
各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２８年度） 

全都立病院が共通に取り組む課題：「多職種間コミュニケーションの充実～安全のための確実な情報共有」 

区分 訓練・パトロール点検等 講演会・学習会等 その他 

広尾病院 ○広尾病院安全巡回 
（2月 10日） 
幹部職員等による医療安全のための
院内巡回を実施 
 
○医療安全パトロール 
（2月 6日～2月１７日） 
医療安全対策室委員やリスクマネ
ジャーが、病棟や外来を巡回し、医療
安全確認行為に関する基本事項や手
順が遵守されているかについて点検 
 
○医療安全対策室メンバーによる患
者確認パトロール 
（1月 23日～1月 27日） 
外来や病棟等において、患者確認を
確実に実施できているかを点検 
 

○講演研修「薬物誤注入事故とその後の安全対策－
安全対策をどこまで広げたか－」 
（2月 15日、2月 23日） 
講師：医事課長、専任リスクマネジャー 
 
○講演会「患者側弁護士から見た医療における患者へ
の説明」 
(3月 6日) 
講師：松井 菜採（すずかけ法律事務所 弁護士）   
 
○事例発表会の開催 
（12月 13日、12月 21日、12月 22日実施済み） 
部門間、職種間のよりよいコミュニケーションに資するた
め、実際に発生したインシデント事例の分析や、再発防
止策の立案と実践の状況など、各部門での具体的な取
り組みについて発表 

○医療安全推進週間の取り組み周知 
（2月 6日～2月 12日） 
ポスターを掲示して、医療安全推進週間の内容を職員
に周知 
 

大塚病院 ○院内パトロール 
（2月 6日～2月 10日） 
リスクマネジャー及び幹部職員を中心
としたチームにより、療養や診察、処
置、検査、手術等の各場面で、安全に
配慮した環境が整備されているか、職
員が適切に行動できているか等につ
いて、各部署を点検 
 
○医療安全対策室による現場検証 
（2月 6日～2月 12日） 
医療安全対策室のメンバーにより、事
故防止のためのシステムが適切に設
置、運用されているか各部署の視察、
点検を実施 
 

○医療安全講演会「採血の医療安全」 
講師：藤田 浩(墨東病院輸血科部長) 
(2月 6日) 
 
○医療安全研修「ヒヤリハット劇場」 
（2月 27日） 
各分科会のメンバーを中心にヒヤリハット事例を実
演して情報共有し、防止策の定着と医療安全意識の
向上を図る 
 

○医療安全推進週間の取り組み周知 
（2月 6日～2月 12日） 
ポスター、院内放送、待合室の掲示板等を活用して、医
療安全推進週間の内容を患者、患者家族等に周知 
 
○「大塚病院 医療安全いろはかるた」の募集 
（募集：1 月 6 日～1 月 27 日、掲示：2 月 6 日～2 月 12
日） 
職員及び患者・家族から「医療安全いろはかるた」の読
み札を募集し院内で掲示を行い、院内の医療安全意識
の向上を図るとともに、患者・家族にも取組を紹介 
 
 
 

 

 



各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２８年度） 

全都立病院が共通に取り組む課題：「多職種間コミュニケーションの充実～安全のための確実な情報共有」 

区分 訓練・パトロール点検等 講演会・学習会等 その他 

駒込病院 ○院内パトロール 
（2月 6日～2月 10日） 
多職種によるチームで作業環境に関
するパトロールを実施 
 
○確認行動パトロール 
（2月 10日） 
看護部リスクマネジャーによる全病棟・
外来患者確認行動パトロール 
 
○診療記録監査 
（12月 9日～2月 16日） 
各科の診療録を診療記録監査員が
チェックリストに従って評価 

○講演会「チーム医療向上のための情報伝達 
～チーム STEPPSの活用」 

（2月 22日） 
講師：大生 定義（立教大学社会学部社会学科教授） 
 
○各分科会による医療安全に係る取り組みの発表会 
（2月 6日～2月 12日） 
 

○医療安全川柳の募集 
「患者・家族部門」と「職員部門」の２部門制で実施 
最優秀作品及び優秀作品は院内（外来・各病棟）に掲
示するほか、病院ホームページ、電子カルテトップペー
ジに掲載 
 
 

墨東病院 ○医療安全パトロール 
（１月 20日～2月 12日） 
医療安全対策室員が毎週 3部署実施 
患者確認行動、薬剤に関する指示に
ついて等マニュアル遵守できているか
パトロール 

○医療安全セミナー「ちょっとまってそのコミュニ
ケーション」 
講師：後藤茂信（コミュニケーションインストラク
ター） 
（1月 23日実施済み） 
 
○医療安全セミナー「気管切開の管理における注意
事項について」 
講師：救命救急センター医師・集中ケア認定看護師 
（2月 8日） 
 
○人工呼吸器ケアチームミニ学習会「呼吸器装着患
者の口腔ケアについて」 
（2月 14日） 

○各分科会による医療安全に係る取り組みの実施 
多職種間でのコミュニケーションの検証 
問題事例の分析、改善策の検討等各分科会におい
て、共通課題に基づいた取り組みを実施 
 
○医療安全推進週間の標語募集 

多摩総合医療 

センター 

○院内巡回(共通項目) 
（2月 6日、13日） 
指示に関するマニュアルに則り、多職
種間で確実な情報共有できているの
かを巡回し確認・意識付け 
 

○ 医療安全研修「情報誤伝達の防止」 
(２月 10日) 
(1)劇団鬼瓦 
共通課題を題材にした劇団鬼瓦（院内有志による
チーム）によるロールプレイ及び事例検討を実施 
(2)情報誤伝達に関する講習会 
講師：医療安全担当副院長 

○医療安全推進週間の PR 
（2月 6日～2月 12日） 
院内放送や外来電光掲示板で、医療安全推進週間の
ＰＲ 
 
 



各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２８年度） 

区分 訓練・パトロール点検等 講演会・学習会等 その他 

神経病院 ○病棟安全パトロール 
（2月 15日） 
全病棟を対象に看護師長・副看護師
長が自部署以外の病棟を巡回し、病
棟でマニュアルにそった安全対策がさ
れているか確認 
 
○部門間安全巡回 
(2月 6日～2月 17日) 
コメディカル各部門のリスクマネジャー
が、他職種の安全パトロールを行いイ
ンシデント・アクシデントが発生した時
に情報共有をどのようしているかを確
認 
 
 

○講演会「全職員で取り組む医療安全」 
講師：三木 保（東京医科大学病院 副院長 医療の
質・安全管理学分野教授） 
（2月 7日） 
 
○ 多職種間コミュニケーションについての検討会 
各部門で発生したインシデント・アクシデントで部門のコ
ミュニケーションエラーが要因となる事例ついて部門間
で情報共有し、検討会を実施 
（2月 17日） 
 
○委託業者への安全研修 
安全について病院職員と同じ認識を持ち、病棟事務や
医療作業員が適切な確認行動をとることを目的として研
修を実施 
（病棟事務 2月 6日～2月 10日） 
（医療作業員 2月 20日～2月 24日） 

○ポスター・標語の募集 
職員から医療安全推進週間のポスター・標語を募集し、
優秀作品は院内に掲示 
 
○注意喚起事象に対する再発防止の徹底 
医療安全対策室会議において、再発防止のために立
案した対策についての評価・検証を実施 
 
○確認行動のチェック 
 

小児総合医療 

センター 

○院内安全パトロール 
（2月 10日） 
医療安全対策室メンバーが巡回し、セ
ントラルモニター等のアラームが鳴っ
ている時の職員の対応等を確認 

 

○講演会「（仮）笑いの現場から学ぶリスクコミュニケー
ション」 
講師：『株式会社 WMcommons』Wマコト 
(3月 27日) 

○Ｔｅａｍ ＳＴＥＰＰＳ促進のための勉強会 

（12月 1日～1月 13日） 

○多職種間コミュニケーションの工夫について事例発

表会を開催(2月 14日) 

○セントラルモニターのテクニカルアラーム件数の
減少に対する取り組みで成果のあった部署の表彰 

松沢病院 ○カルテパトロール 
（1月 16日～1月 30日） 
各病棟でカルテパトロールを実施し、
多職種チームカンファレンスの件数を
確認 
 
 

○医療安全研修「多職種で取り組む誤嚥・窒息予防
『食形態をどうやって考えたらいいの』」 
（12月 6日実施済み） 
 
○医療安全研修「自殺予防」 
・ 講師：杉本 達哉（松沢病院 精神科医師）    
（1月 31日実施済み） 

○インシデント表彰 
(2月 17日) 
報告されたインシデントから、周囲にも活用される事例と
報告数の多い部署を表彰 

 


