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－ 1－

医療安全とホスピタル・ガバナンス

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 
理事長  上田 裕一

 1

統治・統制すること。また, その能力。[岩波書店 広辞苑 第7版] 

[実用日本語表現辞典] 

「治めること」「統治すること」という意味で用いられる英語由来の外来語        
「コーポレートガバナンス」（企業統治）のように用いられるのが主な使い方 

ガバナンスは主に「統治」「管理」「支配」などと和訳される。 少なからず     

「権力ある地位にある者が組織をうまく取り仕切り良好な状態を保つ」という意味　

合いを含む  ただし、上から下への一方的に支配というニュアンスよりは、組織や　
社会に所属する当事者たちが意思決定に携わる「自治」のニュアンスが強い              

コーポレートガバナンスという語もこの意味合いを前提とする使い方がされているといえる 

ガバナンスはガバメント（government）と対比される概念として扱われる       　
ガバメントは行政組織によって行われる統治という意味合いが色濃い

ガバナンス [governance] とは

!2
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なぜ，”ガバナンス”と表現されるのか

公益法人関連用語集では　「ガバナンス」は 

一般的には組織における意思決定,  執行,  監督に関わる機構のことをいう 

企業の場合(コーポレート ガバナンス)は, 効率的かつ健全な企業活動を　
可能にするシステムをいう 

どうも「内部統制」や「統治」ではなさそう 
ガバナンスとは組織や社会に関与するメンバーが主体的に関与して，意思決定，
合意形成をするシステムである

!3

それでは，効率的かつ健全な病院の活動を
可能にするシステムとは何を意味するのか？

国立大学附属病院病院長会議

国立大学附属病院における職業倫理,  
診療体制, 及び, 医療安全に関する緊急提言

平成27年6月19日  
国立大学附属病院長会議

!4

http://www.univ-hosp.net/guide_cat_04_16.pdf



－ 3－

Y. UEDA

国立大学附属病院病院長会議

医療安全に関する緊急提言
高度な医療は，一定のリスクを伴う医療行為であり，その実施に
当たっては，病院の診療体制，及び，医療安全が整備されている

ことが不可欠である。 

昨今，相次いで大学病院における重大な有害事象が報告され，　
大学病院における臨床研究や高度な医療の実施に関して国民が　

不安と疑念を抱く不幸な　事態となっている。 

大学の特定機能病院の承認が取り消されたことは，今回の事案の

深刻さを端的に示している。

!5

Y. UEDA

国立大学附属病院病院長会議

医療安全に関する緊急提言
高度な医療は，一定のリスクを伴う医療行為であり，その
実施に当たっては，病院の診療体制，及び，医療安全が　　
整備されていることが不可欠である。 

昨今，相次いで大学病院における重大な有害事象が報告　
され大学病院における臨床研究や高度な医療の実施に　　
関して国民が不安と疑念を抱く不幸な事態となっている。 

大学の特定機能病院の承認が取り消されたことは，今回の
事案の深刻さを端的に示している。
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Y. UEDA

国立大学附属病院病院長会議

医療安全に関する緊急提言
医療安全の推進には，各国立大学附属病院の職員全員が，組織の　　

安全文化(報告する文化，公正な文化，柔軟な文化，学習する文化)の　　

重要性についての認識をあらたにし，安全文化の醸成に努めることが

不可欠である。 

このような安全文化の醸成には，病院長，医療安全担当副病院長，　　　

各診療科長等のリーダーシップとサポートに加え，医療安全に関わる　　

職員部門，委員会への必要な権限の付与と，現場の医療安全推進者　　　　　　　　

(リスクマネジャー)の自覚と協力も必要となる。

!7

Y. UEDA

国立大学附属病院病院長会議

医療安全に関する緊急提言
重大な有害事象が発生した場合には，当該診療に関係した医療

従事者でカンファレンスを行うことはもちろんのこと，必要に

応じて院内横断的な医療安全に関する委員会にも　事例が報告

され，多職種の構成メンバーや専門家を交え，タイムリーに　

検証が行われるべきである。 

検証結果に基づいた安全対策の実施，及び患者や家族への説明

や対応が適切に行われなければならない。

!8
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Y. UEDA

国立大学附属病院病院長会議

医療安全に関する緊急提言
おわりに 

　高度で先進的な医療を担う国立大学附属病院に対して，　　　

今一度，医療の原点に立ち返り，患者本位の医療を実践すべく，

病院長のガバナンスの下に，倫理教育の徹底，診療体制の強化，

健全な組織文化の醸成，医療安全管理体制の充実に努め，　　　

安全で質の高い医療の実践を求めるものである。

!9

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

群馬大学医学部附属病院 医療事故調査委員会報告書
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平成28年7月27日	 

http://www.gunma-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/08/
H280730jikocho-saishu-a.pdf

提言の各項目は自施設の状況について
検討し改善に努めていただきたい

平成27年8月～平成28年7月 
（2015年～2016年）
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

日本外科学会の評価報告書
国立大学法人　群馬大学医学部附属病院 

腹腔鏡下肝切除術等の医学的評価報 

2016年4月6日 

一般社団法人　日本外科学会 
国立大学法人　群馬大学医学部附属病院 

腹腔鏡下肝切除術等の医学的評価に係る合同委員会
!11
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http://www.gunma-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/08/gekagakkai-d.pdf

群馬大学医学部附属病院における 
医療の質保証体制の今後の改善に向けて 

提言 (最終)

平成28年8月1日  
群馬大学医学部附属病院改革委員会 

http://www.gunma-u.ac.jp/wp-content/uploads/
2015/06/28.8.1teigen.pdf

!12群馬大学医学部附属病院改革委員会
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

2. 医療の質保証・安全管理体制
発生したインシデント, バリアンスについては, 合併症のケースを含めて
報告しなければならない制度は存在したが, 診療科で報告対象と考えな　
ければ把握できないという問題があった。すなわち, 医療従事者の　　　
インシデント, バリアンス に対する共通認識が不十分であった。 
当該診療科からの報告がなくてもそれを把握できるシステムの構築, 把握
すべき事例の認識, 医療の質保証体制などはいずれも不十分であった。 
看護部や集中治療部では, 当該診療科の術後の対応に課題があったことは
認識していたものの, 改善を申し入れる部署が設定されていなかった。 
このようにチ ーム医療体制が構築されておらず, 他部署から報告や指摘
がなされず，問題が顕在化しないという体制は, 病院全体の風土から来る
ものと考えられる。

!13群馬大学医学部附属病院改革委員会

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

3. ガバナンス
診療科長は,今回の重大事案に関わる死亡事例については個別の報告は　　
受けていたが, 短期間に死亡例が重なっているという認識が低く, 診療科内
で問題として取り上げなかった。また, 診療科長は術者として登録されて　

いたにもかかわらず, 実際の手術には必ずしも参加していなかった点は,   
重大な問題点として指摘されよう。 

さらに, 診療録の貧弱な記載については,安全管理部,看護部や事務部から　

たびたび指摘がなされていたが, 診療科長が指導力を発揮しなかったため, 
状況が改善されることはなかった。そればかりか, 診療科長が科内で行って

いた治療内容について明らかに不適切なデータを学会誌に公表するという
事実も判明している。

!14群馬大学医学部附属病院改革委員会
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

3. ガバナンス
以上の様な診療録記載に関する診療科の問題は, 時には病院長に報告　

されることはあったが, これを受けた病院長は診療科長に注意するに　

とどまり, 改善に向けて動き出すことはなかった。この様な診療科長　

及び病院長の管理能力の不足が病院として指摘される風土はなく,     

個人の判断に任せるのが常態化していた。 

要するに, 診療科の独自性が非常に強かったため病院全体の　　　　　

ガバナンスが機能せず，提供される医療に関する組織的な安全保証の　

取り組みが構築されなかったのである。

!15群馬大学医学部附属病院改革委員会

大学附属病院等のガバナンスに関する検討会

厚生労働省の検討会 

2016年2月25日（第1回）から9月14日（第5回） 

2016年12月8日 とりまとめには 

 ~ 患者の安全を第一に ~ と付記
!16https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_331730.html （平成28年）
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

厚生労働省：ガバナンスに関する検討会

患者の生命・健康を預かる医療提供施設として、患者の安全を
第一とする高度な医療安全管理体制を確保することがなにより
も優先されるべきことを、全ての議論の出発点、大前提として
確認する 
ガバナンス体制を構築する必要がある 

本とりまとめの各項目について法人・病院の体制、内部規程
等を総点検し、自主的に対応を進めていただきたい 
国民の信頼に足る診療体制の再構築に向け、 あらゆる面で
過去のしがらみと決別し、改革を断行する意気込みをもって
行っていただくことを期待する

!17https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_331730.html （平成28年）

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

病院長のサポート体制
 管理者(病院長)をサポートする体制の充実 
 一診療科の出身である管理者(病院長)が、他の診療科長に  
対してリーダーシップを発揮しようとしても、管理者(病院長)
１人だけで病院の管理運営状況を把握するには限界がある。
そのため、副院長に加え、院長補佐、企画スタッフ等、　　
管理者(病院長)をサポートする体制(管理者(病院長)が　　　
任命するポスト)を充実・強化していくことが重要である。  

サポート体制については、病院の内部規程上、副院長等の
役割を明確化することが求められる。

!18https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_331730.html （平成28年）
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

病院長に求める資質
各特定機能病院において、管理者(病院長)に求める以下の　
資質・ 能力に関する基準を要件として予め定めて公表する。  

1  医療安全確保のために必要な資質・能力    　　　　　　　　　　
具体的には医療安全管理業務の経験、患者安全を第一に考える姿勢　　

及び指導力等  

2  組織管理能力など、病院の管理運営上必要な資質・能力 　　　　　
具体的には、当該病院内外での組織管理経験、とりわけ当該病院以外の
病院における管理者経験など、高度な医療を司る特定機能病院の管理　
運営上必要な資質・能力 

!19https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_331730.html （平成28年）

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

ガバナンスに関する検討会　とりまとめ
1  病院としての適切な意思決定を行うための体制 

 (1)  開設者と管理者 (病院長) の関係等 
　　ア  管理者の職務権限の明確化 
　　イ  管理者の理事会等への参画 
 (2)  病院内のガバナンス等 
　　ア  管理者 (病院長) をサポートする体制の充実 
　　イ  病院運営に関する会議 (合議機関) の設置 

2  病院運営に対するチェック・牽制等 
 (1)  外部有識者を含む理事会・監事等によるモニタリング 
 (2)  コンプライアンスに係る体制の整備 
 (3)  内部規程の公表や業務報告書を通じた情報開示の推進 

3  管理者 (病院長) の資質や選任方法等
!20����������������������������������������������������������������������������� （平成28年）



－ 11 －

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

基本的な考え方
管理者(病院長)は，医療安全の確保に関する法的責務を
負っており，管理者には医療安全管理について              
十分な知見を有し，継続したリーダーシップを              
発揮できる者が選任される必要がある 

管理者が、権限と責任を持って病院の管理運営に取組める

と同時に，相互牽制が機能するような、適切な意思決定の

あり方を含むガバナンス体制を構築する必要がある

!21����������������������������������������������������������������������������� （平成28年）

ガバナンス体制を構築する
必要がある

管理者が権限と責任を持って病院の管理運営に取組める 

相互牽制が機能するような，適切な意思決定のあり方

 22
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コーポレート ガバナンスを転用すれば，病院のガバナンスは整うのか？ 

ホスピタル ガバナンス とは，病院の非安全行為の防止と医療の

質の向上と収益を総合的にとらえ，長期的な病院の価値の増大
に向けた病院運営の仕組み 

病院執行部で決定された方策をいかに実行するかはマネジメント（運営） 

病院の運営状況をいかに管理・監督するかは ガバナンス（内部管理・監督） 

さらに病院のシステム（医療の質）が健全に機能しているかを審査する　

のは監査　（内部監査と外部監査に別れる） 

”医療の質と安全を担保できる病院のシステム”となるのか？

ホスピタル・ガバナンス

!23

”ホスピタル ガバナンス”は 
これまでの活動と何が違うのか？ 

「病院長のガバナンス」と言われても 
何をすればよいのか？

医療の質と安全を担保できる病院を実現するには

 24
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病院組織図

!25

病院長

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A                                                                                                  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B                                                                                                  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C                                                                                                  C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 D                                                                                                  D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  E                                                                                                  E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   F                                                                                                  F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  G                                                                                                  G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  H                                                                                                  H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I                                                                                                  I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  J                                                                                                  J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K                                                                                                  K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L                                                                                                  L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M                                                                                                  M                                                                                                                                                                                                    

医療安全管理部

病院長のガバナンスで 
医療の質と安全が向上するのか?

医療の質はどのように評価するのか？ 
例えば，医師個人の技量と多職種チーム体制 

現場の医療従事者は何をすればよいのだろうか?

 26
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内外の関係者（stakeholders) との情報共有 

COMPLY or EXPLAIN 
“規則に従え，従わないのであればその理由を説明せよ” 

“Comply or Explain”では、法令等で強制するのではなく、　　　　
従う(comply)かどうかは企業の自主性に任せつつ、従わない場合には
説明責任 (explain) を果たしたうえで、それをどう評価するかは投資家
などのステークホルダーに任せる、というスタンスである 
https://govforum.jp/member/news/news-news/news-others/others-others/4577/


医療プロフェッショナルに求められる ”COMPLY or EXPLAIN”とは？

ガバナンスの本質

!27

22.  患者安全を促進するために医療の質保証と改善のシステムに参画しなければならない。  

a.  自身の作業とチームの作業の定期的なレビューと監査に参画し，その結果には建設的に対応

して,  問題に対処するための措置を講じる，必要に応じてさらなるトレーニングを実施する 

b.  あなたの提供するケアと実践基準を定期的に反映させる 

c.  患者のフィードバックが利用可能な場合，それを検討する

Good Medical Practice　GMC-UK 
Contribute to and comply with systems to protect patients

!28

���������������������������systems of quality assurance and quality improvement 

to promote patient safety�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/good-medical-practice
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何のためのガバナンスなのか？ 
 患者安全を促進するための医療の質保証と改善のシステム 

医療の質を測る：医療の実態を知る 
医療過誤や事故だけではない，標準から逸脱した医療を
検出するにはどうするのか？ 

そのために何を測るのか？ 
監査・モニタリング・チェックはどうするのか？ 

体制を整えるだけではガバナンスの実効性は保てない 
形骸化すれば不正の余地も生まれる

実施された医療の実態を把握し続けること

!29

どのような情報を収集するのか，その仕組みは？ 
その情報を組織内外と共有する：共有の仕組みは？ 

医療プロフェッショナルと患者・社会の間で相互理解できる
システムを作れるか？

そして，情報を共有する

!30

2  病院運営に対するチェック・牽制等 
 (1)  外部有識者を含む理事会・監事等によるモニタリング 
 (2)  コンプライアンスに係る体制の整備 
 (3)  内部規程の公表や業務報告書を通じた情報開示の推進 

『ガバナンスに関する検討会とりまとめ』
�����������������������������������������������������������������������������
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”clinical governance”

 31

謂わば， 
英国 NHSの登録商標

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

What is clinical governance?
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
 クリニカル・ガバナンスは「NHSの組織が，医療サービス
の質を継続的に向上させるとともに，優秀な臨床ケアが芽生
える環境を作り出すことによって，高水準のケアの安全性を
確保するため責任を負う枠組み」と定義される

!32https://www.bmj.com/content/330/7506/s254.3
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

What is clinical governance?
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������

多くの場合，クリニカル・ガバナンスは7本の柱 ーーー   　　　　　　
臨床上の効果，リスク管理，患者の経験と関与，　　　　
コミュニケーション，資源の有効活用，戦略的有効性，　
学習効果　で考えられている

!33https://www.bmj.com/content/330/7506/s254.3

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

What is clinical governance?
In short, it's doing the right thing, at the right time, by the right person̶
the application of the best evidence to a patient's problem, in the way 
the patient wishes, by an appropriately trained and resourced individual 
or team. 
 But that's not all̶that individual or team must work within an 
organisation that is accountable for the actions of its staff, values its 
staff (appraises and develops them), minimises risks, and learns from 
good practice, and indeed mistakes. 

要するに，適切なタイミングで，適切なこと[ 適切な人材（適切な訓練を受けた
個人またはチーム）が，患者の問題に対しエビデンスに基づくケア] を行うこと
で，患者の期待に応えることである 
それだけではなく，スタッフの行動に責任を負い，スタッフの能力を評価し，　
リスクを最小限に抑えて，優れた実践や実際の間違いから学ぶ組織文化が　　　
必要である !34https://www.bmj.com/content/330/7506/s254.3
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1990年代にイギリスのブリストル王立病院で，小児心臓外科手術で
38人中20人が亡くなっていたことが，麻酔科医による告発によって
判明し，大きな社会問題化した。これを契機にイギリスでは，　　
クリニカル・ガバナンスが進んだことは知られている。

ブリストル王立病院事件　Bristol Royal Infirmary

!35

Sir Bruce Keoghより供与 

TGAに対するArterial Switch手術の高死亡率  
心臓外科医： Mr. James Wisheart  

   　 　　　Mr. Janardan Dhasmana 
1984-95年に38例のArterial Switching
手術を実施，20例が死亡（53％） 

NHS Trustの管理者: Dr. John Roylance  
1989年に麻酔科医 Dr. Stephen Bolsin
の告発から，死亡率が異常に高いことを
知りながら手術を続行させていた 

1995年1月12日の台上死が契機となった

ブリストル王立病院事件　Bristol Royal Infirmary

!36
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ブリストル王立病院で手術を受けて

死亡したり，障害児となった親から
多数の損害賠償請求が提出  

英国政府の特別調査委員会が1984～
95年までの12年間の診療内容の調査

を9億円の予算をかけて行った  

調査結果は調査報告書　　　　　　

Learning from Bristol には  

198項目の勧告が公表された

  

Learning from Bristol:
The Department of Health’s Response to the
Report of the Public Inquiry into children’s heart
surgery at the Bristol Royal Infirmary 
1984-1995

Presented to Parliament by the Secretary of State for Health 
by Command of Her Majesty
January 2002 

 
  

  
      

       
      

          
    

  

 

!333

ブリストル王立病院事件　Bristol Royal Infirmary

"38

             
          

 
            

     

           
    

Recommendation 130
There must be a single, coherent, co-ordinated set of generic standards:
that is, standards relating to the patient’s experience and the systems for
ensuring that care is safe and of good quality (for example corporate
management, clinical governance, risk management, clinical audit, the
management and support of staff, and the management of resources).
Trusts must comply with these standards.

We agree.  Clinical governance already provides a comprehensive framework
against which Trusts’ services can be judged.  In addition all Trusts are required
by the Treasury to maintain effective systems of financial, organisational and
clinical controls.

 
           

           
             

         

         
           

          
         

        
          

            
 

         
           

          

            
         

                     

  

Learning from Bristol

38
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!39

CHI: Commission for Health and Improvement

8.26 Under existing arrangements for clinical governance all NHS doctors are
required to participate in audit programmes and from April 2001 it was
made a contractual requirement.  NHS Trusts are responsible for
ensuring that their doctors meet this requirement and for providing the
time and resources to enable multi-disciplinary clinical audit to take
place.  The clinical governance reviews undertaken by CHI monitor
whether audit arrangements are in place, and NHS Trusts are required to
report on their participation in and the impact of clinical audit activities
in their annual clinical governance reports.

            
           

          
             

           
     

          
          

          
         

    

      

      

         

Recommendation 151

Systems for clinical audit and for monitoring performance rely on accurate and

complete data.  Competent staff, trained in clinical coding, and supported in

their work are required: the status, training and professional qualifications of

clinical coding staff should be improved.

                     

        

クリニカル・ガバナンス
クリニカル・ガバナンスは，提供される専門的医療サービスの質のモニター

やチェックと関係者への説明責任に対する体系的なプロセスである 

クリニカル・ガバナンスはより良い診療を促進し，悪しき診療を防ぎ，　　

容認できない診療を発見することであり，医療組織を医療の質と安全で　　

規律づけるための仕組みと言える 

臨床的な行動規範について臨床行為の一部として基準を設定する 

臨床サービスの質の責任体系：執行部の構成と役割を明確にする 

継続的な医療の質向上のメカニズムを有する 

優れた臨床を生み出す環境作りが基盤である

!40
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クリニカル・ガバナンス　10のポイント

① EBMとその支援体制 
② 良質な診療，アイデア，イノベーションの体系的な普及 
③ 質向上のためのプロセス，臨床審査（クリニカル ・オーディット） 
④ 臨床的なケアのレベルを把握するための指標（臨床指標） 
⑤ 臨床的なリスク削減計画（患者安全） 
⑥ 患者有害事象の把握と開かれた調査，適切な教訓の学習 
⑦ 患者の苦情から診療への教訓を体系的に学習すること 
⑧ 臨床能力の貧弱さの問題を早期に発見し，対応すること 
⑨ すべての専門職の養成・研修事業が，クリニカル・ガバナンスの原則を反映
すること 
⑩ 臨床的なチームにおいて，リーダーシップを取る能力の向上

!41

武藤　正樹　https://nursing-plaza.com/interview/detail/26

!42

�����������������������������������������

���������������������������������
����������������������������
������������������������������

����������������������������
外科医個人の成績分析

Sir Bruce E Keogh, Professor of Cardiac Surgery University of London

英国心臓胸部外科学会
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Unit comparisons not adjusted for casemix

!43

Heart Hospital

QE Birmingham

Sir Bruce E Keogh, Professor of Cardiac Surgery University of London

Surgeon-specific analyses

!44Sir Bruce E Keogh, Professor of Cardiac Surgery University of London
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肺がん 
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/lung-cancer-clinical-

outcome-publication-2016-audit-period-2014

!45

Lung cancer clinical 
outcomes publication 2016  
(for the 2014 audit period) 
December 2016

Society for Cardiothoracic Surgery
in Great Britain and Ireland

!46

           

         

Fig 4 Adjusted 90-day postoperative survival by surgical trust 
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英国の大腸がんの医療の質公表

!47

https://www.nboca.org.uk

47
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Adjusted 90-day mortality by trust/site with more than 10 operations
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!49���������������������������������������������������������������������������������
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の提唱者 
2015年6月発刊

50



－ 26 －

�� ����������������������������������������������������������������������������������
��������������

「低いパフォーマンス」を確実に検出するには，どの程度の手術件数　　　　　
（「外科医の経験数」）が必要か？ 

�� ���������������������������������������������������������������������

必要な手術件数を実施した外科医はどのような割合か？ 

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�������������

手術成績が本当に悪い”統計的外れ値の外科医”とフラッグを立てる機会はどの程度か？ 

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

!51

�����������������������������������������������������������
外科医の手術成績の公表は，患者の選択肢を改善しているか？

51

三つの問い　「ヒューマンエラーは裁けるか」

組織や社会において，許容できる行動と許容できない
行動との間の線引きを誰がするのか？ 

行動が許容できるか，許容できないかの判断において
当該領域の専門職能団体が果たすべき役割は何か？　
それはどこで果たすべきか 

司法による介入に対して，安全データ（組織内のイン
シデント調査，もしくは公的な事故調査から得られた
データ）をどのようにして守るか？

!52

シドニー デッカー：「ヒューマンエラーは裁けるか？」より引用
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Michael E. Porter
『医療戦略の本質―価値を向上させる競争』 
真の実績評価を可能にする唯一の存在である
学会が，患者にとっての医療の評価を改善する
プロセスを主導しない限り，学会は自らの　
役割を果たしていない事になる 
学会は情報が匿名化されているか否かを問わ
ず，普遍的な情報収集と報告のための潤滑
油，あるいは活動の中心としての役割を果た
すことができる 
ただし，学会の全会員が平均を上回る実績を
残すことはあり得ない

!53

『 療戦略 本質 価値 向 競争  

Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results    2006/6/1

Professor,

Harvard Business 

School

2009年

!54http://www.ncd.or.jp/article/pdf/ncd_brochure.pdf

1000万件超
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!5555

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

NCD
2. 医療水準の把握と改善に向けた取り組みの支援
　NCDに参加することにより、各施設は、重症度補正等を行った医療水準を示す
指標（真の実力）を把握することができます。全施設の傾向と自施設を対比する
中で、自施設の　特徴と課題を把握し、各施設それぞれが改善に向けた取り組み
を行うことになります。国内外の多くの事例では、このような臨床現場主導の取
り組みを支援することにより、品質向上に　大きな成果を上げています。

3. 患者さんに最善の医療を提供するための政策提言
　NCD のデータ解析により、日本全体として質の高い医療を提供する上で望ま
しい施設環境や、促進すべき医療プロセスが明らかになります。外科関連学会は
NCD の活用により、最善の医療を提供するための体制整備や取り組の促進につ
いて、根拠に基づいた検討を行うことができます。また今後は、外科関連学会を
はじめとした専門家集団だけでなく、地域の方々や　患者さん、保険者や行政と
連携した活動も行っていく予定です。

!56

www.ncd.or.jp/article/pdf/ncd_brochure.pdf
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www.ncd.or.jp/article/pdf/ncd_brochure.pdf

施設・医師個人の情報は公表していない

各施設は自らベンチマークして検討するしかない

 58
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

Global standard in Medicine
    医療のグローバル・スタンダード 

 Transparency  （透明性） 
 Accountability（説明責任） 

George J. Annas, MPH 

William Fairfield Warren Distinguished Professor 

Chairman and Professor of Health Law,  
Bioethics & Human Rights Department,  
School of Public Health 
Professor of Law 
Professor, School of Medicine 
Boston University 

!59ボストン大学のHPより

組織風土・安全文化

透明性と説明責任

 60
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組織文化・風土

!61

病院における組織文化，すなわち院内で培われてきた信条や

思い込み，価値体系は患者安全に対して医療従事者が示す　

態度に多大な影響を与える 

内部から懸念の声が上がっても・・・「これくらいは」と 

問題を認識したがらない文化 

対応が不十分な医療の質保証システム 
による二重の危険性がある

医療現場の”その場しのぎ”

医療現場レベルでは，日々の仕事で「その場しのぎ」の問題解決を
経験している 

それの多くが，問題を上手に解決しているように見えてしまう 

何とか切りぬけようとする姿勢は，人手が不足している複雑な　　
システムでは当事者を評価する傾向にある 

しかし，「ローカル ルール」や「局所最適化」は，いずれ重大な　
弊害をもたらすことになる 

つまり，「その場しのぎ」の問題解決に頼り，それを見逃している
組織は，「安全状態の劣化の前兆がある」と捉えなければならない

!62
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組織に潜在する3大リスク

逸脱が当たり前になること 

無理をして頑張ること 

恐れを忘れてしまうこと
!63

上下関係の厳しい文化が優勢な組織は，総じて安定性を志向し，
これを非常に重視する 

これらの組織の特徴は，画一的あると同時に内部統制が良く　　
効いており，そして規則の厳格な遵守がなされていることである　
このような特性は本質的に悪いことではない 

しかし，これが力の著しい乖離，職位の不平等，破壊的行動に　
つながるなら，チームのメンバーはエラーを認識した場合ですら，
権威あるメンバーに異議を唱えたり，率直に話すことをためらう
ようになり，安全が損なわれる  

結局は，”沈黙の掟”に従っていた方が良い

硬直した上下関係の厳しい文化

!64
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病院および診療科には「集団的注意深さ」が備わっていなければならない 

合併症の発生が度々あると，注意が低下するとされている 

慣れを通してよく起こることに関しては「いつものこと」　　　　　　　　　　
「これくらいは問題ない」とそのまま継続してしまう 

個人あるいはグループにとっては，特定の結果は受け入れ可能か　否か？
のいずれかであり，その両方はあり得ない 

その判断は「あと知恵」「意思決定の正当化（post-decisional 
consolidation）」などの要因を受けて，時間とともに変化するので評価は
困難となる 

「集団的注意深さ」を維持するには，不断に有害事象を測定することが　
必要である

集団的注意深さ

!65

医療の専門化の光と影
これから医療はますます専門化，細分化していく 

専門診療科内でも細分化して独立する傾向にある 
開胸・開腹手術 vs カテーテル治療・内視鏡手術・鏡視下手術 等
の『低侵襲手術』 

専門以外はなるべく診療しないようにしたり，原因がわからなければ
排除しようとする風潮もある 
「病院長のガバナンスが重要だ」と言われても 

病院長がトップダウンで内部統制をしても 
協力的な診療科と無視する診療科もある 
こうした状態でガバナンスが効くと考えているのか 

果たして病院長や執行部が各診療科の問題を把握できるのか
!66
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 Outcomes Analysis,  
Quality Improvement,  

and Patient Safety

臨床指標を設定し分析する 

医療の質の向上を図る 
患者安全に資する活動に

 67

“You can’t manage what you can’t measure” 

( Peter F. Drucker, 1993)

68

 各科の手術件数，医業収益 

 各科の診療outocome（合併症・死亡率） 

������������������������������������������������������
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医療の信頼性を回復し高めるには 
医療従事者は何をすればよいのだろうか

病院内のガバナンスが問われている

 69

医師・医療従事者の思考（組織風土・文化） 
医療技術（標準的技術と先進的技術） 
医療制度（法制度，提供体制，地域医療） 

医師・部長・教授，病院執行部の思考・認識を変える 
マネジメント能力, 問題解決能力が問われる 
単一の診療科内では対応しきれない状況にある 

診療に関与するメンバーが主体的に関与して，意思決定，
合意形成を得るシステムを作る                             
『ガバナンスが効いている医療施設』

変容を要する課題

!70
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

医療事故に対する基本姿勢　 
名古屋大学医学部附属病院　2002年8月

隠さない　　　＝ 信用の保持 
ごまかさない　＝ 正確な情報 
逃げない　　　＝ 誠実な対応

!71

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

71

『隠す，ごまかす，逃げる』というのは犯罪者が持つ気持ちだ。医療者は
患者さんのために一生懸命治療しているのであって，決して犯罪者では 
ない。人間なのでミスを犯すこともある，不幸にして最悪の事態を招く 
ことがあっても，正直に事故と向かい合い，ご遺族に誠意を伝える。    
それしか，患者さんの医療不信を払拭する道はない。 

　[元名古屋大学医学部附属病院長 大島伸一先生]
（出河雅彦著　ルポ医療事故　朝日新書　2009）

医療行為は常に危険であり続ける
思い込み：「医療は本来安全を第一とし，事故からは最も遠くに　　
あるべき行為である」 

医療行為を行うことは (時には医療行為を行わないという事を含め)     
常に危険を有している 
「今まで安全であった」「今，安全である」は一時点での結果でしかない 

安全は危険の一つの特別な状態，特殊な状態である 

医療には限界があるだけではなく，侵襲的であり，適切な医療が施され
ても結果として患者に傷害を招く恐れがある 

稀には死は不可避であり，さらにそれを予測できない  

ハイリスク，ローリスクの違いがあるだけ

!72
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医療施設に求められること
通常の診療中に生じた「望ましくない結果」は，過失の有無に　
かかわらず，常に一定の基準をもって蓄積すべきである． 

医療の「望ましくない結果」については，組織を挙げて，不断に
検討する体制整備が必要である． 

これは患者への説明責任を果たすだけなく，組織の構成員が　　
安心して働く環境の整備ともなる． 

『報告すればするほど，問題が明らかとなり，改善につながる』
安全文化が醸成できるかにかかっている．

!73

組織の安全文化　������������
１　報告する文化   (reporting culture) 
    自分自身のミスやエラーなど，自分に不利になる事柄をも報告する文化 

２　公正な文化    (just culture) 
  起きてしまったことから学習し，それによって安全性を高めるための対策を行うと　 
同同時に, 事故の被害者や社会に対して最大限の説明責任を果たすこと 

３　柔軟な文化    (flexible culture) 
変化する要求に効率的に適応できる文化，予期しない事態に直面した場合に　　　　　　　
臨機応変に対応できる組織文化，緊急時における第一線への権限移譲 

４　学習する文化   (learning culture) 
過去の事故に学び，ニアミス事例に対応して頻繁に変化する文化 

報告する文化，公正な文化，柔軟な文化が揃って初めて真の学習する文化となる

!74
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安全情報の取り扱いによる組織文化の識別

!75

病的な文化 官僚的な文化 活力のある文化

 知ることを望んではいない 発見してはならない 活発にそれを求める

メッセンジャー（警告者）
は撃たれる

もし，メッセンジャーが　
来れば聞く

メッセンジャーは訓練され
ており，報酬を受け取る

責任は回避される 責任の所在が明らかになら
ないように分断される 責任が共有される

失敗は罰せられるか，　　
包み隠される 失敗はそこだけ修正される 失敗が広範囲の改革につ

ながる

新しいアイデアは明確に　
否定される

新しいアイデアはしばしば
問題を引き起こす 新しい考えが歓迎される

Ron Westrum：“Cultures with requisite imagination”

価値観から行動へ

プロフェッショナリズムにおいて私たちが大切にして
いる価値は，私たちの行動のなかに示される 

 私たちは，自分たちの価値観を現すスタンダードに
従って診療し，教え，自分自身そして他者を評価する
ことができる 

最終的な審判は社会(society)が行う
!76
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Sandra Meadows

THE CHALLENGES OF DEVELOPING
AN OPEN AND FAIR CULTURE

 

H

!78

Culture of Blame

“The single greatest impediment to error prevention is that 
we punish people for making mistakes”

Dr Lucian Leape, Harvard School of Public Health

エラーを防止する上で，唯一で最大の障害は， 
『私たちはミスをしたという理由で人々を罰する』 

 ということである
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Culture of Blame

“While blame is universal, natural, emotionally satisfying, 
and legally convenient, it does nothing to make health 
care safer”

Bogner, Human Error In Medicine

非難することは普遍的で自然であり，感情的に
満足でき，そして法的に便利ではあるが，　　　　　　　　　　　

医療を安全にすることは何もない。

Marilyn Sue Bogner

!80

Culture of Blame

“You cannot solve your problems until you know what they 
are, AND You will not know what they are unless you create 
an environment where people feel free to tell you”.

David Woods,   Professor of Cognitive Systems Engineering

何が問題であるかを知るまでは，あなたはあなたの問題を解決できない。　　　

そしてまた，人々が気兼ねなくあなたにものを言える環境を作らない限り，

あなたは何があなたの問題であるかを知ることはできないだろう。
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安全文化とは 
管理者に悪い知らせを 

聞かせることができる文化である

安全文化は，ボスが悪いニュースを聞いてくれる文化である 

病院長としては，悪いニュースを報告してくれたことは　　　　　　　　

「Thank you」であり，職員と一緒に対応する体制を作り　　　　　　　　　　
責任を果たす文化である　報告してくれた職員は守る

 81

シドニー・デッカー：ヒューマンエラーを理解する  実務者のためのフィールドガイド 

知りながら害を為すな 

”Above All, Do No Harm”　　

Peter F. Drucker

 82

医療施設のガバナンスの基盤

この言葉こそ，プロの倫理と社会的責任の基本である
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MEMO



【講演－２】 

 

 

第１部 テーマ「ホスピタル・ガバナンスの構築」 

 

 

「医療倫理からみた医療安全教育のあり方」 

 

 

 

           

 

 

 

稲葉 一人  

中京大学 法務総合教育研究機構 教授 
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医療倫理から見た
医療安全教育

中京大学
久留米大学医学部

熊本大学大学院
三重大学医学部

藤田医科大学医学部
群馬県病院局

k‐inaba@mecl.chukyo‐u.ac.jp
稲葉一人

医療安全

事故当事者支援
医療事故調査（第三者・評価機構・院内）
医療安全管理者研修（法・訴訟・責任）
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「事故当事者支援」研究

平成21（2009）年度 厚生労働省 科学（指定）研究

（地域医療基盤開発推進研究事業）

『医療従事者の再教育および

医療事故に関わった医療従事者の支援に関する研究』

【目的】

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することに
よって医療の質と安全・安心を高め
ていくとともに、評価結果をご遺族
の皆様及び医療機関に提供すること
によって医療の透明性の確保を図る

ことを目的とする。

【対象】

診療行為に関連した死亡について、
死因究明と再発防止を中立的な第三
者機関において専門的、学際的に検
討するのが適当と考えられる場合。

警察に届けられた事例についても、
司法解剖とならなかった場合にはモ
デル事業の対象となることがある。

死因究明 医療評価
再発防止

診療行為に関連した調査分析モデル事業

http://www.medsafe.jp/chart.html

医
療
安
全
調
査
機
構

約230件
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医療対話推進

医療安全検討ワーキンググループ
報告書（平成17（2005）年５月）

医療事故の届出、原因分析、裁判外紛争処理及び
患者救済等の制度の確立
「将来像のイメージ」

２ 医療における苦情や紛争については、裁判による解決
のみではなく、医療機関等、患者の身近なところで解決
するための仕組と、それが解決しない場合でも、裁判外

の中立的な機関で解決を求めることができるという、連続
した裁判外紛争処理制度が確立し、短期間で紛争が解決
され、患者及び医療従事者双方の負担が軽減されている
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医療安全から医療対話推進までの診療報酬改定
内 容

H14 ・医療安全管理体制未実施減算
（１０点減点/ 1 日）

H16 ・医療安全管理体制未実施減算（5点減点/ 日）

H18

・医療安全管理体制未実施減算廃止
・院内感染防止対策未実施減算廃止

→入院基本料算定要件となる
・医療安全対策加算（1回の入院につき） ５０点

H20
・医療機器安全管理料１・２（５０点・１０００点）
・薬剤管理指導料
（３５０点→ ﾊｲﾘｽｸ薬に応じて引き上げ）

H22
・医療安全対策加算 １・２ （８５点・３５点）

・感染防止対策加算 （１００点）

・医薬品安全性情報等管理体制加算 （５０点）

・医療機器安全管理料１・２（１００・１１００点）

H24 感染防止対策加算 １・２ （４００・１００点）

患者サポート体制充実加算 （７０点）

H11横浜市立大学事件 広尾病院事件

H13医療安全対策検討会議発足

H14病院及び有床診療所の医療安全管

理体制の整備義務付け

H18医療法改正 すべての医療機関へ

安全管理体制義務化

H19医療法施行規則改正。院内感染対

策、医薬品・医療機器についての

安全管理責任者の配置

H15特定機能病院及び臨床研修病院

の医療安全管理者の配置

青戸病院事件

H16ヒヤリ・ハット事例収集全国展開

医療安全対策検討会議発足

H22 帝京大学医学部附属病院多剤耐
性アシネトバクター集団発生

H23院内感染対策中央会議提言

医療対話推進者の

業務指針及び養成のための研修プログラム
作成指針

－説明と対話の文化の醸成のために－

• 平成24（2012）年度厚生労働科学特別研究事業
• 「医療対話仲介者（仮称）の実態把握と役割・能力の明確化に関する研究班」
• 研究代表者中京大学法科大学院教授稲葉一人
• 分担研究者社会福祉法人恩賜財団母子愛育会附属愛育病院新生児科部長加部一彦
• 分担研究者公益社団法人地域医療振興協会地域医療安全推進センター長石川雅彦
• 分担研究者国立保健医療科学院上席主任研究官種田憲一郎
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臨床倫理

日本臨床倫理学会（2012年創設）
臨床倫理認定士（アドバイザー）
養成研修（2016年開始） 基礎編

1 養成研修応募細則（要領）

臨床倫理認定士コース（以下本研修という）の目標は、「臨床現場における倫理問題に気付き

、問題点を同定し、分析し、解決するアプローチを理解する」ことにあり、そのために、「医療・看
護・介護を含めた臨床の領域における倫理的基礎知識と対処のための手順を習得する」ように
、講義、グループワーク、事例検討会等で構成されています。

２ 本研修は、下記日程（未定）と、会場で実施されます。

日 時 ① 2019（平成31）年9月8日（日）

② 同年10月20日（日）

③ 同年11月17日（日）

いずれも9:00～16:00
３ 会 場 順天堂大学医学部 D棟7階等

４ 募集人数 80人（定員に達し次第に締め切ります）

受講者は、現在日本臨床倫理学会会員か、臨床倫理学会員に加入を希望する者。

５ 費用（現在の予定）

• 受講料各日8.000円（3日間24.000円）+認定書発行費用（1.000円）

• 原則として、3日間連続で受講をお願いします。

教育をする立場
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津山・積善病院
認知症疾患医療センター

渓仁会病院

伊勢日赤病院

倫理コンサルテーションの実践
（病院）

岡山大学医学部

浜松市リハビリテーション病院

名古屋第二日赤病院名古屋第二日赤病院

栃木県がんセンター栃木県がんセンター

群馬県
県立4病院（がん、心血、

精神、小児）

横浜労災病院横浜労災病院

倉敷平成病院倉敷平成病院
国立がんセンター東病院

刈谷豊田総合病院

京都市立病院

石巻日赤病院

セコムグループ
21病院

日本赤十字社
92病院

鈴鹿中央病院

実践をする立場

名古屋掖済会病院

豊田厚生病院

臨床倫理の
ガイドラインを作成する立場

• 認知症の人の日常生活・社会生活の意思決定支援のガイドライン

• （厚生労働省）

• がん鎮静（日本緩和医療学会）

• がん輸液（日本緩和医療学会）

• POLST（DNAR）（日本臨床倫理学会）

• 認知症の研究（日本臨床倫理学会）

• 診療ガイドライン総論班（中山科研）

ルールを作成する立場
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新しい全体像

倫理
コンサルテーション

リスク
マネージメント

コンフリクト
マネージメント

患者のQOLの向上

研究倫理
委員会

医療者のQWLの向上

基盤としての倫理的な感性と活動

Quality of Working Life

医療は価値

（大事なもの・枠組み・考えの前提）に満ち
た活動で、対立する

• 医療提供者と、医療利用者（国民）

• 医療者と、患者・家族

• 患者間や家族間

• 医療者間
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人には誰でも好き嫌いがある
価値観は違う

午前10時ころの電車の中です。前には女子高校生
が座っています。おもむろに手鏡を持ち出して、

メークをし始めました。

午後5時ころの電車の中です。前には男子高校生
が座っています。むしゃむしゃと、ハンバーガーを

食べ始めました

患者家族からの申出
当然のものが異なる

• 総合受付にて、紹介状を持たないで来院された患者さんに
特定料がかかることを説明した時に、「納得できない。払えな
い。」という。

• 予約制を採らない病院。長年通院する外来の患者（高齢の
男性）から「待ち時間が長い。工夫が必要である。一人の診
療時間が長い」との申し出。

• 母親の死亡退院後、息子に清算の連絡をすると、「病状説
明を受けていない」「死後処置をしてくれとは言っていないの
に勝手にされた」として、支払いを拒否。主治医・病棟看護師
に確認するも、説明は行い、説明に了承されていたと。再度
息子に連絡し、お詫びするが、感情の起伏が激しく難儀する。
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転院と暴力
当然のものが異なる

• 他院から急性期の治療目的で転院してこられた患
者さまのご家族に、治療が終了した時点で元の病
院への転院を説明しました。すると、ご家族が他の
診療科の受診を希望されたので、医師が他科の治
療は元の病院で受診してほしいことを説明したとこ
ろ、突然医師に暴力をふるった事例があります。後
にご家族は、「こちらの気持ちを聞かないで、退院だ
けを主張された。病院を追い出されるような感じがし
て、腹がたった。」と話されていました。

医師の説明
確率を理解するのは難しい

医師 ○○さん、あなたは、××という病気です。

患者 そんな・・・

医師 治療をしないと半年しか生きられないかもしれません。治療法を２つ
。治療Aの場合５年生存率が50％で、△△や□□などの副作用がありま
す。治療Bも５年生存率は40％で、△△の副作用があります。どちらにしま
すか。

患者 決めろと言われても困ります。もう一度、治療法について説明しても
らえないでしょうか。

医師 治療Aは・・・（ちゃんと説明しているのに何で分からないんだ。自分
自身のことなのに）。

看護師 （まだ治療を考えるところまで気持ちが追いついていないんだろう
な）。すぐに考えられないですよね。ゆっくりお話ししましょう。

平井啓「意思決定支援と行動経済学」から
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医療事故の説明
命に係わる

• 虚血性心疾患による低心機能及び僧帽弁閉鎖不
全、慢性心不全につき、冠動脈バイパス術、左室形
成術、僧帽弁形成術中に死亡。

• 院内事故調査が行われ、調査委員長からご遺族
への説明が行われた。

• 息子さんの言葉。「第三者が入って調査がなされ、
また、丁寧に説明していただいて、このプロセスは
評価できる。しかし、・・・」

診療契約－準委任契約
委任は、患者を治すことを約束したものではない

だから報告・説明をしなければならない

患者
病院
医師

医療の申込み 応諾（応招）

医療の実施

治療費の支払

問診・検査症状の説明

治療方法の説明

保健衛生指導
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（民法）契約上の受任者の義務
診療（準委任）契約

（受任者の注意義務）
644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意を

もって、委任事務を処理する義務を負う。
（受任者による報告）
645条 受任者は、（委任者の請求があるときは）、いつでも委

任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞
なくその経過及び結果を報告しなければならない

（準委任）
656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について

準用する。

最大限の努力をする
結果が悪くても責任を負わない

途中経過や結果は
説明・報告する

医療者と患者家族が
協力して作った手引き
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患者に説明するときの留意点
• 説明のはじめに全体像を示しましょう。

• 区切りをつけて話しましょう。

• 医療行為に関する一般的なことと、患者固有の状況にどう対処したいかについて、順
序だてて話しましょう。

• 今後の見通し（どのくらいの期間のうちにどの程度何がよくなることを目指すのかなど）
について想像できるように伝えましょう。

• 図やパンフレット、時にはビデオなどを用いて、患者に理解しやすいようにしましょう。

• 患者が知っておくことだけで良いことと、知った上で何かしなくてはならないことを区別し
て伝えましょう（例：ここからは〇〇さんにお答えいただくところです。まず、アレルギー
が出たことはありますか？）

• 病状や医療行為を過小評価したり、反対に脅しになるように大げさに言ったりすること
はやめましょう。

• 患者は悪い情報についても詳しく説明されたほうが医療に対して積極的になる傾向に
あります。逆に、恐れを感じる人もいることに留意しましょう。

• 専門職としての推奨を患者に話すときは、それが弱い推奨なのか強い推奨なのか伝わ
るように話しましょう。

• がんなどの深刻な症状に伝える場合、一度に話すのではなく、患者と対話・応答しつつ
深めるような説明を行うようにしましょう。

• 患者に持ち帰っていただく定型文や冊子などがあると、その後の理解が促進されます。

患者自身についての説明を聞くとき
• 患者に関する以下のことについて理解するように努めましょう。

• 患者がつらいと感じていること

• 現在の自分の状況に関する患者自身の理解

• 今後の見通しに関する患者自身の理解

• 医療に期待すること

• 病気や医療行為が自分の生活に与える影響についての理解と心配、
もしくは期待

• 今後の方針を考える上で、患者が大切にしていること

• 人生や医療、医療と付き合うこと、楽しむこと、我慢することなどに対す
る患者自身の価値観や考え方

• 提案された診療方針に対する患者自身の意向

• 家族等、患者に関係する方々の意向

• 診療計画を立てる上で、困っていること、あるいは迷っていること

• 患者にとってより優先されるべきことについて

• 医療を受ける上での心配事について
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前提とする
医療者の論理と患者の論理が異なる

コインの表裏を当てる。勝てば100万円もらえる。
負ければ80万円失う。

１回しかできない場合は、この賭けをするか。
10回（100回）できる場合は、この賭けをするか。

医師 患者・家族

前提とする
医療者の論理と患者の論理が異なる

• 集団（one of them）

• 確率

• 合理性

• 個人（one of one）
• わが身

• 半合理性・非合理性

事故が起こるとこの対立が強く顕在化する。

医学的説明 なぜ息子・娘に

かみ合わない中、信頼関係を損ねる
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医療事故の説明

• ERCP（内視鏡的逆行性膵胆管造影）の合併症でお
亡くなりになった患者のお母さんへの副院長の説明

• 母からの、3000分の一は、なぜうちの息子に起こ
ったのかという問い。

枠組みを揺さぶる

Reframing
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枠組みを揺さぶる
リフレーミング

当事者が示したことを、
調停人が、別の角度から言い換えること

仲のいい友達が分かれる
時間まであと３時間となりました

もう３時間しかない

悲しい

まだ、３時間もある

楽しもう

枠組みを揺さぶる質問

• 今の焦点（ex.今の相手方との関係）を過去に焦点を向ける（
ex.過去の相手方との関係）－時間frameに注意

• 今の利益を、長期的な利益にずらす－short‐long frame
• 危殆（ex.このままでは相手方との関係が切れる）を、良好（

ex.関係良好にどのようなメリットがあるか）の視点にずらす
－ポジ・ネガframe

• 事実は絶対であるから、事実は多様であり、証拠によって異
なる－絶対・相対frame

• 同じことを、本人が見るのと、相手方が見るのとは違う－self‐
other frame

• 等々

• 枠組みを揺さぶる質問→「当事者」の視点と違った視点の提
示
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臨床倫理

価値の対立を

意識して

価値の対立
患者と医師、医師と看護師間の対立

• 60代前半患者。入院時既にスキルス胃がん（Stage4）で、DIC
併発。10年同居の内妻と、大阪から来る兄がいる。

• 医師は、積極的治療（5FU+メトトレキセート）か、緩和治療を
提示している。

• しかし、看護は、本人は既に末期で意識障害がある中で、
積極的治療を選択することに反発し、医師のことを「人でなし」
というまでになっている。

• 内妻は、自分が選択することの不安を訴え、兄は「絶対本人
を死なすなよ」と圧力をかけるような発言がある。
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倫理コンサルテーション
アメリカの状況

• 1960年代の後半から始まった。

• 1975年のカレン・クインラン（Karen Quinlan)事件が病院倫理
委員会の重要性を認識させた。

• 81％の病院で、なんらかの倫理コンサルテーションサービス
をしている。400床以上の病院ではほぼすべて

• 年間15.000以上のコンサルテーションに、約35.000人が関わ
っている

• サービスは、小グループによるものが68％、委員会方式が
23％、個人によるものが9％

• 36％が医師、30％が看護師、11％がSocial Worker、10％が
聖職者、10％が職員等

(Fox, Ellen. 2000. Ethics Consultation in U.S.Hospital)

倫理コンサルテーションのニーズ
長尾式子、瀧本禎之、赤林朗 日本における病院倫理コンサルテーションの

現状に関する調査 生命倫理 Vol.15 （１） 2005年 101‐106

• 「あなたの病院では倫理コンサルテーションが行われる必要
がありますか。」

– 「必要がある」=238（89.1%）
– 「わからない」=17(6.4%)
– 「必要がない」=8(3.0%)

【理由】

 第三者として客観的に問題を分析し、論点を整理してほしいから。

 医療不信を軽減させたいから。

 医療訴訟を未然に防ぎたいから。

 医師と患者、家族間のコミュニケーションの調整をしてほしいから。
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80歳男性 反復する誤嚥性肺炎
これでよかったかと悩む事例

• 「当院に入院してVF,VEに基づき慎重に訓練したが肺炎反復している．現在は経鼻
経管栄養であるが，胃瘻の方が苦痛も少なく，肺炎のリスクも防げると主治医(内
科）は考えていた．しかし本人は“胃瘻は切腹のようで嫌だ“といい妻も本人の意思
を尊重した．入院2ヶ月後(1月はじめ)に中心静脈栄養管理に切り替えたところ誤嚥
性肺炎・栄養状態改善により，本人はやや元気になっていた．1月19日本人から
“食べられないのが辛い”死んでもいいから食べたい”と切なる訴えあり，妻からも
“本人の意思を尊重して食べさせてあげたい”との申し出あり，ご本人，ご家族の意
思を確認した後，嚥下カンファレンスを開催し，”栄養摂取は経管栄養で肺炎を起こ
すため，現状のまま中心静脈栄養管理とするが家族が持ってきたものであれば
ベットサイドで食べることを黙認する方針”とした．

• 1月21日妻がお粥とカステラと干し芋を持参数口本人に食べさせたところ，激しくム
ほぼ窒息状態となった．救命でき，誤嚥性肺炎は認めなかった．22日：はっきりと聞
きとれる声で“食べられて良かった．今度は餅が食べたい”との発言あり，笑顔が多
く見られ活気も改善していた．摂食時の姿勢を看護師が妻に指導し，23日妻が煮
物を持参し，ムセながら数口摂取できた．24日に誤嚥性肺炎再発し，抗生剤治療
施行，25日も妻がお粥を持参し，むせなく一口摂取した．発熱は落ち着いていたが，
26日から肺炎増悪傾向認め，抗生剤治療施行するも，1月30日死亡した．

• 妻が2月13日に来院し以下のように述べた．”やっと落ち着きました．お世話にな
りました．あんなに食べたがっていたから，最後に少しでも食べられて良かった．ム
セた時は怖かったけど，病院だったから安心だったし，嬉しそうに食べられて良かっ
た．餅を食べたがっていたから，餅を食べさせたかった．”

藤島一郎 摂食嚥下障害における倫理の問題から

あるICUで
気づきにくい事例

• 60代女性（Bさん）は、間質性肺炎で入院し、
ICUで治療看護を受けている。

• ある日、BさんからICUのA看護師に対して

「水を飲みたい」という申出があったが、今は、
治すことが先決と考えて、取り合わなかった。

• しかし、Bさんは、急変し、翌日死亡した。
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気づく：直感（すぐさまの感じ）

• 長所

• 直ちに決めなければならな
いとき

• 直感は、経験に基づくもの
で、多くは正しい（と思われ
る）

• 同じ経験を積んだ者の間で
は、直感を共有できる

• 短所

• 異なる直感同士が対立す
る場合には決められない

• 場あたり的（ad‐hoc）で、判
断の一貫性を保てない

• 直感と、偏見や誤解の見分
けがつかない

• 違うものとの間で、対話が
成立しない

直感で立ち止まり、
「主題化」して、「対話の中で理由を示す」

（臨床的）直感

Ⅰ 倫理的問題
の気づき

Ⅴ 倫理的問題
の対処（次の一手）

Ⅳ 理由づけ

危険の予知

Ⅲ 倫理的な
対話

臨床的状況との対応
Realityや妥当性

のチェック

（生命・医療）倫理の４原則・４分割表

Ⅱ 主題化・言語化

違和感
おかしい
困った
（辛い）
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タスキギー事件

• 1972年にアラバマ州のタスキギーで事件が発覚

• 1934－72年にかけて、黒人男性約600人を対象に米国連邦
政府公衆衛生局（PHS）が、黒人梅毒患者に対して、梅毒の

治療をするといいながら全く治療しないまま観察研究した。（
公的資金を投入した研究）（十分な説明と同意がなかった）（
黒人についての不正義）

• この研究の目的は治療をしないことでどのような経過を示す
かの調査（観察研究）であったため、その調査中には既にペ
ニシリンの使用が一般化していたにもかかわらず治療を行
わなかった。（標準治療をしない医学研究）

• 内部告発を契機に、AP通信の報道で社会問題化した。

ベルモント・レポート（1979）
生物医学・行動科学研究における被験者保護のための国家委員会

• Ｂ：基本的倫理原則（Basic 
Ethical Principles）

• １ 人格の尊重（Respect 
for person）（自己決定の尊
重）

• ２ 善行（beneficence）
• 無危害(do not harm)
• ３ 正義（justice）

• Ｃ：適用（Application）
• １ インフォームド・コンセント

（informed consent）
• ２ リスク・ベネフィット評価

（assessment of risk and 
benefits）

• ３ 被験者の選択（selection 
of subjects）

Ａ：診療と研究の境界
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医療倫理の４原則

• 人格（自律）の尊重（respect for autonomy or 
person）

• 善行（仁恵）（beneficence）
• 無危害（non‐maleficence）
• 正義・公平（justice or equality）

これらの原則は、主としてタスギー事件やアメリカの医療現
場の倫理原則を分析したことで、公理として示された。

・原理原則だけを適用するのは、過度に一般的解決に傾斜
する。

・これらの間のジレンマ・対立をどのように調整するかにある。

・このような原則だけでは、解決できない問題がある。

倫理理論と
医療倫理の原則

功利主義 義務論

具体的な判断（行動）

徳倫理

無危害原則

善行原則

正義

自律（意思）尊重

医療倫理の4原則
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３つの次元

臨床現場の
視点・価値

患者・家族の
視点・価値

医療（者）の視点・
価値

医師の
視点・価値

他職種（看護）の
視点・価値

管理者の視点

倫理

倫理

倫理

社会（医療資源）の視点

44

症例検討シート

1.医学的適応

（善行・無危害）

2.患者の意向

（自律の尊重）

3.QOL 4.周囲の状況



－ 65 －

4分割法の使い方

• どこから記載してもいい。

• どこに記載するかより、多く記載する。

• 記載場所が分からなければ、周囲の状況欄に書く。

• 家族の意思は、患者の選好（意思）欄でも、QOL欄でもいい。

• QOLは、「誰の」基準によって測るのかを注意する。過去・現在
・将来と比べてみると分かりやすい。

• QOLを、「本人」だけではなく、家族のQOLも考えると在宅・介
護事例では分かりやすい。

医療者が患者にとって適切と考えることと、
患者が望むこと

患者本人が望ん
でいる

患者本人が望ん
でいない

医師が患者に適
切と考える

○ △（治療拒否？）

医師が患者に適
切とは考えない

△（過剰治療要
求？）

×
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47

1.医学的適応 2.患者の意向

3.QOL 4.周囲の状況

医師

看護職等

看護職等

社会

職種によって
「倫理の問題の見え方」は異なる

専門職の職業倫理

The Hippocratic Oath

• 自身の能力と判断に
従って、患者に利する
と思う治療法を選択し、
害と知る治療法を決し
て選択しない。

ICN看護師の倫理綱領（2012年版）

• 看護師には4つの基本的責任

がある。すなわち、健康を増進
し、疾病を予防し、健康を回復
し、苦痛を緩和することである。
看護のニーズはあらゆる人々
に普遍的である。

• 看護には、文化的権利、生存と
選択の権利、尊厳を保つ権利、
そして敬意のこもった対応を受
ける権利などの人権を尊重す
ることが、その本質として備
わっている。
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49

職場によって
「倫理の問題の見え方」は異なる

1.医学的適応 2.患者の意向

3.QOＬ 4.周囲の状況

急性期
救急

慢性期
リハ
在宅

慢性期
リハ
在宅

社会

倫理コンサルテーション・チームがいることで、臨床で
は避けがちな、ひと手間かけた倫理的対応が可能で

ある。

• 60代後半男性 慢性心不全、慢性腎不全、A病院で透析導入するが、
喫煙・無断外出外泊で強制退院、その後息切れで入院希望するがA病院
を含めて6病院拒否し、本病院で引き受ける。

• 他の病院が「受け入れの段階」で拒否しているところ、本病院がまずは
引き受けることは、倫理的な対応手順としては相応しい。受け入れて、そ
の後、退院を求めることは「ひと手間かかる」ところ、院内にそれに対応
支援する部署を持たないために、ほとんどの病院は、受け入れる段階で
拒否している。しかし、本病院には、倫理コンサルテーション・チームがい
るので、本件のような倫理的な対応が可能となった。

• 現場では、倫理的な対応が必要と考えていても、それを支える部署が
ないために「非倫理的な対応に終始」することとなりがちである。当初は
違和感を覚えたり、釈然としないのであるが、次第にこれが慣れとなり、
倫理的感性を失わせることになる。

倫理コンサルテーションの意味
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医師を支える。

• 70台半ばの男性 急性硬膜下血腫に対して緊急開頭血腫除去後、挿管管理して
安定。その後、挿管チューブのみで自発呼吸。抜管が可能である。DNARがある。

今後抜管をした場合に、呼吸が不安定となった場合に、どのような条件で、再挿
管をすべきか、また、すべきでないかが問題となった。

• このような事例は急性期ではよく起こる。しかし、もし抜管して自発呼吸が戻らな
かった場合は再挿管しないと(決めて)して、抜管した場合は、この状況は、「人工

呼吸器の取り外し」に似て、法的リスクが大きい。では、何時間自発呼吸が回復
すれば、再挿管しなくていいのか、１週間であれば、元々の原疾患の増悪として、
DNAR適応ということもあろうが、１日だったら、3時間であったら、と選択肢は無限

に広がる。ここに現場だけで決めたものではなく、倫理コンサルテーション・チー
ム（できれば外部コンサルを入れた）の「第三者的」役割が発揮される（手続的正
義）。法的リスクの大半は現場の臨床医が負う。つまり、法的リスクを軽減させる
ことは、医師を法的リスクから救うことにつながる。

【医学的適応】

抜管は可能であるが、舌根沈下
により再挿管となる可能性があ
る。

【患者の意向】
DNAR（ケースマネージャー同席で、胸骨圧迫、

除細動、人工呼吸器使用、昇圧剤は行わない）
がある。意識障害は遷延し回復の見込みは難し
い。一人暮らし、代理人となる人はいない。

【患者のQOL】経管栄養は開始
されている。

【周囲の状況】再挿管をしないことは、法的・
倫理的に問題はないのか。

倫理コンサルテーションの意味

抜
管
可

抜
管
不
可

差
し
控
え

再
挿
管

維
持

死
亡

挿
管

差
し
控
え

非
維
持

中
止

呼吸器の管理の必要性

維
持

死
亡

死
亡
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看護を支える。

• 急性脳症の10歳の患者の家族（父と母）の、治療ケアへの

抵抗（過剰な要求や暴言）が医療者の不安を煽っている。倫
理コンサルテーション・チームは、病棟に赴き、関係者のイン
タビュー、多職種カンファレンスを踏まえ、再度、医療チーム
に働きかける。

• この事例は、倫理コンサルテーション・チームの関わりにより
、看護師が、自らの気持ちを聞かれ、そして、現場が支えられ
、また、気持ちを吐き出せることができたことで、看護チーム
に余裕ができて、看護チームがもう一度看護の基本（患児へ
の最善のケアをする）に戻ることができ、その「変化」が、患児
の家族の「変化」を生んだという事例である。その結果、現在
、医療チームは、これまでの「在宅か否か」というall or nothing
ではなく、（これまでなら支えることは難しかった）迷い決めら
れない家族を、「線」（時間軸）で支援することができている。

倫理コンサルテーションの意味

厚⽣労働省 意思決定⽀援ガイドライン

障害福祉
サービス等の
提供に係る
意思決定⽀援
ガイドライン

⼈⽣の最終段階に
おける

医療ケアの決定の
プロセスに関する
ガイドライン

認知症の⼈の
⽇常⽣活・社会
⽣活における
意思決定⽀援の
ガイドライン

医政局 ⽼健局 社会・援護局
障害保健福祉部
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（厚労省）人生の最終段階の医療ケアの決定の
プロセスガイドラインのアルゴリズム

本人の状態を踏まえて、医療・
ケアチームの適切かつ妥当な判断

本人の意思が確認できる 本人の意思が確認ができない

家族が本人
の意思を推定

できる

本人と医療従事者が
十分な話し合い

合意内容を文章化

家族に
説明

医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止

家族が患者
の意思を推定

できない

家族がいない
家族がチーム

に委ねる

推定意思を
尊重

最善の治療

最善はなにかを
家族と話し会う
最善の治療

最善の治療

複数の専門家からなる
話し合いの場

決定困難/合意が得られない等

本人に
再確認

平成19年5月
平成30年3月

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ

意思決定支援
（本人の決定領域）

代行決定
（他者の決定領域）

障害福祉サービス等の提供に係る
意思決定支援ガイドライン（H29.3.31厚生労働省）

（目的）

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や
社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることでき
るように、 “事業者の職員”が行う支援の行為及び仕組み

（手段）

①可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し

②本人の意思の確認や意思及び選好を推定し

③支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合
には、最後の手段として本人の最善の利益を検討する

意思決定支援

（本人の決定
領域）

代行決定
（他者の決定領域）
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認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援の
ガイドラインの概念図

本⼈の意思の尊重、意思決定能⼒への配慮、早期からの継続⽀援

本⼈が⾃ら意思決定できるよう⽀援
意思決定形成⽀援、表明⽀援、実現⽀援のプロセスに沿って⽀援を実施

本⼈意思の尊重・プロセスの確認 ⽀援⽅法に困難・疑問を感じた場合

意思決定⽀援チーム会議（話し合い）
◉本⼈、家族、医療関係者、介護関係者、成年後⾒⼈ など
◉サービス担当者会議、地域ケア会議と兼ねることも可
◉開催は関係者誰からの提案も可

適切なプロセスを踏まえた⽀援が提供されたかの確認

本⼈の意思の尊重の実現

認知症の⼈の⾃らの意思に基づいた⽇常⽣活・社会⽣活の実現

意思決定
支援

（本人の決
定領域）

代行決定

（他者の決
定領域）

意思決定⽀援のプロセス

⼈的・物的環境の整備
◉意思決定⽀援者の態度
◉意思決定⽀援者との信頼関係、⽴ち会う者との関係性への配慮
◉意思決定⽀援と環境

意思形成⽀援
：適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの⽀援

意思表明⽀援
：形成された意思を適切に表明・表出することへの⽀援

意思実現⽀援
：本⼈の意思を⽇常⽣活・社会⽣活に反映することへの⽀援

意思決定⽀援のプロセスの記録、確認、振り返り

各
プ
ロ
セ
ス
で
困
難
・
疑
問
が
⽣
じ
た
�
�
�

チ
�
ム
で
の
会
議
も
併
⽤
・
活
⽤
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認知症の⼈の意思決定⽀援
ガイドライン研修

―認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン ―

〈講義〉

平成30年度⽼⼈保健健康増進等事業（中京⼤学）
認知症の⼈の意思決定⽀援のあり⽅に関する研究事業編

研修プログラム

形式 時間 主な内容 ⽬ 標

講義 60
①認知症の解説
②倫理的な課題とその扱い⽅
の解説

③ガイドラインの解説

意思決定⽀援の
必要な場に気づく
ことができる

グループ
ワーク❶ 60

⽇常⽣活における
意思決定⽀援に関する事例
（導⼊講義+DVD⑴）

本⼈の段階に応じた
適切な⽀援ができる

グループ
ワーク❷ 60

社会⽣活における
意思決定⽀援に関する事例
（導⼊講義+DVD⑵）

▶多職種で検討する
ことができる

▶⽀援に関する記録
を記述できる
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認知症とともに生きている本人の声
に耳を澄まそう。

「はるこさん」の語りを通じて、

教えてもらったこと

DVD ➊
（意思決定⽀援のプロセス；⽇常⽣活編）
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事例

【設定】
●アルツハイマー型認知症、要介護1。
●5年前に妻を亡くし、現在は実娘夫婦と同居、週1回の
デイ サービスに通う。
●多少のもの忘れはあるが、⽇常⽣活に⼤きな⽀障はな
い。
●亡くなった妻が使っていた化粧棚やタンスなどを⽇曜⼤
⼯で 直しながら使っていくことを楽しみにしている。
【ストーリー】
▶⼭⽥さんの認定調査を控え、ケアマネジャーが⼭⽥さ
ん宅を訪問。

グループワーク内容(25分)

司会

書記

形式：GW
検討点
Q1
⽀援のプロセスの中で、気づいた点
はありますか？それはどのような点で
すか？

Q2
⽀援のプロセスを振り返ると、どのよ
うな点に課題があると思いますか？

Q3
あなたがこのような場⾯に出会った
としたら、どのような対応(意思決定
にかかる⽀援)を考えますか？
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DVD ❷
（意思決定⽀援のプロセス；社会⽣活編）

事例

【設定】
●(もともと) ⾃宅にて1⼈暮らし
●⾼⾎圧症の服薬が不定期になり、体調を崩し⼊院
●症状が改善してきたので まもなく退院の予定

【ストーリー】
▶息⼦は退院後は同居を勧めている
▶本⼈は、⼊院前のひとり暮らしに戻りたい気持ちが強い
▶息⼦が、担当ケアマネジャーに相談し、⼊院先病院スタッフ、
在宅スタッフを交えての話し合いの場を設けた
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司会

書記

形式：GW
検討点
Q1
この事例をみて、気づいた点は
ありますか？それはどのような点
ですか？

Q2
あなたがこのような場⾯にであった
としたら、どのような対応(意思決定
にかかる⽀援)を考えますか？

グループワーク内容(25分)

⼈的・物的環境の整備
• ⽀援者の態度
• 信頼関係
• 環境

認知能⼒等レベルに応じた適切な⽀援

意思決定能⼒（⽀援者の能⼒を含む）評価に
基づいた⽀援

最善の利益（ベスト・インタレスト）
• 本⼈の⽴場からみたリスク・ベネフィットの検討（主観的最善の利益）
• ⽣命維持装置に関しての決定では本⼈の療養⽣活の質の判断はしない
• 制限の最⼩化
• 多職種で検討、臨床倫理コンサルテーションチーム・臨床倫理委員会の⽀援

意思形成⽀援：適切な情報、認識、環境のもとで検討できる

⾃⼰決定するための最適な⽀援をしたにもかかわらず決定が困難

意思と選好の推定
• 関連情報の収集：⽣活環境、⽣活史、⼈間関係、嗜好、価値観、本⼈の
感情や価値観がうかがわれる⾏動に関する記録（事前指⽰）

• 関連情報の評価（信頼性の評価）：根拠を明確にする
• 本⼈をよく知る関係者による複合的な評価

環境調整（静かでリラックスできる環境）
⼗分な時間の確保
痛みなど⾝体的苦痛の緩和
せん妄の治療
うつ病への対応
ストレス反応への対応

ゆっくり説明する
わかりやすい⾔葉を選ぶ
⼀部分ずつ分けて提⽰する
選択肢をしぼる
書いて⽰す
表にする・図⽰する
本⼈をよく知る家族・第三者の⽀援を依頼する
時間をあけて確認する
⼈を替えて確認する

意思決定⽀援

代理代⾏決定

意思決定の必要性

意思表明⽀援：形成された意思を適切に表明できる

適切な理解、記憶の保持、⽐較検討、表明の確認

意思の推定すら困難
意思決定能⼒の回復の可能性がない

プロセスの振り返り

赤の破線内が全くできていない



【講演－３】 

第２部 テーマ「医療の質向上を目指した 

医療安全文化の醸成」 

 

 

「組織の安全文化と医療対話推進者の役割 

～AHRQ 日本語版の活用～」  

 

 

 

 

 

 

         遊道 桂子  

尼崎医療生協病院  

医療の質安全管理室 
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組織の安全文化と
医療対話推進者の役割

令和元年11月21日
尼崎医療生協病院 医療の質安全管理室

遊道桂子

令和元年 医療安全に関するシンポジウム

第2部 医療の質向上を目指した医療安全文化の醸成

対話推進は安全文化醸成の鍵である

本日のお話

1. 自己紹介・所属紹介

2. 医療の安全文化とは

3. 医療におけるできごとへの対処の考え方

4. 医療対話（コンフリクト・マネジメント）

5. 当院の取り組み（医療の安全文化測定）紹介
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尼崎医療生協病院概要

• 病院の特色
–生活協同の病院で、民医連に加盟している

–運営に組合員が関わり、組合員の目が反映される
仕組みを有している

–差額ベッド料はとらず、尼崎市内の民間病院として
はもっとも高い個室率を有する

–ベッド数は199床、急性期病棟2棟、地域包括ケア
病棟、緩和ケア病棟、産婦人科病棟を有する管理
型臨床研修指定病院である

–安全管理体制加算Ⅰ、感染対策加算Ⅰを取得して
いる

医療の質安全管理室の目標

様々な患者安全活動を

プラットホームとして

医療の安全文化を醸成する
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添付文書

KCLは、40mEq／L以下に必ず希釈、速度
は1日100mEqを超えないこと

• KCL20mEq,20mL(1A)
• MgSO4（1A)20mL）
• 生食100mLに混合, ポ

ンプ使用で、8mL/hrで
注入

指示書

・

・

疑義照会
…

水分を入れたくないし、
●●病院ではこのやり方
でやってるよ、

最初の投与時に自分が
立ち会うから～、これでい
くわー

＜あれっ？＞

• 医師からのオーダーは、KCL20mEq（1A20ｍL）と硫酸
マグネシウム（1A20ｍL）を生食100ｍLに混合して時
間8ｍLでポンプを使用して注入するとなっていた

• 添付文書におけるKCLの用法は、40mEq／L以下に
必ず希釈、速度は1日100mEqを超えないこと、と記
載がある

• オーダーを見た薬剤師は用法について疑義紹介を
行った。それに対して、医師は、水分を入れたくない、
●●病院ではこのやり方でやっている、最初の投与
時に自分が立ち会うからこれでいく、と薬剤師に告
げ、薬剤師はそれ以上言わなかった

＜ある日のやりとり＞
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あれっ…???
なにか問題? なにが問題?

• なぜ医師はこのようなオーダーを？

• 薬剤師は疑義紹介をなぜこのような形で終えた
の？

• 両者は、なぜカリウム投与についてもっと対話を
継続しなかったの？

• 医療安全としての視点から「カリウム注」に対する
認識はどうだったのでしょうか？

• 患者さんへの視点はどうだったのでしょうか？
• 〇〇・・・
• △△・・・

このような
私たちのまわりで起こっている「こと」に対して、

どのように取り組んだらいいのでしょう

「張り紙」による注意喚起？
Ｋについての学習会開催？

これは組織の特徴？
文化の問題？
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To err is human
Building a Safer Health System

著者: Linda T. Kohn, Janet Corrigan, Molla S. Donaldson, Institute of Medicine 

人は間違えうることを前
提として、システムを構
築し機能させていくこと
が必要

安全装置（ルールや手順
等）をつけただけで
事故は減少する？

「文化」の考え方

• 従来は人類一般の
文化的特徴やその
発展

＝人類を人類たら
しめているものとし
ての「文化」

• 個別集団の特性を
表す

＝ある種の集団に
おける特徴としての
「文化」

企業文化（組織文
化）と業績パフォーマ
ンスとの間に強い関

連性がある
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組織文化のとらえ方

1. 機能主義的

2. 解釈主義的

3. 発現レベルのレベルや位置によるもの

– 「表面的」→観察可能な行為、シンボル、セレ
モニー

– 「中間」→信念、価値、規範

– 「深層」→認識の枠組み

Edgar Scheins Metaphor of Culture
エドガーによる文化のたとえ

• 可視面 （水面より上）

– 人工物、行動、言語様式

• 不可視面（水面下）

– リアリティへの規範、価
値、基本的なリアリティへ
の推定

ほとんどの文化は、水面下に

Dialogue ‐ Background of Safety Culture の演者訳



－ 83 －

Simple model of safety culture

活動＆実践
実際の振る

舞い

安全管理
公式の体制

態度

価値

共通理解
状況認識

基本的推定

Dialogue ‐ Background of Safety Culture より演者訳

安全文化を表す
シンプルなモデル

医療の安全文化とは

• 医療における安全文化とは、医療
に従事する全ての職員が、患者の
安全を最優先に考え、その実現を
目指す態度や考え方およびそれを
可能にする組織のあり方

厚生労働省：安全な医療を提供するための10の要点より

•個々の職員→態度考え方行動
•組織→職員の行動を可能にする方針と実践
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どのようなアプローチで「できごと」を考える？

• ハードシステム方法論（例：アポロ計画）
– 「問題（目標）は何か（what）」→「どうするのか（how）」に焦点を当ていく

– 「６０年代中に人間を月に送り無事に帰す（目標）」→「効率よく効果的に
実現するかを考える（how）

• ハードシステム方法論の貧民街問題への適応（失敗）
– 一義的に目指す解決すべき問題や目標はない

– 関わる人々の問題状況に対する様々な見方考え方が存在する

• 我々が遭遇する医療安全の問題
– 泥臭く変わりやすい、うまく定義付けられない問題状況である→問題自

身があいまいではっきり定義できない

SSM（ソフトシステム方法論）とは
Soft System Methodology

機械論的システム（システマ
ティック・モデル）をモデルとし
た従来のシステム方法論

• オペレーションズリサーチ（OR）
• システムアナリシス（SA）
• システムズエンジニアリング（SE）

システミック・モデル（systemic 
model）をプロセスに内包した
ソフトなシステム論

• ソストシステム方法論
（SSM） （Checkland, P)

システム

（system）

システム

（system）

systematic 規則的で秩序だった

systemic 全体が有機的につながっており要素其々に

還元できない（例：身体の全体性）
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SSM（ソフトシステム方法論）
学習サイクルを活性化させる方法論

• 当事者が問題と思われる状況に改
善をもたらすために、その状況に関
わっている人々のあいだに、原則と
して終わる事のない学習サイクルを
活性化させる方法論である

ハードからソフトへの転換

現場の学としてのアクションリサーチ（ソフトシステム方法論の日本的再構築）、内山研一、P337

SSM（ソフトシステム方法論）；Soft System Methodology

ハードなシステム工
学を所与とする

それをソフトなうまく
定義できない問題状

況に適応する

経験から
教訓を得る

システム工学をSSM
として再定義する
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SSMのプロセス：従来の方法論との違い

※「思い（個人の異なる世界観）」

ソフトアプローチ

環境に関わる人々による思い※入れチーム
の編成

各自の見方、考え方に対する本音の議論
をベースにした、人々のあいだにある思い

のアコモデーションとそのモデル化

思いのモデルと現実（リアリティ）との比較。
その差異からの実感を伴った学習

上野学習を基にした文化的に実行可能なア
クションプランの作成

ハードプローチ

専門家の外部環境分析によるリアリティ
の明確化

自社資源や内部環境、組織能力分析

あるべき姿と自社のギャップを解消する
代替案の客観的評価

与えられた目標を達成するために、システ
ム的に実行可能なアクションプランの作成

現場の学としてのアクションリサーチ（ソフトシステム方法論の日本的再構築）、内山研一、P340

SSM適応に必要なもの

「意味」の共有

双方向の対話が必要

学びあう組織
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• 相互理解を深めていくには、単に「客観的事
実（知識・情報・データ等）そのもの」を知って
いるだけでなく、「客観的事実に対する意味」
を創造・共有していくことが重要となるのです

• 人は「対話」の中で、物事の意味付け、自分
たちの生きている世界を理解可能なものとし
ています。人が物事を意味づけるときに、一
人でそれに向かっているのではありません

『ダイアローグ 対話する組織』中原淳、長岡健（共著）

対話とは

医療対話推進

• 疾病構造の変化

• 情報技術・医療技術の進歩

• 医療の不確実性

• 医療の複雑性

• 専門分化

• 医療への人々の期待

専門家

専門家

患者や家族

専門家
VS  

専門家

専門家
VS  

医療を受ける側
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コンフリクト（Conflict)の定義

• コンフリクトとは？

• 日常の人間関係に生じる対立や争い

• 個人のなかにある感情の矛盾や対立を含む

• 心理学的には伝統的に「葛藤」と訳されてきた

二つ以上のゴール（目標）と行動とが両立して
いるか、対立した相容れないものである状況

Deutsch(1973/1995)、Fisher（2000)、（Galtung1998/2000）、Myers（2001)，井上(2005), 和田

コンフリクトに対処する
＝コンフリクト・マネジメント

• 「コンフリクト－すなわち相違（difference）－
は、現にそれを避けることのできないものとし
て存在する。だから、むしろそれを利用するこ
とを考えなければならない。

• われわれはコンフリクトを悪であるとして非難
するのではなく、逆にコンフリクトをしてわれ
われのためになるよう働かせるべきである」

Follett（1941）
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構える 病院を背負う

攻撃

防御

対立的構造

従来の構造：二項対立

早稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝

支援

対話促進

信頼

支援

信頼

院内メディエーター（医療対話推者

このイメージは、現在表示できません。

患者側 医療者側

メディエーション：三極構造

早稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝
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医療メディエーションのイメージ

対立する当事者に対し，中立的な第三

者としての訓練を受けた医療メディエー
ター（≒医療対話推進者）が，当事者双方の

認知や感情，情報の共有を図る対話の場
の形成と促進を通じて，相互の理解と当事

者の自律に基づく関係の改善や問題点
の解消を支援する仕組み

医療メディエーションとは

早稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝
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1. ケアと共感（メイヤロフのケアの倫理）

⇒慰めることとは異なる

2. 事実検証の質の向上

⇒対話の中から患者視点の事実検証の手掛

かりを獲得し、検証の質向上と共有を促進

3. 関係の再構築

⇒解決することや、収めることではない

早稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝

院内医療メディエーションの目標

病院受付

診察受付

診察室

検査室
処置室

会計
投書箱

病院受付

病棟電話

現場で対応
対応者→職場責任者

患者さん
の声

解決

安全管理室

1:1対応

面談

裁判等

Med 
mind

医
学
的
検
討

経
過
調
査

当院の患者さん対応の流れ

その他

：メディエーションマインド

相談窓口
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医療の安全文化

• 報告する文化

• 構成な文化

• 柔軟な文化

• 学習する文化

（組織事故、リーズン）

医療の安全文化

• 報告する文化

• 構成な文化

• 柔軟な文化

• 学習する文化

（組織事故、リーズン）

対話文化の醸成が
ライフライン
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当院の取り組み

安全文化の測定

推奨している機関：諸外国及び医療安全全国共同行動

起源：米国 AHRQ が提唱

調査事務局：有限会社MDB 

• 起源：米国AHRQ※1 が提唱し、国立保健医療科学院

が実施した厚労科研費事業のパイロットスタディ※2

で日本版の有用性が確認された
• 現在は「医療における安全文化に関する調査」とし

て医療安全全国共同行動で参加を呼び掛けている
• 2016年9月28日現在、調査への参加施設は128と報

告されている

※1 Agency for Healthcare Research and Quality
※2 Development and applicability of Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOP) in Japan 

医療の安全文化調査とは
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安全文化12の側面 安全文化

b
a

c
d

f

h i
g

j l

k

e

医療安全活動

12の側面

◇質問項目は42で、次の
12の側面に分類される

(a）出来事の報告される頻度
(b）医療安全に対する総合的理解
(c) 上司の医療安全に対する態度や行動
(d) 組織学習‐継続的改善
(e) 部署内でのチームワーク
(f)  オープンなコミュニケーション
(g) エラー後のフィードバック
(i) 人員配置
(h)過誤に対する非懲罰的対応
(j) 医療安全に対する病院管理支援
(k) 部署間でのチームワーク
(l)仕事の引き継ぎや患者さんの移動

2007年の調査で
何が明らかになった?

• 当院における医療安全活動の推進と向上が求めら
れているという現状

• 以降、医療安全活動の最終アウトカムとして毎年測
定を継続している

小さな成功体験を積み重ね、大きな
目標の達成につなげる

PDCAにおけるCheckを単なる「点検・

評価」に終わらせず、深く省察し学び
(Study)共有する事こそが、次のAct
（処置・改善）に繋がる
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改善の戦略は？

• 医療安全教育に重点をおく
– 提供の仕方に工夫する

• 戦略的に教育計画を立案して実行する
– 定期的に、計画的に、出来事報告書のトレンドをもとに

• Focus on…
– 年２回の医療安全研修会

– 医療メディエーショントレーニング

– チーム・ステップス研修

– 個別テーマでの複数回の提供

• 報告制度を軸としたPDCAサイクルをまわすこと

調査結果と活用

• 経年の偏差値

• 経年的な肯定的回答率

• 12の側面、肯定的回答率

• 部署へのフィードバック
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安全文化調査を実施して

1. 病院全体として、「安全文化」という言葉は共通言語と
なってきた

2. 職場への結果フィードバックは、現状把握の場となって
いる

3. 各職場ではPDSAサイクルのSとして位置付け目標に組み
込み改善に向けての活動へ繋げる仕組みとしている

4. 病院としての強みは、出来事報告行動、上司の安全へ
の行動、部署内でのチームワーク、オープンなコミュニ
ケーション、非懲罰的対応

5. 病院としての弱みは、医療安全に対する病院管理支援、
部署間でのチームワーク、仕事の引き継ぎや患者さん
の移動

結論

継続的な安全文化調査の測定は、
現状把握ができるツールとして

改善への取り組みのきっかけとなっている
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参考文献

• 現場の学としてのアクションリサーチ―ソフトシステム方法論の日本
的再構築．内山研一
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療安全対策検討会議, 医療安全管理者の質の向上に関する検討作
業部会. 平成１９年３月.
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0309‐12.html （2019.10.01
取得）

• 医療安全全国共同行動，いのちをまもるパートナーズ．医療におけ
る安全分文化調査のご案内．
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• WHO DRAFT GUIDELINES FOR ADVERSE EVENT REPORTING AND 
LEARNING SYSTEMS, WHO
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MEMO



  
 

【講演－４】 

第２部 テーマ「医療の質向上を目指した 

医療安全文化の醸成」 

 

 

 

「多職種チームによる医療安全ラウンドと改善活動 

～医療安全自己・相互チェックリストの活用～」 

 

 

 

 

              水間 かおり  

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター  

医療安全管理係長・看護師長 
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独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

医療安全管理係長 看護師長

水間 かおり

令和元年11月21日（木）

令和元年度 医療安全に関するシンポジウム

多職種チームによる医療安全ラウンドと改善活動
～医療安全自己・相互チェックリストの活用～

国立病院機構医療安全相互チェック導入の経緯

各病院の医療安全対策の現状について評価を実施し、
医療安全対策の質の均一化を図り、医療安全対策の
質の向上を図る

病院間における医療安全体制の拡充等を通じて医療安全対策の
一層の充実を図る

医療安全対策の標準化
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病院間における医療安全相互チェック
目的

国立病院機構の各病院における医療安全対策の

現状について病院間で意見交換及び評価を実施し

医療安全対策の標準化を推進するとともに

医療安全の質の向上と均てん化を図る

病院間における医療安全相互チェック
期待される効果

１. 医療安全対策における自施設の課題が明確になり、

他施設の良い取組を吸収（情報共有）することで、機構

全体の医療安全の向上を図るとともに、医療の質の向

上にも繋がる。

２. 指摘だけではなく、評価する側もされる側も医療安全に

対する姿勢が高まり、同時により良い人材育成に

繋がる。

３. 相互チェック実施後も院内感染対策、医療事故発生時

の原因究明・再発防止策の助言など相互の病院での

連携体制が期待される。
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医療安全相互チェックの実施までのフロー図

１．医療安全対策（146項目）

①医療安全管理体制の整備 （4項目）

②医療安全管理のための具体的方策の推進 （5項目）

③医療事故発生時の具体的な対応 （10項目）

④医療事故の評価と医療安全対策への反映 （6項目）

⑤ケア・プロセスに着眼した医療安全管理体制について

(117項目）

⑥施設内環境について （4項目）

２．規定及びマニュアル一覧表 （38項目）

３．委員会設置一覧表 （7項目）

４．研修会開催一覧表 （10項目）

国立病院機構 医療安全相互チェックシート 項目
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医療安全相互チェック項目（一部抜粋）
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2018年度 診療報酬改定より新設

医療安全対策地域連携加算 （厚生労働省）

[算定要件]
医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が
連携し医療安全対策に関する評価を行っていること

MINK Webより抜粋

医療安全対策地域連携加算 （厚生労働省）

[施設基準]
医療療安全対策地域連携加算１ ： 50点
１.特定機能病院以外の保健医療機関であること

2.医療安全対策加算１の届出を行っている事

３.医療安全対策に3年以上の経験を有する専任医師、又は、医療安全

対策にかかる適切な研修を修了した専任医師が医療安全管理部門に

配置されていること

4.医療安全対策加算１の届出期間及び医療安全対策加算２届出機関と

それぞれについて医療安全対策に関して評価を実施し、又、当該医療機

関についても医療安全対策に関する評価を受けていること。

医療安全対策地域連携加算 2 ： 20点
１.特定機能病院以外の保健医療機関であること

2.医療安全対策加算２に係る届出を行っている事

3. 医療安全対策加算１の届出機関から医療安全対策に関する評価を

受けていること
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医療安全対策地域連携加算 届出書類 （厚生労働省）

医療安全対策地域連携における相互評価の展開 （厚生労働省）
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医療安全地域連携シート作成のねらい

１. 自己評価の実施を通して、自施設における医療

安全管理体制整備の現状評価を実施する

２. 他施設からの評価を受け、自施設の医療安全管理

体制を客観視し、課題に気付く

３. 医療安全に関わる地域連携を図る施設間での

情報共有により課題克服のヒントを得る

分類： 大項目・ 中項目・ 小項目

①大項目１.
医療安全管理体制整備に関わる

１１の中項目

②大項目2.
部門における医療安全対策

実施状況の４項目

③大項目3.
個別テーマの評価と例

➃大項目４.
医療安全について情報共有したい

自施設の取組み・課題など

医療安全地域連携シート （厚生労働省）
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医療安全地域連携シート項目（一部抜粋） （厚生労働省）

医療安全地域連携 評価シート （厚生労働省）



 

【講演－５】 

第 2 部 テーマ「医療の質向上を目指した 

医療安全文化の醸成」 

 

  

「医療安全対策の落とし穴 

 ～効率性追求に潜む罠～」 

  

 

 

 

 

 

田中 健次  

国立大学法人電気通信大学  

大学院情報理工学研究科 教授 
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電気通信大学

大学院情報理工学研究科

田中健次

医療安全に関するシンポジウム 近畿厚生局
2019. 11.

医療安全対策の落とし穴
～効率性追求に潜む罠～

2

なぜ 人は エラー をするのか

安全 危険

・多様な作業 ・時間制約

・併行作業 ・作業中断

効率化を求めて

工夫・変更／手を緩める

To Err is Human !
人は考え，工夫するからこそ，エラーをする
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患者誤認
のリスク

看護師1人
が患者1人を

手術室看護師

カルテ受渡し

3

手術担当看護師
「Aさん，寒くはない？」

麻酔科医
「Ａさん，おはよう」

患者誤認事故（1999）

2人の患者を

同時に搬送

外科医

執刀医

誤認患者を
手術

患者を
逆に認識離れた

窓口で

Ｂさん
「暑くはないね」と答える

違う？
そんなことはない・・・

エレベータに２つの
ストレッチャーが乗るから・・・

後で医師ら４人が確認するし・・・

歯がある．義歯のはずでは？
私の勘違いか・・・

髪が短い！ 散髪したのか・・・

Ｂさん うなづく．

4

・論理実証主義（素朴帰納主義 inductionism 1900）

「先入観のない注意深い観察が科学知識を生み出す」

・N.R.Hanson（1958）

「観察は理論依存的である！」
Theory - laden

科学哲学では

対象システム 認識枠組み（認識モデル)

？
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5

経験に基づく作業変更での問題点

効率性を追求して・・・

事故を招いた理由

（１）Evidence を確認していない

（２）状況把握・理解を怠っている

（３）予見・予測を怠っている

積み重ねた
経験

効率性
向上

こういう時には，
こうすれば…

変更

6

（１） Evidence を確認していない

効率性を追求して・・・

・確認すべき Evidence とは？

積み重ねた
経験

効率性
向上

例：「エラー発生 ⇒ チェック数を増やす！」

は真に効果ある？

変更
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多重化による効果

Wチェックの効果は？

０.９９
０.９９

２重系の故障確率
１

１００

１
１００

１
１００００

× ＝

４重系の故障確率

１
１００

１
１００

１
１００００００００

× ＝
１

１００
××

１
１００

多重度の違いによる比較の実験

同視点からの多重化による効果の違いをみる

• Object

名前 住所 郵便番号

1 田中 一朗 調布市○○○３-１２-１ 100-0000
2 鈴木 二郎 千代田区△△２-５ 200-0000

： ： ： ：
300 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

Mr. Kenji Tanaka
4-5 Chofu, Tokyo

182-0026

〒100-0000
調布市○○○3-12-1

田中一郎

• Task

１重～５重：各２０組

（看護管理、2014.5）
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9

60%
55%

65%

80%

65%

87%
95% 98% 99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

多重度1 多重度2 多重度3 多重度4 多重度5

住所のエラー検出率

多重度別のエラー検出率（住所）

独立性を仮定した理論値

（看護管理、2014.5）

10

35.0%

23.1%
20.0%

0.0% 0.0%

45.0%

18.2%

55.0%

22.2%

0.0%

70.0%

28.6%

65.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１番目 2番目 3番目 4番目 5番目

順序別のエラー検出率（住所）

２重化

３重化

５重化
４重化

残存エラー数に対するエラー検出率
70.0％［=14/20×100］

33.3%

33.3％［=2/（20-14）×100］

低重度で効果を上げることが得策か
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11

多重化の落とし穴

冗長化の効果計算は，

機器が 『独立に』 故障することが前提

多重チェック では 独立性 は成り立たない！

多重にチェックしたのに誤認に気付かない

⇒ 多重にチェックしたからこそ誤認に気付かない

多重化よりも多様化へ：視点を変える等

12

（１） Evidence を確認していない

効率性を追求して・・・

・確認すべき Evidence は？

・・・ 変更後の作業の効果

積み重ねた
経験

効率性
向上

変更
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13

（２） 状況把握と理解の欠如

豊かな経験を活用するための前提

１．使用想定（使用者）は同じか？
これまでと同じ使用者層なのか：シュレッダー事故

積み重ねた
経験

効率性
向上

正しく現状を理解しているか？

現状理解

２．使用環境（周囲環境）は同じか？

変更

効果確認

例：隠れた要因は？ 新製品の登場

変化があれば 経験をそのまま使えない！

14

（３）新たなリスクを予見せず

豊かな経験を活用するための前提

積み重ねた
経験

効率性
向上予測

事象想定の見落としはないか？

現状理解

（患者誤認事故）

変更

２）新しく発生するリスクの見落とし

なぜその規則があるのか・・・理由を考える癖を

１）回避していたリスクの見落とし

波及効果・新たなエラー（リストバンド）

効果確認
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15

人を増やす チェック多重化 でのリスク

（２）人探し（探す・頼む・駆け寄る・戻る）に長時間が必要

（１）社会的手抜きが起こり易い

（３）協力者の作業中断 ⇒ 新たなリスクの発生

例：通常病棟
6回/日×18病棟×1分/回＝108回×1分

＝1.8 時間/日
集中治療室

30～40回/人・日×25病床×20秒/回＝4.2～5.6 時間

確認作業は含まず

新たなリスク想定の難しさ

16

・・・ リストバントを付け間違えた！

バーコードと名前を明記

・・・患者自身が確認可

同時に複数のリストバントを作成したため・・・

・患者誤認事故後，患者同定のためリストバンドを導入
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17

エラー・危険に気づく 能力up は如何に？

マニュアルを 「覚える」 ・・・ では限界あり

汎用性 (水平展開） を如何に利用するか？

ルール（注意）の教示

１．理由を示さない

２．理由を与える

３．理由を考えさせる

？

18

汎用性（水平展開）を導く教育方法

ルールを分類する必要あり

２．理由を与える

⇒ 同種の作業へ

１．理由を示さない

３．理由を考えさせる

⇒ 異種の作業へも
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19

経験則を基に効率性向上を狙った作業変更では

① Evidence のないローカルルールを作らない

② 現状把握・理解を確実に （認識限界）

ま と め １/２

③ 新たなリスクの予見を確実に （予測限界）

⇒作業変更は，オープンな場で検討すべき

⇒使用環境・周囲環境の差異に注意

⇒現状規則の導入理由を確認すべき

真に効果のある作業変更の導入

20

効果のある作業を確実に実施するためには

① 作業方法の理由を考える癖を
例：チェックリストの使用

② 過信しない
例：フールプルーフ構造は安心の構造ではない

ま と め ２/２

各自がリスク意識を持つこと

作業担当者が，



 

【講演－６】 

第 2 部 テーマ「医療の質向上を目指した 

医療安全文化の醸成」 

  

 

 

「悪質クレームへの組織的対応」 

  

 

 

 

 

 

三木 明子 

学校法人関西医科大学 

看護学部・看護学研究科 教授 
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関西医科大学看護学部・看護学研究科
三木明子

悪質クレームへの
組織的対応

令和元年度 医療安全に関するシンポジウム
医療の質向上を目指した医療安全文化の醸成

⚫要求の根拠が正当でない
⚫根拠があるが、要求内容が過大である
⚫理不尽な要求
⚫粗暴な行動をとる
⚫要求を通すまであらゆる方法を用いる

悪質クレームとは・・・

要求は つに絞られる
「金銭要求」「特別扱い（待遇）」
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悪質クレームに対する考え方

 一般クレームと悪質クレームでは対応が違う。
 悪質クレームの繰り返しの被害を被らないために、

悪質クレーマーを同定し、早期に対応する。
 患者や家族からの悪質クレームの対応で１時間

以上要した場合には、威力業務妨害に該当する
可能性があり、早急に対策を講じる。悪質クレー
ムは十分に話を聞けば解決するものではなく、か
えって要求をエスカレートさせてしまうため、時間を
決めて対応することが重要である。

悪質クレーマーに狙われる職員

 女性、若年者、新人→相手にとって力で支配しやすい
 無抵抗、過剰に怯える→相手が感情をエスカレートさせや
すい

 コミュニケーション技術の未熟さ(説明がわかりにくい、説明・
確認不足)→相手につけいるスキを与える誘因となる

 挑発にのってしまう/キレやすい性格→少しのことで自分の
プライドや人格が傷つけられたと受けとめ、相手の挑発に乗
り、大声をだしてしまうとトラブルに発展しやすい

三木明子：第1章院内暴力対策．患者トラブル解決マニュアル(日経ヘルスケア編);日経BP社,2009より引用
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悪質クレーマーに狙われる職員

 正義感が強すぎる→1人で対応しようとして、クレーマーと
の衝突が生じやすい

 相手のパーソナルスペースに不用意に侵入する→相手との
距離が近すぎ、さらなる緊張を生み出す

 悪質なクレームと一般のクレームとの違いを把握できない
→悪質なクレームを受ける可能性が高くなる

⇔トレーニングを受けていない、技術を会得していない職員
まずは接遇研修 そして次は・・・

三木明子：第1章院内暴力対策．患者トラブル解決マニュアル(日経ヘルスケア編);日経BP社,2009より引用

医療メディエーションの適用外・
うまく機能しないケース

医療メディエーションは不適 医療メディエーションがうまく
機能しないケース

・不当な要求や悪質ク
レーム
・暴力に訴える患者の主
張
・当事者が精神的な問
題を抱えている

・医療機関側が情報開
示をしない場合
・医療機関トップの医療
メディエーターに対する理
解が不足している場合

（日経ヘルスケア編：患者トラブル解決マニュアル、日経 社、 ）
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病院職員が受けた家族からの
悪質クレームの被害状況

家族 職員 被害状況
代、夫 代女性

医師
下肢の痛みもなく普通に歩いていた患者を目
撃し退院を促したところ、夫が昼間に病棟に
来て「生命保険の診断書を書け」「殺すぞ、
痛いと言っているのにどこも悪くないとはなんだ」
とナイフをふりかざして脅す。

２ 代、夫 代男性
医師

治療経過不良の癌患者の夫が飲酒し、時間
外の 時 分すぎに面会に来た。「お前が
診たから治らない」などの暴言を吐き、主治医
の説明を聞こうとしない。机をたたき、胸倉をつ
かむこともあった。 時間後、他の病院に転院
することになり患者は退院となる。

三木明子：調査研究からみた医療現場での暴力 労働の科学 ；

家族 職員 被害状況
３ 代、

息子
代女性

看護師
代男性

医師

「母親の具合が悪いので診てほしい」と息子から電
話があり、時間外なので詳しい検査ができないこと
を看護師が伝えると「診ないと殺すぞ」と電話を切
り、病院へ来院。診察時も「きちんと診なければ殺
すぞ」と医師を脅す。

４ 代、
息子

代女性
看護師長

代の母親が急変で死亡。「病院が殺した」と言
う息子に面談室で対応。「当事者を出せ。出さな
ければ何度でも病院へ来てやる。」「探し出して家
へおしかけてやる」「手をまわすことはいくらでもでき
る」「殴ったり蹴ったりするだけで人間は死なない」
「お前を見ているとイライラする」などの暴言と脅し。
ヵ月ほど気分が不安定になる。

三木明子：調査研究からみた医療現場での暴力 労働の科学 ；

病院職員が受けた家族からの
悪質クレームの被害状況
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暴力の影響
職員のメンタルヘルスの低下

職員の仕事の満足度の低下

患者へのミス・事故の増加

傷害発生、病気欠勤、離職

報道、訴訟

院内
暴力

暴力の影響は多大！
暴力の発生防止が何より重要！

実施 未実施 わからない

暴力対応マニュアルの作成

暴力に関するポスターの掲示

暴力対応のための職員研修の実施

警察 の雇用

暴力発生現場に急行する担当者、
担当部署の設置

暴力発生後の対応をする担当者、
担当部署の設置
小野郁美 三木明子，吉田麻美：医療安全研修会での院内暴力対策に関する実態調査，第 回
日本産業衛生学会， ， ．

暴力に対する組織的対応
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実施 未実施 わからない

暴力事例発生時の警察への通報
体制
身体的暴力発生後の医療機関受
診・カルテ作成
暴力発生事例の記録

暴力発生後の事例検討会

被害者への心理的ケアする体制

弁護士に相談する体制
小野郁美 三木明子，吉田麻美：医療安全研修会での院内暴力対策に関する実態調査，第 回
日本産業衛生学会， ， ．

暴力に対する組織的対応

包括的な暴力防止対策のポイント

組織の安全文化・風土づくり
警備体制の強化
トップの暴力防止に向けた明確な方針の
提示
対応マニュアル・ガイドラインの改訂
職員の研修・訓練の実施
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1.組織の安全文化・風土づくり

組織的対応が十分に機能しない場合
の理由

 暴力を容認する組織風土があること 日常的に暴力に慣れている

 暴力事例の報告システムの欠如 報告しようにも報告書式がない、
担当者なし

 報告による非難や報復の恐れ 病院はどうせ守ってくれない

 管理者の側の関心のなさ 暴力発生は本人の資質の問題では？

 対応部門の不明確で手順やマニュアルが不十分
 職員研修が行われていない 対応が分からない

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック（相澤好治監修），メジカルビュー
社， より一部改編し抜粋
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暴力発生後の組織としての支援

被害者への対応 加害者への対応

 暴力の影響の把握

 事実の確認

 相談の場を持つ

 十分な療養、刺激やストレス
要因からの保護

 カウンセリング

 警察への被害届の提出

 事実の確認

 暴力が病状に起因する場合
の治療とケア

 言葉による説明や書面によ
る警告

 治療やケアの中断の判断

 告訴などの法的対応

「
暴
力
は
許
さ
な
い
」

対
応
方
針
の
明
示

「
あ
な
た
を
守
り
ま
す
」

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック p127 図1を一部改変

暴力被害を受けたスタッフを守る
～二次被害を防ぐ～

 「なぜすぐに相談しなかったのか」「なぜ患者を怒らせたの」→原因追
究

 「あなたの対応は適切でなかった」「あなたにも問題がある」→個人の
責任に問題をすり替え

 「こういうことに気をつけておけば防げたね」→取った対応を遠まわしに
批判

 「誰もが経験していることだから」「だんだん上手くかかわれるようにな
るから」→根拠のない慰め

 「一緒に飲んで忘れよう」→逃避的行動
 「気晴らしをしたほうがいいわね」→問題解決の先延ばし
（日経ヘルスケア編：患者トラブル解決マニュアル、2009.一部改変）
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17 被害者対応のポイント

＜第 段階＞ 暴力被害直後

暴力の影響の把握、安全の確保と休息、事実の確認

医療機関への受診、労働者災害補償給付／公務災害申請

就業上の配慮、警察への被害届の提出

＜第 段階＞ 数日～数週間

心身の不調の把握（面接）、医療機関への受診

＜第 段階＞ 数週間～数か月

ミス、業務量の低下、職場内の人間関係などの変化の把握
（日経ヘルスケア編：患者トラブル解決マニュアル、 ）

警備体制の強化
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防犯カメラ

 暴力抑止効果、証拠能力が高い。

【防犯カメラ 作動中】

【当院では、防犯カメラを設置しております。その記録は、病院の
管理上使用するものであり、外部に公表することを目的として
いません。ただし、裁判所や警察署などから協力依頼があった
場合には、記録したものを提供することがあります。】

などと、院内に掲示しておくとさらに抑止効果を高めることがで
きる。

三木明子・友田尋子：事例で読み解く 看護職が体験する患者からの暴力 日本看
護協会出版会， より

事例 対応内容

事案 救急車で入院、暴言を吐き、自己退院を繰り返していた生保
受給者の右翼団体関係者に入院・通院を辞退させた。

事案 入院患者の内縁の夫が妻に会わせろと大声で叫び、断る看
護師を手拳で殴打した。地元警察署への被害届の提出。

事案
退院患者が病院の対応が悪いとクレームをつけ、退去の求め
に応じず 時間以上居座り、 番して警察官に臨場しても
らった。その後、患者自ら「誓約書」を書き、以後平穏に通院
中。

三木明子：病院における警察 雇用の実態．看護管理 ： より抜粋

警察 の対応事例
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三木明子：病院における警察 雇用の実態．看護管理 ： より抜粋

警察 の対応事例

事例 対応内容

事案
元暴力団員の患者が単独自損事故を起こし、骨折の疑いで
入院したが、診断書の要求、深夜徘徊、無断外出を繰り返
し、強制退院となった。

事案 看護師への患者の暴力行為に対し、今後同様の行為に及ん
だ場合の誓約書を書かせ、強制退院させると警告。

事案
外来診療科で診察中の医師が、患者から「診察が気に入ら
ない」との単純な動機で顔面を殴られる事件が発生し、所轄
署に被害届を提出。

トップの暴力防止に向けた
明確な方針の提示
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病院案内・診療案内・入院案内・
入院誓約書・ホームページ

 当院では、以下の迷惑行為やこれらに準じる行為を認めた場合には、
診療不可能と判断し強制的に退院、退去させることができます。

 他の患者や病院職員に暴力をふるった場合、あるいは威嚇した場
合

 暴言や脅しにより、他の患者に迷惑を及ぼした場合、あるいは病
院職員の業務を妨げた場合

 病院の機器、備品、設備を破損した場合

 院内に危険物を持ち込み使用した場合

 治療や面会などの目的がなく建物・敷地内に立ち入り、注意して
も退去しない場合

ポスター

法的措置をとった場合の対応法や件数を
公表
平成○年は、院内で暴力行為○件、セクハラ行為△件
が発生し、×件は警察に 番通報しました。患者・家
族の皆様と職員の安全確保のために、このような犯罪に
対して迅速に対応いたします
職員が暴力行為やセクハラ行為により身の危険を感じた
場合には、防犯ブザーを鳴らします

三木明子・友田尋子：事例で読み解く 看護職が体験する患者からの暴力 日本看護協会出
版会， より
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暴力防止啓発ポスター
1

警察 と共同監修
種類

科学研究費補助金「病院におけ
る患者・家族の暴力に対する医
療安全力を高める体制の醸成
基盤研究 ： 」の

助成を受けて作成

無料でダウンロード可

暴力防止啓発ポスター
2 3
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暴力防止啓発ポスター
4 5

暴力防止啓発ポスター
6

暴力防止啓発ポスターを
形式で紹介

医療安全推進者ネットワーク
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暴力防止啓発ポスター
7 8

暴力防止啓発ポスター
9 10
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対応マニュアル・
ガイドラインの改訂

 冷静さを保ち、落ち着いて対応
→相手は弱いと思えばつけこんでくる
突然、怒鳴っても、怒っているとは限らない（ターゲットを
物色）
対応を急かされても慌てる必要はない

 挑発や揺さぶりに動じず、毅然と対応
→不当な要求にはできないと伝える
会話は最小限に

発生時の対応の心構え
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33

立証措置に配慮する
法的対抗措置がとれるよう「相手は誰か」「何を言ってきたのか」
「相手の住所、氏名、所属団体、勤務先、連絡電話番号、名
刺、乗ってきた車の番号」を記録。可能であれば会話の録音。

組織で対応する
対応窓口は一元化

迅速、誠実に対応し安易に妥協しない

悪質クレーム対応法

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック

34

要求の目的をはっきりさせる
金銭それとも特別扱いか

脅されても過剰反応しない
大声で恫喝されても動揺しない。相手より多い人数で対応し、記録者・
対応責任者と役割を決めておく。

署名・押印・謝罪文には応じない
個人情報は漏洩しない
所属部署の電話番号を教えない。代表番号のみ

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック

悪質クレーム対応法
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35

即答や約束はしない
相手は医療者側の方針が固まらない間や警察に相談しない前に回答を
得ようと執拗に即答を求める。

いわれなきクレームは拒否する
クレームの事実がないと判明した場合は、クレーム交渉を拒否
する。

違法行為には法的措置をとる
・何度も誠実に説明しても納得せず、長時間業務が中断する場合→①相
手に業務の妨害になることを伝える

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック

悪質クレーム対応法

36

違法行為には法的措置をとる
②「業務妨害」もしくは「不退去罪」で法的措置をとるこ
とを警告
③従わない時は警察官の出動要請を行う。

・暴行や傷害、器物破損が発生した場合→直ちに警察官
の出動要請を行う。

ストップ！病医院の暴言・暴力対策ハンドブック

悪質クレーム対応法
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 注意「他の人に迷惑になるので静かにして下さい」→「ご
協力ありがとうございました」

 再度注意「静かにしない場合は警備員を呼びます」
 退去命令「施設の管理権限に基づき、退去を命じます」
 警察を呼ぶことを伝える「退去しない場合は警察を呼びま
す」

 警察に通報

退去命令手順

悪質クレーマーへの対応例

悪質クレーマー 病院職員
 院長だせ！

 どうにかしろ！

 どうしてできないんだ！

 どうしてこうなったのかわかっている
んだろうな！

 責任とれ！誠意を見せろ！

 私が対応いたします

 できません

 当院の方針です

 わかりません

 具体的にどういうことですか
？
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悪質クレーマーへの対応例

悪質クレーマー 病院職員
 録音するな！

 県に言うぞ！訴えるぞ！

 マスコミに言うぞ！

 録音を止めるなら話し合い
は終了となりますが、よろし
いですか？

 指導があれば対応します

 問い合わせがあれば対応し
ます

おわりに

悪質クレームへの組織的対
応で大切なことは何ですか？

完
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41 ストップ 病医院の暴言・暴力対策ハン
ドブック 医療機関における安全で安
心な医療環境づくりのために

相沢好治 監修 和田耕治 編集
出版社名 メジカルビュー社
発行年月 年 月

患者トラブル解決マニュアル
日経ヘルスケア 編

：
発行元 ： 日経 社 発行日 ：

看護職が体験する
患者からの暴力
三木明子・友田尋子
日本看護協会出版会 年

医療機関における暴力
対策ハンドブック
和田耕治・三木明子・吉
川徹
中外医学社 年

医療安全
ひとコマイラストでわかる！ 医療安全
学習にそのまま使える
ガマンしない、させない！ 院内暴力
対策「これだけは」

日本医療マネジメント学会 監修
前 日本看護協会 会長 東京医療
保健大学 教授 坂本 すが 編
筑波大学医学医療系 准教授 三木
明子 編著
メディカ出版 年
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