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概要
医療事故発生時に最初に行うべき院内調査の手法および報告方法の指針を医療関係者に提
示し、院内医療事故調査の標準化を図るため

2007年5月30日 . A-6-2) 医療上の事故等への対処と予防. ねらい：. 医療上の事故等（インシデ
ントを含む）が発生した場合の対処の仕方を学ぶ。 学修目標：. ①医療上の事故等（インシデント
を含む）と合併症の違いを説明できる。 ②医療上の事故等（インシデントを含む）が発生したときの
緊急処置や記録、報告を説明し、実践できる。 ③医療過誤に.
医療安全への還元. 6．人材育成. 7．広報活動. 資 料 目 次. 資料 1-1 会議の開催状況. 資料
1-2 推進委員会報告書. 「医療事故の原因究明・再発防止に係わる医療事故調査制度の策定

に . 資料 2-2 医療事故調査に係るガイドラインについて ... 診療行為に関連した死亡について原
因を究明し、適切な対応策を立て、それを医療関係者に周知.
2）インシデント報告体制と PDCA サイクルの実践. 3）医療事故が発生した場合の対応. 2 診療体
制. 1）患者の受持ち体制. 2）夜間の診療体制. 3）院内救急体制 .. ② 横断的時系列表示 c 自
院で処方された薬剤について、過去の任意の時点. で処方された全ての薬剤種と一日量が分かる
表示がある。 ② 横断的時系列表示 d 過去に実施された.
院内医療事故調査の指針:事故発生時の適切な対応. が時系列でわかる[第2版]. 飯田修平編
著 ;. ｢医療事故発生. 後の院内調査. の在り方と方法. に関する研究｣. ｸﾞﾙｰﾌﾟ著. ﾒﾃﾞｨｶ出版.
2015.8 100076465. 498.163. IID. 貸出可. ２階西. ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ・ﾍﾙｽｹｱ:複雑適応ｼｽﾃﾑを制御す
る. ｴﾘｯｸ・ﾎﾙﾅｹﾞﾙ,. ｼﾞｪﾌﾘｰ・ﾌﾞﾚｲｽ. ｳｪｲﾄ, ﾛﾊﾞｰﾄ・ｳｨ. ｱｰｽﾞ編著 ; 中.
2013年8月28日 . 2. 第2節 事業内容. 1. 検討委員会の設置. 自治体関係者、介護施設関係
者（管理者）、看護関係の有識者等からなる検討委員会を. 設置し、事業・調査の進め方を検討
する ... いて、「感染症の予防と発生時の対応」が 12 件、「認知症ケア」が 11 件、「介護関連事
故の ... 都道府県が実施または適切な団体に委託して実施.
４．当面取り組むべき環境整備. １）診療情報管理部門の組織としての確立. ２）IT化に向けた課
題. ３）医療の指標化・可視化への対応. ４）地域連携体制における診療情報管理 . 医療におい
ては、適切で質の高い診療・看護がつねに求められているが、近年はとくに医療を受ける患者・家
族の立場から、安全で安心な医療が強く求められている。
Amazonで飯田 修平, 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループの院
内医療事故調査の指針: 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる。アマゾンならポイント還
元本が多数。飯田 修平, 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ
作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また院内.
2016年9月5日 . 院内医療事故調査の指針 第2版 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる
飯田／修平 編著. (978-4-8404-5445-2). 医療事故調査制度が2015年10月から施行されるにも
かかわらず、医療機関の対応は極めて不十分である。第2版では、厚生労働省の関連報告書、
省令・通知を反映した事故対応の方法、時系列で、誰が何.
2016年12月24日 . おおさか看護だより第124号 .. す。健康に関わるもの、医療機器の取り扱いに
関するもの、薬. の使い方に関わるものなど、会社により異なります。顔が見えな. い対応なのでコ
ミュニケーションスキルを活かします。 ... 事故の状況・・・・・ (1)概要 (2)事故発生までの状況(時系
列) (3)事故の状況・事故後の状況 (4)解剖・Aiの評価.
医療機関管理者等は、院内事故調査体制を構築し、調査、分析する義務がある。本指針. を参
考に各医療機関におかれては適切な対応をお願いしたい。 医療事故調査・ . 4 時刻の不整合へ
の対応. 22. 5 医療事故発生時、診療記録開示請求時の診療記録の点検点. 23. Ⅹ 事故報告
書の作成. 23. 1 事故報告書の記載事項. 23. 2 記載時の注意点.
院内医療事故調査の指針【第2版】事故発生時の適切な対応が時系列でわかる. 院内医療事
故調査の指針【第2版】 ￥ 2,700. 医療事故調査制度が2015年10月から施行されるにもかかわら
ず、医療機関の対応は極めて不十分である。第2版では、厚生労働省の関連報告書、省令・通
知を反映した事故対応の方法、時系列で、誰が何をどう分析.
2012年7月16日 . 装置の運転操作にあたっては，製造販売業者による操作手順書や運転操作マ
ニュアル，. 取扱説明書を遵守する．「医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検
の適切な実. 施に関する指針」2)を参照し，機器の不適切使用や整備不良による事故を未然に
防止するた. めに保守点検を実施し，保守点検記録に残しておく.
2003年3月2日 . 二次性副甲状腺機能亢進症の治療戦略. 神戸大学医学部代謝機能疾患治
療部. 丹 田 修 司. 深 川 雅 史…407. ［調 査 研 究］. 愛知県透析療法審査会議報告. 愛知
県・名古屋市透析審査会専門委員春日井市民病院. 渡 邊 有 三…413. ［各支部での特別講
演］. 透析医療に関した医療訴訟・医療事故. 愛知大学法学部. 加 藤 良.
2016年3月4日 . 外来化学療法室 : がん薬物療法カンファレンス / 安藤雄一, 2015, QZ267/G. 医
学一般, 院内医療事故調査の指針 : 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる : 「いつ、どこ

で、誰が、何をすべきか?」 / 飯田修平編著 ; 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関
する研究」グループ 第2版, 2015, W44/I. 医師のためのオール.
2016年7月26日 . 医療事故に係る研修の実施や再発防止策の効果の把握など、当該医療機関
全体の従業者. による再発防止策の遵守が徹底されるよう指導すること。 また、医療事故調査制
度(平成27年10月1日施行)に基づき、医療事故による死亡・死産事. 例についての報告を適切に
行うため、死亡及び死産事例が発生したことを病院等の管理.
取扱い、患者対応などに必要な安全衛生管理の仕組みを示したものであり、病院検査室および
検査業務を行う事 . 床検査における医療安全対策、安全管理意識・危機管理の教育と啓蒙、
医療事故の実態の把握と究明などを行うもの. をいう。 ... ２）検査業務管理者は、システム監査の
結果、必要があると認めるときは、システムの実施および運用.
事故. 一つの医療事故が起きる際には、そのシステムにおい. て平均４．５個の過誤が存在する。
Modified from James Reason,. 1991. 図１. 人は誰でも過ちを犯す。このこと ... ２．医療における
分析手法の運用の実際－RCA（根本原因分析法）を中心に. （医療の質・安全学会誌 第２巻１
号 2007年 より抜粋）. （１）要旨. 品質管理手法は，各種産業.
１－１．事業の目的及び背景. インドは、人口や経済規模の飛躍的な拡大に加えて富裕層や中
間所得層の増大に伴い、アジア. の中でも最も有望な医療関連市場として注目されている。その
一方、付加価値の高いハイエンド. 医療機器に関しては、既に欧米系メーカーがインドの主要病院
を抑えており、日本のメーカーの. 新規参入は難しい状況にある.
デンタルブックセンター シエン社協力のもと、OralStudioが収集しました歯科書籍情報を『歯科書籍
カテゴリ：医療安全/感染対策』で検索した結果を一覧表示します。 . と防護<第2版. 新版歯科診
療における放射線の管理と防護<第2版> 人体への影響の正しい知識と理解 . 院内医療事故調
査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる.
２．医療安全管理部と各部門の医療安全推進. 担当者の緊密な連携. ３．インシデント報告、他
施設で発生した事. 故の迅速で適切な情報提供. ４．医療安全に関する研修・教育 .. 年 2 月
14 日：平成 24 年度 新. 人職員向けメンタルヘルス研修会. ８）針刺し事故報告. ９）職員へのイ
ンフルエンザ対策：インフ. ルエンザ予防接種の実施（感染対策委員.
2017年11月29日 . 度の立入検査については、当該医療機関の状況等を踏まえ、適切な時期に
立入検査を実施す. るなど配慮の上、対応願い .. 等に関する法律の一部施行 (医療事故調査
制度)について」 (平成27年5月8日付け. 医政発 0508第1号 ... 薬剤耐性菌による院内感染対策
の徹底及び発生後の対応について」 (平成. 19年10月30日付け.
医療事故を減らす技術 / Robert M. Wachter著 ; 日経メディカル編. イリョウ ジコ オ ヘラス ギジュツ
. Notes, 原著第2版 (McGraw-Hill Co., c2012) の翻訳参考文献、追加文献あり. Authors,
Wachter, Robert . 院内医療事故調査の指針 : 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる :
「いつ、どこで、誰が、何をすべきか?」 / 飯田修平編著 ; 「医療.
Amazonで飯田 修平, 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループの院
内医療事故調査の指針 第2版: 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる。アマゾンならポイ
ント還元本が多数。飯田 修平, 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グ
ループ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
での主な時系列】. 「医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」（以下
「医療機. 器業公正競争規約」といいます。）の制定から各種の運用基準の策定・実施に . 境は
急速に変化しており、医療機器事業者は、この変化に適切に対応し、その事業 .. 景品類に関す
る告示には、景品表示法第２条に基づく「景品類等の指定の告示」.
薬剤疫学研究において配慮すべきポイント. □ 平成15年 5月/6月 運営委員会特別講演より. 第
12回理事会と第22回通常総会を開催. 2. 7. 配布型カルテ開示と医療情報の .. 5,000の3倍の
15,000例を調査対象とする必要があり、承. 認時にそのシグナルを掴み得る発生頻度の副作用で
はな. いことがわかる。さらに、エダラボンの承認時の添付文.
この統合文書の利活用を通じて、各医療機関における院内清掃環境の標準化や質の向上を図
るこ. とが期待される。 .. 及び手指消毒がおこなわれているか、入退室時のガウンテクニックの適切

な実施がなさ. れているか、を確認する。 .. 病院では、感染患者や感染性医療廃棄物から清掃従
事者が感染事故にあう可能性があ. る。作業中に血液、.
② 必要な時に適切な医療が患者に提供できるよう、診断・治療を標準化して、多くの ... 2. エキス
パートナースによる心臓血管外科における. 看護外来を中心とした周手術期管理. （兵庨医科大
学病院）. チームを形成する目的. 対象者の高齢化・疾患の複雑化が進む心臓血管外科患者・
家族に対して、 .. 医療事故発生時の対応手順が明確であるか.
院内医療事故調査の指針 第2版 - 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる - 飯田修平 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！
みんなのレビュー・感想も満載。
2015年12月10日 . 5）身体的拘束時の深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症のリスク管理の手順が
明. 確であること。 6）精神科に特有のリスク（無断離院，院内自殺，患者暴力など）に関する. 評
価と対応手順が整備されていること。 7）事故発生時の対応手順が明確であること。 8）医療安全
に関する研修や講習の機会を有すること。 9）患者の要望や意見.
2015年9月1日 . Ⅱ-4 遺族への対応. 15. Ⅱ-5 助産所における医療に起因する予期せぬ死亡又は
死産への対応の要点. 16. Ⅲ． 医療事故調査を医療に起因する（疑いを含む）予期せぬ死亡又
は. 死産の ... 患者等に対し当該死亡又は死産が予期されていることを説明する際は、医療法第
一条の四第二項の規定に基づき、適切な説明を行い、医.
医療廃棄物処理、医療安全管理者（リスクマネージャー）、安全管理委員会、事故調査委員
会、医療事故調査. 10. 制度、産科 . ②医療上のエラー等（インシデント（ヒヤリハット）、医療過
誤）が発生したときの緊急処置や記録、報告につ. 22. いて説明し、 ... ①医学研究と倫理（それぞ
れの研究に対応した倫理指針と法律）について説明できる。 35.
カテゴリ. 対応質問項目案 （）内は最終的な患者体験調査の問番号（調査票参照）. ① 医療の
進歩. がんの医療が進歩していると感じていますか （32）. ② 適切な医療提供. 体制. がんによる体
の痛みが ... 地域がん登録に基づくわが国のがん患者発生推定数を元に考えると、 院内がん登録
は約 3 分の 2 の患者 （罹患）. をカバーしており、 また、 が.
人一人に最適な医療を提供すべく、NCNP内の2つの研究所や4つのセンター内センターの協力で、
. 様々な活動を行ってい .. 医療事故調査委員会が組織され中間報告書と医療事故防止対策が
策定されるとともに、病院を挙げて継続. 的に対策を協議し .. そのため当院においては、感染症発
生時の迅速かつ適切な対応を行. う上で、こういった.
2017年8月25日 . 異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど、適切な対応をとるよう注意喚
起を行. つ。 また、通常と異なると . 医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知) 等に基づい
て、医療事故による死亡事例. について適切に院内 .. 及び周知徹底依頼)」 (平成22年9月15日
付け医政総発0915第2号・薬食. 総発0915第5号・薬食安.
2015年10月6日 . （２）コミュニケーションロボット. （３）車と ICT の融合. （４）デジタルファブリケーショ
ン. （５）シェアリングエコノミー. ２．２ ICT による多様な産業の変革. （１）製造・建設. （２）農業.
（３）医療・健康. （４）教育. （５）観光・おもてなし. （６）その他. ２．３ ビッグデータ利活用の進展と
課題. ３．諸課題の展望～IoT でつながる社会へのメッセージ～.
2017年3月27日 . するアンケート調査では、「医療事故発生時の参考資料として使用」「安全管
理委員会の参考資料と . ２）国立大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針
について .. 注１）医療事故情報収集等事業事業要綱 第十四条の２ 当事業部は、前項の各号
に規定する事故の範囲に該当する事例に関する情報を適切に.
発生時の対策として，事故発生時の対応マニュアルの. 作成をおこなう．もし事故が発生したとき
に，さまざ. まな職種の人たち（例えばその当事者，看護師，主治. 医，院長，管理者，安全対策
委員，安全管理担当者）. はどのように動けばよいのかというマニュアルを作っ. ておいたほうがよいと
いわれている．リスクパス（ク. リニカルパスの医療事故版）.
医療事故が発生した時に、単に職員の失敗が事故の原因という見方だけでは、事故の本質を見
極 . (2) システムの構築. インシデントアクシデントの報告体制を整えるためには、報告の基準、報
告の方法やレポート. の処理方法について検討し、院内における報告制度の ... Step１：時系列で

整理し、不足情報を集める（事象の流れを明確にする）.
2008年7月30日 . 時系列による各種手当て及び医療費支給事業実施状況. ・青少年団体加盟
団体 . ケースワーカー２名、家庭児童相談員６名の体制. の充実. ・公立・私立 . な. る. 資. 料. ・
保育需要への対応のため、既存保育園の建て替. えや新設保育園の建設. ・一致規模以上のマ
ンション建設時に保育施設開設. を協議. ・若い世代の転入が.
ＥＺＲでやさしく学ぶ統計学 改訂２版 ＥＢＭの実践から臨床研究まで(ＣＤ－ＲＯＭ付) · ＥＺＲで
やさしく学ぶ . 中古. 院内医療事故調査の指針 第２版 事故発生時の適切な対応が時系列でわ
かる · 院内医療事故調査の指針 第２版 事故発生時の適切な対応. (単行本)飯田修平,「医療
事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ.
交通事故と医療過誤﹂. ﹃交通法 .. れらに対応する規定を置かなかったドイツ民法典の制定経
緯も分析することを通じて、それらの規定の今日的な意義. を検証しよう。 四 .. この. ﹁留置権﹂
によって債権者の保護を図るのが. 、第四七六条の趣旨とされる 。平井宜雄. ﹃債権総論. ︹第
二版︺. ﹄ ︵弘文堂. ・. 二〇〇四年︶一八〇頁。 ︵. 65︶.
医療機関管理者等は、院内事故調査体制を構築し、調査、分析する義務がある。本指針. を参
考に各医療機関におかれては適切な対応をお願いしたい。 医療事故調査・ . 4 時刻の不整合へ
の対応. 22. 5 医療事故発生時、診療記録開示請求時の診療記録の点検点. 23. Ⅹ 事故報告
書の作成. 23. 1 事故報告書の記載事項. 23. 2 記載時の注意点.
障害発生時の一般的な対応モデル例を時間的な推移で示す（図 3.2-1 参照）。 . ウ）昇降機の
事故報告書例. エ）医療事故調査の例. オ）金融システムの報告書例. カ）情報セキュリティ障害
報告例. キ）IPA のソフトウェア障害調査報告例. 障害の発生 .. 医療事故については、いろいろな
追跡調査や研究がなされ、院内医療事故調査の指針[飯.
これから6年間にわたる医学部での学習を経て医師となった後も、社会の環境変化に対応しながら
自己形成ができる人間 .. ガイダンスを通して、授業概要と評価規定の説明、目標設定、通年の
学習の指針を確認する。 .. 1)医療事故発生時の基本対応（事故報告、患者説明、証拠保全
等）について述べることができる。2）医療事故における根本.
施設基準適時調査マニュアル 2016年度診療報酬改定対応版 / 竹田和行 〔本〕 . 目次］序 質
的調査とは何か（社会学と社会調査社会学における「データ」とは何か ほか）１ フィールドワーク
（テーマ設定フィールドワークをする ほか）２ 参与観察（「気分」からの立論調査のなか .. 院内医療
事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる.
2017年12月20日 . 医療事故調査制度は医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられ
ており、6条の11において「病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生 .. 患者等に
対し当該死亡又は死産が予期されていることを説明する際は、医療法第1条の4第2項の規定に
基づき、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう.
２．卒後臨床研修センター運営委員会. ・ 実務部会での決定事項の報告・審議のため、毎月開
催される。 ・ 研修管理委員会の院内委員会に相当し、院長、副院長、各診療科の ... 〔医療事
故への対応〕. ・医療安全にかかる規則・マニュアル集の「医療安全推進指針：第 6 医療事故発
生時の. 対応」及び「医療事故発生時対応マニュアル」を理解する.
出版社：日本規格協会(Ｂ５) 価格：1,900円 発売日：2016年01月 商品コード：9784542505025.
院内医療事故調査の指針 第２版. お取り寄せ（品切れの場合はご連絡いたします）. 院内医療
事故調査の指針 第２版. 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる. 著者：飯田修平 「医療
事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グルー
医政発1219第18号. 平成28年12月19日. 各都道府県知事 ]. 各保健所設置市長 殿. 各特別
区長. 厚生労働省医政局長. (公 印 省 略). 平成28年度の医療法第25条第1項の . え、適切な
時期に立入検査を実施するなど配慮した対応願います。 おって、本通知 . 等に関する法律の一
部施行 (医療事故調査制度) について」 (平成27年5月8日医政.
2010年12月3日 . 医療の見直し. 医療の工程管理. バリアンス対応. バリアンスが発生したら情報を
分析し. 適切な対応をとり論理的に記録する. （失敗の分析と対策）. 医療のPDCA cycle . 時系
列. 基本. アウトカム. セ. メ. ト. 入院日. 退院日. 適応基準. 退院基準. 除外基準. クリティカルイン

ディケーターアウトカム. ケア項目. 追加指示. アセスメント.
ったとき、これを開く。 ２ 学部長は、学部会を招集し、その議長となる。 ３ 学部長に事故があるとき
は、学長が指名した者が議長となる。 ４ 会議は、構成員の 3 分の 2 以上の出席が ... 臨床工学
技士会）」など、医療安全対策の観点から生命維持管理装置を適切に扱う上 .. 院内医療事故
調査の指針：事故発生時の適切な対応が時系列でわ. かる.
2017年8月25日 . について適切に院内体制の確保等について確認を行う。更に、医療事故調査
制度につい. て、ポスターの掲示やリーフレットの配置等、普及啓発が図られるよう指導する。 【参
考】 ・ 「医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について」. い (平成20年9
月1日付け医政総発第0901001号厚生労働省医政局総務.
院内医療事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる：本・コミックならセブン
ネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ
7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全
なネットショッピングです。
2016年6月9日 . 院内医療事故調査の指針 第2版: 事故発生時の適切な対応が時系列でわか
る. 著者飯田 修平,「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ; 価格
￥ 2,700(2016/12/28 08:55時点); 出版日2015/08/09; 商品ランキング442,615位; 単行本120ペー
ジ; ISBN-104840454450; ISBN-139784840454452.
医療事故調査制度が2015年10月から施行されるにもかかわらず、医療機関の対応は極めて不十
分である。第2版では、厚生労働省の関連報告書、省令・通知を反映した事故対応の方法、時
系列で、誰が何をどう分析すれば良いかを解説。最新資料を追加している。 公益社団法人全日
本病院協会 常任理事／公益財団法人東京都医療保健協会.
院内医療事故調査の考え方と進め方 ―適切な判断と委員会運営のために―3,456 円送料無
料. 発売日: 2017/04/ ... 院内医療事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわか
る2,700 円 .. 第2版では、厚生労働省の関連報告書、省令・通知を反映した事故対応の方法、
時系列で、誰が何をどう分析すれば良いかを解説。最新資料を.
者の特性を理解し、適切な医療を実践することが要求される時代となっている。そ. のためには、 ..
2. 1.2 問診と診療録の記載 …………… 2. 1.3 身体所見の取り方 ……………… 4. 第2章 高
齢者の総合機能評価と. 多職種連 携. 5. 2.1 患者記載による生活機能低下の .. 外の基礎疾患
に対応する老年医学会認定老年病専門医（老年病専門医）.
について考察することができる（2-1-⑪）。文面審査や適用審査などの違. 憲審査の方法，適用違
憲などの違憲判断の方法について，説明をすること. ができるとともに，具体的事例においてどのよう
な方法を用いて違憲審査. を行うことが適切かについて，考察することができる（2-3-2-⑪）。 3. 選
挙運動の. 自由. 最高裁昭和 56 年 6 月 25 日第二小.
第 2 事例. １．臨床経過. 患者：50 歳代後半 男性 （※身長と体重は、遺族の意向により記載を
省略）. 病名：膵癌. 術式：腹腔鏡下膵頭十二指腸切除・小開腹下門脈合併切除再建・胆管 .
このことは同センターの「院内医療事故調査委員会報告書」におい .. 録記録がみられなかったこと
から、患者状態の認識が遅すぎ、適切な対応ができていなか.
施行令（案）第１. 条. ○該当箇所. 政令(案)第一条. ○意見内容. 個人識別符号に生体情報が
含まれることとなったが、クレジットカード等の決済. 時の本人認証に生体情報を ... また、施行規則
第２条に定められている「適切な範囲を適切な方法により電子計算 .. 損害保険における事故発
生後の緊急対応時においては、調査等の業務委託をする外.
2009年8月20日 . ２. １ 委員会設置の趣旨と役割. ２ 委員会審議の概要. ３ 委員名簿. ４ 健康
保険鳴門病院誤投薬事故調査委員会設置要綱. Ⅱ 概要及び事実経過 .. 第 1 条 健康保険
鳴門病院において重大な医療事故が発生した場合、病院長の指示により、原因の . 故の事実関
係、事故前後の経過などを時系列的に整理し記録する。 （2）事例.
医学書・薬学書 医療専門書を売るなら医学書買取レスキュー。 . 運営・評価マニュアル --- 29円
院内医療事故調査の指針: 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる --- 283円はじめての
NICU看護 (カラービジュアルで見てわかる!) .. CDによる聴診トレーニング 呼吸音編 --- 124円レジ

デントのための感染症診療マニュアル 第2版 --- 200円
昨年の調査結果をふまえ、今回は歯科医療現場におけるリスクマネジメント・マニュアルの必要. 性
やその役割、または . 故発生時の対応方法について、国立病院等がマニュアルを作成する際の指
針を示すことにより、各. 施設における医療事故防止体制の確立を促進し、もって適切かつ安全な
医療の提供に資することを. 目的とする」と述べられて.
2017年3月25日 . ［27］石井トク『医療事故 看護の法と倫理の視点から 第 2 版』医学書
院，1999年. ［28］松村由美（編著）『京大病院院内事故調査の指針 医療安全管理部における
対応の実際』メディカル. レビュー社，2016年. ［29］飯田修平（編著）『院内医療事故調査の指針
事故発生時の適切な対応が時系列でわかる』メディカ. 出版，2015年.
2011年3月11日 . このように，日精看は，1999 年以来，「精神科看護指針」「精神科看護基準」
を 2 年ごとに改定あるいは作成し ... 看護者をはじめ医療従事者は，患者に対し適切な説明を行
い，実施する治療・看護について理解を得るよ ... 暴力が発生した場合は，被害の程度によって，
院内対応とするか警察へ通報するかをチームで判断する。
院内医療事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる 第2版. 欲しいものリス
トに入れる. 本体価格 2,500円. 税込価格 2,700円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで
購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイト
でご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップ.
精神保健対策調査、全国の病院における災害時の水. の確保に関する調査、原発事故後の保
健所の活動に. 関する調査を行った。 日本版標準 ICS（Incident Command System）の ... 保健
所健康危機管理対応指針（対応部門） ... 迅速かつ適切な初動対応は、その後の対策の成否
を左右するので、原因不明の健康危機発生時に備え、こ.
2017年5月26日 . 今回の改正は、民法制定以来の社会・経済情勢の変化に対応するとともに、
確立した判例法理を明文化することにより分かりやすい民法を目指すものである。改正項目は２０
０を . 債権一般の消滅時効は権利を行使し得ることを知ったときから５年、あるいは権利を行使し
得るときから１０年のいずれか早い方とする。商事消滅時効（.
2010年11月24日 . 医療機関立入検査の目指すところ. 住 民. 安全な医療が. 安心して受けられ
る. 医療機関. 医療現場の. リスクが低減し. 医療事故防止や. 院内感染防止に ... 研修プログラ
ム作成指針から). １．事故発生前の対策. 医療事故発生時の対応マニュアルを作成し、院内各
部署に周知。 ２．事故発生時の対策. (1) 現場の調査と事実確認.
また、平成24年２月には、ラボセンターの大森氏を中心に「第11回出張シミュレーション ㏌ 佐世保.
共済病院」を .. 本部医療安全の直近の課題が、平成17年に作成された連合会の「事故発生時
対応マニュアル」につ. いての検討で .. さらに、緊急の対応を要する心肺蘇生や、多様化する様々
な医療現場の状況などでは迅速で適切な. 対処が必要.
血友病医療の一つのツールとして CWA を大いに活用して. いる。当日は CWA .. イドラインおよび
評価法が見直され，2017 年に「超音波. による頸動脈病変の標準的評価法 2017（改定）」とし
て. 発表された．主な改定ポイントについて解説する． ２．IMT 計測の改定点： ... 管理の実施、○
外部精度管理調査の受検、○適切な研修. の実施に関する.
2016年12月19日 . 標記については、医療法(昭和 23年法律第 205号)、医療法施行令(昭和 23
年政令第 326. 号)、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)等に基づき、 「医療法第
25条第 1項の. 規定に基づく立入検査要綱J (平成 13年 6月 14日医薬発第 637号・医政発第
638号医薬局. 長・医政局長連名通知)を参考に実施されていること.
2014年9月1日 . （２）今後の動向. 当病院の母体である公立大学法人福島県立医科大学で
は、東日本大震災とそれに. 起因する東京電力福島第一原子力発電所事故による万一の健康
障害の発生に備え、. 各疾患の早期発見の拠点及び県民の健康の維持・増進に資することを目
的として. 「ふくしま国際医療科学センター」が設置され、平成２８年.
2006年3月8日 . ックを行っている。 なお、各リスクマネジャーは、下記任務. を行う。 ・医療事故等
の防止及び発生時は、中心に. になり対応する。 ・各部署における医療機器等の安全点検. を行
い、 . 医療事故防止マニュアルは、院内で統一した医療安全管理体制の指針となるマ ... 2）適切

な内容を、わかりやすい言葉使いで丁寧に説明する。
MEDI-TARGET（DPC分析事業）、医療の質の評価・公表等推進事業、診療アウトカム評価、
救急災害時医療（ＡＭＡＴ）、日帰り・１泊各人間ドック提供事業、病院機能評価支援相談事
業、無料職業紹介、メディカル . テキスト『院内医療事故調査の指針 第2版』(2015・メディカ出
版)、『院内医療事故調査の考え方と進め方』（2017・じほう）を含みます.
2014年4月1日 . 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。安全管理体制を院内に根
付か. せ、機能させることで、院内の安全文化の定着と熟成、医療の質の向上と安全確保. を図っ
ている。関連したマニュアル、規定には医療安全管理指針、医療事故発生. 時対応マニュアル、医
療事故発生時の対応フローチャート、医療安全管理委員会.
院内医療事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる. 第２版. 飯田修平／
編著 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ／著. 出版社名, メ
ディカ出版. 出版年月, 2015年8月. ISBNコード, 978-4-8404-5445-2 （4-8404-5445-0）. 税込価
格, 2,700円. 頁数・縦, １１７Ｐ ２６ｃｍ. この商品を買った人は、.
1）患者安全の定義を述べることができる． 2）ヒューマンファクターズを理解し，患者安全を確保する
環境を作ることができる． 3）患者安全に関するカンファレンスを適切に運営できる． 4）健康と医療
に関するリスクについてのコミュニケーションを適切に行うことができる． 5）医療行為を行う上でリスク
の認知，適切な準備，確認作業を行うことができる．
2016年12月19日 . また、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法
律の整備. 等に関する法律の一部施行（医療事故調査制度）について」（平成 27 年 5 月 8 日
医政. 発 0508 第１号医政局長通知）等に基づいて、医療事故による死亡事例について適切に.
院内体制の確保等について確認を行う。 【参考】・「医療事故情報.
2014年4月2日 . 2. 和書. 放射光が拓く化学の現在と未来 : 物質科学にイノベーションをもたらす
光(CSJ Current Review:14) 日本化学会編. 化学同人, 2014. ４階書庫 429||Nip. 3. 和書. 化学
便覧 . 休み時間の免疫学 第2版(休み時間シリーズ) 斎藤紀先著. . 院内医療事故調査の指針
: 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる 飯田修平.
2016年11月8日 . 良質な医療提供に関しては、医療安全の推進や医療事故防止の分野につい
て、期待や関心が. 特に高まっているものと考えております。本財団の医療事故防止事業部では、
２００４年度に. 開始した医療事故情報収集等事業の実績を踏まえ、２００８年度より、薬局で発
生したり、発. 見されたりするヒヤリ・ハット事例の収集を行う.
2015年10月18日 . 院内医療事故調査の指針 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる 第
２版/飯田 修平/「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ（医学） 医療事故発生時に最初に行うべき院内調査の手法および報告方法の指針を医療関係者に提
示し、院内医療事故調査の標準化を図るための指針。「いつ、どこ.
2015年10月1日 . 5-2 医療安全管理のための指針とマニュアル. 6 医療事故発生時の対応. 6-1
医療事故発生時の対応. 6-2 重大医療事故発生時の対応. 7 医療事故調査部会 . 2.医療過
誤. 医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して
患者に. 被害を発生させた行為。 3.インシデント. 不適切な指示等.
2013年9月9日 . さらに，福島第一原発で電源喪失事故が発生し，広範囲な放射能汚染事故と
なり，原発の安 . 2．ライフライン損壊に対し，公助に頼る電力・水確保から，共助で対応できるよう
に地域医療圏を整備する。 解説. 1． 過去の災害では，透析室内災害対策の不備による .. 5）
赤塚東司雄：能登半島地震 2007―適切な災害対策により.
重大医療事故発生時の対応に関する指針. 第 4 版. H25 年 4 月 1 日改正. 済生会松阪総合
病院. 安全管理委員会 . （２）指針・マニュアルの見直し、改訂 .. ② 院長は、必要に応じて医療
安全管理委員長に院内事故調査委員会を緊急開催さ. せ対応を検討する。 ③ 当該者及び関
わった医師・看護師は、その事実及び報告の内容を、時系列に診療.
東京 DMAT 医療チーム（医師 1 名、看護師 2 名）が平成 19 年度東京都・昭島市・福生市・
武蔵村山市・. 羽村市・ .. 病理検査を院内実施することで治療に迅速に対応できる。 .. の向上.
リハ帰結の向上 回復期病院転院数 268 件 263 件. 増加. MSW との連携. ケースカンファレンス

定期開催. 324件↑. 事故の防止. 発生件数. （レベル 3 以上）.
国際的医療機能評価の一つであるJCI（Joint Commission International）について，我々の受審
経験から. その概要を紹介 . グローバル化の中で医療を考えるとき，日本の医療の存在をアピール
するためにも，国際的認証を等閑. 視するわけに .. 特定し予知するための手法，適切な方針と手
順，職員教育，病院全体の協力である． 小見出し 6 項（.
いポイントでした。第 2 に、各自が. 簡単に操作できるようにして、事務. 員の手間を少なくしたいと
いうこと。 そして、将来電子カルテやオーダリ. ングシステムなどを入れたときに、. それらとうまく連携で
きるようにし. ておきたいという理由です。 消化器の専門病院として、大学病. 院レベルの質の高い
医療を目標とし. ている同院では、高度な医療の実現.
ん」の話』より）がんの正しい治療を選ぶための基礎知識 がん保険商品の説明などでしばしば目に
する「先端医療」や「先進医療」という言葉の意味について、みなさんはどれほど正確に理解されて
いるでしょうか。「先端」や「先進」という言葉のもつ響きや、保険の効かない高額治療であるというこ
とから、何やらミラクルを引き起こす「ハイグレード治療」.
便のビリルビンとウロビリンの検査で、シュミット法は試薬に塩化第二水銀を含むため環境汚染の心
配があります。これに代わるよい方法はないでしょ . 抗生物質カナマイシンについて偽血小板減少検
体への対応として、硫酸Ｍｇ、過剰量ＥＤＴＡ、ＦＣ管などありますが、他の病院では抗生物質カナマ
イシンを添加しているとききました。どういう機序で.
135, 537, 8/31/2015, N, 230, 173, 看護管理者のための医療経営学 第２版, 尾形裕也, 日本看
護協会出版会, 9784818019218 .. 出版社 / 著者からの内容紹介$$ $$ 「医療安全」分野におい
て知っておくべき基本事項を、医療機関における1安全管理の組織体制、2事故予防活動、3事故
発生時対応の３つの側面から体系的に整理・解説する．
新版歯科診療における放射線の管理と防護<第2版>. 人体への影響の正しい知識と理解. 佐々
木武仁 編著 . エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策実践マニュアル<改訂版>.
日本歯科医学会 監修. 2015年02月19日. A4判 96 . 院内医療事故調査の指針. 事故発生時
の適切な対応が時系列でわかる. 飯田修平 編著「医療事故.
放射線業務の安全管理指針策定合同プロジェクト班. 班 . Ⅱ．想定される事故と事例およびその
対策 …10. Ⅲ．参考解説 …13. 第2章． X 線検査・MR 検査・超音波検査の安全管理対策.
Ⅰ．医療安全確保のためのチェック項目 …26 ... 対策：緊急事態が発生したときの各自の役割と責
任，緊急連絡体制，報告ルートなどを明確に. しておくことや，.
第２章 医療機関における電波利用に関して抽出された課題等 .... 6. ２．１ トラブル等の発生 ..
発生し、診療の妨げとなった。 3 2014 年調査の PHS 及び携帯電話は「院内で病院スタッフ間の
電話連絡に用いる端末」という設問への回 .. また、発生したトラブルのうち、少数ではあるが、重大
な事故に至った事例. もある。中には、テレメータの.
2017年9月5日 . 院内医療事故調査の指針 : 事故発生時の適切な対応が時系列でわかる / 飯
田修平編著 ; 「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法に関する研究」グループ著. -- メディ
カ出版, 2013.11. 病院早わかり読本 / 飯田修平編著. -- 第2版. -- 医学書院 , 2002.4. 医療にお
けるヒューマンエラー : なぜ間違えるどう防ぐ / 河野龍太郎著.
基礎から学ぶ口腔ケア : 口をまもる生命 (いのち) をまもる / 菊谷武監修. -- 第2版. -- 学研メ. 医
9F図書. 11780176415 498.12//I67//7641. 院内医療事故調査の指針 : 事故発生時の適切な対
応が時系列でわかる / 飯田修平編著 ; 「. 医9F図書. 11780176357 498.12//N77//7635. 提言患
者の権利法大綱案 : いのちと人間の尊厳を守る医療のため.
2017年2月24日 . 医療事故に伴う現場の事例は共有されているか、事故調査の結果は共有され
ているか、再発防止に生かされているか――を考えるシンポジウム「事例に学ぶ」が「 ... その結果、
旧第二外科肝胆膵担当というマイクロシステム（院内の最小診療単位）に発生していた、重大かつ
深刻な問題を長期にわたって病院執行部は把握する.
数年前から、重大な医療事故が発生したとき、その事故が発生した医療機関において、事故の経
過を検証し、原因を分析して、再発防止策をたてるという院内事故調査 . 月には、日本弁護士連
合会第51回人権擁護大会第2 分科会実行委員会が、院内事故調査ガイドラインを明らかにして

います（日弁連HP 参照、「安全で質の高い医療を実現する.
2007年11月1日 . 争が発生しやすい．さらに，「安全性の. 確保」の文化の遅れから分析，対応が
遅. れ，基本的な医療事故が繰り返し発生し. ている． 現在，司法，行政，医療提供者， .. 調
査分析モデ. ル事業. 厚労省モデル. 事業 第三者. 機関が初の調. 査報告. 「医師の職業倫. 理
指針」発刊. 「自浄作用活性. 化推進に向けて」. 発刊. ２月 医療安.
第29回 日本環境感染症学会総会・学術集会 出展リストをご紹介しています。 . 商品詳細へ, 抗
菌薬ﾏｽﾀ-戦略:非問題解決型ｱﾌﾟﾛ-ﾁ 第2版 アラン・Ｒ．ハウザ－：岩田健太郎 201402メディカ
ル・サイエンス・インタ－ナショナ ... 院内医療事故調査の指針:事故発生時の適切な対応が時系
列でわかる 飯田修平：「医療事故発生後の院内調査の在り方.

