
各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２９年度） 

全都立病院が共通に取り組む課題：「医療チームで実施する確認行動の推進」 

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 9日） 
幹部職員等による医療安
全のための院内巡回を実
施 
 
○医療安全対策室メン
バーによる患者確認パト
ロール 
（2月 5日～2月 9日） 
外来や病棟等において、
患者確認を確実に実施で
きているか等を点検 
 

○講演研修「薬物誤注入事故につい
て」 
（2月 5日、2月 21日） 
講師：医事課長、専任リスクマネジャー 
 
○講演会「ヒューマンエラーは低減でき
る！ 〜 エラー発生の科学的分析と理
に適った対策 〜」 
(2月 22日) 
講師：河野龍太郎（自治医科大学医学
部 メディカルシミュレーションセンター
センター長 医療安全学教授）   
 
○事例発表会の開催 
（12月 7日、12月 19日、12月 20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 

○医療安全標語の募集 
(1月 15日～2月 5日) 
院内全職員から医療安全標語を募集 
 
○医療安全推進週間の取り組み周知 
（2月 5日～2月 11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 5日～2月 9日） 
各部門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、関係職員が適
切に確認行動を行っている
か、安全に配慮した環境が
整備されているか等につい
て、各部署のパトロールを
実施 
 
○医療安全対策室による
現場検証 
（2月 5日～2月 11日） 
医療安全対策室のメン
バーにより、各部署の視
察、点検を実施 
 
 
 
 
 

○医療安全研修「チーム STEPPSにつ
いて（仮）」 
 (2月 14 日) 
講師：砂倉麻央（大塚病院産婦人科
医長） 
 
○医療安全研修「ヒヤリハット劇場」 
（2月 26日 17：30～18：30 大塚病院
５階大講堂） 
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 
 

○医療安全推進週間の取り組み周知 
（2月 5日～2月 11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・掲示 
（1月～2月） 
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２９年度） 

全都立病院が共通に取り組む課題：「医療チームで実施する確認行動の推進」 

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 9日） 

○講演会「医療安全におけるヒュー
マンファクターとコミュニケーション」 

○医療安全川柳の募集 
「患者・家族部門」と「職員部門」の２



幹部・リスクマネジャー等に
よる全部署パトロール 
 
○患者確認行動ウインター
キャンペーン（2月 9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 

（2月 15日） 
講師：小松原 明哲（早稲田大学理工
学術院 創造理工学部 経営システム
工学科教授） 
 
○各分科会による医療安全に係る取り
組みの発表会 
（2月 5日～2月 11日） 
 

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 
（2月） 
他部署の職員が、客観的
に患者、職員にとって安全
な医療環境であるかを確認 

○医療安全セミナー「ディズニーから
学ぶサービスとコミュニケーションの
心得」 
講師：阿比留 眞二（課題解決コンサ
ルタント） 
（2月 13 日） 
 
○医療安全セミナー「MRI 時の注意
点（仮）」 
講師：放射線科技師 
（2月 22 日） 
 
○人工呼吸器ケアチーム勉強会「人
工呼吸器装着患者さんの体位管理に
ついて」 
（2月 27 日） 

○医療チームによるコミュニケーション
に由来するインシデントや問題につい
てカンファレンスの実施 
 

多摩総合医

療 

センター 

○院内巡回パトロール 
（1月～2月） 
医療チームで確認している
実際の場面を巡回し、確認 

○ 医療安全研修「劇団おにがわら」 
(2月 9日 17：30～18：15 多摩総合
医療センター 
１階講堂フォレスト) 
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 
 

○医療安全推進週間の PR 
（2月 5日～2月 11日） 
院内放送や外来などの電光掲示板
で、医療安全推進週間をＰＲ 
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神経病院 ○全部門医療安全パトロー
ル 
（2月） 
医療安全対策室による

安全パトロールの実施 
 
○確認行動のチェック 
看護師長による声出し確

認行動チェック 
 （2月 1日～2月 28日） 
○部門間安全パトロール 
(2月) 
各部門リスクマネジャー

が他部署の安全パトロール
及び意見交換の実施 
 

○講演会「情報共有の重要性―チー
ムステップスの活用― 」 
講師：大生定義（特定医療法人新生病
院院長） 
（3月 7日） 
 
○医療事務・医療作業員への安全研
修 
医療事務・医療作業員に対して、医療
チームとしての役割及び確認行動やコ
ミュニケーションの重要性について講
義及び演習を実施 
 

○医療安全推進週間ポスターの作成
と掲示 
各部署でポスターを作成・掲示 
優秀作品は表彰 
 
 



○患者確認の徹底強化 
多職種で一緒に確認を
行い、チームで誤認防止
をする 
引き継ぎを実施し情報共

有を図る 
 

○各部署の確認に対する
課題の取組 
 部門での確認不足の課
題を明確化し、取組む 

小児総合医

療 

センター 

○院内安全パトロール 
（2月 10日） 

リストバンド装着方法、内服

投与時の患者確認・６R確

認 1安全パトロールの実施 

○講演会「チームＳＴＥＰＰＳ」 
講師：中田 尚子（埼玉県立病院局経
営管理課） 
(2月 16日) 

○チームＳＴＥＰＰＳ推進のための勉強

会 

○各部門からの活動報告 

各部門で実践している確認行動・工夫

している活動報告 

 

 

 

○ポスター掲示 

各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２９年度） 
全都立病院が共通に取り組む課題：「医療チームで実施する確認行動の推進」 
 

松沢病院 誤認防止強化週間の設定 
「患者誤認防止の具体的方
法を実践し患者誤認ゼロ」 
（1月 10日～2月 7日） 
○パトロール 
(1月 10日、19日) 
医療安全推進委員会委

員、リスクマネジメント推進
会議委員が各部署をパト
ロールし患者誤認防止の
具体的方法を確認 
 
 
 
 

○医療安全研修「医療事故の教訓」 
講師：長野展久（東京海上日動メディ
カルサービス） 
(2月 9日) 
 
 

○外出・外泊時の予測されるリスクと
対応策の監査 
(1月 9日～2月 14日) 
外出、外泊を実施する病棟から各２例
を対象とし、予測されるリスクと対応策
の監査を実施 

 


