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医療機器の特性

医薬品の特性：人体の生理学的機構が変化しない限り、
適切な用量用法ならば効果の発現・危惧される副作用の発
生も統計的（モノとしての有効性・安全性の評価が可能）。

モノではなく技術を提供する道具。

継続的な改良・改善が不可欠、多様な技術要素の
集合体、部分的修正の積み重ねによって成長・進
化していく。

使用者の知識やスキルが治療・診断の結果に影響
を与えうる。

使用者の教育や訓練・機器のメンテナンスが必要

ヒューマンファクタの介在が決定的に重要

リスクが画一的ではない （分析的・総合的な評価）
参考引用：日本医療機器産業連合会，医機連ニュース，2011.10.75.p.25-27



医療機器の関連法規・規約

医療法
医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置

医薬品医療機器法
品質、有効性および安全性の確保、研究開発の促進

・医療機器への名称変更
・リスクによる分類

（クラスⅠ～Ⅳ、一般・管理・高度管理医療機器）
・特定保守管理医療機器

製造物責任法（PL法）

日本産業規格（JIS）

国際標準化機構（ISO）

国際電気標準会議（IEC）

等



当院の医療機器管理運用マニュアル

1. 保守点検・安全使用に関する体制

2. 安全使用のための研修

（新規・代替・デモ機、定期研修、研修対象職員等）

3. 保守点検に関する計画策定および保守点検

（計画策定、点検間隔、基本情報・保守点検記録等）

4. 安全使用のための情報収集・改善のための方策

（添付文書の管理、情報収集に関する報告・協力依頼）

5. 基本情報の登録・削除

（新規導入する際の情報把握、基本情報の登録・削除）

6. 安全対策

7. 事故発生時の対応



医療機器管理ソフト

２００７年導入

管理システム EiCUMSS-BI 

院外サーバ・専用端末不要

（福岡県・宮城県でバックアップ）

管理ソフト ASPシステム

納入業者が「医療機器マスター登録書」に価格、製造番号、配置部

署等を記入し提出、システム登録。納品時にオレンジ色の管理バー

コードを貼付。保守点検の入力、廃棄も管理される。

用度係とME機器センターにて登録。システム上で
情報の一元化が可能。

リコール等発生時の迅速な検索・対応、修理点検
履歴の管理も可能。



安全性情報の収集に関する協力について

調達担当部署から供給業者への通知
不具合情報や安全性情報等を
一元的に収集するための協力依頼
添付文書の改訂や自主回収・改修
の対応の報告も同様に義務付
この協力依頼については、納品時、
６月・12月に供給業者へ配布し、
社内周知を依頼

直接現場とのやり取りは
把握できません！
メーカーやディーラが現場
スタッフと直接対応して終了
は許しません。



情報の一元化を行う方法を考える

医療機器管理部門が管理している医療機器は、
購入から廃棄まで管理、全台把握することは容易。

診療科・病棟等の部署のものについては、医療機
器管理部門では把握しにくい、もしくは困難。

自主回収・改修等の不具合情報や安全性情報等
が通知された場合、病院保有の有無を確認、対象
部署への連絡等の迅速な対応が必要。

医療機器管理の第一歩のためには、情報の一元
化を行う方法が必要。
当院の医療機器 1528機種，6863台

ME機器センター 143機種，1366台

ME機器センター分に関しては、40品目の定期点検計画書
を作成し、実施・報告等を行っている。



データ登録はいつまでに行うか

購入当日なら、本体、添付文書、購入日・購入金
額・製造番号・配置先等のデータが全て目の前。

現物を確認しながらデータ登録が可能。

管理番号・資産番号のシール貼付も可能。

未登録で使用されているものを登録する場合、病
院全体を捜索し、情報と本体の紐づけ作業に大変
な時間と確認作業等の労力が必要。

本体を発見しても、はっきりと判断できない場合は、
誤った登録の危険性。

情報の信頼性は「情報源の信頼性」×「情報の信
ぴょう性」で総合的に評価。配置前までにデータ登
録を行うことが重要。



情報の流れが解決のポイント

でも、納品時は忙しい、データ登録で更なる負担...。

事前に必要なデータ収集さえできれば、当日の
データ登録の負担軽減（忙しい時に正確性が求め
られる仕事のピークをずらすことができる）、

⇒納品日以降しか、データ登録ができないわけではない。

納品日まで全てが不明ということはない。

購入案件に関する情報は、購入前から把握可能。

対象の契約締結にて情報・納入業者も確定。

調達担当部署は、“カネ・モノ・情報”（購入依頼情
報・購入から廃棄までの各種手続き・物品・支払
等）の流れに関与しており、把握できている。

事前のデータ登録は可能であると判断。



“ヌケ・モレ・オチ”なく実施できる体制

体制構築の基礎には、医療機器に購入から廃棄
までに生じる手続き・支払・物流等を担当している
調達担当部署の協力は必要不可欠。

各種データ登録のためには、調達担当部署の業
務の流れを強制しない（流れに合った・面倒くさくな
い）システム構築が必要。

データは新鮮なうちに取り扱わなければならない。

登録の優先順位は、購入済みの登録よりも新規
購入のもの。

データ登録の徹底・継続が医療機器安全管理体
制の方向性を示すための情報となっていく。



医療機器を導入する際の情報把握
納入業者は物品購入契約締結後、1週間以内に提出書類にある“物品購入契約書・入札
内訳書・見積書・カタログおよび添付文書”を必要事項記入の上、用度第2係に提出する。

これらの情報を基に医療機器安全管理システムにて照会、設置部門での使用実績や同一機
種がなく、医療機器安全管理副責任者が新規導入機器であると判断した場合には、導入時
研修の必要の有無とともに医療機器安全管理責任者等にメールにて報告する。

医療機器安全管理システムのマスター登録を行い、管理番号の作成・登録、バーコードの作
製を行う。また、 “医療機器マスター登録書”に導入時研修の有無を記載する。

納品時に医療機器を“医療機器マスター登録書”にて確認する。管理バーコードを発
行し、貼付させる。⇒納入業者は設置部門に納品後、納品完了となる。

導入時研修の実施は使用開始までとし“研修会実施記録・受講対象者名簿・研修会出
席者名簿・資料”をME機器センターに提出する。これらの情報については、医療機器安
全管理専門委員会にて研修の実施状況の中で報告する。

納入業者は納品の2週間前までに“医療機器マスター登録書および添付文書”を必要事項
記入の上、用度第2係に提出する。



購入契約締結後の情報提供について

・30万円以上の医療機器
・特定保守管理医療機器

には、提出義務あり



医療機器マスター登録書 登録項目

納品日

品名

規格

製造番号

製造業者名

納入業者名

定価（税抜）

購入価格（税込）

担当者

定期点検の有無

一般名称

数量

単位

単価

耐用年数

クラス分類

依頼部門

管理部門

設置部門

添付文書

資産番号

管理番号

バーコードの
種類（大小）

導入時研修の
必要性の有無

病院側で
準備・登録



保守点検（修理・点検）時の流れ

① 修理点検依頼。

② 供給業者が事務に修理点検見積もりを提出。

③ 事務が発注。

④ 修理・点検の実施。

⑤ 各部署の責任者は作業内容を確認し、修理点検報告書に
サイン。

⑥ 供給業者から事務に請求書と修理点検報告書を提出。

⑦ 事務は医療機器安全管理システムに修理点検報告書の内
容を入力し、時系列に報告書を保管。

⑧ 事務が支払い。

修理点検履歴の管理が可能となり、更新などの判断
材料になる。



医療機器 廃棄時の流れ

① 配置部署は廃棄伝票を作成。

② 廃棄伝票に本体から剥がした備品番号およびオレンジ色
の管理バーコードシールを貼付。

③ 事務に廃棄伝票を提出。

④ 医療機器安全管理システムから削除。

⑤ 本体を廃棄

購入から廃棄までが一元的に管理されることになる。

オレンジ色の管理バーコードが重要となる。



緊急連絡先の書式・貼付位置の統一

医療機器に貼付している“緊急連絡先”のシールは、メー
カーによって書式が様々である。

貼付位置も統一されていない（探す必要あり）。

困っているときに管理部署であるME機器センターの連絡
先がその場でわからない、見つけられない。

直接メーカーへの問い合わせとなる場合もあり、ME機器セ
ンターに連絡がこない（情報把握できていない）。

ME機器センターで“緊急連絡先”シールを作製し
書式を統一、貼付位置も統一（本体右側面）。
連絡窓口が統一され、情報の一元化と
迅速な対応が可能。
医療機器の貼付スペースのレイアウト
がコントロール可能。



同じ形状のものを識別する

ベッドサイドモニタの圧力ラインケーブルは同じ形・色。
本体側のコネクタに識別シールがあるのみ。
複数本使用するICU等では、ケーブル同士が絡み合い、先端
が分かりにくいため、確認に時間がかかる。

⇒数値や波形が正しく表示されない場合には、対応が一苦労

先端にコネクタと同じ色のラベリングと表記を行い、識別を
行いやすくし、ケーブルをスパイラルチューブで束ねる。



目的のものを抜く目印

医療ガスホースは、
医療機器の名称と
医療ガスの種類を
同じ色でラベリング

電源コードは、
医療機器の名称と
接続先のコンセントを
同じ色でラベリング



左右を明記する

NO療法装置：
アイノフローDS

ボンベ等の同じものが左右対称にあると
コミュニケーションを行う場合にリスクとなる。

↓

ひ
だ
り
ボ
ン
ベ

↑

み
ぎ
ボ
ン
ベ

左右を“”ひらがな“で
表示して、迷わない
ように、伝わるように。

左と右はわかる！
どっち側が左で
どっちが右？？

みぎボンベ

みぎ減圧弁



酸素ボンベで把握したいのは時間

・何を知りたいのか⇒残量でなく、時間を把握したい。
・この表の使用方法も含めた、酸素ボンベ使用方法の研修を実施。
⇒使用可能時間の確認方法を統一

安全率８０％の値が【分】で表示



酸素ボンベのインシデント

日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事
業報告書より“酸素ボンベ 開栓忘れ 酸素切れ”
にて事例検索、内容を確認。

期間：2016年～2020年（5年間）

事例：114件

開栓忘れ：53件

酸素ボンベ残量確認不足による酸素切れ：40件

流量設定ミス：10件

医療ガスアウトレット・酸素ボンベの切り替えミス：7件

元栓を急に開けたことによる火災：1件

その他：3件

トレーニングや注意喚起の限界かもしれません



酸素ボンベ 残量アラームの活用

正しい操作・確認手順を身につける。

酸素ボンベ使用可能時間早見表では、開栓忘れや
酸素切れは防止できない。

酸素チューブの医療ガスアウトレットとボンベの切り
替えミスもある。

各社から発売されている酸素ボンベ残量アラーム
装置も活用する（機種統一必要）。

残量アラーム装置の取り扱いを酸素ボンベ操作手
順に組み込む必要。

残量アラーム装置の電池交換や確認、点検も必要



酸素ボンベの開栓忘れ注意表示



【アラーム対処方法】
患者さんに声をかけてあげる
アラーム消音ボタンは押さない（アラームはそのまま）
患者さんに「今から自分の病棟に帰って、見てもらって
ください。」と伝える
アラーム対処は基本的に病棟のスタッフがおこなう

アラームが鳴っている患者さんに
遭遇したらどうすればいいの？

廊下等でアラームが鳴って困っている患者さんには…

ME機器センター
内線：6123

新規・中途採用者、
医学部の講義でも
周知している。



BCPの概念

診
療
業
務
度

時間

有事通常

100%
復旧

目標

目標

許容限界

許容限界

BCP実践後の復旧曲線

現状予測復旧曲線

医療ニーズ

目標と現状の復旧時間の乖離
許容限界以上のレベルで
診療業務を継続させる

許容される期間
内に診療業務度

を復旧させる

発生



“危機を乗り越える力” モデル
参考引用：世界に通じる危機対応 -林 春男 編-

被

害

災害発生

復旧時間

脆弱性

病
院
機
能

100％

時 間

災害発生から
病院機能回復
までに一定の
時間が必要。
発生から機能
回復までの間
に機能喪失の
三角形が成立。
三角形は、病
院が災害に対
して持つ脆弱
性と定義。

脆弱性の三角形の面積をできる限り極小化する努力が必要！



災害対策マニュアルとBCPの違い

災害対策・防火マニュアルは、地震や津波、風水
害、感染症、火災等の災害種別毎に発生後の対
応方法を考える。

⇒この災害が発生したらこうするは、災害対策マニュアル

BCPは、業務を中断・停止させるような様々な事
象（何でもよいが前提）から生じる影響毎に、そうさ
せない事、許容期間内に早期回復できる方針・体
制・手順を示した対応方法（計画を立てる）を考え
る。想定外を作らないようにBCM（Business 
Continuity Management）で見直していく。

⇒どんなことが起きても中断・停止させず（継続）に許容される

時間内に早期復旧（元通り）させるは、BCP



BCP策定・改訂していくメリット

緊急時の対応能力が鍛えられる。

病院長等の幹部が、有事の際、数多くの重要な判断
や決断に迫られる酷な状況に置かれても、心に多少
の余裕をもって判断を行うことができる。

策定によって平時に大きなメリット（信頼度が上がり、
契約・協定締結が行われる等）を得ることができる。

日々の業務の一環として取り組むことで、病院全体、
各部署の実態把握や再確認ができる。

平時の業務改善にも活かせ、当院を取り巻く環境変
化への対応能力が向上し、業務の効率化も可能。

BCPの基本方針は、病院の基本方針の延長線上に
位置するもので、策定の目的となる。



リスクの選定・検討課題を分析

対応すべきリスクを選定、検討課題を上げる。

検討課題について災害対策マニュアルの記述や供給
契約の有無等を分析。

地震や津波、台風等の一次的脅威だけではない。

火災や停電、医療ガス停止、水道等のライフラインの
供給停止の二次的脅威。

物流・交通網の寸断、患者からの訴訟、人材流出、労
基法違反（緊急動員での長時間労働）等の三次的脅威
についても分析する必要がある。

一次的
脅威

二次的
脅威

三次的
脅威



BCPの視点から医療機器管理を見る

災害対策室は2013年設置、病院長直轄（室長：病院長）

業務として関係部署とともに災害対策・防火マニュアル等
整備、BCP整備・BCM運用、これらの訓練計画・実施、シス
テムや物品の整備・調整等。

大分県遠隔画像伝送連絡協議会を設立し、全消防本部の
救急車内からの映像伝送、１２誘導心電図伝送、救急車・
ドクターカー、ドクターヘリの位置情報の管理。

災害等でもいつもと同じように医療機器が動くよう
にするには、病院設備や物流網等も重要であり、
日頃から広い視野や違う視点で考える管理を行う
必要がある。 “転ばぬ先の杖” でなくてはならない。

違う視点で見えないものが見えてくると医療安全
を考える“きっかけ”にも繋がる。



病院の各設備について

災害時でも供給できる体制の構築は重要事項とし位置
付けられている。

医療機器は電気・医療ガス・水等の供給を得なければ
機能を発揮することはできない。

平時から電子カルテや画像・検査システム等の電源等
の供給が必要なものも把握しておく。

各供給方法、供給量なども把握しておかなければ医療
機器の管理を行うことはできない。

自家用発電機の燃料など、備蓄量は3日以上

災害時、患者数や治療方法の変化、新しい医療機器
の登場で使用量が変わることも考慮して対策を行う。



酸素の推定使用量は？

1日の推定使用量（L）＝
病院の酸素の配管端末器の合計数×平均使用量（L/分）

×60分×24時間

使用量が少ない時期：7月末からお盆まで⇒ 2,000㎥
使用量が多い時期：1月～2月⇒4,000㎥

6月末の1週間の酸素使用量：2,900㎥（2,900,000L）
6月の1日平均使用量： 400㎥（400,000L）

当院の貯蔵タンクの液体酸素の量：7,000㎥（7,000,000L）
6月の1日推定使用量：7,000,000÷400,000＝17.5日

少ない時期の1日推定使用量： 7,000,000÷285,720＝24.5日
多い時時の1日推定使用量： 7,000,000÷572,000＝12.3日

備蓄量は設計時の推定使用量と配送頻度に基づき算出
使用量が多い時期の実際の供給間隔は把握しておく



医療機器側での対策

医療機器の名称が入った
ガスの名称のタグ

NHF装置等の導入
により、酸素使用量
が上がっていること
を把握

圧縮空気の供給を
必要としないタービ
ン内蔵の人工呼吸
器の採用



シャットオフバルブ操作時アクションカード

医療ガスの配管工事などで病棟の
ガス供給を遮断する場合に使用
災害時の対応や医療ガス使用状況
の把握も可能であるため、必要な医
療ガスの準備に役立つ



非常電源（赤・緑）コンセントへの接続ルールの徹底

生命維持管理装置等の医療機器以外で無停電電源等
のコンセントへの接続・供給を受けなければならない医
療機器や重要なシステム（医事会計システムや電子カ
ルテの関連機器等も）の洗い出し・消費電力の把握が必
要。

空調や冷蔵庫、電話交換機、エレベータなど病院設備
の洗い出し・消費電力の把握が必要。

コンセントの使い分けができていない、把握できていない
場合は、停電や供給可能時間が算出できないため医療
機器の停電の危険性

冷暖房設備が使えない場合の対応方法（次の手・代替案）

自家用発電設備を知る



給油のタイミングと発注から納品までの日数を把握す
る。（通常は、どれぐらいの時間で補充されるか）

ピーク時（夏期）の電力使用量、燃料納品前に災害が
発生した場合での自家用発電設備からの供給可能時
間を算出しておく。⇒備蓄量、時間的猶予が決定

算出された供給可能時間内に燃料補給が可能な優先
協定を供給会社と結ぶ必要がある。（例：発災後、病院
から連絡がなくても、○日以内で補給する）

燃料の備蓄量の算出



9回の停電を伴う電気設備の工事

2020年度に特別高圧受変電設備改修工事が完了

キャンパス内に電力会社より特別高圧送電線を２
系統引き込み、供給ラインの複線化（本線・予備
線）を図ることで、安定性が向上。

もし、本線で異常（供給停止）が発生した場合は、
一時的に停電となり、病院へは自家用発電設備か
ら電気の供給が開始される中、予備線に切り替わ
り、通常の供給が行われる。

この改修工事の過程で１年間に９回

程度の停電作業が必要となった。

（通常の電気設備の停電を伴う

法定点検と同様）



停電を伴う法定点検でわかった

ある病棟のセントラルモニタの画面上で、停電に
なると受信ができなくなる患者がいることに看護師
長が気付いた。

看護師に聞くと停電時は、この表示部の患者さん
は、いつも切れ、復旧すると表示される。

新築のこの病棟だけが、アンテナのブースター電
源が自家発コンセントから給電されていた。

通常では気付けない。年１回程度の法定点検で
は、切れるのが当たり前だと認識されていた。

⇒翌日、他病棟と同じように無停電コンセントへ変更

停電発生時の訓練、停電対策・アクションカードの
見直しもできる。



停電は病院のみではない

高置水槽への供給は、揚水ポンプにて行われて
おり、自家用発電回路にて電源が供給されていな
ければ受水槽に水があっても供給不能。

市ポンプ場に自家用発電設備がない場合は、電
力供給が再開しない限り、浄水設備も送水ポンプ
の動かないため断水（水道管にある分ぐらい） 。
⇒節水が必要

電力供給が再開しない地域から、在宅人工呼吸
や在宅酸素療法の患者さん等が病院に避難してく
る、多数傷病者を受け入れることで台数・電気・医
療ガス等の消費が行われることも考慮しておく。



断水は病院機能低下の原因

平時・災害時を問わず水の確保は必要

透析用水、洗浄・滅菌等の医療全般、手洗い、清掃、
洗濯、入浴、調理、空調等の入院生活全般に使用。

災害発生に伴う水道の使用制限・停止は病院機能に
深刻な影響を及ぼす。

阪神・淡路大震災後のアンケートで病院の医療機能を
低下させた原因として、「上水道の供給不能」が73.6％
と最も多かった。

使用できなかった水供給に関わる設備として、人工透
析装置、高置水槽、受水槽、給水管が挙げられている。

震度と断水の関係では、震度5弱以上で平均断水期間
が1週間越、震度6弱以上で2週間超と報告がある。



高置水槽のタンク下限値で・・・

タンク下限値は容量の半分で、上水：20t、雑用水：15t

平日使用量は、上水：300 ㎥/日、雑用水： 200 ㎥/日

時間使用量は、上水：12.5 ㎥/時、雑用水： 8.33 ㎥/
時

平日に各タンクの下限値で高置水槽への揚水ポンプ
が停止した場合の供給可能時間は、

上 水：20 ㎥（20t）÷ 12.5 ㎥/時＝1.6時間 ⇒約 1時間30分

雑用水：15 ㎥（15t）÷ 8.33 ㎥/時＝1.8時間 ⇒約 1時間45分

節水・トイレ個室の不可等の使用制限を行う。

何用の水を何日分備蓄すべきか、理解し備えなけれ
ばならない。



医療機器・医療材料が足りない

物流や交通網の寸断も想定する。

地域内で医療機器や医療材料等が不足する状態
となる。

供給・技術者の派遣には数日から1週間を要す。

転院を受け入れる場合は、医療機器や医療材料
等も持ってきてもらう。

機種やメーカーが違っても臨床工学技士がコー
ディネートし、安全な運用を提案できる。

透析患者さんとダイアライザも一緒に来てもらう。

医療材料の発注から供給までの時間、使用量を
把握し、1週間の供給が断たれて大丈夫な量を定
数としておく。



都市ガス

都市ガスは大分ガス（株）より供給されている。供
給施設は沿岸部に立地しているため、ＢＣＰの観
点から地震・津波への耐震・浸水対策等が行われ
ていることを確認。

附属病院は供給施設から耐震性の高い中圧Ｂ導
管にてガスガバナ室まで敷設されている。

中圧Ｂ導管は過去の大震災（熊本地震）において
も大きな損傷がなかったことが証明

ボイラおよびその後の配管が破損すると材料部等
へ滅菌用蒸気が供給できなくなる。

水と電気が供給されていても滅菌ができなくなる
ため、検討すべき重要事項。



病院の機能維持業務とは

継続し続けなければならない（止められない）業務

急変対応を含め、絶対行わなければならない業務で
夜間の勤務、宿直業務のように必要最低限のスタッ
フ数で行われるもの優先順位が高い。

維持・継続できない場合は、
患者生命の危機を招く。
建物被害がなくとも病院機能不全に陥る。
一度陥ると連鎖的に患者生命の危機、各部署・各業務に
波及する。
想定外のトラブル・アクシデントの発生により、早急な対処
が困難となり、復旧に相当の時間を要す。



時 間 1.機能維持業務の内容
：必要人数

2.各時間帯で業務に
必要な合計人数

3.

6：00 ○○：2
○○：1

3

7：00 ○○、○○：3 3

8：00 ○○、○○：6
○○：1

7

・ ○○：3
○○：2

5

・

・

5:00 ○○、○○：3 3

各部署で行ってほしいこと①

1. ２４時間のタイムスケジュール表に様々な病院
機能維持業務および業務遂行に必要な人数を
書き出す。（エクセルシートを配布予定）

多職種連携で
お願いします！



全領域をカバーできる部署はない

災害対策・医療安全に限らず、必要となる全ての
領域をカバーできる部署や人材は存在しない。

様々な部署がお互いに補い合うことが大切。

複数の部署や組織が力を合わせるためには協力
と連携の2つの形態があり、この協調関係が重要。

協力：部署間でお互いに共通の目標が成立してい
る状態。（目標レベルの協調関係）

連携：部署間で目標達成手段を調整し、協応した
活動を行うこと。（行動レベルの協調関係）

協力関係なしに、連携は生まれない。

参考引用：世界に通じる危機対応 -林 春男 編-



みなさんはシーダー（種をまく人）

医療安全の１つの分野として医療機器・医療材料
があるが、特定の部署や担当者のみが一生懸命
でも、全体的に医療安全を推進していくことはでき
ない。

病院の様々な部署とともに地域、行政、電力会社、
各種メーカー等のことも視野に入れて日ごろから
考えるべきである。

災害時や緊急時でも、いつもと同じように医療安
全を保つことができるのかという視点も重要。

“ルールを破らざるを得ない”は許容できない。

リーダーとして医療安全の土壌改善を継続しなが
らも、シーダーとしての人材育成もあります。

だって、１人ではできません。


