼吸器感染症」
感染制御部　助教　中野　哲志
感染制御部　医師　野口　太郎

研修センター 39名

22日（木） 17：30～18：00 安全
個人情報に気を配っていますか？その2　～データ二次利用について～
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一、第二臨床講堂 206名

30日（金） 17：30～18：00 感染 Ｃ型肝炎の基本から最新治療まで 消化器内科　講師　上田　佳秀 第一、第二臨床講堂 227名

7月 4日（火） 17：30～18：30
安全
感染

MDRPアウトブレイクを契機とした肝移植周術期栄養・感染対策バンドルの有用性 肝胆膵・移植外科　准教授　海道　利実 第一、第二臨床講堂 257名

12日（水） 12：10～12：40 安全
DVD上映　　個人情報に気を配っていますか？その2　～データ二次利用について～
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一、第二臨床講堂 109名
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13日（木） 17：30～18：00 感染 意外と身近な結核への対策 呼吸器内科　助教　伊藤　功朗 第一、第二臨床講堂 136名

8月 3日（木） 17：30～18：30
安全
感染

安全管理の基本：ISO9001『品質マネジメントシステム』の考え方を理解する
　　　　　　　　　　　　　  共催：ISO導入WG
院内感染対策の基本：みんなで取り組む感染対策

副病院長　一山　智
医療安全管理室　室長　松村　由美

第一、第二臨床講堂 315名

10日（木） 17：30～18：00 安全
今さら聞けない、せん妄対策～その薬剤の使い方は正しいですか？～
　　　　　　　　　　　　共催：医薬品安全管理小委員会

緩和医療科　准教授　谷向　仁 第一、第二臨床講堂 149名

21日(月） 17：30～18：00 感染 部署における感染対策実践例　（積貞棟１．２階、積貞棟３階、南病棟８階）

（報告者）
　南病棟8階看護師　　山下美菜
　積貞棟3階副看護師長　大内紗也子
  積貞棟1・2階（現北病棟6階師長）   長井佐知子

第一、第二臨床講堂 144名

9月 4日（月） 17：30～18:00 感染 正しく安全な感染性廃棄物の分別
感染制御部　副看護師長　橋本　明子
経理・調達課　契約掛　　　谷川　美紅

第一、第二臨床講堂 106名

6日（水） 17：30～18：00 安全
世界自殺予防デー（9/10）啓発講演：メンタルヘルスケアの基本的な考え方
　　　　　　　　　　　　　　共催：病院事業場衛生委員会

精神科神経科　杉田尚子 第一、第二臨床講堂 141名

22日（金） 17：30～18：00 感染 カテーテル関連血流感染と小児科での予防対策実践例 小児科　助教　加藤　格 第一、第二臨床講堂 89名

10月 2日（月） 17：30～18：30 感染
【専門医認定受講証明書発行(感染対策)】B型肝炎再活性化予防のためにPDCAサイクルを回す
　　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG
※証明書発行には事前申込が必要です。申込み期間：8月3日～9月25日

消化器内科　講師　上田　佳秀
感染制御部　副部長　長尾　美紀

薬剤部　薬剤師　山際　岳朗
第一、第二臨床講堂 64名

16日(月） 17：30～18：30 安全
【専門医認定受講証明書発行（医療安全）】  医事紛争事例から学ぶコミュニケーションの重要性
　　　　　　　　　　　　　　共催：医療問題対策・臨床倫理委員会
※証明書発行には事前申込が必要です。申込み期間：　9月1日～10月10日

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
本店専門保険金サービス部　常盤　哲朗
SOMPOリスケアマネジメント社
医療リスクマネジメント事業部　星野　智史

第一、第二臨床講堂 112名

18日（水） 17：30～18：00 安全
急性血液浄化療法　～適切に安全な運用を目指して～
CHDF（ACH-Σ）装置の使用方法について
　　　　　　　　　　　　　共催：医療機器安全管理小委員会

腎臓内科　特定病院助教　坂井　薫 第一、第二臨床講堂 41名

20日（金） 17：30～18：00 安全
DVD上映　個人情報に気を配っていますか？
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一臨床講堂 43名

24日（火） 17：3.0～18:00 感染 当院における接触予防対策の具体例 感染制御部　副看護師長　橋本　明子 第一、第二臨床講堂 75名

11月 9日（木） 17：30～18：00 安全
DVD上映　個人情報に気を配っていますか？その2　～データ二次利用について～
　　　　　　　　　　　　　共催：個人情報の取扱いに関する講習会

医療情報企画部　教授　黒田　知宏 第一臨床講堂 43名

20日（月） 17：30～18：00 安全
輸血拒否患者への対応～京大病院の考え方～
　　　　　　　　　共催：輸血療法委員会

輸血細胞治療部　教授　前川　平 第一、第二臨床講堂 48名
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24日（金） 17:30～18：00 感染 インフルエンザと胃腸炎の感染対策 感染制御部　副部長　長尾　美紀 第一、第二臨床講堂 51名

29日（水） 17：30～18:00 感染 京大病院における休務の方針 感染制御部　助教　伊藤　航人 第一、第二臨床講堂 44名

12月 5日（火） 17：30～18:00 感染 抗菌薬適正使用 感染制御部　助教　山本　正樹 第一臨床講堂 33名

11日（月） 17：30～18：00 安全
医療機器の安全管理について
　　　　　　　　　　共催：医療機器安全管理小委員会・ISO導入WG

医療安全管理部　准教授
医療器材担当　伊藤　克彦

第一、第二臨床講堂 44名

15日（金） 17：30～18：00 安全
薬剤性腎障害の実態と対策～薬剤性腎障害診療ガイドラインをふまえて～
　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG

腎臓内科　助教　石井　輝 第一、第二臨床講堂 33名

19日（火） 17：30～18：00 安全 MR検査における安全管理
放射線部　主任診療放射線技師 中川　政幸
放射線部・高圧酸素 副看護師長　白石　育子

第一、第二臨床講堂 40名

平成30
年1月

12日（金） 17：30～18：00 安全
診療録記載における注意点　～根拠法・医療安全・診療報酬請求の観点より～
　　　　　　　　　共催：保険診療に関する講習会

国際高等教育院　特定教授、
病歴管理室　副室長　田村　寛

第一、第二臨床講堂 78名

12日（金） 16:30～17:00 感染 血液培養採取方法の実際 感染制御部　講師　松村　康史 南病棟カンファレンスルーム 24名

2月 20日（火） 17：30～18：00 安全
インフォームド・コンセントをもらうときに、何をどう話したらよいか
                        共催：医療問題対策・臨床倫理委員会

臨床研究総合センター
特定研究員　佐藤　恵子

第一、第二臨床講堂 35名

3月 1日（木） 17：30～18：00 安全
品質マネジメントシステムの考えに基づく血糖管理
　　　　　　　　　　　　　　　共催：ISO導入WG

糖尿病・内分泌・栄養内科
特定助教　小倉　雅仁

第二臨床講堂 28名

8日(木） 17：30～18：00 安全
医療ガス設備について
　　　　　　　　　　　　共催：医療ガス安全・管理委員会

給排水・空調掛　掛長　中尾　聡
株式会社AMC　青井　稔

第一臨床講堂 29名

9日（金） 17：30～18：00 安全
急性血液浄化療法における院内医療安全体制の確認
　　　　　　　　　　　　共催：医療機器安全管理小委員会

腎臓内科　特定病院助教　坂井　薫 第一臨床講堂 30名

15日（木） 17：30～18：15 安全
京大病院で経験した重大医療事故に関する原因分析と再発防止策
～監査委員会及びピアレビューの結果も含めて～

医療安全管理部　部長　松村　由美
初期診療・救急科　助教　柚木　知之

第一、第二臨床講堂 311名
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