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千葉県がんセンター医療安全管理指針 

 

 

第１ 目 的 

この指針は、千葉県病院局医療安全管理指針に基づき、千葉県がんセンター（以下「センター」という）に

おける医療安全管理体制を確立し、安全で良質な医療の提供に資するために、医療安全の確保並びに医療事故

の防止と対応方法、さらに、事故原因の分析、具体的再発防止策等の実施について基本的方針を示すとともに、

必要な事項を定めることを目的とする。 

なお、本指針の内容は、社会情勢の変化等を踏まえ、随時、見直しを行う。 

 

 

第２ 用語の定義 

 本指針における用語の定義は次の通りとする。 

 

１ 医療事故 

  医療従事者の過誤、過失の有無を問わず、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一

切をいう。 

これらの人身事故には、合併症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合、医療従事者が業務

を遂行する過程で心身に被害を受けた場合や、医療行為とは直接関係しない医療従事者が被害者である場合

や、廊下で転倒した場合なども含む。 

 

１－２ 医療過誤 

医療事故のうち、医療従事者が医療行為を行う過程において、「当然払うべき善良なる管理者としての注意

義務に違反」（過失）して、患者の心身に何らかの被害を発生させたものをいう。 

 

 ２ 合併症 

医療行為に際して二次的に発生し、患者に影響を及ぼす事象をいう。なお、これらの事象には、予期でき

るものの他予期できないものも含む。 

 

 ３ 医療事故の影響レベル 

発生した医療事故事例が、患者にどの程度の影響を与えたかを次表のレベルに従い、患者の傷害の継続

性・程度・内容により区分したもの。 

医療事故の影響レベル（千葉県病院局作成） 

レベル 
傷害の 

継続性 

傷害の 

程度 
傷害の内容 

５ 死亡  死亡（原疾患の自然経過によるものを除く） 

４ 永続的 軽度～高度 永続的な障害や後遺症が残った（残る可能性も含
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む） 

３ｂ 一過性 高度 濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高

度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延

長、外来患者の入院、骨折など） 

３ａ 

 

一過性 中等度 簡単な処置や治療を要した（消毒、湿布、皮膚の

縫合、鎮痛剤の投与など） 

２ 一過性 軽度 処置や治療は行わなかった（患者観察の強化、バ

イタルサインの軽度変化、安全確認のための検査

などの必要性は生じた） 

１ なし  患者への実害はなかった 

０ ―  エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られた

が、患者には実施されなかった 

その他    

 

４ ヒヤリ・ハット事例 

患者への実害はなかった又は影響が軽度である事例を収集し、医療事故の防止に資するために報告を要す

るもので、「医療事故の影響レベル」の 0～３ａに該当するものをいう。 

 

５ 医療安全管理者 

病院長の指名により選任され、リスクマネジャーを指導し、連携・共同の上、特定の部門にとどまらず、

病院全般にわたる医療安全対策の立案・実行・評価を含め、医療安全管理のための組織横断的な活動を行う

者をいう。 

 

６ リスクマネジャー（安全管理担当者） 

   病院長の指名により選任され、各部門の医療安全推進に係る実務を担当し、医療事故の原因、防止方法に

関する検討提言や医療安全管理委員会等との連絡調整を行う者をいう。 

 

７ 医薬品安全管理責任者 

   病院長の指名により選任され、医薬品に係る安全管理のための体制を確保するための業務を行う責任者を

いう。 

 

８ 医療機器安全管理責任者 

   病院長の指名により選任され、医療機器・器具に係る安全管理のための体制を確保するための業務を行う

責任者をいう。 

 

 

第３ 医療安全管理に関する基本的考え方 

医療の提供に当たっては、安全性を確保しつつ医療の質を高め、患者の信頼を得ることが重要である。 
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医療の安全を確保するためには、医療事故の防止をはじめ、院内感染の防止、医薬品の安全管理、医療機器・

器具の保守点検・安全使用等、さまざまな措置が必要となる。そのためセンターにおいては、本指針を活用し、

医療安全管理委員会の設置、安全管理者の配置、医療安全管理室の設置等、医療安全管理のための体制整備を

図るものとする。 

また、センター職員及びセンターにおいて業務に従事するすべての者は、常に医療事故の防止と安全で良質

な医療の提供に努めなければならない。 

 

 

第４ 医療安全管理委員会の設置 

病院において、医療安全の確保のための取組みを効果的に推進するためには、病院の各部門の医療安全体制

を整備するとともに、これらを一元的に統括する必要がある。 

このため、病院長は、センター全体の医療安全に関する方針を決定する組織として、医療安全管理委員会を

設置する。 

 

１ 委員 

  医療安全管理委員会（以下「委員会」という）は、次に掲げる内部委員並びに外部委員で構成し、委員は

病院長が指名する。 

（1）内部委員は、病院長、副病院長、医療局長、看護局長、事務局長、研究所長、診療部長、薬剤部長、

医療安全管理室長、副医療安全管理室長、医療安全管理室職員、臨床検査科長、臨床病理科長、画像放射

線科長、医事経営課職員、医療安全管理者、リスクマネジメント部会長、並びに、とする。 

(2) 外部委員は、医療安全に関する院外の有識者に委嘱する。 

 

２ 委員長及び副委員長 

(1) 委員会に委員長を置き、委員長は病院長が指名する。なお、委員長は原則として、副病院長又は医療

局長の職にあり、かつ、医療安全管理室長の任にある者をもって充て、委員会の独立した機能と権限を

確保するため、病院長は委員長を兼任しないこととする。 

(2) 副委員長は、委員会の委員のうちから、委員長が指名する。 

(3) 委員長は、委員会を招集し、統括する。 

(4) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

３ 所掌事務 

委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 医療事故に対する再発防止策を立案し、実施を指示すること。なお、医療事故の分析及び再発防止策案

の作成については、必要に応じて、院内事故調査委員会、リスクマネジメント部会、原因分析部会、合併

症による死亡症例カンファレンス、医療安全管理室、外部の専門家、並びに、その他の委員会が適当と認

めたものに対し、指示又は依頼できる。当該指示及び依頼に係る取り決めは別途、委員会で定めることと

する。 

(2) 委員会で立案した改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。 
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(3) 重大な医療事故（影響レベル４・５に該当する医療事故、以下同じ。）が発生した場合は、速やかに対

応策を検討するとともに、発生の原因を分析し、具体的な再発防止策の立案及び職員への周知徹底を図る

こと。また、発生時には重大な医療事故ではなかったが、後に重大な医療事故へ移行した事例についても、

同様に扱うこと。 

(4) 医療事故防止のために、必要に応じて、病院長に対して治療の中止勧告を出すこと。 

(5) 医療事故の防止に関する次の事項を講じること 

ア 医療事故防止対策の検討及び研究に関すること 

イ 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること 

ウ 医療事故防止のために行う職員に対する指示・周知に関すること 

エ 医療事故防止のための啓発、教育に関すること 

オ その他、医療事故防止等に必要な事項 

  

４ 管理及び運営に関する事項 

(1) 委員会の開催は、月１回とする。ただし、重大な医療事故が発生した場合には、臨時の委員会を開催す

る。また、職員は理由を示し、委員会の開催を委員長に要請することができる。 

(2) 委員会は、委員以外の院内あるいは院外の有識者の意見を聞くことができる。 

(3) 委員会の事務局は、医療安全管理室に置く。 

(4) 委員会に、リスクマネジメント部会を設置する。 

(5) 委員会に、原因分析部会を設置する。 

 

 

第４‐２ リスクマネジメント部会の設置 

病院長は、病院の各部門レベルで医療事故防止及び安全対策を推進し、常に病院施設内の縦横の連携を緊密

に確保することなど、医療事故防止対策を実効あるものとするため、部門の職員間、各部門間並びに医療安全

管理委員会との連絡調整機関として医療安全管理委員会の下にリスクマネジメント部会を設置する。 

 

１ リスクマネジメント部会の構成等 

リスクマネジメント部会の構成等は、次のとおりとする。 

(1) リスクマネジメント部会は、医療安全管理室長、医療安全管理者及びリスクマネジャー等をもって構成

する。 

リスクマネジャーは、部門ごとに医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、事務職員等

から病院長が指名する。なお、リスクマネジャーは原則として当該部門の責任者をもって充てることとす

る。 

医療安全管理者は、病院全体の医療事故防止及び安全対策を推進するために、リスクマネジャーを統括

し、各部門間の相互連絡を図る。 

(2) リスクマネジメント部会に部会長を置き、医療安全管理者をもって充てる。部会長は部会を招集し、統

括する。 

(4) 部会の所掌事務は、次のとおりとする。 
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ア ヒヤリ･ハット事例の原因分析、医療事故報告書の内容の検討及び再発防止策の検討等に関すること 

イ 医療事故防止に関し必要な事項についての医療安全管理委員会への提言に関すること 

ウ ヒヤリ･ハット事例集の作成に関すること 

エ 医療事故防止のための啓発、広報等に関すること 

オ 部会の検討結果についての医療安全管理委員会への報告に関すること 

カ 医療安全管理委員会の検討結果についての周知徹底に関すること 

キ その他、医療事故の防止に関すること 

(5) 部会は、毎月１回、定期的に開催する。ただし、必要に応じ臨時部会を開催できる。 

 

２ リスクマネジャーの職務 

リスクマネジャーは、ヒヤリ・ハット事例の詳細な把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、

次の職務を行う。 

(1) 職員に対するヒヤリ・ハット事例報告書の積極的な提出の励行に関すること。 

(2) ヒヤリ・ハット事例報告書の内容の点検・分析及び医療安全管理室への報告に関すること。 

(3) 医療事故報告書の内容の検討及び医療安全管理室への報告に関すること。 

(4) 各部門における医療事故防止方策等の検討に関すること。 

(5) 医療安全管理委員会において決定した医療事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹

底に関すること。 

(6) 医療安全管理委員会で決定した事故防止対策の実施状況及びその効果等の点検に関すること。 

(7) その他医療事故防止に関する必要事項に関すること。 

 

 

第４‐３ 原因分析部会の設置 

医療事故の原因を分析し、再発防止策を立案するため、医療安全管理委員会の下に原因分析部会を設置する。 

  千葉県がんセンターで発生した医療事故について、原因を分析し、再発防止策を立案するため、医療事故原因 

分析部会を設置する。本部会は医療安全管理委員会の下部会議とする。 

１ 構成員  

部会の委員は下記の者１０名程度で構成する。 

（1） 医療安全管理委員会の委員 若干名 

（2） リスクマネジメント部会の委員 若干名 

（3） 医療安全管理者 １名 

（4） 医療安全管理委員会が推薦する者 若干名 

（5） 医療事故事例の関係者 若干名 

 

２ 所掌事項 

（1） 医療事故事例の分析による医療事故原因の同定 

（2） 前記に基づいた医療事故再発予防策の立案 

部会が所掌する医療事故は次の通りとする。 
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（1） 医療事故レベル３a以下の医療事故 

（2） 医療安全管理委員会から分析を指示された医療事故 

 

３ 部会の管理 

（1）部会は、所掌事項に定める医療事故原因分析の必要性が生じた場合、原則として１週間以内に会議を開

催し、分析を開始する。 

(2) 分析は根本原因分析手法（RCA）等の手法を使用して行う。 

 

４ 部会長 

  (1)部会長は、医療安全管理委員長が指名する。 

 (2)部会長は、部会で検討した医療事故原因及び再発防止策案について、医療安全管理委員会に報告する。 

 

 

 

 

第５ 医療安全管理室の設置 

病院長は、医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的にセンター内の安全管理の推進を担

う部門として、医療安全管理室（以下、「管理室」という）を設置する。 

 

１ 構成員 

管理室は、次に掲げる職員で構成する。 

(1) 室長 

なお、室長は原則として、副病院長又は医療局長の職にある者をもって充てる。 

(2) 副室長 

(3) 医療安全管理者 

なお、医療安全管理者は原則として専従とする。 

(4) 院内感染管理者 

なお、院内感染管理者は原則として専従とする。 

(5) 医薬品安全管理責任者 

(6) 医療機器安全管理責任者 

(7) 看護師 

(8) 事務職員 

(9) その他病院長が必要と認めた者 

 

２ 医療安全管理室長の職務 

(1) 医療安全管理室の総括に関すること。 

(2) 医療安全管理者の指導及び支援に関すること。 
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３ 医療安全管理室の業務 

管理室は、医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、次に掲げる業務を行う。 

(1) 医療事故報告を収集し、報告事例の影響レベルについて判定を行うこと。 

(2) 医療事故等について、事実関係を把握し、医療安全管理委員会の指示により、原因の分析、再発防止策

の立案を行うこと。 

(3) 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、職員に対し必要な指導を

行うこと。 

 (4) 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、職員に対し必要な指導を行うこと。 

 (5) 各部門における医療安全対策の実施状況を評価し、各部門との連携により医療安全確保のための業務改

善計画を作成するとともに、それに基づく医療安全対策の実施状況を確認し、評価結果を記録すること。 

(6) 職員に対し、事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされていることの確認を

行うとともに、必要な指導を行うこと。 

(7) 病院の医療安全に係る各部門及び安全管理責任者等との連絡調整に関すること。 

(8) 医療安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他医療安全管理委員会の事務局

としての業務に関すること。 

(9) 医療安全に係る患者相談窓口を設置し、医療安全管理者は、相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、

医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。 

(10) 医療安全に係る職員相談窓口の設置、投書箱の管理に関すること。 

(11) 医療安全に係る職員研修に関すること。 

(12) 医療安全ニュースの発行等、医療安全に係る職員に対する周知活動に関すること。 

(13) その他、センターの医療安全対策の推進に関すること。 

 

４ 医療安全管理室の管理及び運営に関する事項 

(1) 院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他の医療安全管理者の活動

実績を記録すること。 

(2) 医療安全対策に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスを週１回程度開催し、医療安全管理委員会

の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。 

(3) 医療安全管理者は、医療安全管理室の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。 

 

 

第５－２ 医療安全管理者の配置 

病院長は、センター全体の医療安全管理の中核を担う者として、医療安全管理者を配置する。 

医療安全管理者は次に掲げる基準を満たす必要があり、その事務分掌は、医療安全管理室の業務に関する企

画立案、運営及び評価のほか、２に掲げる事務を担当する。 

 

１ 医療安全管理者の基準 

(1) 医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること。 

(2) 医療安全に関する研修を修了し、必要な知識を有していること。 
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(3) 病院の医療安全管理室に所属していること。 

(4) 病院の医療安全管理委員会の構成員に含まれていること。 

 

２  医療安全管理者の事務 

(1) 病院の安全管理体制の構築に関すること。 

(2) 医療安全に関する職員の意識向上を図るための教育・研修の企画及び実施に関すること。 

(3) 医療事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、周知、評価に関すること。 

(4) 医療事故への対応に関すること。 

(5) 病院における安全文化の醸成に関すること。 

(6) 各部門のリスクマネジャーへの支援に関すること。 

 

 

第６ 医療事故の報告及び公表 

 

１ ヒヤリ・ハット事例の報告 

委員長は、医療事故防止の観点から、ヒヤリ・ハットに関する情報を適切に収集するため、次のヒヤリ・

ハット事例の報告体制を設ける。 

(1) ヒヤリ・ハット事例の報告を促進する体制を整備すること。 

(2) ヒヤリ・ハット事例を体験した当事者は、当該事例を病院が定める事例報告書により、翌日までにリス

クマネジャーに報告すること。 

(3) リスクマネジャーは、(2)のヒヤリ・ハット事例を事例報告書により医療安全管理者（医療安全管理室）

に報告する。 

(4) ヒヤリ・ハット事例報告書を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益処分を行っ

てはならない。 

(5) ヒヤリ・ハット事例報告書については、月を単位として翌々月までに集計等を行うものとし、同報告書

の処理が終わった日の翌日から起算し、１年間保管する。 

 

２ 医療事故の病院内における報告 

(1) 病院内における報告手順 

医療事故が発生した場合は、当事者又は発見者は直ちに口頭で上席者に報告し、当事者、発見者ま

たは報告を受けた上席者等は医療安全管理室へ報告する。その後、文書による報告を行う。 

なお、報告を受けた医療安全管理室は、影響レベルの判定を行うと共にレベル３ｂ以上の事例は、

直ちに病院長へ報告する。 

 (2) 病院内における報告方法 

文書による報告は、別に定める「インシデント・アクシデント報告書」（様式 1）により行う。 

(3) 病院内における報告書の作成 

報告書の作成は、次のとおりとする。 

ア 事故発生の原因となった当事者又は発見者等、速やかな報告に最も適した者が行うこと。なお、一事
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故について複数の報告が行われることを妨げない。 

イ 報告後に患者の状況の変化など新たな事実等が判明した場合には、アの報告者又はリスクマネジャー

が修正報告を行うこと。 

(4) 不利益な扱いの禁止 

病院長は、医療事故報告書を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益処分を行っ

てはならない。 

(5) 医療事故報告書の保管 

医療事故報告書（３ｂ以上）については、同報告書の処理が終わった日の翌日から起算し、５年間保管

する。ただし、訴訟等の紛争中の事案については、紛争終結後５年間保管する。 

 

３ 病院局への報告事項 

病院長は、次の事項について病院局へ報告する。 

(1) 医療事故の影響レベル３ｂ以上の案件が発生した場合は、病院局へ報告する。特に、レベル４・５の医

療事故発生時や警察署等外部機関に届出及び報告した場合は、速やかに電話等により報告を行い、その後、

別紙様式２により報告する。 

    また、ヒヤリ・ハット事例であっても、重大事故につながっていた恐れがあったものについては報告す

る。 

(2) 各月ごとの医療事故の件数を別紙様式４－①～③により、当月分を翌月１５日までに病院局へ報告する。 

 

４ 有害事象に関する報告制度 

病院長は、６に定める医療事故調査を終了したとき、その調査事故が次の（1）～（4）に定める「医療上

の有害事象に関する報告制度」に該当する場合は、病院局と協議の上、適時、それら制度で定められた報告

先に報告する。 

  （1）医薬品・医療機器等安全師情報報告制度（医薬品・医療機器等法第 68条の 10第 2項） 

  （2）予防接種法に基づく副反応報告制度（予防接種法第 12条第 1項） 

  （3）消費者安全調査委員会への申出（消費者安全法第 28条） 

  （4）病院機能評価認定病院における重大な医療事故の報告（病院機能評価認定に関する運用要項第 21）  

 

５ 医療事故の公表 

(1) 県立病院は、県の機関であることから、県民の十分な理解の下に運営されるべきであり、特に、医療事

故については透明性の高い対応を行う必要があることから、患者・家族からの同意が得られない場合を除

き、次のア～ウの事項を公表する。 

ア 警察署に届出した医療事故発生の事実 

イ 医療事故調査委員会を設置して調査した医療事故の調査結果 

ウ その他、医療安全管理委員会で公表すべきとした医療事故発生の事実及びその調査結果 

(2) 公表にあたっては、事故の発生状況を的確に把握の上、医療安全管理委員会の意見を踏まえるとともに、

必要に応じ匿名化を行うなど、患者及び家族の個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。 

  また、その方法等については、病院局と協議する。 
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第７ 医療事故発生時の具体的な対応 

病院長は、医療事故が発生した場合には、過失の有無等にかかわらず、患者の救命、患者・家族への誠実な

対応を第一に、医療安全管理室長、医療安全管理者、リスクマネジャー、その他医療事故に関係する職員が適

切に対応できるよう、必要な環境整備や業務上の指示を行わなければならない。 

 

１ 初動体制の確保 

(1) 医療事故が発生した場合、医師、看護師等は救急救命処置に全力で当たること。 

(2) 重大事故の発生に備え、患者のショック状態や心停止に直ちに対応できる体制を整備すること。 

 

２ 患者及び家族等への対応 

(1) 患者に対する治療及び救命措置の遂行等に支障を来たさない限り、速やかに、事故の状況、実施してい

る措置の内容及びその見通し等について、患者本人及び家族に誠意をもって説明しなければならない。 

(2) 患者及び家族に対する説明は、原則として管理的立場にある職員（担当診療科部長及び看護師長等）が

複数で対応するものとし、状況に応じ、主治医又は担当看護師等が同席して対応する。その後も、逐次状

況に応じて必要な説明を行う。 

(3) 説明の内容は原則として文書で患者及び家族に交付する。 

(4) 患者が死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族へ説明する。さらに、原因究明のための病理

解剖を推奨する。承諾が得られない時は、死亡時画像診断（Autopsy  imaging）などを活用し、死因を明

らかにするように努める。 

 

３ 事実経過の記録 

(1) 医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を診療録等へ詳細に記載す

る。 

(2) 記録に当たっては、次の事項に留意する。 

ア 初期対応が終了次第、速やかに記載すること 

イ 患者の状況等をできる限り時系列的に記載をすること 

ウ 想像や憶測に基づく記載は行わず、事実を客観的かつ正確に記載すること 

 

４ 臨時医療安全管理委員会等の開催 

重大な医療事故が発生した場合に、委員長は、直ちに医療安全管理委員会を開催し、次の事項を協議する。

委員会には必要に応じ、医療事故の関係者も出席し状況を説明する。 

  （1）『明らかな医療過誤』がある、又は『医療過誤の疑い』を否定できないかの判断。 

  （2）事故の原因分析の進め方の検討。 

（3）警察への届け出、事故調査委員会の設置の必要性、職員への周知、報道機関への公表、個人情報の保

護などに関すること。 

（4）病理解剖の必要性に関すること。 
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（5）患者・家族への対応に関すること。 

（6）その他、医療事故防止に関すること。 

 

５ 警察署への届出 

(1) 病院長は、医師法 21条に該当する場合は、所轄の警察署に届出を行う。 

    ＊死亡時は診療録に「体表上の異常なし」と記載する。 

 

第８ 医療事故の再発防止 

 

Ⅰ ヒヤリ・ハット事例の評価分析 

 

１ ヒヤリ・ハット事例の評価分析 

  リスクマネジャーは、ヒヤリ・ハット事例報告書の発生原因を把握、分析するとともに、対処方法や再発

防止策等を検討し、その結果をリスクマネジメント部会での検討課題として、医療安全管理者（医療安全管

理室）に提出する。事例の発生原因、種類及び内容等詳細な評価分析はリスクマネジメント部会で行う。 

 

２ ヒヤリ・ハット事例集の作成 

(1) リスクマネジメント部会は、ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療事故の防止を図るため当該事例集

を作成すること。 

(2) 部会は、ヒヤリ・ハット事例報告書に基づき、事例集に定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への

周知を図ること。 

 

 

Ⅱ 医療事故の再発防止 

 

１ 医療事故の原因分析及び再発防止策の立案 

(1) 医療事故の原因分析及び再発防止策の立案は、医療安全管理委員会が行うこととする。 

(2) 医療安全管理委員会は、必要に応じ、院内事故調査委員会、リスクマネジメント部会、原因分析部会、

合併症による死亡症例カンファレンス、医療安全管理室、外部の専門家、並びに、その他の委員会が適当

と認めたものに対し、医療事故の分析及び再発防止策案の作成を指示又は依頼することができる。 

(3) 医療安全管理委員会は、他で作成された再発防止策案等について検討し、再発防止策を決定する。 

 

２ 医療事故調査委員会の設置 

重大な医療事故が発生した場合であって、臨時医療安全管理委員会が、『明らかな医療過誤』がある、又

は『医療過誤の疑い』を否定できないと判断したとき、又はその事故原因を客観的に分析・究明することが、

将来の事故防止等の観点から必要と判断したときは、委員長は医療事故調査委員会（以下「調査委員会」と

いう。）を設置して調査を行うものとする。なお、調査委員会の設置目的は、医療安全の確保であり、個人

の責任を追及するものではないことに留意する必要がある。 

(1) 調査委員会の構成 
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調査委員会は、次のア～ウに定める委員を含む 3名以上の外部委員及び内部委員により構成し、その運

営については病院長が別に要領等で定める。 

ア 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者 

イ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者 

ウ 患者・家族側の観点も含めて医療サービスの提供を受ける県民の立場から意見を述べることのでき

る者 

なお、委員の半数以上は外部委員とする。 

(2) 調査内容 

ア 事故発生前後の詳細な事実経過 

イ 患者・家族への説明の経緯、及び患者・家族の病院に対する意見と具体的対応      

ウ 事故後に行った再発防止のための具体的方策と期待される効果  

    エ その他（事故調査に関する事項） 

(3)患者及び家族への説明 

調査については、事前・事後に患者及び家族への説明を行う。特に、外部委員が診療録等の個人情報に

アクセスすることから、患者・家族の同意が必要である。なお、調査結果の公表等については、第６の５

の基準により対応する。 

 

４ 合併症による死亡症例カンファレンスの設置 

合併症による死亡症例について、再発防止策を立案する目的で、医療安全管理委員会の指示により、カ

ンファレンスを実施する。なお、本カンファレンスの設置に係る必要事項については別途、定める。 

 

５ 再発防止策の実施と評価 

(1) 医療安全管理委員会は、職員に対し、再発防止策を周知し、実施を指示する。 

(2) 医療安全管理委員会は、医療事故防止のために、必要に応じて、病院長に対して治療の中止勧告を出す

ことができる。 

(3) 医療安全管理委員会は、再発防止策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行う。なお、医療安全

管理委員会は、医療安全管理室に対し、再発防止策実施状況の調査を指示することができる。 

 

 

第９ 医療安全管理のための職員研修の実施 

医療安全管理のための職員研修は、医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員

に周知徹底を図ることで、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員

としての意識向上等を図るためのものである。 

医療安全管理室は、次の定めに従い、職員研修を実施すること。 

 

１ 研修の対象者 

研修は全職員を対象に、職種横断的に行うことする。なお、週あたりの勤務時間が 19 時間を超える非正

規雇用職員も対象とする。 
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２ 開催回数 

研修は年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。 

 

３ 研修の内容 

研修の内容は、病院全体に共通する安全管理に関することとする。なお、医療事故報告書、インデント報

告書を活用する等、センターの具体的な事例等を取り上げて研修を行うこと。 

 

４ 研修の記録 

  研修を実施した際には、開催又は受講日時、出席者、研修項目について記録すること。 

 

 

第１０ 院内感染の防止 

院内感染の防止に係る必要事項は別途、定める。 

 

 

第１１ 医薬品の安全管理体制 

病院長は、医療法第 6条の 10及び同法施行規則第 1条の 11第 2項第 2号の規定により、次に掲げる医薬品

に係る安全管理のための体制を確保する。 

 

１ 医薬品の安全使用のための責任者の配置 

病院長は、医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 2号イに規定する医薬品の安全使用のための責任者（以

下「医薬品安全管理責任者」という。）を選任する。（病院長との兼務は不可） 

なお、医薬品安全管理責任者は、医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員で、医師、薬剤師、看護師

のいずれかの資格を有している者であること。 

また、医薬品安全管理責任者は病院長の指示の下に、次に掲げる業務を行うとともに医療安全管理委員会

と連携し、実施体制を確保する。 

（1） 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施に関すること。 

（2） 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成に関すること。 

（3） 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施に関すること。 

（4） 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全確保を目的とした改善のため

の方策の実施に関すること。 

 

２ 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 

医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 2号ロに規定する、職員に対する医薬品の安全使用のための研修を

実施する。 

 

３ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成 
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医療法施行規則第1条の11第2項第2号ハに規定する医薬品の安全使用のための業務に関する手順書（以

下「医薬品業務手順書」という。）を作成する。 

医薬品業務手順書の作成又は変更は、医療安全管理委員会において協議した上で行う。 

 

４ 医薬品業務手順書に基づく業務の実施 

医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 2号ハに規定する手順書に基づく業務の実施については、医薬品安

全管理責任者に対して、職員の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ、確認内

容を記録させる。 

 

 

第１２ 医療機器・器具の保守点検・安全使用に関する体制 

病院長は、医療法第 6条の 10及び同法施行規則第 1条の 11第 2項第 3号の規定に基づき、次に掲げる医療

機器・器具に係る安全管理のための体制を確保する。 

なお、当該医療機器・器具には、病院において医学管理を行っている患者の自宅その他病院以外の場所で使

用される医療機器・器具も含まれる。 

 

１ 医療機器・器具の安全使用のための責任者 

病院長は、医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 3号イに規定する医療機器・器具の安全使用のための責

任者（以下「医療機器安全管理責任者」という。）を指名する。（病院長との兼務は不可） 

なお、医療機器・器具安全管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する常勤職員で、医師、薬剤

師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有している者であること。 

医療機器・器具安全管理責任者は、病院長の指示の下に、次に掲げる業務を行うとともに、医療安全管理

委員会との連携し、その実施体制を確保する。 

(1) 職員に対する医療機器・器具の安全使用のための研修の実施に関すること。 

(2) 医療機器・器具の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施に関すること。 

(3) 医療機器・器具の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器・器具の安全使用を目的と

した改善のための方策の実施に関すること。 

 

２ 職員に対する医療機器・器具の安全使用のための研修の実施 

医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 3号ロの規定に基づき、職員に対する医療機器・器具の安全使用の

ための研修を実施する。 

 

３ 医療機器・器具の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施 

医療機器・器具安全管理責任者は医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 3号ハに定めるところにより、医

療機器・器具の特性等に鑑み、保守点検が必要と考えられる医療機器・器具については保守点検計画の策定

等を行う。 
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第１３ 患者相談窓口の設置 

センター内に患者相談窓口を設置し、患者等からの医療相談や苦情に応じられる体制を確保する。なお、医

療安全に係る相談窓口、医療相談に係る相談窓口、並びに、苦情に係る相談窓口を設置し、それぞれの窓口が

連携することにより、患者等からの相談に対応する。 

 

１ 患者相談窓口の基準 

 各患者相談窓口は、次に掲げる基準を満たすこととする。 

(1) 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示さ

れていること。 

(2) 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談情報の秘密保持、管理者への

報告等に関する規約が整備されていること。 

(3) 患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮がなされていること。 

(4) 医療相談や苦情は、病院の安全対策等の見直しに活用されていること。 

 

２ 医療安全に係る相談窓口 

(1) 医療安全管理室は、医療安全に係る相談窓口を設置する。 

(2) センター内の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、

患者に対して必要な情報提供を行うこと。 

 

３ 医療相談に係る相談窓口 

(1) 心と体総合支援センターは、医療相談に係る相談窓口を設置する。なお、当該相談窓口は「がん相談支

援センター」と表記する。 

(2) 相談業務においては、患者のプライバシーの保護を重視し、個室の相談室で対応する。 

(3) 医療内容に関する相談については、関連する診療科と連携して対応する。 

 

４ 苦情に係る相談窓口 

患者や家族等からの意見、要望及び苦情に係る相談窓口、並びに、その対応については別途、定める。 

 

 

第１４ 院内暴力への対応 

病院長は、職員が患者やその家族から暴力被害（言葉による暴力を含む。）を受けることのないよう発生防

止及び被害対策に取り組み、院内暴力を、職員の個人的な問題とすることなく、病院全体で組織的な対応を図

る。 

 

１ 保安対策の実施 

病院長は、来訪者の把握、警備担当者の配置、監視カメラの設置、夜間等の警備担当者への連絡体制の整

備、緊急時の警察への連絡体制の整備等、必要な保安対策を実施する。 

 

２ 安全管理体制の整備 
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病院長は、院内暴力に対応するための安全管理体制を整備し、院内巡回等による暴力のリスクの把握・分

析、対応策の検討・実施、結果の評価等を行うとともに、対応結果を医療安全管理委員会へ報告する。 

 

３ 院内暴力対応マニュアルの整備 

病院長は、院内暴力対応マニュアルを整備し、暴力対策について職員及び患者への周知・啓発を図る。職

員に対しては、職種横断的な研修を行うなど、病院全体で院内暴力防止に努める。 

 

 

第１５ その他医療安全の推進のために必要な事項 

  その他医療安全の推進のために必要な事項について次の通り定める。 

 

１ 医療安全マニュアルの整備 

医療安全管理室は、医療安全マニュアルを整備し、職員に対して周知徹底を図る。 

 

２ 医療安全に係る職員意見の収集 

医療安全管理室は、職員相談窓口並びに職員意見箱を設置し、医療安全に係る職員からの意見を収集・

活用する。意見の活用においては、職員情報の秘匿性に留意することとする。 

 

３ 手術等映像記録の保管 

医療事故の原因分析に使用する目的で、手術等の映像記録を保管する。なお、保管に係る必要事項につ

いては別途、定める。 

 

 

第１６ その他 

 

 １ 本指針の周知 

本指針の内容については、病院長、医療安全管理者、医療安全管理委員会を通じて全職員に周知徹底す

る。 

 

 ２ 本指針の見直し、改正 

（１）医療安全対策会議では、毎年１回以上本指針の見直しを議事として取り上げ検討  する。 

（２）本指針の改定は、医療安全対策会議の建議により病院局長が行う。 

（３）病院長は、本指針を改正したときは、速やかにその都度病院局へ報告する。 

 

 ３ 本指針の閲覧 

本指針は、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じなければならない。なお、

本指針の照会については、各病院の医療安全管理者が対応する。 
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【附則】 

  この指針は、平成２１年 ４月 １日より施行する。 

        平成２７年１０月 １日改訂 

        平成２７年１２月 １日改訂 

 
  平成２７年１０月１日、千葉県がんセンター医療安全管理要綱、及び、千葉県がんセンター「医療事故緊

急対策会議」設置要綱は廃止する。 
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千葉県がんセンター院内事故調査委員会設置要綱 

 

目的及び設置 

第 1条 

千葉県がんセンター（以下当院）において重大な医療事故が発生した場合、臨時医療安全管理委員会を開催し、

原因の究明と再発防止策の必要性について客観的な視点から協議する。医療安全管理委員会の検討結果をもとに

院長が必要と判断した場合に、院内事故調査委員会（以下委員会）を設置する。この委員会は医療事故に関わる

個人の責任を問うものではない。 

 

組織および構成 

第 2条 

1. 委員会は、病院長が委嘱する次に掲げる委員をもって組織する。 

① 外部の医療機関等の専門家 

② 外部の有識者または法律家（弁護士を含む） 

③ 院内の関連領域専門家（当該科を除く） 

④ 院内の医療安全担当医師 

⑤ 院内の医療安全管理者 

⑥ その他病院長が指名した者 

2. 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。原則として 

委員長は外部委員とする。 

3．委員長は必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。 

4. 医療安全管理室は議事録の保管、庶務をおこなうものとする。 

5. 委員の任期は病院長への答申までとする。ただし、病院長が差し戻した場合 

はこれに応じる。 

6．委員会の事務局は医事経営課が担う。 

 

役割と責務 

第 3条 

委員会は病院長の諮問により次の項目を審議し意見を述べるものとする。 

１．委員会は原因の究明に当たり、事故内容の詳細を調査し、事故の事実関係、事故前後の経過などを時系列的

に整理し客観的に記録する。 

調査内容は以下を含む。 

・診療録その他診療に関する記録の確認 

・事故に関連した部署の現場検証 

・当該医療従事者のヒアリング 

・その他の関係者からのヒアリング 

・医薬品、医療機器、設備等の確認 

・解剖または死亡画像診断(オートプシー・イメージング、以下 Ai)の所見 
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の確認。 

・血液、尿などの検体の分析・保存の必要性を考慮。 

・その他調査するに必要と委員会が認めた内容。 

２．委員会は事例における問題点を整理し、再発防止に向けての改善策を審議する。 

３．委員会は１．ならびに２を評価、検証し、可及的速やかに客観的な調査報告書を作成し、病院長に報告する。 

４． 病院長は医療事故報告書をもって病院の見解とする。 

 

開催 

第 4条 

１． 委員会の開催にあたり、病院の代表者が患者または家族・遺族へ委員会の設置と検討結果を説明することを

伝える。 

２． 委員会は、委員の 3分の 2の出席がなければ、会議を開くことはできない。 

 

医療事故調査報告書の取り扱い 

第 5条 

１．病院の代表者が患者または家族・遺族に文書で説明を行う。 

２．患者または家族・遺族の同意が得られる場合、人権を配慮しつつ完全な匿名化の上、当院のホームページに

掲載する。 

 

守秘義務 

第 6条 

守秘義務に関して以下規定する。 

１． 委員会の委員として知り得た事項に関しては、個人情報保護法に則り、正当な理由なく他に漏らしてはなら

ない。 

２．守秘義務の観点から、すべての委員から文書で誓約を得ることとする。 

３．報告書に委員の名前を載せるか否かについては、委員会の判断であり、事前に各委員に確認するものとする。 

４．病院長へ医療事故調査報告書を提出した後は、病院として各委員について責任を問わない。 

 

 

事務局体制 

第 7条 

事務局は以下を所掌する。 

１．外部委員の委嘱に関わる書類および調査関連資料の作成と発送を行う。 

２．委員会の日程調整を行う。 

３．委員会の会場予約を行う。 

４．委員会開催のための必要書類の準備、配布を行う。 

５．委員会の議事録の作成を行う。 

６．委員への謝金の準備を行う。 
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外部委員への報酬 

第 8条 

委嘱した外部委員に対して、当院の規定に則り支払うものとする。 

 

要綱の改廃 

第 9条 

本要綱の改廃は、医療安全管理委員会の了承を得て病院長がこれを行う。 

 

附 則 

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


