
医療安全と病院管理者の役割

令和元年11月13日

地域医療機能推進機構（JCHO)本部

内野直樹



医療安全 医療の質 自立経営

地域に必要な病院の

必須条件

医療安全の出来ない病院に

まともな医療は出来ない



1. 正直者が

馬鹿を見るのか？



医療訴訟は増えているようだが・・

0

200

400

600

800

1000

10 13 16 19 22 25 28

医療訴訟の件数



隠蔽すれば損をする

情報公開、説明は当然

医療機関側の防御的心理を乗り越える

→ 開示する恐怖より隠す破綻

→ 医療従事者への偏見を払拭

→ 懲罰的賠償要求を跳ね返す

→ 主張すべき点は堂々と主張



訴訟などのトラブル件数は増えない
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医療事故を公表すると
患者が減る？（相模野）
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医療事故を公表すると
職員が辞める？（相模野）
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正直者の頭に神宿る

卑しい工作は必ず破綻する

忘れた頃に出てくる不祥事

失敗→隠蔽→内部告発

→見苦しい謝罪会見

最初から正直に話せば・・



2. 実際の歩み



嘘をつきたくなる理由

医療従事者の不安
病院は

患者減 経営悪化 禿鷹メディア
当事者は

解雇 管理者と職場からの村八分



管理者が号令をかけるべきこと

1. 病院は隠さない→情報開示を積極的に

2. 患者から逃げない→丁寧な対話と説明

3. 思いやり、労りの気持ち→共感表明

4. 合併症、偶発症への対応指針作成

5. 事故調の積極的開催

6. 職員を一人にしない 絶対に守る



私の起こした医療事故

平成8年8月
子宮頚部巨大筋腫 4回目の開腹手術
強度癒着 術中出血約3000ｍｌ
術後2日目DIC併発 大学病院へ転送

一旦軽快したが血栓症で死亡



考え方のすれ違い

遺族の怒り
手術に失敗したのだろう

何故謝罪できないのか

私の主張
お悔やみは申し上げた 医療過誤ではないと思う

しかし、逃げたい気持ちが



死亡事故後の結末

病院から言われたこと
病院は とても迷惑だ

内野
説明をやり直す 弔意を明確にする

結果を認めて謝罪する

弔慰金150万円で和解



真実説明の歩み

平成10年 産婦人科部長 産婦人科で推進

事故後変人になったか
平成13年 副院長 病院に提案

管理職会議で一発却下
平成15年 病院長 病院の方針として実施

医師、看護師からの抵抗



院長だから出来た事

院長でなければ出来なかったと思う



相模野病院 職員行動規範
常に恥ずかしくない行動を

（平成16年4月1日）

1. 結論に至った判断は間違っていないか
2. 患者、指示内容、手順を再度確認したか
3. 自分の行動は正しいと言えるか

人に見られて恥ずかしくないか



真実説明 職員への宣言

1. 事故、失敗は隠蔽せず
患者が気がつく前に話す

2. 過誤があれば謝罪する
3. 病院は個人を徹底して守るが

隠蔽した場合は許さない
4. 必ず具体的対策を公表

患者の皆さんへ約束

1. 全ての事象に正確な情報公開を
します

2. 事故防止のシステムを確立し
常に改善努力を怠りません

3. 事故が発生した場合、
必ず真実を話します

4. 原因を究明し、判明した事実、
対策は速やかに公表します

平成18年10月１日 病院が変わる日



誇りを持つ職員は偉い！

誇りを持つ病院は強い

『蒲田の誇り』平成26年４月１日

1. 事故、失敗は絶対に隠蔽しない
2. 過誤があれば潔く謝罪する
3. 必ず具体的対策を策定し必ず実行する
4. 医療安全ではどこの病院にも負けない
5. 病院は正直な職員を全力で守る



他病院 管理者（院長）の反応

真実説明 謝罪 情報公開

反対する人はいない

総論は賛成だが・・



正直な医療への協力者は少ない
（平成19年 神奈川県相模原市）
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3. 職員の受け取り方は



賛成

反対

どちらとも

91％

0.3％

嘘をつかないことに賛成か
相模野 全職員 平成25年４月



はい

ほぼ

いいえ

不明

22％

現場で徹底されているだろうか

67％

5％

相模野 全職員 平成25年４月



平成19年

平成25年

患者は怒ったか？
相模野 全職員

怒った患者は50％から6％に減った

49％

28％

怒らなかった

怒った

50％

50％
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思う

思わない

わからない

方針は継続すべきか

87％

12％1％

相模野 全職員



転勤、異動して

他の病院でも出来るか

25％

36％

21％

出来る

出来ない

わからない

45％49％

4％

相模野 全職員



患者確認のルールは何処にもあるが・・

ルールに則った確認ができない場合

→医療行為、処置、検査、
事務手続きは行わない

これがいつも出来ますか？

規則は守るから規則



蒲田の合言葉

守った あなた は守られる

無視した あなた は
捨てられる



4. インシデントレポート

仲間を守るために必要



理解すれば提出は増える
倫理の旗印は大切！

相模野病院 H.19-27
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JCHO（57病院）のレポート数

0

20000

40000

60000

80000

H.28 H.29 H30

63000件から78000件へ増加



基準達成状況
（病床数×4）
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目標達成 27病院から40病院へ増加



院長の絶対に言ってはいけない言葉

「お医者様は特別ですから」

この一言が病院を駄目にする
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医師からのレポート

900件が1500件に増加



努力は報われると思う
（JCHO57病院 H.28-29年度比較）

レポートの未達成病院
→3年で30％以下に減少

医師からのレポート数
→3年で1.5倍に増加



重点報告基準
（令和元年目標）

1. 院内急変（院内コール）事例

2. 24時間以内の再手術

3. 中心静脈穿刺に関する合併症

4. 重大疾患の見落とし（後方視的検討

5. 患者道程に関わる誤り



5. 組織防衛と事故調



センター報告の現状
（平成26～28年）

1.届出件数 30件/月程度
2.届出まで 平均30日程度
3.院内結果報告 平均5か月程度
4.センター調査依頼 10％程度
5.病床規模 大規模に集中



思う

思わない

わからない

事故調査委員会 開くべきか
相模野 全職員 H.25.4

57％
40％

3％



管理者（院長）の基本原則

事故調の本質は事実確認
1. 臨床経過記録は整っているか

訂正を明らかにして修正可能
2. 原因分析は出来ているか

必ずしも明らかでなくて良い
3. 再発防止策は策定してあるか

現場で毎日実行可能な対策を



事故調に関する考え方

①法律に定められた事故調
②自主的に開催する事故調

②を積極的に開くべき
ではないかと思う



自主的事故調の実例（1）

術後再出血による開腹 相模野 H.22

経過：婦人科 子宮全摘術 術中問題なし
術後16時間経過後バイタル急変
腹腔内に1500ｍｌ出血 動脈性出血

① 動脈からの出血では16時間経過はあり得ない
② 何らかの原因で出血した偶発症
③ 院内と、院外は2か所で事故調開催

結論：医療過誤はないと判断
術後の偶発症と結論



自主的事故調の実例（2）

RA治療中ＭＭＫ見落とし相模野 H.24

経過：整形外科 ＲＡ治療中 肺CT施行
肺野のみを観察 ＭＭＫ見落とし

①院内事故調開催
②見落とし（医療過誤）の結論
③対策：読影不要とされても必ずダブルチェックを

結論：医療過誤と判断し謝罪
病院の規定改正



組織防衛のために知っておくべきこと



承諾書 申込書の書式

患者本人（家族）の意志で
治療（検査）を受ける
（申し込む）という形が
望ましい

予防接種問診票など注意



院内事故調とセンター

1例が（平成26年）

院内と全く異なる結論

原因は解剖所見の有無

嘘つきと言われないために
Ai 解剖を積極的に(60%以下）



臨床経過の確実な把握を

訴訟に至った11例のうち9例が

臨床経過記載を引用！

医療の記録 ヒヤリング 事実経過
何を考え 何を話し 何をしたか
時系列で整理しておく必要あり

加筆 訂正は可能→明確に



有害事象発覚直後の説明

1. 説明時点での事実のみ
2. 修正がある事を言っておく
3. 不明なことは不明と言う
4. 事故調の制度を説明
5. 検体保存の了承を取る



何時 何処で 誰が 何を

有害事象発生時の具体的マニュアル

1. 今までの有害事象の事象別ファイル

2. レベルに応じた連絡体制
3. 病院全体、部署でシミュレーション
4. 先方の発言に応じた対応事例



6. 医療安全と病院経営



医療の質と経営は一致する

JCHO57病院評価分析結果

経営不振20病院の医療の質を評価

全病院がプラス評価出来なかった



駄目と言われる病院の共通項

1. 院内統一規定が実施されない
2. 院長に決断力がない 夢がない
3. 病院に誇りを持つ職員が少ない
4. 補助金依存の慢性赤字体質
5. 周囲の評価と自己評価の乖離

院長が悪いと病院が駄目になる



JCHOの特徴

独立行政法人 地域医療機能推進機構
全国に57病院

特徴：200床未満の小規模がほとんど
地方都市、過疎地に多い

公的資金皆無の 完全独立採算
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平成16年 相模野

周回遅れの粗大ごみ

毎年大赤字 年間収益の15％超
患者激減 病床利用率 45％
職員離散 病院長 看護部長逃亡

内科 外科 耳鼻科 皮膚科で
常勤医師総引上げ
師長 5/7名 退職
事務課長 4/5名 退職



相模野再生のスローガン

Not say can not  
because We can!

やれば出来る！
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医業収益年間28億→45億
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～17年 赤字体質からの脱却

～20年 機能評価 ISO9001国際認定
7対1看護基準取得 DPC

～25年 全面新築工事竣工 42床増床
CCU 6床 無菌室 8床 心カテ
透析 30床

28年 収益72億円 利益6.5憶円

明確な目標と確実な達成



公的病院は自立経営が義務

相模野以外にも10病院の

経営改善を達成

再生の基本は職員の誇り



何をしたら良くなったか

大したことはしていない
情報公開と統一された規定
全員へ具体的数値目標
平等な対応（怠け者の粛清）

実現可能な将来構想＝職員に夢を

支えになるのはモラル



お金に拘らないと
経営が良くなる

医療安全、感染対策が
出来ない人間に

病院管理者が出来ない
まして安定経営など不可能



一見無関係のようですが

インシデントレポート基準未達成
（病床数の4倍以上で計算 H.30年度）

安定経営病院 24％



貧乏でも専門家がいなくても

必ず出来る医療安全

施設整備をしたい 人を増やしたい

→お金がないから出来ないけど

医療安全は
今日、今、すぐに出来る



医療安全は組織改革の秘策

院長が改革の旗を振り
統一された決まりの中で

正直に働けば病院は良くなる！

病院に誇りを持つ職員！！

職員が幸せだから 患者も幸せ



良い病院を皆で一緒に作る
という意識が定着してくる

職種、年齢にかかわらず
必要な意見が堂々と言える

→職員の意識が向上する

医療安全を頑張ると



職員の意識が向上すると

1. 新しいルールを皆が実施する

→病院のレベルが上がる

2. 皆で学ぶことが楽しくなる

→職場の雰囲気が良くなる

3. 他所より働きやすい職場になる

→職員が幸せになる



職員が幸せになると

1. 病院を大事にしてくれる

→患者さんに親切になる

2. 患者さんが喜んで一杯来てくれる

→病院の経営が良くなる

3. 医療の質がどんどん向上する

→もっと良い病院になれる



再生する

再生しない

わからない

72％

倫理で病院は再生するか

22％

6％

蒲田 H.26.4
0％

5％

95％

ＪＣＨＯ57病院 H.26.10



士魂商才 不撓不屈
医療安全 自立経営 医療の質

倫理感と経営改善

出典：財務省ウェブサイト


