患者安全への行動変容
Change-agents from Instructors

趣 意 書
◼ 広告掲載

主催 全日本患者安全組織文化学習支援財団
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ごあいさつ

謹啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当プロジェクト
の活動に対しまして格別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
２０１８年に医学雑誌 Circulation に発表の「心肺蘇生教育 AHA 提言」は、これ
までの心肺蘇生教育・訓練に大きな波紋を呼びました。蘇生率向上を確実にするた
めの改善点のポイントは、「インストラクターが自己組織で変化の代理人（チェン
ジ・エージェント）として活躍するよう、能力開発する」「蘇生教育後、参加者現
場で実施が起こるよう促進する」の２点が強調されています。
２０１９年６月１５日名古屋市において、シンポジウム「蘇生教育 AHA 提言を読
み解く」では、雑誌に掲載されたこの提言内容の紹介とその応用案を示しました。
昨年２０２０年はサイバーシンポジウム「COVID-19 と共存する時代の医療と患
者安全」、そしてこの度、第三弾として、２０２１年１０月２日オンラインにおい
て、シンポジウム「患者安全への行動変容〜Change-agents from Instructors〜」
と題して、蘇生率向上への探究の場を創ることとなりました。心肺蘇生術教育のみ
ならず、医療が抱える重要課題である患者安全へむけた、医療組織パフォーマンス
改善の契機となるよう、シンポジウムを企画運営して参ります。

謹白

発起人
畔柳 信吾（公立西知多総合病院）
岡本 華枝（岐阜聖徳学園大学）
企画者
松本 尚浩
（全日本患者安全組織文化学習支援財団）
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≪開催概要≫
1. シンポジウムの名称
患者安全への行動変容 Change-agents from Instructors
2. 主催：全日本患者安全組織文化学習支援財団
3. 開催場所：オンライン（Zoom）
4. 計画の概要
構
成：シンポジウム
日
程：２０２１年１０月２日（土）１３：００～１６：００（予定）
参加予定人数：約１５０名
組
織：発起人 畔柳 信吾（公立西知多総合病院）
岡本 華枝（岐阜聖徳学園大学）
企画者 松本 尚浩
（全国患者安全組織文化学習支援財団代表理事）
プログラム（仮）
【OPENING】心肺蘇生教育インストラクターからチェンジ・エージェントへの発展
松本 尚浩 全日本患者安全組織文化学習支援財団 代表理事
心肺蘇生教育の医療現場への影響
PRESENTER 松本 尚浩 全日本患者安全組織文化学習支援財団 代表理事
SPEAKER
武田 聡
東京慈恵会医科大学 救急医学講座 教授
万代 康弘 東京慈恵会医科大学 救急医学講座 講師

心肺蘇生教育との関わりを経た活動
PRESENTER 岡本 華枝 岐阜聖徳学園大学看護学部 准教授
SPEAKER
平尾 明美 千里金蘭大学看護学部 教授
心肺蘇生教育と国際貢献
PRESENTER 畔柳 信吾 公立西知多総合病院 臨床工学科
SPEAKER
嶋岡 鋼
国際医療福祉大学塩谷病院 小児科副部長
木村 隆彦 明治国際医療大学保健医療学部救急救命学科 教授
心肺蘇生教育発展への提言
SPEAKER
平出 敦
京都橘大学保健科学部救急救命学科 教授
松本 尚浩 全日本患者安全組織文化学習支援財団 代表理事
【CLOSING】明日への提言:患者安全な医療のために
松本 尚浩 全日本患者安全組織文化学習支援財団 代表理事
閉会の挨拶 畔柳 信吾 公立西知多総合病院 臨床工学科
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「患者安全への行動変容～Change-agents from Instructors」
【広告掲載申込書】
1. 広告掲載 募集要項
1) 協賛金名称：
「患者安全への行動変容 Change-agents from instructors」
2) 募集内容：
募集内容
1.バナー掲載
・シンポジウム開催 web サイト https://www.zenkanan.info
・シンポジウム Facebook サイト
2.電子プログラム広告（１/２頁）
3.広報用プロモーション動画掲載
1.バナー掲載
・シンポジウム開催 web サイト https://www.zenkanan.info
・シンポジウム Facebook サイト
2.電子プログラム広告（1 頁）
3.スポンサードページ設置（シンポジウム開催 web サイト内）
4.広報用プロモーション動画掲載

金額（税込）
10,000 円

30,000 円

3) 目標額：

７０，０００円 （総経費：１５７，０１０円）

4) 協賛対象：

社会貢献活動に取り組む企業、医療関連業界、心肺蘇生普及
意志のある団体、企業、病院、学校、個人等

5) 募集期間：

２０２１年８月２日（月）～２０２１年９月２４日（日）
（振込期日は貴社のご指定いただく期日に従います）

6) 用

「患者安全への行動変容
Change-agents from Instructors」の開催ならびに関連事業
の準備・運営費

途：

7） 申込方法： 広告・協賛金申込書（様式 1）をご記入の上、下記申込先
のメールアドレスに添付にてお申込みください。
その後、振込をお願いいたします。
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2. 広告掲載申し込み先
（様式 1）の広告・協賛金申込書を用いてお申し込みください。
1) 申込書送付先（お問合せ先）
事務局
〒271-0061 千葉県松戸市栄町西 3-1048-1
医療法人社団尚誠会 笑顔のおうちクリニック松戸内
Tel：(050)3155-5737/ Fax：(052) 842-3612
E-Mail： zenkanan@zenkanan.info
2）振込先
◆ 銀 行 名： 三菱 UFJ 銀行 新丸の内支店
◆ 口座番号： 普通預金
口座番号 3263316
◆ 口 座 名： ザイダンホウジン ゼンニホンカンジャアンゼンソ
シキブンカガクシユウシエンザイダン

3. 予算案
収入の部
金額

項目

収入合計（円）

項目

70,000

広告協賛金
参加費

支出の部

2000×50－

1.当日運営費
90,000 2.演者謝礼（6人）

Peatix手数料
160,000

2,990
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0
60,000

3.運営スタッフ謝礼（5人）

15,000

4.ホームページ（1年分）

32,010

5.諸経費

50,000

支出合計（円）
残金（円）

金額

157,010

（様式 1）

≪お申込み mail：zenkanan@zenkanan.info≫

「患者安全への行動変容～Change-agents from Instructors」
【広告・協賛金 申込書】

「患者安全への行動変容～Change-agents from Instructors」の開催並びに関連事
業の準備、及び運営を推進するため、下記のとおり申込みをいたします。
記

1：広告・協賛料金①： 10,000 円

金

円也

2：広告・協賛料金②： 30,000 円

金

円也

1. 貴社名
2. ご担当者名

3. ご連絡先

〒

TEL：
FAX：
e-mail：
4. お振込み予定日
5. 特記事項

２０２１年

月

日

◆今回のシンポジウムに関して、ご希望等ございましたらご記入ください。
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