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教 材 付 き専 門 誌

A4判 128頁 年６回発行（偶数月20日）
入会金 3,000円
年間購読料 25.302円（共に税込）
※開始号数により価格は少しお安くなります。

［連続講座］動画でワンポイントレッスン♪

Web特典
依存・攻撃・巻き込みをかわす ディフェンス接遇10か条
動画教材
リスク感性を高める５つの要素とトレーニング［接遇・傾聴・伝達・実行・未来］
シリーズ
- 月号

4
5

とんでもヒヤリハット事例集 Part2
「おひとりさま医療安全」からの脱却
多角的にみる
安全ラウンドの視点

- 月号

6
7

画像診断報告書の
見忘れ・見落とし対策

転倒転落アセスメントスコアシート改訂の実際
転倒転落アセスメントスコアシート変更の取り組み
リスクアセスメントシートとケアフローの改訂
高齢者サルコベニア改善プロジェクトから見た他職種協働のメリット
転倒リスクと機能評価・転倒予防の運動療法
特別企画

適時調査への備えに対する法律家からのアドバイス
AI、IT時代だからこそ！低価格・低負担での 人 への最適化教育

- 月号

院内研修を活気づける
プレゼンの最新技法

特別企画

ＡＤＤＩ
Ｅモデルによる心電図モニタ教育プログラム
作ってみようVR教材

転倒転落防止のための環境整備チェックリストの作成
̶看護師の知識や経験の違いによる
「気づき」
や
「判断」
の差をなくす取り組み

手術室の
安全推進

2
3

- 月号

12
1

- 月号

- 月号

「ダブルチェック」
再考

パワハラ最新事情̶種類と注意点

転倒転落予防の「着眼点」

ICUにおける安全ラウンドのチェックポイント
看護安全委員会による部署ラウンドのポイント
PDCAサイクルに繋げる 多職種での適時ラウンドのポイント
医療安全パトロールにおける気づきのエピソード
多職種による安全ラウンドのチェックポイント
医療安全対策地域連携相互評価の実際
医療安全地域連携評価の実践

10
11

医師のCT、MRIなどの
検査結果見落とし対策

死角、ヌケ、モレはないか？

〜職種間・部門間・病院間

8
9

特別企画

患者誤認の防止

新連載

南信州医療安全ネットワークにおける
医療安全連携の実際（6-7月号より 全６回）

診療放射線技師の
医療安全管理者の奮闘記（8-9月号より 全4回）

医療安全を組織的に保証するための知識を学ぶ

医工連携で医療安全！（10-11月号より 全6回）

飯塚悦功
棟近雅彦

群馬パース大学 保健科学部 臨床工学科

飯田市立病院 医療安全管理者
医療安全部 医療安全管理室長／薬剤師 川上善久

（8-9月号より 全4回）

QMS-H研究会 代表／東京大学 名誉教授
早稲田大学 理工学術院 教授

医療安全研修が変わる！ 効果的な研修の
「考え方」と「組み立て方」（8-9月号より 全６回）

国立研究開発法人国立循環器病研究センター
看護部兼医療情報部 副看護師長／集中ケア認定看護師 政岡祐輝

お問合せ
ご注文

TEL：

医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院
放射線科技師長／医療安全管理者 桐木洋明

吉岡

淳

心のよそ見・思い込み対策
事例で学ぶ
ストレスマネジメント（10-11月号より 全６回）
株式会社ヒーリング・サポート はるかぜ薬局 代表取締役／薬剤師

URL：www.nissoken.com

日総研

〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-15 日総研ビル

堤

俊也

とんでもヒヤリハット
事例集Part2

特集1

3

教 材 付 き専 門 誌
2019

盲点・過信・想定外etc.…
看護場面で遭遇した「盲点」

4 5 月号

山梨OQT医療安全ｅラーニングプロジェクトメンバー／東京女子医科大学 教員 奥津康祐 ほか

8
10

本当は怖い 普通 の話

株式会社ヒーリング・サポート はるかぜ薬局
代表取締役／薬剤師 堤 俊也

調べてショック！使用済み酸素ボンベの取り扱い
群馬パース大学 保健科学部 臨床工学科

12

決断力，
我慢強さ，
自分の慌てぶり…に
「びっくり」した３事例

吉岡

18

リハビリテーション部門で起こったインシデント事例
あれ？ 嚥下食なのに何だか固い…！
？

栄養科で起こったヒヤリハット事例

医療法人財団五省会 西能病院 診療技術部 栄養科 栄養士

特集 2

36

研修参加率８割を目指した
安全管理者１年生の取り組み

特定医療法人神戸健康共和会 東神戸病院 看護師／臨床工学技士

46

SUEI（スエイ）分析による
安全で効率的な業務と意識の改革

公益社団法人信和会 川端診療所 臨床工学部

51

医療機器メーカーのサポーティブな活用法
順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床工学室 臨床工学技士

54

連載
27

60

長原竜二

医療安全管理者が知っておきたい
「伝達」
「依頼」
「指示」のスキル

岩﨑賢史

島田尚哉

藤井

耕

67

76

社会保険労務士法人 アミック人事サポート 代表社員／社会保険労務士

86

92

110

118

判例で繰り返し指摘される「注意義務」とは

滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科 医療安全管理学専攻 特任教授 土屋八千代

CT，
MRIなどの検査結果の見落とし対策

公益財団法人ときわ会 常磐病院 医療安全管理者／医療安全管理部 課長／薬剤師 仲本広世

発達障害傾向のあるスタッフに配慮した
エラー防止コミュニケーション法

カウンセリングルーム Acceptance 心理カウンセラー／高確率コーチング・トレーナー 白石邦明

〜医療安全コラム〜

徒然なるままに
徒然なるものから学ぶ

殺人・暴行・横領・窃盗・情報漏洩etc

病院の事件対策

施設管理責任を問われないための備え
弁護士／歯科医師 堀内美希 ほか

94

100

高橋友恵

医療安全を
組織的に保証する
ツールを使いこなす

上尾中央総合病院
特任副院長 長谷川 剛

コラム 前向き医療安全

TeamSTEPPS Master Trainer
近畿大学医学部附属病院 安全管理部 教授
血液・膠原病内科 教授 辰巳陽一

ストーリーで学ぶ

医療安全管理者のための
ノンテク導入塾

メディカルアートディレクター 佐藤和弘

105

パワハラ最新事情〜種類と注意点

薬剤エラーが低減する
【応用・実践編】
心理アプローチⅡ

地方独立行政法人明石市立市民病院
医療安全管理室副室長 兼 薬剤課調整担当課長
QMS-H研究会メンバー 田中宏明 ほか

カウンセリングルーム Acceptance 心理カウンセラー／高確率コーチング・トレーナー 白石邦明

80

心のよそ見・思い込み対策！

株式会社ヒーリング・サポート はるかぜ薬局
代表取締役／薬剤師 堤 俊也

仲條麻美

特別企画

難しいなぜなぜ分析を
簡単にするコツ

ImSAFER研究会
ImSAFERインストラクター 春日道也

泰

医療安全管理者の支援体制づくりの成果

社会医療法人社団正志会 南町田病院 ３階病棟 主任／専任医療安全管理者

41

木村

「おひとりさま医療安全」
からの脱却

〜ワンオペレーションからグループ内相互支援体制へ

訴訟事例を題材にした
医療安全研修

広島大学保健管理センター
准教授 日山 亨 ほか

多くの診療科とかかわる部門だからこそコミュニケーションの向上を！
公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室 主任

眠らせない！身に染みる！

22

淳

医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院 医療安全推進室 医療安全管理者 水溜和子

15

新連載

114

医療安全システムの構築
市立伊丹病院
医療安全管理者

岩﨑重子

はじめての方への安全知識

在宅での医療機器

箕面市立病院 臨床工学部
医療機器安全管理責任者／臨床工学技士
副技師長 福田将誉 ほか

今号のダウンロード特典資料

「ディフェンス接遇10か条」
（手順は次ページ）

ほか

