
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31年3月27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：3039　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30
年4月

3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

49名

4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

61名

10日（火） 17：30～19：00 安全 The Journey to High Reliability and Reliable Outcomes　　（信頼できる成果への旅）
Ｃｈｉｌｄｒｅｎ's Hosp of Michigan,Wayne State
University School of Medicine,Detoroit,USA

Dr. Paul Barach
第一臨床講堂 35名

18日（水） 17：30～18：10 感染 手指衛生（1）
小児科　医員　友滝　清一

北病棟２階　副看護師長　徳永しげみ
感染制御部　副看護師長　橋本　明子

第一、第二臨床講堂 425名

19日（木） 17：30～18：00 安全
個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　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・討議室 489名

23日（月） 17：30～18：10 感染 AIDS/HIV-1感染症診療のポイント 血液内科　教授　髙折　晃史 第一、第二臨床講堂 252名

24日（火） 18：00～19：15 感染 第1回感染症の診断と治療セミナー　「感染症診療の基本　～診断から治療まで～　血培陽性といわれたら」
感染制御部　土戸　康弘

感染制御部　部長　長尾　美紀
研修センター（北地下） 36名

5月 7日（月） 17：30～18：10 安全 ＜リハビリテーション部対象＞「医療安全管理　2018年度重点目標：コミュニケーション」 医療安全管理部　教授　松村　由美 リハビリテーション部 42名

8日（火） 17：30～18：00 感染 抗菌薬適正使用の考え方と抗菌薬適正使用支援チーム 感染制御部　講師　松村　康史 第一、第二臨床講堂 220名

11日（金） 18：00～19：15 感染 第2回感染症の診断と治療セミナー　「肺炎の治療　胸部ｘｐ、CTの読み方」
感染制御部　助教　山本　正樹

　放射線部　助教　久保　武
研修センター（北地下） 56名

14日（月） 17：30～18：00 安全
【DVD上映会】個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　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 179名

18日（金） 17：30～18：30 安全 より安全な医療を提供するために　―京大病院の現場からの発信と製品開発― 北野病院　内科統括部長　塚本　達雄 第一、第二臨床講堂・討議室 113名

平成30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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21日（月） 16：00～17：00 感染 リハビリテーション科「感染対策の基本」
感染制御部　看護師　野路　加奈子
感染制御部　看護師　植村　明美

集団指導室 37名

23日（水） 17：30～18：00 感染 抗菌薬適正使用～過去のアウトブレイク事例を教訓にして～ 血液内科　講師　近藤　忠一 第一、第二臨床講堂 148名

24日（木） 17：30～18：00 感染
緊急開催！！　廃棄物分別方法の一部変更
～変更点と間違いやすい分別を理解し廃棄物分別マスターになろう～

経理・調達課　課長補佐（調達主査)　林　寿美子
看護部・感染制御部　副看護師長　橋本　明子

第一、第二臨床講堂 308名

25日（金） 18：00～19：15 感染 第3回感染症の診断と治療セミナー　「敗血症の初期対応」　「菌血症のマネージメント」
感染制御部　講師　松村　康史
感染制御部　医員　井藤　英之

研修センター（北地下） 45名

25日（金） 17：30～18：30 安全 患者とのコミュニケーションで築く医療安全
認定NPO法人ささえあい医療人権センター

COML
理事長　山口　育子

第一、第二臨床講堂・討議室 119名

29日（火） 17：30～18：00 安全 アナフィラキシーとその対応 初期診療・救急科　助教　柚木　知之 第一、第二臨床講堂 327名

6月 5日（火） 17：30～18：00 感染
緊急開催！！　廃棄物分別方法の一部変更
～変更点と間違いやすい分別を理解し廃棄物分別マスターになろう～

経理・調達課　課長補佐（調達主査)　林　寿美子
看護部・感染制御部　副看護師長　橋本　明子

第一臨床講堂 134名

6日（水） 17：00～18：00 感染 手指衛生　「北病棟3階のアウトブレイク経験から」
小児科　助教　加藤　格

看護部・感染制御部　副看護師長　橋本　明子
集団指導室 27名

8日（金） 17：30～18：00 安全 深部静脈血栓症の予防と急性肺血栓塞栓症の初期対応 初期診療・救急科　助教　柚木　知之 第一、第二臨床講堂 157名

12日（火） 17：30～18：10 感染 手指衛生（2）
ＮＩＣＵ　看護師　中江　佑果

理学療法部　理学療法士　宮坂　淳介
看護部・感染制御部　副看護師長　橋本　明子

第一、第二臨床講堂 368名

15日（金） 17：30～18：00 感染 経路別予防策 感染制御部　助教　山本　正樹 第一、第二臨床講堂 69名

19日（火） 17：30～18：00 安全
【DVD上映会】個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　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 81名



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31年3月27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：3039　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30年度　医療安全・院内感染対策に関する講習会一覧

20日（水） 17：30～18：00 感染

　衛生管理と美味しさを追求した当院の病院食
～ニュークックチルシステム導入に至った経緯から～

覚えておきたい食中毒の原因とその対応

疾患栄養治療部　栄養士　和田　啓子
感染制御部　部長　長尾　美紀

第一、第二臨床講堂 106名

22日（金） 17：30～18：00 安全
 安全な血液浄化療法を目指して  ～血液浄化療法マニュアル ver2.1 を読み解く～
　      　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 79名

29日（金） 18：00～19：15 感染 第4回感染症の診断と治療セミナー　「尿路感染の治療　腎臓・膀胱の画像診断」
放射線診断科　助教　川原　清哉

感染制御部　土戸　康弘
研修センター（北地下） 34名

7月 4日（水） 17：30～18：00 安全 正しい確認と間違った確認   ～確認といっても、本当は奥が深い～ 医療安全管理部　教授　松村　由美 第一、第二臨床講堂 148名

10日（火） 17：30～18：00 感染 海外旅行と感染症
京都府立医科大学附属病院

臨床検査部・感染対策部
　感染症科　講師　中西　雅樹

第一、第二臨床講堂 131名

13日（金） 17：30～18：00 安全
医療ガス設備の取扱い上の注意点
　　　　　共催：医療ガス安全・管理委員会

経理・調達課給排水・空調掛　掛長　吉川　峻介
(株)セントラルユニ　大杉　隆

第一臨床講堂 60名

17日（火） 17：30～18：00 安全
【DVD上映会】個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　　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 71名

18日（水） 17：30～18：00 安全
医薬品の安全使用について～インシデント事例から学ぶ～
   　       共催：医薬品安全管理小委員会

医療安全管理室　助教　山本　崇 第一、第二臨床講堂 122名

20日（金） 18：00～19：15 感染 第5回感染症の診断と治療セミナー　「腸炎」
感染制御部　医員　井藤　英之

放射線診断科　助教　古田　昭寛
研修センター（北地下） 51名

25日（水） 17：30～18：00 感染 ブツブツ感染症 皮膚科　助教　加来　洋 第一、第二臨床講堂 79名

27日（金） 17：30～18：10 感染 【ＤＶＤ上映会】手指衛生（2）
ＮＩＣＵ　看護師　中江　佑果

理学療法部　理学療法士　宮坂　淳介
看護部　副看護師長　橋本　明子

第一、第二臨床講堂 53名

8月 3日（金） 17：30～18：00 感染 休務が必要な感染症 感染制御部　看護師　野路　加奈子 第一、第二臨床講堂 68名

20日（月） 17：30～18：00 安全 医療事故発生時の当院の初期対応について
病院長　稲垣　暢也

医療安全管理部　教授　松村　由美
第一、第二臨床講堂、討議室 345名
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31日（金） 18：00～19：15 感染 第6回感染症の診断と治療セミナー　「頭頸部感染症」
感染制御部　部長　長尾　美紀
放射線診断科　助教　山本　憲

研修センター（北地下） 34名

9月 6日（木） 17：30～18：10 感染 【ＤＶＤ上映会】手指衛生（2）
ＮＩＣＵ　看護師　中江　佑果

理学療法部　理学療法士　宮坂　淳介
看護部　副看護師長　橋本　明子

第一臨床講堂 57名

7日（金） 17：30～18：00 感染 意外と身近な結核への対策 呼吸器内科・感染制御部　講師　伊藤　功朗 第一、第二臨床講堂 67名

13日（木） 17：30～18：00 安全
【DVD上映会】個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　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 66名

14日（金） 17：30～18：10 感染 手指衛生（3）

感染制御部　助教　中野　哲志
腎臓内科　助教　石井　輝

人工腎臓部　看護師　赤尾　景子
医療器材部　臨床工学技士　吉田　和広

第一、第二臨床講堂 126名

10月 11日（木） 17：30～18：00 安全
【DVD上映会】個人情報管理の落とし穴　―KINGを活用しよう―
　　　　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 54名

12日（金） 17：30～18：00 感染 B型肝炎の基本と感染予防 消化器内科　講師　上田　佳秀 第一、第二臨床講堂 69名

18日（木） 17：30～18：10 感染 【DVD上映会】手指衛生（3）

感染制御部　助教　中野　哲志
腎臓内科　助教　石井　輝

人工腎臓部　看護師　赤尾　景子
医療器材部　臨床工学技士　吉田　和広

第一臨床講堂 81名

23日（火） 17：30～18：00 感染 血液体液曝露対策 看護部　副看護師長　橋本　明子 第一臨床講堂 41名

31日（水） 17：30～18：00 安全
事例をもとに考える個人情報漏えい防止対策
　　　　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 91名

11月 21日（水） 17：00～17：30 感染 インフルエンザ・感染性胃腸炎の感染対策 感染制御部　部長　長尾　美紀 第一、第二臨床講堂 58名

12月 10日（月） 17：30～18：00 感染 手指衛生（４）
南病棟3階　看護師　嶋田　佳奈

感染制御部　看護師　野路　加奈子
感染制御部　看護師　植村　明美

第一、第二臨床講堂 78名

11日（火） 17：30～18：00 安全 患者の急変予測
看護部　急性・重症患者看護専門看護師
                                    宇都宮　明美
初期診療・救急科　院内助教　堤　貴彦

第一、第二臨床講堂 118名
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13日（木） 17：30～18：00 安全
６　６　６　６　、すとろーく、脳梗塞の急性期治療はスピード勝負！
　　　　　共催：急性期脳梗塞治療標準化（FAST AIS）WG

脳神経外科　講師　石井　暁 第一、第二臨床講堂 123名

平成31
年2月

8日（金） 18：00～20：15 感染 冬季に流行する感染症とその対策～インフルエンザを中心に～
京都市立病院　感染症内科部長　清水　恒広

大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部主査
感染管理認定看護師　藤田　明子

第一臨床講堂 19名

3月 5日（火） 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　教授　松村　由美 第一、第二臨床講堂 113名

22日（金） 17：30～19：15 感染 急性期における感染対応・嚥下対応を含めた栄養管理
那覇市立病院　看護師長　清水　孝宏

国立循環器病センター
移植医療部医長　簗瀬　正伸

第一臨床講堂 55名
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