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資料２ 11 事例の評価（日本外科学会からの報告より） 

 

第 1 事例 

 
１．臨床経過 

患者：70歳代後半 女性 （身長：153.4 cm、体重：55.6 kg） 
病名：膵癌 
術式：腹腔鏡下膵体尾部切除・腹腔動脈合併切除術、開腹止血術 

 （手術時間 7時間 24分、出血量 4025 mL） 
解剖：有 
 
腹腔動脈を巻き込む高度進行膵癌に対して、化学療法が選択された。順調に縮小を続け

ていた腫瘍が増大に転じたことを機に手術適応となった。その際の術前検査で両側肺動脈

多発塞栓を認め、術前日に下大静脈フィルターが挿入された。 
術当日の朝トイレで気分不快があったが、回復したため手術室入室。腹腔鏡下膵体尾部

切除・腹腔動脈合併切除術施行。腹腔鏡下で順調に進んでいたが、手術開始 4時間 30分後

頃、腹腔動脈を自動縫合器にて離断した際、大動脈側切離端から出血。腹腔鏡下で縫合止

血をしばらく試みたが、止血することは困難であったため、開腹移行とした。鉗子にて大

動脈遮断。輸血開始。縫合止血操作に難渋するも最終的に連続縫合にて止血完了。出血量  計
3400 mL。止血完了に伴い 16時 10分大動脈遮断解除したところ、血圧 31/mmHgと急激

な低下あり。心電図上 ST 部分の上昇、QRS 幅の拡大が見られ、徐脈になった。手術終了

時、総輸液量 6100 mL、輸血量 3380 mL、出血量 4025 mL、尿量 410 mL。心臓マッサー

ジ施行しながら ICU 入室するも、手術終了後 26 分時点で死亡確認。広範囲心筋梗塞が要

因と家族に説明した。 
 
２．死因に関する考察 

術中出血に関連するショックと、出血に起因した急性心筋梗塞を含む心筋虚血が死因と

考えられる。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

入院日に測定した D ダイマーが 4.6 μg/mL と高値を認め、手術前日に下大静脈フィル

ターを留置し手術が施行された。肺塞栓症は稀な疾患ではないため、入院前に手術を決定

した時点での D ダイマー測定が望ましかった。また、化学療法奏効後の再燃の病状を考慮

すると膵癌の最も有効な治療法である手術を選択したこのタイミングはやむを得ないもの

の、比較的侵襲の大きな手術では手術を延期し肺塞栓の治療を先行する選択もあった。 
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2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  化学療法の治療効果は部分的であったことから、手術適応があったと考えられる。 
（2）術式について 
 一般的にリンパ節郭清を要する膵体尾部切除術は開腹にて施行されることが多い。開腹

下での膵体尾部切除・腹腔動脈合併切除術は比較的最近普及してきたものの難度が高

く、これを腹腔鏡下に実施するのは新たな試みと言える術式である。 
（3）保険収載について 
 腹腔鏡下膵体尾部切除・腹腔動脈合併切除術の保険収載はない。 

 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

診療録にカンファレンスが行われたことを示す記載がなく、診療録上はカンファレンス

で術式を決定したと判断することができない。同センターにおける腹腔鏡下膵体尾部切

除・腹腔動脈合併切除術は 2 例目であり、難度の高さから適応決定は少なくともカンファ

レンスで検討し、記録を残す必要があった。 
 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

入院診療計画書に腹腔鏡下膵体尾部切除・腹腔動脈合併切除術とその合併症については

記載されている。しかし、一般的な手術と比較して推測される利点欠点、新たに起こりう

る合併症について十分な説明がなされたかが不明であり、これらの記録を残しておくこと

が望ましい。 
 
5）手術手技 

（1）腹腔鏡下手術手技について 
  手術映像での手技、及び、術者の経験年数と手術件数から、一般的術者かそれ以上の 

腹腔鏡下手術の技量は習得していたと推察される。 
 術中大量出血の契機を手術映像から判断するに、腹腔動脈を腹腔鏡用自動縫合器（以

下、自動縫合器と略す。）を用いて切離した手技にあった。すなわち自動縫合器による腹

腔動脈の切離位置が中枢に寄り過ぎたために（図 1）、あらかじめ腹腔動脈根部を結紮し

ていた糸が自動縫合器にて切離されてしまっている。この結紮糸を腹腔動脈中枢側に十

分に牽引した上で、さらに腹腔動脈を十分に剥離し安全かつ必要な範囲の末梢側で切離

していれば自動縫合器を用いても出血が生じなかった蓋然性が高い。また、病理結果か

ら腹腔動脈の外膜は縫合閉鎖されたものの中膜と内膜は縫合閉鎖されていなかったこと

が推察され（図 2、3）、腹腔動脈切離において自動縫合器を大動脈との分岐部に近い位置

で使用したこと、結紮した縫合糸を巻き込んでの使用であったことが、術中大量出血に

つながる原因であったと考える。 
 腹腔動脈切離端からの出血に対して約 40 分間、腹腔鏡下での止血が試みられている。

しかし、残存する腹腔動脈が短かったためか腹部大動脈に針付縫合糸を刺入しての止血を

試みているが、一般的止血手技とは判断し難く、この操作によって腹部大動脈解離という
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外観からは判断できない大動脈内腔の損傷が発症あるいは増悪し、さらに止血困難な状況

となった可能性がある。腹腔動脈切離端での繰り返しの操作では止血が叶わなかったため、

この時点で開腹移行しての止血も充分に考えられる。術者は腹腔鏡下手技にある程度は熟

練していたために、むしろ腹腔鏡下の止血に固執したきらいも指摘できる。 
 
<大動脈断面図> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（2）血管縫合の手術手技について 

 開腹移行後は鉗子による腹部大動脈遮断後、約 40分間と止血に比較的長時間を要して

いる。止血に難渋した要因は、病理結果から推察するに、術中には確認困難な腹部大動

脈の内腔を損傷していたためと考えられる。血管外科医師が勤務していない同センター

においてやむを得ない結果ではあるものの、血管縫合止血における基本的手技が実施さ

れていないことが窺われる。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験 21年目の術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数  約 200件）、助手は経験年数 7年目（腹

腔鏡下手術執刀件数 9件）の医師とレジデントの 2名（計 3名）による手術体制は通常

ありうる体制である。ただし本事例は極めて難度が高い手術でもあり、術者と同等あるい

はそれ以上の経験を有する医師が立ち会うことで腹腔鏡下の腹腔動脈切離における手技

上の問題が生じなかった可能性は否定できず、手術体制の見直しが望ましい。 
 

（2）麻酔管理について 
 開腹移行後に初回の血液ガス分析検査が行われ、ヘモグロビン値は手術 4 日前 11.8 
g/dLから 4.7 g/dLまで低下しており、その後に輸血が開始されている。これら血液ガス

分析検査施行、及び、輸血開始の判断の遅れは否めない。麻酔科医師には手術状況の把握

が困難な場合があり、チーム医療として術者と麻酔科医のより緊密な連携が必要と考える。 
 
7）術後の管理体制 

救命処置は適切に行われている。 
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内膜破綻 

 

腹腔動脈上方大動脈破綻 
大動脈外膜 

大動脈内中膜 

図 1 ステイプラーによる腹腔動脈離断 
（分岐直上で遮断した場合） 

図 3 離断後内中膜破綻 図 2 大動脈破綻（病理組織） 

腹腔動脈 

ステイプラー
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４．要約 

（1）腹腔動脈を巻き込む高度進行膵体部癌の診断の下、腹腔鏡下膵体尾部切除・腹腔動

脈合併切除術が行われた。 
（2）死因は出血性ショックによる心筋虚血であった。 
（3）腹腔動脈切離における手術手技は適切ではなかった。また、手術体制、麻酔管理体

制を含むチーム医療体制の再検討や、新たな試みの治療法を行うにあたっての施設

指針の周知徹底が必要であった。 
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第 2事例 

 
１．臨床経過 

患者：50歳代後半 男性 （※身長と体重は、遺族の意向により記載を省略） 
病名：膵癌 
術式：腹腔鏡下膵頭十二指腸切除・小開腹下門脈合併切除再建・胆管空腸吻合・膵空腸

吻合・十二指腸空腸吻合術（手術時間 8時間 15分、出血量 1020 mL） 
2回目（2時間後）：挙上空腸切除・胆管空腸再吻合術 
（手術時間 2時間 16分、出血量 2100 mL） 
3回目（初回手術 9時間後）：腹腔内出血止血術 
（手術時間 2時間 53分、出血量 7700 mL） 

解剖：無 
    
閉塞性黄疸にて発症、内視鏡的黄疸軽減処置の後、精査にて膵頭部癌と診断され手術適

応となった。腹腔鏡下に膵頭十二指腸切除を施行後、小開腹下に門脈合併切除再建・胆管

空腸吻合・膵空腸吻合・十二指腸空腸吻合術施行。空腸拳上時にうっ血が認められたが軽

快したため再建術を実施、手術終了した。術中出血量 1020 mL。 
手術約１時間後、胆管空腸吻合部ドレーンから約 700 mLの出血あり、血圧 77/41 mmHg。

貧血が進行し、肝機能の低下も認められた。再建した門脈から出血した可能性があること

を家族に説明し、緊急開腹。胆管空腸吻合・膵空腸吻合のために挙上した空腸がうっ血し

ており、胆管空腸吻合部の破綻による出血を認めたため、空腸うっ血部を切除し再吻合し

た。しかし、その後もドレーンからの出血が持続、血圧 64/29 mmHg。翌朝、止血のため

再び開腹した。再建した門脈周囲の静脈枝や剥離面からの出血が止まらず、ガーゼパッキ

ングし閉腹。全身からの出血が止まらず輸血急速注入や血液凝固剤・昇圧剤で対応するが、

初回手術の翌日死亡。 
 
２．死因に関する考察 

術後の大量出血に伴う不可逆性の播種性血管内凝固に起因した多臓器不全が死因と考え

られる。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

術前評価として CT、内視鏡的逆行性胆管膵管造影による画像診断、擦過細胞診でクラス

Ⅴと診断。術前診断内容として問題はなかった。 
 
2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  門脈浸潤を有する膵頭部癌であるが、切除再建可能な範囲内の門脈浸潤であり、根治

切除の手術適応である。 
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（2）術式について 
  一般的な開腹手術においても、膵頭十二指腸切除術は難度の高い手術である。更に難

度の高い、門脈合併切除を要する膵頭十二指腸切除術を腹腔鏡下手術の適応とするに

はより慎重である必要があった。 
（3）保険収載について 
  腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の保険収載はない。 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術・小開腹下門脈合併切除術の適応に際して、倫理委員会の

承認を経て臨床試験として開始するのが適切と判断される。同センターへの聞き取りでは、

カンファレンスは週 1 回開催されており、そこでの検討はなされていたと考えられるが検

討内容の確認ができなかった。検討した結果に関して、診療録へ記録しておくことが望ま

しい。 
 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

入院診療計画書に「腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術」と記載されているが、一般的な

膵頭十二指腸切除術の主な合併症項目と再建の解剖図の記載で、腹腔鏡下手術のことは記

載されていなかった。腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術のメリット・デメリット、治療成績、

保険収載されていない術式であること、開腹や腹腔鏡下手術の選択肢を示し、その選択結

果を含め診療録への記載が必要であった。また、難度が高い門脈合併切除を予見していた

と思われ、その必要性や出血、門脈血栓・門脈閉塞などリスクについても十分説明して同

意を得ると同時に、診療録に記録を残しておく必要があった。 
 
5）手術手技 

手術映像から、内臓脂肪の多い状況であったが、手術視野展開・剝離・止血操作、手術

全般の手技について適切であった。 
しかし、標本摘出直前のクリップで処理した血管は、下膵十二指腸動脈等の膵頭十二指

腸切除術で切除する血管ではなく、総肝動脈あるいは上腸間膜動脈であり、血管誤認して

いた可能性があった。このことは同センターの「院内医療事故調査委員会報告書」におい

ても、外部の肝胆膵外科専門委員は、「総肝動脈または上腸間膜動脈」と考えたが、いずれ

かの確定には至らなかった。手術映像と術前の CTの位置関係の詳細な検討、さらに初回手

術後の肝機能検査が AST 695 IU/L、ALT 1129 IU/Lと高値なことから、誤認した可能性の

ある血管は、総肝動脈であった可能性がより高いと考えた。 
通常は下膵十二指腸動脈の切離に際し、分岐元である上腸間膜動脈が確認されるが、誤

認した可能性のある血管の切離前後で上腸間膜動脈が確認されているとは判断できなかっ

た。膵頭部周辺組織と門脈を一塊で摘出することを企図した術式であるが故に、門脈合併

切除しない場合に比べ、摘出終了までの視野が多少なりとも制限されていた可能性がある。

術中に大量の出血や他臓器の損傷が生じたわけではなく、開腹に移行すべき明確な根拠は

ない。しかし上腸間膜動脈の確認が十分でなく、結果として血管を誤認していた可能性が
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あることから、安全な手術操作を行うに当たり通常の開腹への移行を考慮する必要があっ

た。 
挙上空腸の 20㎝のうっ血について、小腸全体のうっ血ではないため、門脈再建に伴う狭

窄や血栓形成である可能性は低い。挙上空腸の静脈還流の悪化により、うっ血壊死へとつ

ながり、出血に至ったと推察される。手術映像から、胆管空腸吻合を試みている空腸は血

流不全を示唆する色調であった。初回手術における挙上空腸の血流の確認が不足していた

可能性が高いと判断した。再建術における挙上空腸の動脈・静脈の血流の確認は、膵頭十

二指腸切除術における大切な確認事項である。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験が 21年目の経験豊富な術者A1（腹腔鏡下手術執刀件数  約 200件）、経験 5年目(腹
腔鏡下手術執刀 9件数)、16年目(腹腔鏡下手術執刀 11件数)、10年目（腹腔鏡下手術執

刀件数 0件）、初期研修医の計 5名体制の外科チームで手術が行われていた。手術メンバ

ーとしては概ね適切であった。 
 

（2）麻酔管理について 
  麻酔管理に関して問題は認めなかった。 
 
7）術後の管理体制 

初回手術が終わってから再手術まで約 2時間、ICUで血液検査が 1回だけであり、病状

悪化に対する全身状態の把握が十分とは言えない。しかし、術後出血が疑われてからの止

血や輸血等の処置、再手術の判断・実行は速やかに行われていた。 
 

４．要約 

（1）膵頭部癌の診断の下、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、小開腹下門脈合併切除再建・

胆管空腸吻合・膵空腸吻合・十二指腸空腸吻合術が行われた。 
（2）死因は、術後出血による不可逆性の播種性血管内凝固から生じた多臓器不全と考え

られた。 
（3）初回手術に何らかの原因があり、手術当日の術後出血につながった。血管誤認によ

り総肝動脈あるいは上腸間膜動脈の切離が行われた可能性があるが、術後出血との

関係が明確でなかった。一方、腹腔鏡下に胆管空腸吻合を試みているが、空腸は血

流不全を示唆する色調を呈していた。  
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第 3事例 

 
１．臨床経過 

患者：80歳代前半 男性 （身長：159 cm、体重：64.2 kg） 
病名：胆管癌 
術式：腹腔鏡下胆嚢摘出・肝外胆管切除・胆管空腸吻合術 

 （手術時間 6時間 13分、出血量 300 mL） 
解剖：有 

 
片腎で糖尿病を有する患者。胆管癌の診断の下、腹腔鏡下に胆嚢摘出、胆嚢及び肝外胆

管切除、胆管空腸吻合が行なわれ、術中出血量は 300 mL であった。術後はほぼ順調に経

過し、術後 3日にドレーン抜去した。退院予定であった術後 14日の朝、トイレで発汗、鮮

血混じりの大量の下血があり、一時血圧が測定できなかった。ベッドに戻り下肢挙上によ

り、血圧は回復したため様子を見ていたが、その 2 時間後、再度血圧低下、ショック状態

となった。救命処置を行なうも蘇生できず、死亡した。 
 

２．死因に関する考察 

術後 14日の上部消化管大量出血による出血性ショックと考えられる。 
病理解剖の結果、十二指腸に形成された潰瘍が穿孔し肝門に癒着していた所見を認め、

潰瘍底にある動脈穿破による出血が推定された。十二指腸への愛護的とは言えない手術操

作などが、十二指腸潰瘍の誘因であった可能性は否定できない。 
 

３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

 術前検査では、血糖値が 308 mg/dLと高く、ヘモグロビン A1c も 7.9 ％と血糖コント

ロ－ル不良であった。退院後に栄養指導の予定であったが、縫合不全や感染症などの合併

症予防のため、術前の早い時期の血糖管理が望ましかった。 

 腹部超音波検査、超音波内視鏡、胆管病変部の生検で、胆嚢管合流部近傍の中部胆管の

高分化腺癌と診断されており、術前診断は血糖管理を除き適切である。 

 
2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術を予定したが、高齢、糖尿病、片腎であることを考慮し、

腹腔鏡下胆嚢摘出・肝外胆管切除・胆管空腸吻合術に予定を変更したのは適切であっ

た。 
（2）術式について 
  腹腔鏡下胆嚢摘出・肝外胆管切除・胆管空腸吻合術、リンパ節郭清 D1+αであり、適切

であった。 
（3）保険収載について 
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  腹腔鏡下胆管切除術の保険収載はない。 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

 かかりつけ医にて胆嚢内腫瘍が疑われ、消化器内科を受診。肝胆膵カンファレンスで精

密検査が必要とされ消化器内科で入院、諸検査で胆管癌の診断となった。その後の手術適

応については、院内や外科内での術前カンファレンスの記載がなく、予定していた腹腔鏡

下膵頭十二指腸切除術から実施された縮小手術への変更を検討した経過記録などがなく、

院内意思決定プロセスの妥当性は判断できない。また、倫理委員会の審査を経ないままこ

の手術が実施されたことには問題がある。 

 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

入院治療計画書に、「手術（肝外胆管切除、胆管空腸吻合術）は腹腔鏡を使って創を小さ

くします」と記載があり、患者本人の署名もある。腹腔鏡によって行うことに関する詳細

な説明記録はないが、遺族への聞き取りによると、「開腹術と比較しての選択ではなかった

が、絵を描いて分かりやすく説明してくれた。『以前の腎摘術のような大きな傷口とならず、

入院期間が短く、早く家に戻れる』ことを望み、腹腔鏡での手術を望んだ」とのことであ

り、患者及び家族は腹腔鏡下手術について十分理解した上で手術に同意していた。 
 
5）手術手技 

全体的に、助手の適正な補助が見受けられず、術者 1 人で手術を行っている。術者の手

術手技は、やや愛護的でない面も散見される。胆管剥離は片手での盲目的操作であり、後

方にある門脈の損傷が危惧される手技である。肝十二指腸間膜内のリンパ節郭清は、出血

の中、視野不良で進めている。 
その後も両手の鉗子を使用しての視野展開が不十分なまま肝動脈郭清が行なわれ、さらに

胃十二指腸動脈からの動脈性出血と予想される部位の止血に高性能電気メス（リガシュア V）
を用い止血しているが、この操作は一般的には安全とは言えない。また胆嚢動脈は、リガ

シュア Vのみで処理され、クリッピングや結紮は行われていない点も不安が残る。 
挙上空腸の損傷が著しく全層損傷で穿孔もあったが、手術記録には「挙上空腸がきわめ

て脆弱で漿膜損傷が認められたため 4‐0マクソンの縫合にて修復」としか記載されておら

ず、記載不十分である。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
  経験が 22年目の術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数 約 235件）と経験 7年目の医師（腹

腔鏡下手術執刀件数 6件以上）、初期研修医の助手 2名で手術が行われたことは通常の手

術であれば妥当であると思われるが、助手の内視鏡手術の技量不足から適確な手術補助

が得られていない。手術手技は概ね妥当と判断されることから、結果的に本事例の手術

体制自体がその後の経過に大きく影響したとは考え難いが、このような体制で難しい手

術に臨むことは安全管理上問題である。 
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（2）麻酔管理について 
 麻酔管理に関して問題は認めなかった。 

 
7）術後の管理体制 

 ドレーン抜去のタイミングなど術後管理に関しては、記録が少ないため適切であったか

否かの判断は難しいが、聞き取りなどから術後経過は概ね良好であり、問題点は指摘でき

ない。 

 しかし、術後 14 日の退院予定日の朝、車椅子トイレに大量の鮮血混じりの下血があり、

血圧測定不能であったことから、即座に「動脈破綻による腸管内への大量出血」などが起

こったと予想するのが一般的である。直ちに輸血を行い全身状態の回復を図るとともに、

緊急腹部血管造影検査や内視鏡検査を行い、積極的に出血点を探索同定する選択肢があり、

これによって止血できる可能性もあった。ただし、より詳細な観察・対応・処置が行われ

たとしても、救命し得たかは不明である。 

 
４．要約 

（1）  胆管癌の診断の下、腹腔鏡下胆嚢摘出・肝外胆管切除・胆管空腸吻合術が行なわれ

た。 
（2）死因は術後 14日の上部消化管大量出血による出血性ショックと考えられた。 
（3）手術操作による十二指腸或いは動脈自体の損傷、脆弱組織の癒着、十二指腸潰瘍の併

発、その潰瘍底への動脈の穿破から出血性ショックに至った可能性があった。術後 14
日の急変は、仮に早急な対応・処置が行われたとしても、救命し得たかは不明である。 
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第 4事例 

 
１．臨床経過 

患者：80歳代後半 男性 （身長：164.7 cm、体重：48.8 kg） 
病名：胆管癌 
術式：腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、小開腹下止血・胆管空腸吻合・膵空腸吻合・十二

指腸空腸吻合術（手術時間 7時間、出血量 2405 mL） 
   2回目（術後 10日）：膵外瘻造設術（手術時間 2時間 5分、出血量 2220 mL） 
   3回目（術後 14日）：腹腔内出血止血術（手術時間 1時間 14分、出血量記載なし） 
   4回目（術後 21日）：腹腔内出血止血術（手術時間 39分、出血量記載なし） 
   5回目（術後 120日）：開放創閉鎖術（手術時間 30分、出血量 90 mL） 
   6回目（術後 225日）：瘻孔閉鎖創縫合術（手術時間 21分、出血量記載なし） 

 解剖：無 
 
閉塞性黄疸で近医から紹介された中部から下部に及ぶ胆管癌患者に対し、腹腔鏡下膵頭

十二指腸切除術施行。手術の終盤、膵頭部・上腸間膜静脈の剥離中に肝表面や上腸間膜静

脈より出血し、開腹に移行した。出血量 2405 mL、輸血 1120 mL。術後 7日、造影 CTで

腹腔内膿瘍を認め、ドレーン 2本挿入。術後 10日に正中創から新鮮出血。塞栓術を試みる

が塞栓できず緊急手術に移行。開腹すると膵空腸吻合は 3/4周が外れ、左肝動脈からの出血

を確認したため縫合止血、膵外瘻を造設した。術後 13日深夜、初回手術挿入ドレーン（右

胆管空腸部）から大量に出血し、開腹すると総肝動脈から出血。血管の外膜は脆く、縫合

糸を内膜まで通し止血。腹部から再度出血し圧迫止血するが、再出血したため、4回目手術

施行。肝動脈から出血あり、縫合止血、正中創は開創のままとした。4回目術後、再出血の

危険性は低下も、37～38 ℃の発熱・全身感染症を繰り返し、褥瘡も徐々に悪化。5回目手

術で開放創閉鎖。6回目瘻孔閉鎖術施行した。その後も発熱を繰り返し褥瘡も更に悪化。初

回手術後 254日に死亡。 
 
２．死因に関する考察 

術後合併症に伴う度重なる手術による体力・免疫能の低下を来していた。褥瘡や腸炎な

ど何らかの感染症が死因と推測された。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

 中下部胆管癌の癌進行度の評価の検査内容としては適切であった。しかし、胆管癌の進

行度の評価や治療方針の記載は不十分であった。 

 
2）手術適応・術式 

（1）術前検査・診断 
  中下部胆管癌であり胆管癌の進行度から手術適応として問題はなかった。ただし、高
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齢者に対する手術適応について十分な検討が必要であったが、検討した内容について

記載がなかった。 
（2）術式について 
  中下部胆管癌に対する根治手術である膵頭十二指腸切除術の適応としては標準的であ

り問題はなかった。腹腔鏡下手術という安全性が確立されていない新しい術式を、比

較的周術期リスクが高い高齢者に適応とするのは難しい判断であった。 
（3）保険収載について 
  腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の保険収載はない。 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

この術式の初回採用に際し、倫理委員会の承認を得て臨床試験として採用するのが適切

であった。同センターの実績では前年度までに 9 例の経験があったが、高齢者に対する適

応についてはカンファレンスで検討する必要がある。カンファレンスは行われているが、

診療録に記載がなく、検討内容の確認ができなかった。検討した結果について、診療録や

カンファレンスノートに記録しておくことが望ましい。 
 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

入院診療計画書には一般的な膵頭十二指腸切除術の記載のみであった。しかし、一般的

な開腹手術と比較したメリット・デメリットや同センターが腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

を導入して比較的早期であるとの情報提供も必要であった。また、高齢者が手術を受ける

のに際し、一般的な手術のリスクの上に入院の長期化や QOLの低下を招く等のリスクもあ

る。これらも十分説明し、同意を得ること、またその記録が必要であった。 
 
5）手術手技 

手術映像から、腹腔鏡下で手術開始後、上腸間膜静脈からの出血コントロールが難しく、

開腹へ移行して手術を完遂しており、腹腔鏡下での手技上の問題はなかった。手術時間 7
時間は同術式の開腹手術と同じ程度の時間であった。出血量 2405 mLは多い印象はあるが、

極端に多い出血量とは言えない。しかし、開腹移行の判断がもう少し早ければ、出血量が

抑えられた可能性は否めない。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験が 17年目の経験豊富な術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数 約 78件）、経験 31年目

の開腹手術の十分な経験者である A6医師（腹腔鏡下手術執刀件数 0件）と、経験 5年

目の医師（腹腔鏡下手術執刀件数 5 件以上）の三人体制で手術が行われており、問題は

なかった。 
 

（2）麻酔管理について 
  麻酔管理に関して、問題は認めなかった。 
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7）術後の管理体制 

術後 7日の腹腔内膿瘍に対する処置、術後 10日に生じた腹腔内出血に対する動脈塞栓術

や再手術等、術後急性期の処置・再手術への移行は適切に行われていた。約 9 か月にわた

る術後経過について、時間の経過とともに全身状態の評価・診療録への記載が不十分とな

っていった。死が回避できないと判断された場合、以後の治療を行わない選択もあり得る。

家族に十分説明を行い、家族の意思決定を尊重し、医療チームは情報共有しておくことが

望ましい。 
 

４．要約 

（1）中下部胆管癌の診断の下、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、小開腹下止血・胆管空腸

吻合・膵空腸吻合・十二指腸空腸吻合術が行われた。 
（2）膵空腸吻合部の術後縫合不全に伴う肝動脈壁破綻をはじめとした、術後合併症に伴

う度重なる手術の上、体力・免疫能の低下から難治性の褥瘡や感染症を繰り返した

ことも影響し死に至った。 
（3）手術手技や急性期の術後管理には問題はなかった。術後 6か月ごろから必要な検査

や診療録記載が十分ではなく、臨床経過と死亡との関係や死因についての記載も明

らかでなかった。 
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第 5事例 

 
１．臨床経過 

患者：50歳代後半 男性 （身長：158 cm、体重：45.8 kg） 
病名：胃癌 
術式：腹腔鏡下幽門側胃切除・ルーY再建後、腹腔鏡下胃全摘術、小開腹下食道空腸吻合

術（手術時間 6時間 20分、出血量 300 mL） 
   2回目（術後 1日）：急性汎発性腹膜炎手術、肝損傷部止血・食道空腸再吻合術 

 （手術時間 4時間 30分、出血量  4815 mL） 
 解剖：有 

 
人間ドック受診を契機に診断された胃癌について手術適応と判断された。術前に行った

上部消化管内視鏡検査で、胃角後壁に潰瘍があり境界が不明瞭であったため、口側にマー

キングクリップし、口側と肛門側、病変中央から細胞を採取した。その組織検査結果で、

口側に癌細胞が検出された。主治医は、この結果を手術前に確認したが、術後の食事摂取

の影響を考えて幽門側胃切除から全摘出への予定術式変更はしなかった。 
手術は、腹腔鏡下で進め、胃を切離し摘出標本を肉眼的に確認したが、腫瘍の範囲が不

明瞭で、口側断端を迅速病理組織診提出し、その結果を待たずにルーY 再建施行。迅速病理

組織診の結果、口側断端に癌を認め、改めて腹腔鏡下で胃全摘術、小開腹にて再建をやり

直した。再気腹し止血確認。手術時総出血量 300 mL。 
 術後、食道空腸吻合ドレーンから血性の強い排液を認めたが、徐々に減少した。尿量減

少あり、輸液追加し様子観察。血圧は 80～100/30～40 mmHg、脈拍 90～110 /分、体温 35.9
～39.5 ℃で経過。翌朝左横隔膜下ドレーン脇より腸液様の排液あり、再手術となった。 
 全身麻酔開始後、硬膜外カテーテルよりアナペイン投与。開腹すると、上腹部に胆汁、

脾門部に凝血塊、食道空腸吻合部より腸液の漏出を認め、食道空腸吻合部の縫合不全と診

断した。開腹直後、腹腔内洗浄中に血圧低下し、手術操作中断。低血圧持続、昇圧剤投与

に反応悪く心停止。横隔膜越しに心臓マッサージ実施した際、肝損傷をきたし大量出血。

開胸心マッサージ後、心拍再開。肝止血術、食道空腸吻合術を再施行。手術時総輸液量 11320 
mL（輸血を含む）、出血量 4815 mL、尿量 388 mL。 
 ICU 入室したが、瞳孔散大。以降、輸血、昇圧剤投与で循環動態を保っていた。意識は

回復しないまま、術後 140日に血圧測定不能となり死亡。 
 
２．死因に関する考察 

 初回手術後の縫合不全、後出血、汎発性腹膜炎、及び、循環不全の状態での再手術にお

ける術中心停止、大量出血等による虚血性脳障害、DIC、多臓器不全等が遷延し、死亡に至

ったと考えられる。 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

 内視鏡検査や CT等から、リンパ節転移のない早期胃癌と診断されたことは適切であった。 
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2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  リンパ節転移のない早期癌であり、手術の適応があった。 
（2）術式について 
  術前にマーキングクリップの口側に癌細胞が検出された。この場合、再検査を行い癌

細胞が検出されない範囲を確認した上で、できるだけ口側で胃を切除することが一般

的治療である。だが、再検査は行なわれず、聞き取りでは「口側クリップから 2cm 以

上口側で胃切除したことで断端陰性が得られると想定した」と述べている。このこと

が、術中迅速病理診断で断端陽性となり、胃全摘出術への術式変更を余儀なくされた

原因であった。術式の決定においては慎重さが足りなかったと考える。 
（3）保険収載について 
  腹腔鏡下胃切除術は保険収載となっている（2002年改定） 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

 診療録にカンファレンスが行われた記載はなく、診療録上ではカンファレンスで術式を

決定したのか判断ができない。術前カンファレンスで、主治医だけでなくチームで病理検

査の最終結果を確認すれば、初めから胃全摘出術が選択されていた可能性もあり、医療チ

ームの連携不足は否めない。 

 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

 胃の全摘出の可能性も含めた手術説明の実施を診療録から確認できた。家族からの聞き

取りでは切除範囲や合併症についてわかりやすく説明され、「開腹術は昔の方法」と認識し、

どちらかを選択することはなかったと述べていた。腹腔鏡下胃切除術は一般的な術式であ

ったが、使用された説明書は、患者、家族が十分納得し治療に望めるような理解を促す説

明書ではなく、入院診療計画書のみであった。開腹下、腹腔鏡下それぞれの利点、欠点や

合併症について具体的な数値等を示した説明書を診療科として準備することが必要であっ

た。 

 
5）手術手技 

（1）初回手術について   
  手技については、不十分な視野展開の中で、盲目的な手術操作が目立ち、腹腔鏡下手

術を安全に実施できる水準に至っていなかったと考える。術者の経験年数は 10 年目で、

腹腔鏡下幽門側胃切除の経験は約 16件程度あったが、腹腔鏡下胃全摘術は今回が 2例目

であった。開腹での胃全摘術の経験は十分あったが、映像からは術者の選定にあたって

適切な配慮が足りなかったと言える。 
  また、腫瘍の範囲が不明瞭で口側断端を迅速病理組織検査に提出したが、その結果を

待たずに再建手術をすすめてしまい、結果的に断端に癌があって、再度やり直したとい

う手術手順は不適切である。 
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  さらに、術中の術式変更は主治医が判断しているが、上司に相談し、開腹への移行等

を考慮することが望ましかった。 
 また、開腹下で再建をしていることから、再建手技の映像がないことはやむを得ない

が、技術認定医試験にも義務付けられている「再建後の状態の鏡視下での観察」が必要

であった。 
 

（2）再手術の手技について 
緊急開腹手術のため、手術映像はなく手技については確認できなかった。 
術中に心停止をきたしたような状況では、生命予後に直結する処置を優先し、縫合不

全部の直接縫合閉鎖を選択するなど、再吻合術の優先度は低くなると考えられる。ただ

し、実際には縫合閉鎖はせずに、空腸を切除し食道空腸吻合をやりなおしており、その

理由について診療録に記載はなかった。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
経験が 10年目の術者 A3（腹腔鏡下手術執刀件数 18件以上）と、経験 7年目（腹腔

鏡下手術執刀件数 6件以上）、経験 4年目（腹腔鏡下手術執刀件数 0件）、経験 2年目（腹

腔鏡下手術執刀件数 0 件）の医師であった。助手の鉗子操作やカメラ操作が不慣れであ

り、執刀医や助手の選択や診療体制から何らかの予防ができた可能性も否定できない。

2014年現在、内視鏡技術認定医は上部消化管では 1名となったが、今後さらに技術認定

医の介在を含めて施設全体で手術体制を考える必要がある。 
 

（2）麻酔管理について 
 初回手術の麻酔管理では、麻酔記録上、問題となる点は見受けられない。 再手術の麻

酔管理では、いくつか問題が挙げられる。 
術後翌朝の血液検査結果から出血の疑いがあり、循環血液量の低下が考えられた。術

後から再手術までの総輸液量は、計 3350 mLであり、過剰輸液により血圧を維持してい

たことが推測される。また同時に、39.9 ℃（最高）の発熱と胆汁漏出を認め、敗血症に

よる循環不全もあった状態で再手術となっており、早期に中心静脈カテーテルを挿入し、

中心静脈圧を指標に輸液療法及び輸血を検討する必要があったと考えられる。 
再手術時の全身麻酔開始後、0.5 ％アナペイン（局所麻酔薬）5 mLを硬膜外カテーテ

ルから注入しているが、このような状態で、高濃度の局所麻酔薬が硬膜外投与されれば、

交感神経ブロックの結果、昇圧薬抵抗性の著明な低血圧が生じる可能性がある。収縮期

血圧は 50～70 mmHgを持続し、血管収縮薬を頻回に用いたが反応がなく、アナペイン

投与 30分後に心停止した。この間、セボフルラン（全身麻酔薬）が 1.5 ％で吸入されて

おり、循環血液量不足に加え、麻酔薬の交感神経抑制作用が持続し、低血圧の一因とな

った可能性は高い。低血圧による臓器血流障害により、徐脈、心停止となった可能性が

ある。 
手術管理部長への聞き取りでは、術後 ICUの患者の臨床症状から、「縫合不全を疑って
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いた」と述べており、状態把握はできていたと考えられるが、再手術の麻酔は常勤の麻

酔科医の指導の下に医科麻酔研修として歯科医師が担当した。縫合不全という病態から

常勤麻酔医の担当を考慮することが望ましかった。麻酔科の常勤医が少ない状況であり、

歯科医師が担当せざるを得ない状況であったことも推察されるが、安全な麻酔管理のた

めには、麻酔体制を充足することが望まれる。 
歯科医師の麻酔に関してガイドラインでは、歯科医師であることを患者に伝え、原則

同意を得ることになっているが、診療録では、同意についての記載はなかった。また、

術中の経過より麻酔薬等の使用が適切とは言えず、医科麻酔研修として、手術管理部長

の指導・監督の下に実施されていたか疑問であり、ガイドラインを遵守していなかった

可能性が高いと言える。 
 

7）術後の管理体制 

 術後ドレーンから約 400 mL/3時間の血性排液があったものの、血液検査は行われなか

った。クリニカルパスでは、血液検査の実施は翌日であり、クリニカルパス通りに治療が

進められていたと思われる。しかし、術式変更があり、クリニカルパスに沿って治療を進

めてよいかの検討が必要であったと考えられる。縫合不全を疑う場合、CT等の画像診断を

行ない、縫合不全の部位や程度等の状態把握に努めることが優先される。保存的治療によ

り改善する可能性もあり、再手術決定の判断はチームで熟慮することが必要である。 
 

４．要約 

（1）胃癌の診断の下、腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行し、術中病理診断の結果にて術式

変更し、腹腔鏡下胃全摘出術が行われた。 
（2）初回手術後の縫合不全、後出血、汎発性腹膜炎、循環不全の状態での再手術におい

て、術中心停止、大量出血などによる虚血性脳障害、DIC、多臓器不全が遷延し死

に至った。 
（3）術前評価、治療計画、術後管理などが不適切であること、医療チームとしてはカン

ファレンスや麻酔科等との相互のコミュニケーションも少なく十分な体制でないこ

と、腹腔鏡下手術を行う外科医としては技量不足があることなど複数の問題点があ

った。 
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第 6事例 

 
１．臨床経過 

患者：70歳代前半 男性 （身長：161 cm、体重：66 kg） 
病名：胆管癌 
術式：腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、開腹下胆管空腸吻合・膵空腸吻合・十二指腸空腸

吻合術（手術時間 7時間 40分、出血量 890 mL） 
   2回目（術後 22日）：膵外瘻造設術（手術時間 1時間 49分、出血量 2150 mL） 

 解剖：無 
 
食思不振、黄疸にて下部胆管癌と診断され、前医で黄疸軽減処置の後、入院。胆管癌の

疑いにて腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術施行。肥満が強く手術操作は総じて難渋。総肝管を

切離し標本摘出が終了。肥満が強く小開腹ではなく、通常の開腹で再建術を行う。膵臓の

断端は極めて深く、吻合は困難を極め、針穴より膵が裂けることが多いとの記載あり。吻

合部 2 箇所にそれぞれドレーンを挿入して手術終了。標本の病理診断にて全周性の下部胆

管癌であった。総出血量 890 mL。術後 1日、膵空腸吻合部ドレーンから胆汁が流出し、持

続吸引で経過観察、術後 10日に 500 mL/日、13日には 700 mL/日へ増量。CRPは術後 3
日に 36.5 mg/dL、術後 6日 25.2 mg/dLと炎症反応は高値持続。術後 16日夜、胆管空腸ド

レーン刺入部から出血、排液バッグ内も血性へ変化。肝動脈からの出血と考え、出血から 2
時間後に血管造影し肝動脈塞栓術施行。明らかな動脈瘤や血管外漏逸はないが、固有肝動

脈は狭小化、総肝動脈から左右分岐部まで塞栓。術後 22日、膵空腸吻合部ドレーンや正中

創から出血し、膵外瘻造設術施行。膵空腸吻合部の空腸は壊死しており、これを外して空

腸壊死部を切除、膵外瘻とし閉腹。総出血量 2150 mL、輸血 1360 mL。術後 26日頃から

不整脈出現。術後 28日、気管切開施行。術後 29日に高カリウム血症あり不整脈が頻発に

対し治療を行うが心停止、死亡。 
 
２．死因に関する考察 

術後早期の縫合不全により腹腔内への膵液、腸液の漏出が生じ、腹腔内感染、強い組織

炎症が生じていた。さらに活性化した膵液の組織融解作用は動脈壁を破綻、動脈性出血へ

進行。動脈塞栓術、再手術を行ったが、腹腔内感染症や出血が重なったことが致命的とな

り、多臓器不全により死亡となった。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

術前の CT・MRIの画像では、切除可能な下部胆管癌として評価するのに標準的な検査内

容であった。術前に病理組織所見による癌の確定診断はなかったが、この様な場合に膵頭

十二指腸切除術を行うケースは稀ではない。通常、癌取扱い規約に準じて胆管癌であった

場合として、癌の局在や進行度の評価は必須であるが、評価した内容について診療録の記

載が不十分であった。 
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2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  術前画像からは胆管癌が強く疑われ、胆管癌として治療をしたことは妥当であった。

根治手術の適応としても問題はなかった。 
（2）術式について 
  中下部胆管癌に対する標準的術式は、膵頭十二指腸切除術であり問題はない。しかし、

腹腔鏡下手術による安全性と根治性について、関連学会で広く議論されている段階で

ある。 
（3）保険収載について 
  胆管癌に対する腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の保険収載はない。 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

この術式の初回採用に際して、倫理委員会の承認を経て臨床試験として開始するのが適

切であった。同センターへの聞き取りからカンファレンスは行われており、検討されてい

たと考えられるが、診療録からは検討内容の確認ができなかった。手術適応の有無は、カ

ンファレンス等で十分に検討することが必要であり、診療録に記録を残しておくことが望

ましい。 
 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術について入院診療計画書にはメリット面のみ記載されてい

た。しかし、腹腔鏡下手術によるメリット・デメリット、治療成績、保険収載がないこと

等十分説明し、同意を得ることが必要であった。またその記録を残しておくことが望まし

い。 
 
5）手術手技 

手術映像がないため手術手技の評価は難しい。初回手術時間 7時間 40分、出血量 890 mL、
大きな問題なく手術が終了していたと手術記録に記載があるが、肥満のため、残膵が体表

より深い位置にあったこと、組織的に脆弱な正常膵で膵空腸吻合に難渋していた。術後 1
日に縫合不全を発症したが、一般的にも患者は縫合不全のリスクが高く、縫合不全が生じ

たこと自体想定されるものであり、手術手技が大きく起因したものではないと思われた。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験が 19年目の経験豊富な術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数 約 108件）、経験 8年目

の助手（腹腔鏡下手術執刀件数 10 件以上）と研修医の計 3 名体制の外科チームで手術

が行われた。8年目の助手は腹腔鏡下手術経験が 10件あり、手術体制が不十分であると

は言えない。ただし、腹腔鏡という先進的な医療に取り組む施設においての安全性を考

慮すると、経験豊富な助手がもう 1名いた方が望ましかった。 
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（2）麻酔管理について 
 麻酔管理に関して問題は認めなかった。 

 
7）術後の管理体制 

術後早期の縫合不全による局所感染・膵液による組織炎症が、ドレナージのみではコン

トロールがつかなくなり、腹腔内血管の破綻をきたし大量出血した。 
一般的に開腹手術であっても膵頭十二指腸切除術後の縫合不全は一定の割合で生じるが、

縫合不全が生じる度に致命的になるわけではない。縫合不全の治療、管理の基本は腹腔内

に漏出した腸液・膵液・胆汁を体外に排液させることであり、多くの例は重症化せずに治

癒する。 
しかし、今回の場合、ドレーンを持続吸引する処置に留まっており、CTなどでの評価が

十分でなかった。患者のドレーン排液量も多く、血液検査上も高度な炎症反応が持続して

おり排液不良と高度な感染症があったと思われる。全身状態の把握が十分とは言えない。

患者管理においても診療録記載が不十分であり、高度の手術を実施している施設としては、

術後の管理体制が十分とは言えなかった。 
 
 

４．要約 

（1）下部胆管癌疑いの診断の下、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、開腹下胆管空腸吻合・

膵空腸吻合・十二指腸空腸吻合術が行われた。胆管癌であることは手術摘出標本の

病理診断で確定した。 
（2）術後縫合不全による動脈性出血にて肝動脈塞栓術や再手術を行ったが、最終的には

多臓器不全により死亡した。 
（3）手術手技は手術映像がないため言及できない。術後 1日より縫合不全が強く疑われ

たが、必要な検査や全身管理が十分でなかった。  
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第 7事例 

 
１．臨床経過 

患者：70歳代後半 男性 （身長：155.2 cm、体重：66.2 kg） 
病名：胃癌 
術式：腹腔鏡下幽門側胃切除術、開腹止血・ビルロートⅠ法再建術 

 （手術時間 2時間 39分、出血量 945 mL） 
 解剖：無 

 
23 年前発症の脳梗塞後遺症として軽度片麻痺がある。3 年前より関節リウマチでステロ

イドを内服中であった。かかりつけ医の定期的内視鏡検査にて胃癌と診断され、同センタ

ーへ紹介された。手術適応があるも、併存症評価必要性の有無を麻酔科へ相談した。整形

外科受診し、術前ステロイド調整以外は、麻酔による一時的な頸椎進展は問題なしと判断

された。 
手術当日深夜帯にトイレで転倒していたところを発見されたが、当直医の診察で神経症

状なく入眠剤の影響で問題なしと判断、予定通り腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行。術中右

胃大網静脈の枝から出血を認め、開腹へ移行。問題なく手術は終了した。気管挿管チュー

ブ抜去した直後に上気道閉塞あり、エアウェイ挿入。ICU 入室後、呼名反応なし、時折い

びき様呼吸、左側共同偏視となる。翌朝になっても同様の症状持続。頭部 CT撮影にて左中

大脳動脈領域に広範な梗塞巣認めた。出血性梗塞をきたす危険性が高く、抗血小板療法は

施行せず。梗塞部位より機能的予後は非常に厳しい状況であった。家族は積極的な治療は

望まず、保存的治療を行ったが、術後 4日死亡確認。 
 
２．死因に関する考察 

術中から術後に、広範な脳梗塞を発症し死亡に至ったと考えられる。致死的脳梗塞を誘

発した原因が麻酔や手術に関連した可能性は完全には否定できない。ただし、病理解剖は

患者家族の希望により施行せず、明確に直接死因を確定することは困難である。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

 胃癌については内視鏡検査や CTなどでリンパ節転移のない早期胃癌と診断されており、

適切であったと考えられた。また、併存疾患における術前評価に関しては、服用中のステ

ロイドや抗血小板薬の周術期治療計画について、診療録に明記され、適切であった。一方、

脳梗塞の既往、高血圧等の併存があり、術前に脳 CTの撮影が必要であったと思われる。さ

らに頸動脈超音波検査にて内頚動脈狭窄の有無を検索することで、何らかの治療や予防が

できた可能性も否定できない。 

 手術当日の深夜に転倒したエピソードからも既往歴を考慮して頭部 CT など緊急検査の

適応があったものと考える。その結果によっては、手術の延期や中止も考えられた。 

 



 

23 
 

2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  リンパ節転移のない早期胃癌であり、手術の適応があると考えられた。 
（2）術式について 

選択した予定術式は標準的な治療であった。 
（3）保険収載について 

腹腔鏡下胃切除術は、保険収載となっている。（2002年改定） 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

外来担当医のカルテ記載は、患者の症状、併存症評価、患者への説明など妥当である。

しかし、診療録にカンファレンスが行われたことを示す記載がなく、診療録上はカンファ

レンスで術式を決定したと判断することができなかった。 
  
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

高リスクであることは伝えているが、個々の合併症の頻度についても伝える必要があっ

た。家族は聞き取りを希望されなかった。 
 
5）手術手技 

 途中から開腹移行のため映像なし。手術記録では手技上の問題はなかったと考えられ、

開腹移行は通常の術式の実行から外れるものではないと考えられる。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験 26年目の術者 A2はこれまで約 250件以上（同センター以前の手術～当該手術ま

で）の腹腔鏡下手術の経験があるが、手術助手は、経験 15 年目の医師（修練医、同セン

ターにおける腹腔鏡下手術執刀件数 0件）と、経験 3年目の医師（腹腔鏡下手術執刀件数

0件）であった。体制としては問題ないと考えるが、高度な技術を要する腹腔鏡下手術で

は助手の教育体制の再考が必要であろう。 
 

（2）麻酔管理について 

 麻酔中の血圧管理は安定しており、脳虚血の原因になる極端な低二酸化炭素血症も生じ

ておらず、脳梗塞の生ずる原因は見当たらない。術後の脳 CTから広範囲な前、中大脳動

脈領域の虚血があったと判断されることから、右内頚動脈の動脈硬化性の狭窄が術前から

あり、軽度の血圧低下でも梗塞を起こす可能性があったと言える。 
 麻酔覚醒が悪かったため、気管挿管したままで術後管理を行い、さらに頭部 CTなど画

像診断を行うなどの対応も選択肢としてはありえた。気管挿管チューブの抜管後、SpO2 
95 ％、加えて収縮期血圧が 198 mmHgで手術室を退室しているが、退出の前に酸素化、

降圧を計る必要があったと思われる。 
また、筋弛緩剤最終投与の約 20 分後に拮抗剤が投与されている。この時点ではまだ筋
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弛緩は深部遮断の可能性があり、拮抗剤の量としては過小であった可能性がある。筋弛緩

剤がモニタリング下に投与されているのであれば問題ないと考えるが、そうでなければ過

少投与による筋弛緩の残存とそれに起因する上気道狭窄を生じていた可能性は否定でき

ない。 
 
7）術後の管理体制 

大きな梗塞巣であり早期発見できていたとしても厳しい状態であったと考えられる。し

かし術後の覚醒が悪いため、看護師は患者状態や状況の記載をしているが、主治医の診療

録記録がみられなかったことから、患者状態の認識が遅すぎ、適切な対応ができていなか

った可能性もある。 
また、広範な脳梗塞の診断がついた後には、再挿管による気道確保、機械的人工呼吸の

適応について、迅速に判断する必要があった。 
 

４．要約 

（1）胃癌の診断の下、腹腔鏡下胃切除術を実施した。術中出血多く、開腹移行し、幽門

側胃切除術が行われた。 
（2）術中から術後に広範な脳梗塞を発症し死亡に至ったと考えられた。 
 (3) 手術自体に問題はないものの術前より立位困難や転倒がみられたこと、脳梗塞の既

往があることから、内頚動脈の高度狭窄が存在していた可能性を考えての術前精査

も必要であった。麻酔導入後の早い段階で脳梗塞を発症していた可能性も考えられ

ることから術中の良好な管理が望ましかった。 
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第 8事例 

 
１．臨床経過 

患者：80歳代前半 男性 （身長：163.5 cm、体重：49.6 kg） 
病名：胆管癌 
術式：腹腔鏡下胆管剥離術、小開腹下肝外胆管切除・胆嚢摘出・胆管空腸吻合術 

 （手術時間 2時間 48分、出血量 100 mL） 
解剖：無 
 

 肝内外胆管の拡張と肝機能障害を近医にて指摘され、同センター消化器内科を受診した。

胆管癌の疑いにて諸検査を実施、CTにて腹部大動脈瘤が認められた。他院循環器科で「解

離性大動脈瘤はあるが、血圧管理で処置・手術は可能」と診断された。主治医から「腹部

大動脈瘤の存在により術中・術後に状態悪化のリスクを伴う」ことを説明され、患者は外

科的切除を希望した。手術は、胆嚢摘出・肝外胆管切除・胆管空腸吻合術、リンパ節郭清

（肉眼的遺残あり）が腹腔鏡下、及び、7 cm の小開腹下で実施された。 
術後 5日まで経過は順調であったが、術後 6日に病室で転倒した。転倒後 15分後に呼吸

苦訴え SpO2 80 ％に低下後心肺停止し、救命処置に反応なく転倒 1時間後に死亡した。主

治医から家族に「原因は不明。超音波検査では腹部大動脈瘤破裂の可能性があり、出血性

ショックと考えられる」と説明、家族は納得された。 
     

２．死因に関する考察 

転倒が契機となった腹部大動脈瘤の破裂による急性出血性ショックのため、循環血液量

が急激に減少することにより急性心不全となった可能性が最も考えられる。それ以外に急

な心肺停止が起こっていたことから肺梗塞などの可能性もあり、腹部大動脈瘤の破裂とは

断定できない。 
 

３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

術前 ERCPによる病変広がりの確認と、胆汁中細胞診で腺癌クラス Vと悪性の診断がな

されており、胆管癌の診断は適切であった。 
腹部大動脈瘤は、腎動脈分岐下長径 41 mm の大きさで、術前に他院循環器科医師が手

術適応は無いと判断しており、大動脈瘤手術を優先する根拠はなかったと思われる。 
また、歩行時の呼吸促迫と SpO2 の低下があり、呼吸機能検査で一秒率の測定毎のばら

つきが認められたが、心エコー検査での心機能は正常下限であった。低酸素血症の原因は

呼吸機能低下の可能性が考えられるが、術前にそれ以上の検索は行われておらず検索がや

や不足の感がある。術中麻酔管理をする上では、低酸素血症の発生や循環虚脱への注意が

必要と考えられるが、術前検査はほぼ妥当であった。 
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2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  高齢、肺気腫、解離性腹部大動脈瘤（41 mm）が併存するが、胆嚢摘出・肝外胆管切

除・胆管空腸吻合術の縮小手術を選んだことは妥当であった。 
（2）術式について 
 腹腔鏡観察、及び、腹腔鏡下での胆管剥離操作の後、途中開腹移行しており、吻合など

の実際の操作は開腹で行われていた。実際の施行術式は妥当であった。 
（3）保険収載について 

腹腔鏡下肝外胆管切除術の保険収載はない。 
 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

院内意思決定プロセスに関しては、院内や外科内での術前カンファレンスの記録が確認

できず、手術実施に至るまでの院内意思決定プロセスの妥当性の判断はできない。 
また、倫理委員会の審査が行なわれないままこの手術が実施されたことには、問題があ

った。 
 

4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

 併存疾患のある高齢者で、そのリスクも本人、家族に説明された上で、承諾を得ている

と考えられ、そのプロセスに関しては適切であった。入院診療計画書には、動脈瘤につい

ての記載はない。患者家族に説明した内容については、説明書を含めカルテに記載するこ

とが必要である。 

遺族からの聞き取りでは「患者も家族もその時は納得して手術を受けた」と述べられた。 
 
5）手術手技 

術中映像から、初めに腹膜播種、肝転移がないことを腹腔鏡で確認し、剥離操作を進め

ている。術野展開のためのスネーク型鉤による、肝外側区域下面の裂傷があったが、手術

記録には記載がない。時折、片手による剥離操作となっており、高性能電気メスや超音波

メスによる周囲臓器、特に固有肝動脈や胃十二指腸動脈への熱損傷の危険性が危惧される

手技が散見されたが、概ね手術手技は妥当であったと考える。その後開腹移行したが、併

存疾患を持つ手術を希望された高齢者であることから、肉眼的癌遺残ありの手術になった。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
手術に関しては、術者 A1は経験 19年目（腹腔鏡下手術執刀件数  約 144件）で十分

な技量を持っており、助手は経験 15年目の医師（修練医、同センターにおける腹腔鏡

下手術執刀件数 0件）と経験 3年目の医師であった。 
 

（2）麻酔管理について 
  麻酔管理に関して問題は認めなかった。 
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7）術後の管理体制 

 転倒転落スコアにより評価し、対応していたものの、術後 6 日、病室で転倒し、尻もち

をついていたところを発見された。転倒後に医師が診察し神経症状はなかった。その直後

に急変し、直ちに蘇生開始するがショック状態は改善なく、転倒から 1時間後に死亡した。

この一連の経過から、救命処置は速やかに行われており、術後の管理体制に問題はなかっ

たと考えられる。 

 
４．要約 

（1）胆管癌の診断にて、胆嚢摘出術、肝外胆管切除、胆管空腸吻合術、リンパ節郭清（肉

眼的遺残あり）が腹腔鏡下、及び、小開腹下で実施された。 
（2）死因は、腹部大動脈瘤の破裂による急性出血性ショックのため急性心不全となった

可能性が最も考えられた。 
（3）本事例で行われた診療行為は概ね問題を認めず、適切であった。 
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第 9事例 

 
１．臨床経過 

患者：50歳代後半 男性 （身長：170 cm、体重：81 kg） 
病名：肝細胞癌、C型慢性肝炎、肝硬変  
術式：腹腔鏡下肝部分切除術、開腹止血術  (手術時間 9時間 55分、出血量 3510 mL) 
   2回目（手術同日、手術約 1時間 30分後）：腹腔内出血止血術 

 （手術時間 31分、出血量 1500 mL（洗浄液が含まれているか不明）） 
解剖：無 
 
前医にて肝炎に対する定期超音波検査で肝腫瘤を指摘され、同センター消化器内科を受

診した。肝細胞癌の診断で、外科にコンサルタントし手術適応となった。肝細胞癌に対し

て腹腔鏡下肝部分切除術を施行。胆嚢を摘出の後、間欠的肝流入血流遮断法下に肝離断を

開始。多数の肝静脈が切離面に露出しており、高性能電気メスを用いて腫瘍の被膜を露出

するよう肝静脈から剥離処理し肝切除を完了。切除標本を回収後、肝切離面から出血を認

め、腹腔鏡下で約 1 時間止血を試みた。一時的に止血に成功し、仰臥位に戻したが、その

14分後に血圧 50/mmHg台のショックに陥り、この時点で、手術開始 8時間出血量 310 mL
であった。補液などで対応し血圧はやや持ち直すものの、再び肝切離面からの出血が始ま

り、開腹止血手術へ移行、輸血を開始。開腹直後に計測出血量は一気に 1200 mLの増加と

なった。露出した肝静脈からの出血に対する止血処理を行い閉腹 (出血量計 3510 mL、輸

血計 10単位)。 
術後、ICU 入室するも、右横隔膜下ドレーンからの出血が多く、同日再度、腹腔内出血

止血術施行。切離面からの激しい出血はないものの、ガーゼをつめ手術終了(出血量1500 mL
洗浄液の混在不明、輸血計 10単位)。1回目手術後、ヘモグロビン 10.0 g/dL、血小板  6.2
万/μL。 
手術後約１時間 30分で、腹部緊満増強あり、創部開創すると腹腔内から多量の血液が溢

れ出した。再度腹腔内にガーゼをつめ、輸血開始。その後も１時間毎などガーゼの詰め直

しするも、多量の出血とともに創から腸管、大網の脱出あり、筋弛緩剤投与後に腹腔内に

腸を戻した。尿流出なし、SpO2 40 %に低下あり。術後 2日、多臓器不全状態となり、その

後、血圧が徐々に下降し、術後 4日に死亡。 
 

２．死因に関する考察 

肝切除部位の肝静脈からの出血が止血できなかったことに起因する大量出血に伴う肝不

全が直接死因と考えられる。 
 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

術前に腹部造影 CT及び腹部造影 MRIにて肝細胞癌と診断する所見が認められており、

適切な診断が行われていると考えられる。全身麻酔下の肝切除術を行うにあたり必要と考
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えられる心肺機能評価、肝機能評価を含む術前検査は必要かつ十分に行われている。 
 

2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  術前評価は、腹水なし、T-Bil 1.2 mg/dL、ICG 停滞率 26.2 ％であり、肝部分切除の

適応となる（幕内基準）。 
（2）術式について 
  病変は S7（後上亜区域）の肝表面から比較的深い位置にあり、腹腔鏡下肝部分切除と

しては極めて難度が高かった。開腹肝部分切除を選択することも可能であったが、腹

腔鏡下肝部分切除も選択肢の一つであり、適切と判断される。 
（3）保険収載について 
 腹腔鏡下肝部分切除術は保険収載となっている。（2010年改定） 

 
3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

 本事例は難度が高く、ラジオ波焼灼療法や肝動脈塞栓療法など手術以外の治療法も適応

になりうると考えられる。しかし、手術実施の決定に関するカンファレンスの詳細な記載

がみられず、手術、及び、麻酔記録、退院時要約などには実際に施行されていない「拡大

後区域切除（鏡視下）」の記載もある。これは術前カンファレンスや ICG 停滞率の結果、さ

らに術中の肉眼的な肝硬変の程度から最終的に切除範囲を決定したためと推測するが、カ

ンファレンス内容、及び、術式の正確な記録が望まれる。   
 

4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

入院診療計画書の内容からは、腹腔鏡下肝切除術とその合併症についての術前説明や、

肝不全や術後出血、再手術の記載が確認できるが、開腹下肝切除術の提示、手術以外の治

療法に関する詳細な記録はない。また、腹腔鏡下肝切除術を行う場合には、一般的な術式

である開腹下肝切除術と比較し説明することが特に重要と考えられるが、診療録より、患

者家族への説明と承諾プロセスの適切さを判断することは困難である。 
さらに、再手術における手術・麻酔に関する説明や同意書が残されておらず、緊急性の

高い救命的手術であったために家族の承諾を得ることができなかったことも推察されるが、

その旨を診療録に記載しておく等、記録の充実が望まれる。 
 
5）手術手技 

（1）腹腔鏡下手術手技について 
 手術映像で、腹腔鏡下手術の間は適確に止血操作を行っており、大量出血を来たしてい

る状況はみられない。また、腹腔鏡下手術手技上の問題はない。本事例は難度の高い手術

であったため、比較的長時間（約 8時間）に及び、間欠的肝流入血流遮断も合計約 2時間

程度と比較的長い。ただし、遮断は適切な方法で施行されており、術後経過に何らかの影

響を与えた可能性はあるが、肝不全との関連は低いと考えられる。 
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（2）腹腔鏡下手術終了後の開腹手術手技について 
初回手術時に最終的に止血目的で開腹となり一時的に止血されたかに見えたが、手術室

退出後に再出血が見られていることから、肝静脈からの出血がこの開腹によっても止血で

きていなかったと考えられる。ただし通常、病巣切除が終了した開腹下においては術野も

比較的良く、止血操作が困難となることは考え難い。この開腹止血手技については術中映

像がなく正確な評価はできないが、腹腔鏡下手術手技の術中映像、経験年数、手術件数等

より、A1医師は一般的術者かそれ以上の技量は習得していたと推察され、開腹下でも止

血に至らなかった原因は、手術手技の問題よりも、肝不全による血液凝固能の低下など止

血困難な病態が生じていた可能性が考えられる。 
 
6）手術体制 

（1）当該診療科の手術体制について 
 経験が 22年目の術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数 約 173件）、経験 16年目（腹腔鏡下

手術執刀件数 5件）と経験 5年目（腹腔鏡下手術執刀件数  4件）の助手 2名による、計

3名の手術体制は通常ありうる体制ではあるが、高難度の術式であることから術者と同等

の経験のある医師の参加が望ましい。 
 
（2）麻酔管理について 
  麻酔記録上の出血量がそれほど多くないのに対し、低血圧が継続している経過、及び、

検査上のヘモグロビン値低下とが合致していない状況は、手術映像からも明らかとはな

らなかった。しかし、麻酔管理の面からみて血圧低下に対する術中管理が適切であった

とは言い難い。以下は推定であるが、最終的に止血目的で開腹した際、1200 mLの出血

が吸引されたが、これは腹腔鏡下手術を左側臥位で行っていたため、術野と反対側の左

腹部あるいは骨盤腔内に多量に貯留していた血液であり、血圧低下の原因として、これ

を考慮していなかった可能性が考えられる。 
一般的に収縮期血圧は 80 mmHg以上か、本事例のような肝硬変例では更に血圧を高値

に保つことが必要である。また、出血量報告や術野状況から確認できなくても出血を疑い、

血液検査を行う必要があったが、ショック時の血液ガス分析までは検査が行われておらず、

結果として輸血開始のタイミングが遅かったと言わざるを得ない。対症的に昇圧剤を使用

するといったことも麻酔記録上は見受けられず、低血圧が継続した結果、急速に肝不全が

進行したため凝固能が低下し、更に術後にかけて DIC、腎不全を来した可能性が考えられ

る。 
一般的に術者は術中血圧などの情報を把握し難い状況にあるため、麻酔科医師と術者と

のコミュニケーションエラーが推測され、改善の余地が示唆される。 
 
7）術後の管理体制 

（1）再手術について 
ショックを呈するほどの再出血に対しては、再開腹止血が最も有効な方法である。ICU

入室後も右横隔膜下ドレーンから 1 時間に 100 mL を超える血性排液がみられ、血圧
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80/mmHg台へと低下したため、再手術の判断は適切であったと考えられる。また、再手

術中の麻酔管理については問題ないが、麻酔記録には麻酔科医師名が記載されておらず、

適切な記録が望まれる。 
 

（2）術後管理について 
  術後肝不全、及び、腎不全となった病態に対し、血漿交換療法や持続的血液濾過透析な

どの血液浄化療法は考慮される方法であったと考えられる。同センターには血液浄化療法

の設備はないが、必要時には近隣の他施設への搬送、あるいは機器を他施設から借用する

など、全く不可能な環境ではなかった。血液浄化療法を行うことで最終的に救命しえたと

は言えない病状であったと考えられるが、術後 2日で救命困難とし、必要最低限の治療の

み行うこととした判断は、不適切とまでは言えないが倫理的な面から家族の思いへ配慮し

た対応をすることが望ましかった。 
 

４．要約 

（1）肝細胞癌の診断の下、腹腔鏡下肝部分切除術が行われた。 
（2）死因は大量出血に伴う肝不全であった。 
（3）手術手技は適切であった。しかし、低血圧や凝固能の低下への対応、出血量を予測

した検査の実施等が遅れた。 
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第 10 事例 

 
患者：70歳代前半 男性 （身長：159.5 cm、体重：71.8 kg） 
病名：肝細胞癌 
術式：腹腔鏡下胆嚢摘出・肝前区域切除術（手術時間 7時間 25分、出血量 10 mL＋α） 
   2回目（術後 73日）：胆管十二指腸吻合術  (手術時間 7時間 3分、出血量 7740 mL) 
解剖：無 
 
要約： 

（1）多発肝細胞癌の診断の下、腹腔鏡下肝前区域切除・胆嚢摘出術が行われた。 
（2）主たる死因は術中総胆管切離による閉塞性黄疸、及び、右肝動脈損傷の 2点に起因

する肝不全であった。 
（3）手術方針と術後管理の方向性を決めるプロセスに問題があり、患者や家族への手

術・経過の説明や同意取得過程も適切ではなかった。 
 
※ 御遺族の意向により、日本外科学会からの報告の一部のみを掲載しております。 
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第 11 事例 

 
１．臨床経過 

患者：70歳代前半 男性 （身長：163.3 cm、体重：71.9 kg） 
病名：肝門部胆管癌 
術式：腹腔鏡下拡大肝左葉切除・胆管切除・門脈部分切除再建術 

（手術時間 11時間 3分、出血量 550 mL） 
解剖：無 
 

 かかりつけ医での超音波検査、CTで、肝腫瘍と肝左葉胆管の拡張が診断され、同センタ

ー消化器外科を紹介された。精査にて肝内胆管癌が肝門部の胆管、門脈にまで浸潤してお

り、腹腔鏡下にて拡大肝左葉切除・胆管切除・門脈再建術を行った。術中、門脈本幹と右

枝を約 1時間血流遮断し門脈再建を行った。手術直後から高度肝機能障害（AST 4056I U/L、

ALT2787 IU/L）があり、腹痛も強く、術後 7日に CTを施行、門脈血栓が診断され、その後、

術後 47日に抗凝固療法が開始されたが奏功しなかった。肝機能も徐々に悪化し肝不全とな

り、併せて肺炎も生じ、術後 87日に死亡した。 
 
２．死因に関する考察 

 門脈左枝の処理と門脈再建操作により門脈血栓閉塞をきたし、肝不全死に至ったと考え

られる。中肝静脈合併切除による機能的残肝容量不足と約 1 時間の門脈遮断も肝不全死に

関与したと思われる。 

 
３．医学的評価 

1）術前検査・診断 

 肝門部胆管癌及び門脈浸潤という診断は妥当であった。 
 

2）手術適応・術式 

（1）手術適応について 
  腫瘍学的には中肝静脈に浸潤はないため切除する必要はなく、左葉切除で十分であっ

たであろう。肝予備能はほぼ正常であったため、中肝静脈の合併切除を含む拡大肝左

葉切除は成立するが、単なる左葉切除だけであれば、残肝機能の低下はより軽度で、

術後肝不全のリスクは減ったと考えられる。 
（2）術式について 
  拡大肝左葉切除・胆管切除・門脈部分切除再建術を腹腔鏡下で行ったのが最大の問題

点である。開腹でも難度が高い術式であり、腹腔鏡下で行うことは現段階では避ける

術式であろう。 
  また、腹腔鏡下肝切除術は、これまで 91件実施していたが、本事例が最初の門脈合併

切除を伴う腹腔鏡下肝切除術例であったことからも、腹腔鏡での実施に関しては、挑

戦的な選択であったと考えざるを得ない 
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（3）保険収載について 
 腹腔鏡下拡大肝左葉切除術の保険収載はない。 
 

3）手術実施に至るまでの院内意思決定プロセス 

 入院前の看護記録では「肝左葉切除術目的のため入院」とあるが、いつ、どのような理

由で「拡大肝左葉切除」に変更になったかは不明である。 

 「腹腔鏡下切除」を選択した理由や思考過程が記録されておらず、カンファレンスで検

討されたかどうか不明であり判断できない。倫理委員会において検討した記載もない。 

 
4）手術にあたっての患者家族への説明と承諾プロセス 

 入院診療計画書には、病変の存在部位と予定手術内容が簡単な図で記載され、起こり得

る合併症とその簡単な説明はある。しかし、疾患の発生率や手術死亡率、腹腔鏡下手術が

保険適応外である点、開腹手術が一般的であること、腹腔鏡下に施行するのは難度が高い

こと、特に腹腔鏡下肝切除兼門脈合併切除については新しい試みの手技であること、腹腔

鏡下で実施するリスクなどについての記載がない。腹腔鏡下肝切除術を行う場合には、標

準術式である開腹術と比較し説明することが特に重要だと考えられるが、診療録上は十分

に説明し承諾を得たと判断することはできない。 

 遺族からの聞き取りでは、「治療法の選択肢について化学療法、放射線科療法を含めて医

師から説明を受け、脱毛などの外見的な影響を考えて本人が手術を選択した」と述べてい

る。また、手術については、「腹腔鏡を使用するという説明をされた記憶はなく、術後の説

明を聞いて腹腔鏡を使って手術を行ったことが分かった」と述べている。 

 一方、主治医からの聞き取りでは、「腹腔鏡下手術と開腹手術についての説明は行ってい

るが、何度も術式の選択について確認はしておらず、外来で腹腔鏡下手術を選択した際は、

入院時に再度術式を確認するようにしている」と述べている。診療録への記載の不備によ

り明確に論じることはできないが、説明と承諾の過程には課題があった可能性がある。 

 
5）手術手技 

 拡大肝左葉切除・胆管切除・門脈部分切除再建術をすべて腹腔鏡下で行っている。 
 門脈左右分岐部まで癌の浸潤が認められていたため、門脈本幹と右枝を一時遮断し、門

脈左枝は切除側を結紮してから腫瘍に沿って門脈の 3/4 周に及ぶ範囲を切除した。手術映

像で確認すると、この際、門脈左右分岐部から背側に出る尾状葉枝を巻き込んで結紮して

門脈切離したことにより、門脈本幹の後側の血管壁が前側と比べて大きく切除された形状

になった。このため、門脈再建は困難な手技となり技術的に難しく、時間を要し、門脈再

建直後の門脈の膨らみが不良であることがわかる。 
 1 時間遮断して再建しているが、門脈本幹の連続遮断時間として 1 時間は許容限界ぎり

ぎりと考えられ、遮断時間の長さが術後 1日目の高度肝障害に影響した可能性もある。以

上より、腹腔鏡下門脈合併切除・門脈再建の操作は適切でなかったと判断される。 
 

6）手術体制 
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（1）当該診療科の手術体制について 
経験が 21年目の術者 A1（腹腔鏡下手術執刀件数 約 200件）、経験 8年目（腹腔鏡下

手術執刀件数 9件）と 18年目（腹腔鏡下手術執刀件数 11件）の 2名の助手も経験的に

は問題ないが、本事例は高難度の術式であることから、術者と同等あるいはそれ以上の

経験を有する医師が立ち会うことが望ましい。 
 

（2）麻酔管理について 
麻酔記録上では麻酔管理、及び、術中全身管理に特段の問題はみられない。しかし、

門脈単独遮断（門脈再建中）や門脈・肝動脈遮断についての記載が不十分である。間欠

的肝流入血流遮断法を行う際の術者と麻酔科医の連携について同センターに問い合わせ

たところ、明文化はされていないものの、15分遮断と 5分血流再開の操作が術者から麻

酔科医に伝達され、麻酔科がこれを記録するというプロセスで行われているとの回答で

あった。しかし、麻酔科医による記録が不足しており、回答内容と現実との乖離が認め

られる。臨床的に、より重要な門脈単独遮断時間は麻酔記録からは読み取れず、もし門

脈遮断時間を術者が気にしていなかったのであれば問題である。 
 

7）術後の管理体制 

 術後 7日の CTで門脈血流が途絶しており、この時点で抗凝固療法を導入することが望ま

しかった。術直後から高度肝障害があったが、胆管空腸吻合の縫合不全や門脈閉塞に気づ

くのが遅れた。門脈再建後であることを考えれば、肝不全に対し門脈閉塞を第一に疑い、

ドップラーエコーや造影 CTを早期に施行することが必要であった。 

 また、術後かなり長期に亘り腹痛が続き、鎮痛薬を使用している。この点について主治

医に質問したところ、「術後胆汁漏のドレナージ不十分による軽度腹膜炎の腹痛を疑ってい

た。しかし、CTと超音波検査で液体貯留がなく、腹部所見からも追加のドレナージは不要

と考えていた」と回答があった。患者の症状が軽快せず鎮痛薬の長期投与が必要であった

ことからは、腹痛に対する検索をさらに積極的に行う必要があった。 

 以上より、術後 7 日まで門脈血栓が診断されなかった点、診断後も抗凝固療法など適切

な対応がとられなかった点も、死亡を回避できなかった理由として挙げられる。 

 
４．要約 

（1）門脈まで浸潤した肝門部胆管癌の診断の下、腹腔鏡下で拡大肝左葉切除・中肝静脈合

併切除・門脈部分切除・再建術、小開腹下で胆管空腸吻合術が行われた。 
（2）主たる死因は門脈閉塞に起因する肝不全であった。本来必要のない中肝静脈切除や術

後の対応の遅れも死亡に関与したと判断された。 
（3）難度の高い本術式を腹腔鏡下で行った手術適応の判断に問題があった。癌の浸潤が門

脈左右分岐部に深く及んでいることから、門脈の 3/4周に及ぶ部分切除と門脈再建は

開腹下でも非常に困難な手技となる。門脈に浸潤があると判明した段階で開腹手術に

切り替える必要があった。 
また、患者や家族への手術・経過の説明や同意取得過程も適切ではなかった。 
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資料３ 腹腔鏡下手術の現状と先進医療について（日本外科学会からの報告） 

 

(1) 腹腔鏡下手術の現状 

 本邦では、1990 年に最初の腹腔鏡下手術として腹腔鏡下胆嚢摘出術か施゙行さ

れた。その後、腹腔鏡下胆嚢摘出術は 1992 年に保険適用となり、さらに胃切除

術や結腸切除術などを含めた他の消化器外科術式も腹腔鏡下手術が保険適用と

なっている。現在では、腹腔鏡下手術は、患者に優しい医療として広く全国で

行われるようになってきている。日本内視鏡外科学会のアンケート調査によれ

ば、1990 年の腹部外科領域における内視鏡外科手術実施数は 381 件であったの

に対して、2010 年には 59,742 件と著明に増加している。 

 一方、腹腔鏡下の肝臓切除術は、比較的実施しやすい「部分切除」などに限

り、2010 年に保険適用となったが、高度な技術が必要な「区域切除」などは有

効性や安全性が十分に確認されていないとみなされ、現在でも保険適用となっ

ていない。このように、腹部外科領域の腹腔鏡下手術は、疾患あるいは術式別

に、その難度に応じて、保険適応や施行状況が異なっているのが現状である。 

 腹腔鏡下手術は、開腹手術に比べ創が小さいため、術後の痛みが少なく、回

復が早く、低侵襲で整容性に優れ、体力の低下した高齢者への手術適応拡大も

含めた手術として期待されている。さらに、内視鏡により拡大された視野のも

とで、より精緻で正確な手術が行える特徴を活かして、臨床現場では開腹手術

より優れた新たな治療法として期待されている。一方、腹腔鏡下手術は、間接

的に映し出された腹腔内の 2次元の術野映像を見ながら行うため、遠近感に欠

ける。また、手術器具を小孔から腹腔内に挿入して操作するため手術器具の動

きに制限がある。さらに、従来の手術と比較して、術野の方向が異なる点で、

発想を変えての外科解剖学的知識の把握と、これに基づく手術技量が求められ

る。これら腹腔鏡下手術の特性ゆえに、手術操作を腹腔鏡下に安定して行うた

めには、術者のみならず助手も含めて腹腔鏡下手術にある程度以上の経験が必

要である。そして手術手技だけでなく、これまでの開腹手術と同等の、さまざ

まな術中・術後合併症への適確な対応、術後合併症を含めたリスクと治療効果

とのバランスを考慮した適切な手術適応の決定などを踏まえた、周到な手術計

画が求められる。 

 千葉県がんセンターでは、消化器外科領域において積極的に腹腔鏡下手術を

導入してきた。胃切除術や結腸切除術など全国的に広く行われている術式に加

えて、技術的に難度の高い術式に対しても腹腔鏡下手術を導入してきた。例え

ば膵頭十二指腸切除術は専門的な解剖学的知識と複雑な手技を要する難度の高

い術式であり、その手術適応は術後の合併症や予後とのバランスを考慮し決定

される。そして難度が高いため、本邦では腹腔鏡下手術で行われる頻度は低い。

日本内視鏡外科学会の全国アンケート（回収率約 30％）によると 2007 年に全国

から集計された腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術は 8例であった。これに対して、

同じく 2007 年に千葉県がんセンターで行われた腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術は
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9 例であり、アンケート調査による全国の総症例数よりも多い症例数が実施され

ていた。さらに、2008 年にはアンケートでの総症例数が 18 例であったのに対し

て同センターは 9例、同じく 2009 年には 20 例に対し 12 例、2010 年には 17 例

に対し 15 例が施行されていた（資料６‐①､②）。このように、2007 年から 2010

年の各年において、日本内視鏡外科学会アンケート調査で集計された全国の腹

腔鏡下膵頭十二指腸切除術実施総数に匹敵する数の同術式が千葉県がんセンタ

ー１施設で行われており、同センターが如何に腹腔鏡下手術で先駆的な取り組

みを行っていたかを示している。さらにこの他、2006 年から 2013 年までに、肝

は 111 例、胃は 521 例、大腸は 559 例の腹腔鏡下手術が施行されており、消化

器外科における広い領域において腹腔鏡下手術が積極的に取り入れられていた

（資料６‐④）。 

 

(2) 我が国における「先進的医療」の取扱いについて 

 技術革新の導入による医学の進歩は画期的であることも多い。ただし、真に

患者への恩恵とするには、有効性とともに安全性が確保されてこそ資するので

あり、これらを実現したのが、医療技術の保険適用である。保険収載とするに

あたっての革新的技術の検証には、いくつかの過程が設けられている。そのひ

とつが評価療養制度である。厚生労働大臣によって設置された先進医療会議で

有効性・安全性が審議され、承認された技術は実際の臨床現場で応用されてい

る。そして、いわゆる「先進医療」部分を除く医療について、患者の自己負担

軽減の点から保険医療の併用が認められている。もうひとつは、先進医療ほど

には革新的ではないものの、医学の進歩がもたらす新技術の保険導入について

の、診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会による審議がある。関係各学

会等から提出された新規技術につき評価を行い、保険収載の可否を決定してお

り、診療報酬改定に合わせて導入される技術の数は多い。 

 これらの過程を経て新技術が保険適用となって行くが、千葉県がんセンター

が難度の高い腹腔鏡下手術を実施するにあたって、かかる制度の存在を明確に

把握してこれらの手順を踏むべきか否かの判断を行なっていたかについては、

疑問の残るところである。 

 保険制度上の先進医療会議などによる手続きを踏む前に、保険収載前の術式

が、先進的医療に取り組む施設で試行的に導入されていることも事実である。

これは、手術術式の手順は、開腹下であっても腹腔鏡下であってもほぼ同様で

あり、臓器へのアプローチが、直視下であるのか、腹腔鏡下であるのかだけの

違いだからである。しかし、単にアプローチ法が異なるだけとはいえ、保険適

用のない術式の安全性有効性については、十分に検討されて然るべきである。

その際の意思決定としては、消化器外科全体を最小単位として病院としての意

思決定が望ましかった。 
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資料４ 千葉県がんセンター消化器外科 腹腔鏡下手術 診療実績 

  「腹腔鏡下手術第三者検証委員会調査協力プロジェクトチーム」提供資料より 
 
①  腹腔鏡下手術 手術件数 
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②  腹腔鏡下手術 死亡件数（退院時死亡） 
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③ 腹腔鏡下手術 死亡件数（術後 30日以内） 
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④ 腹腔鏡下手術 再手術件数（術後 30日以内） 
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資料５ 膵頭十二指腸切除術（開腹）診療実績（日本外科学会からの報告より） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

手術件数 28 25 28 20 31 27 34 52

在院死数 1 0 0 0 0 0 0 0

30日以内の死亡数 1 （上記同患者） 0 0 0 0 0 0 0

30日以内の再手術例数 1 2 1 0 1 0 1 1
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資料６ 腹腔鏡下手術事例に関する年次推移と開腹術との比較 

（日本外科学会からの報告より） 

 

① 千葉県がんセンターにおける膵頭十二指腸切除術(PD)の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本邦における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除事例数の推移 

     日本内視鏡外科学会が実施した内視鏡手術に関するアンケート調査報告より 

（日鏡外会誌 19：2014：495-640） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

③ 千葉県がんセンターにおける膵頭十二指腸切除術（PD）における死亡・再手術件数 

 
症例数 在院死および30 日以内死亡数(％) 30 日以内再手術件数(％) 

開腹 PD 245 1（0.41％） 7（2.9％） 

腹腔鏡下 PD 65 4（6.2％） 6（9.2％） 
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④  千葉県がんセンターにおける腹腔鏡下手術事例数と死亡事例の発生時期 
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資料７－① 千葉県がんセンター倫理審査委員会設置規程 
 

 
（目 的） 

第１条 この規程は、千葉県がんセンター（以下「センター」という。）に所属する医師及び研

究に携わる者（以下「研究者」という。）が行う、ひとを直接対象とした医学の基礎的及び臨

床的研究（以下「研究」という。）において、ヘルシンキ宣言の趣旨に添って、倫理的配慮が

図られているかどうかを審査することを目的とする。 

（対 象） 
第２条 この規程は、センターの研究者が、センター内及びセンター外で行う、ひとを直接対象

とする研究に関し、研究者から申請された研究計画とその成果の出版公表予定の内容を審査の

対象とする。 
（設 置） 

第３条 前条の審査を行うため、センターに倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組 織） 
第４条 委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 一 倫理・法律を含む人文・社会科学面の有識者 

 二 自然科学面の有識者 
 三 一般の立場の者 

２ 外部委員を少なくとも複数名置き、その半数以上は、人文・社会科学面の有識者又は一般の

立場の者とする。 
３ 委員は、男女両性で構成する。 

４ 委員は、千葉県がんセンター病院長（以下「病院長」という。）が委嘱する。 
（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（申請手続及び審査等） 

第７条 センターにおいてひとを直接対象とした研究を行おうとする個人又は団体の責任者（以

下「実施責任者」 という。）は、倫理審査申請書（別紙様式１）および倫理講習会受講番号一

覧（別紙様式４）により事前に病院長に審査の申請をしなければならない。 

２ 病院長は実施責任者からの申請書を受理し、委員会に審査を諮問する。 
３ 委員会は病院長から諮問された申請書の内容について、倫理的・社会的観点から特に次の各

号に掲げる 事項に留意して審査を行う。 

 一 研究の対象となる個人の人権の擁護 
 二 対象者に理解を求め同意を得る方法 

 三 研究者によって生じる個人への不利益及び危険性に対する配慮 

４ 委員長は、審査後速やかにその結果を、答申書（別紙様式２）により病院長に提出するもの

とする。 
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５ 病院長は、委員会の答申を経て審査結果通知書（別紙様式３）により実施責任者に通知する。 

  ただし、協議の結果委員会の答申に疑義の生じた場合は、委員会に再審査を求めることがで

きる。 

 

（議 事） 
第８条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 審査の判定は、原則として出席委員全員の合意による。 

３ 委員会は、実施責任者の出席を求め実施計画の内容について説明させることができる。 
４ 委員会は、必要により第９条に定める専門委員を、討議に参加させ意見を述べさせることが

できる。ただし 審査の判定に加えることはできない。 

５ 審査経過及び判定は記録として保存し、必要により委員会の議を経て公表することができる。 
（専門委員） 

第９条 専門の事項を調査検討するため、委員長は、第４条に掲げる委員とは別にセンターの当

該専門の者３名 以内を専門委員に委嘱することができる。 
（実施制限及び再審査） 

第10条 実施責任者は、審査結果通知書による承認（条件付承認を含む。）の判定を経た後でな

ければ、当該研究を実施することはできない。 
２ 実施責任者は、審査の結果に異議あるときは再審査を請求することができる。 

３ 病院長は、前項の請求を、必要と認めたときは委員会に再審査を求める。 

（庶 務） 
第11条 この委員会に関する事務は、事務局医事経営課において処理する。 

（規程の改廃） 
第12条 この規程の改廃は、センター会議の議を経て決定する。 

（雑 則） 

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議を経て決定する。 
 

附 則 

 この規程は、平成６年９月１日から施行する。 
  この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

  この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

  この規定は、平成２４年８月１日から施行する。 

この規定は、平成２５年６月１日から施行する。 
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資料７－② 千葉県がんセンター倫理審査委員会審査等実施細則 
 

 
（目 的） 

第１条 千葉県がんセンター倫理審査委員会規程（以下「規程」という。）の実施にあたり、規

程以外の必要事項は本細則の定めるところにより行う。 
（審査項目） 

第２条 規程第７条第１項の「ひとを直接対象とした研究」とは、当分の間次の各号に当たるも

のをいう。 
 一 がんに関する新しい診断、治療の研究。 

 二 センター長、医療局長、研究局長及び委員長の協議により指定されたもの。 

２ 前項各号の審査項目の追加又は変更は、倫理審査委員会（以下「委員会」という。）及びセ

ンター会議の議を経て決定する。 

（迅速審査） 

第３条 センター長は、迅速な審査を要しかつ事例に基づいて審査結果が明確に推定できるもの

は、医療局長、研究局長及び委員長と協議のうえ判定することができる。 

２ センター長は、前項のほか、別紙様式の要件項目に該当するものは、実施責任者の申請を受

け、委員長、副委員長と協議のうえ判定することができる。 

３ 前２項による判定の結果は速やかに委員会に報告しなければならない。 

（治験薬、諸種検査等の取扱） 

第４条 センターにおいて、ひとを直接対象として実施される治験薬、諸種検査等の臨床試験に

ついては、規程 第７条の申請手続及び審査等を準用して委員会が決定する。 

２ センターにおいて実施される治験薬、諸種検査等の臨床試験については、センター治験取扱

規則及びセンター受託研究取扱規程に定めるところによる。 

（組換えＤＮＡ実験の取扱） 

第５条 センターにおいて実施される組換えＤＮＡ実験については、センター組換えＤＮＡ実験

安全管理要綱の 定めるところによる。 

（細則の改廃） 

第６条 この細則の改廃は、センター会議の議を経て決定する。 
 

附 則 

 この細則は、平成６年９月１日から施行する。 
 （中略） 

 この細則は、平成２４年８月１日から施行する。 
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資料８ 千葉県がんセンター医療安全管理要綱 

 

（目的） 

第1条 この要綱は、千葉県がんセンター（以下｢センター｣という）における医療事故の

発生防止と安全で良質な医療の提供を推進するために必要な事項を定めること

を目的とする。 

（職員等の責務） 

第2条 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（臨床研修医、研

修生、委託事業者の社員等）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。 

（用語の定義） 

第3条 本要綱における用語の定義は次のとおりとする。 

（１） 医療事故 

診療契約に基づく医療行為を遂行する過程で発生し、かつ通常の治療経過から逸

脱した事象及び当該過程における患者の自損・他傷事故をいう。 

なお、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を含む。 

（注）通常の治療経過とは、現在の医療水準に照らして、医師が最善と判断 

   した医療行為を行った時の平均的な経過をいう。 

（２） 医療過誤 

医療事故の中で、医療の遂行において医療従事者が当然払うべき注意義務に違反

して、患者の心身に何らかの被害を発生させた行為。ただし、医療水準に適合し

た最善の注意義務を果たした場合は除く。 

（３） 医療事故レベル 

レベル０：ある医療行為等が患者には実施されなかったが、もし実施 

されていれば何らかの被害が予測された場合、または、医療行為の準

備段階で錯誤しそうになった場合 

レベル１：医療事故はあったが被害が発生せず、かつ、その後の観察 

でも問題が生じない場合 

レベル２：医療事故によりバイタルサインに変化が生じ、心身への配慮 

や検査の必要性が生じた場合 

レベル３：医療事故により治療の必要性が生じた場合及び当初必要で 

なかった治療や検査が必要となり、入院日数の増加や外来回数の増加

が必要になった場合 

レベル４：医療事故により重篤な傷害が発生し、障害が残る可能性が 

ある場合 

レベル５：医療事故により死亡した場合 

（４） インシデント事例（またはヒヤリ・ハット事例） 

医療行為の中で被害は発生していないが、｢ヒヤリ｣または｢ハッ｣としたものとして

（3）のレベル 0及びレベル１に該当する場合 
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（医療安全管理委員会） 

第4条 病院長は、医療の安全に係る対策、教育、調査等の承認または決定をおこなう｢千

葉県がんセンター医療安全管理委員会｣（以下｢委員会｣という。）を設置する。 

 ２．委員会は、病院長の指名による別紙の委員長及び委員により構成する。 

構成委員は、病院長、副病院長、医療局長、看護局長、研究所長、薬剤部長、事務

局長、リスクマネジメント部会長、院内感染委員長を含む。 

 ３．委員長は、委員会を招集し統括する。 

 ４．委員会は、毎月 1回定期的に開催する。 

 ５．委員会は、委員以外の有識者の意見を聞くことができる。 

 ６．委員会の所掌事務は下記のとおりとする。 

(1) 緊急又は重大な問題が発生した場合は、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、改善策の立案及び職員への周知を図ること 

(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 

(3) 医療事故の防止に関する以下の措置を講じること 

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 医療訴訟に関すること 

カ クレーム処理に関すること 

キ その他医療事故の防止に関すること 

（医療安全管理室と医療安全管理者） 

第5条 病院長は、医療の安全に係る対策、教育、調査等の立案、情報の収集と分析、業

務改善の指導等の業務を遂行する｢医療安全管理室｣（以下、｢管理室｣という）を

設置し、専従責任者として医療安全管理者を置く。 

 ２．医療安全管理者は、医療安全対策に係る研修を受けた医師、看護師、 

   薬剤師等を持って充てる。 

 ３．管理室は、次に掲げる職員で構成する。 

  （1）医療安全管理室長（医療安全管理委員長） 

  （2）医療安全管理者 

  （3）院内感染管理者（ICT代表） 

  （4）医薬品安全管理者 

  （5）医療機器・器具安全管理責任者 

  （6）事務職（事務局員兼務） 

  （7）その他病院長が必要と認めた者 

 ４．管理室の業務は別途定める。 

（医療安全相談窓口） 

第6条 病院長は、医療の安全に関する職員からの相談等を受けるために医療安全管理室

に｢医療安全相談窓口｣（以下、｢窓口｣という。）を置く。 
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 ２．窓口の相談員は、医療安全管理室職員とする。 

（リスクマネージメント部会） 

第7条 病院長は、医療の安全に係る対策、教育、調査等の検討をおこなう｢リスクマネ

ジメント部会｣（以下｢部会｣という）を設置する。 

 ２．部会には、リスクマネジャーを置き、部会長は医療安全管理者とする。 

 ３．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。 

 ４．部会長は部会を招集し、統括する。 

 ５．部会の所掌事務は、以下のとおりとする。 

（1）ヒヤリ･ハット事例の原因分析、事故報告の内容の検討及び事故予防策 

の検討等に関すること 

（2）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 

（3）ヒヤリ･ハット事例集の作成に関すること 

（4）医療事故防止のための啓発、広報等に関すること 

（5）同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 

（6）医療安全管理委員会の検討結果についての周知に関すること 

   （7）その他医療事故の防止に関すること 

６．リスクマネジャーの職務は下記のとおりとする。 

    (1) 職員に対するヒヤリ・ハット体験報告書の積極的な提出の励行 

    (2) ヒヤリ・ハット体験報告の内容の点検・分析及び医療安全管理者 

     （医療安全管理室）への報告  

    (3) 事故報告書の内容のチェック及び医療安全管理者（医療安全管理室） 

     への報告 

   (4) 各部門における医療事故防止方策等の検討 

   (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 

   (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 

  (7) その他医療事故防止に関する必要事項 

 ７．部会は、毎月 1回定期的に開催する。 

（医療事故発生時の対応等） 

第8条 病院長は、医療事故が発生した場合の緊急連絡体制を整備しておかなければなら

ない。 

 ２．重大な医療事故が発生した時の対応は次のとおりとする。 

   （１）当事者または発見者は、直ちに緊急連絡体制により報告を行うこと 

   （２）当事者等は応援を求めて必要な医療に努めること 

   （３）当事者は、上司の指示を得て速やかに患者家族等に対して状況の 
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説明を行うこと。ただし、（2）を最優先させること 

   （４）病院長の指示がある場合、別途定める幹部職員による医療事故 

緊急対策会議を開催すること 

   （５）病院長等は速やかに概要を経営管理課に報告すること 

   （６）重大医療事故発生時の対応の詳細は別途定めること 

 ３．2以外の医療事故が発生した時の対応は次のとおりとする。 

   （１）当事者または発見者は、上司、主治医等に連絡して必要な指示を 

受けること 

   （２）当事者は上司の指示を得て患者家族等に対して説明を行うこと 

（医療事故報告書の作成、報告等） 

第9条 医療事故の当事者または発見者は、事実関係を時系列的にかつ客観的に記録する

ように努めなければならない。 

 ２．当事者または発見者は、報告責任者、リスクマネジャーと協議して電子 

カルテ上で記載する｢インシデント・アクシデント報告書｣を作成しなければならな

い。 

 ３．医療事故のレベルの判定は、医療安全管理委員長とゼネラルリスクマネ 

ジャーがおこなう。 

 ４．事故レベルが 3以上と判定された場合は、｢医療事故報告書｣を提出しなけ 

   ればならない。 

 ５．病院長は｢インシデント・アクシデント報告書｣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な扱いを行ってはならない。 

 ６．レベル 0から 2の報告書は、記載の翌日から起算して 1年間の保管、レベル 3以上

の報告書は、記載の翌日から起算して 5年間保管するものとする。 

（職員の研修・教育） 

第10条 各局長は、委員会の決定事項を踏まえ、職員の研修・教育が体系的かつ計画的に

行われるように努めなければならない。 

 ２．第 9条の医療事故・インシデント報告書は研修・教育に有効に活用する 

ものとする。 

 ３．センター全体に共通する安全管理に関する内容について、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。なお、研修の実施内容 

  （開催又は受講日時、出席者、研修項目）について記録する。 

（病院局（経営管理課）への報告） 

第 11条 病院長は、以下の事項について病院局（経営管理課）へ報告する。 

 （１）警察署へ届け出た場合は、速やかに電話等により報告を行い、その後、 

    事故報告書により報告する。 

  （２）レベル 3以上の医療事故が発生した場合は、「事故報告書」により 

     報告する。 

  （３）本要綱を改正したときは、速やかにその都度報告する。 

  （４）各月ごとの医療事故の当月分の件数を翌月１５日までに報告する。 
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（警察への届出等） 

第 12条 次の場合、病院長は警察署へ速やかに届出を行うものとする。 

（１） センター内で死亡した患者及びセンター内で発見された死体について、それが

医師法第 21条の異状死体と判断された場合 

（２） 職員が、業務上過失致死罪または業務上過失傷害罪に問われる可能性があると

考えられる場合 

（３） 警察署へ届出または連絡を行う場合、原則として事前に患者または家族等に説

明を行うものとする。 

（医療事故の公表） 

第13条 医療事故の公表については、次のとおりとする。 

（１） 警察署へ届出を行ったものについては、原則として公表するものとする。 

（２） 公表にあたっては、事実関係を把握したうえで、方法等について事前に経営管

理課と協議を行うものとする。 

（３） 公表にあたっては、患者と家族等の理解を求めるとともに、プライバシーの保

護に最大限の配慮をしなければならない。 

（医療安全情報の公開） 

第14条 病院長はセンターにおける医療安全に関する情報を別に定める基準に従いセンタ

ーのホームページにおいて公表する。 

（要綱の閲覧） 

第15条 本要綱は患者及び患者家族等の求めに応じて閲覧に供する。 

（院内暴力、院内感染、医薬品の安全管理、医療機器・器具の安全管理） 

第16条 院内暴力への対応、院内感染予防、医薬品の安全管理体制、医療機器・器具の保

守点検・安全使用に関する体制については別途定める。 

（その他） 

第17条 医療事故により、センター及び職員が刑事法と民事法により責任を問われる可能

性があると考えられる場合、経営管理課に依頼して病院局の顧問弁護士に助言を

求めるものとする。 

 ２．レベル 4以上の医療事故に関しては、経営管理課と協議して、医療過誤 

の有無について、第三者の意見を求めることができる。 

 ３．委員会の資料等として医療事故の個人情報を扱う場合においては、個人 

情報保護法と千葉県個人情報保護条例の趣旨を理解し、患者等の個人情報の保護に

十分注意をしなければならない。 

（庶務） 

第18条 委員会等の記録その他の庶務は事務局医事経営課が行う。 

附則 

この要綱は、平成１３年１月 1日から適用する。 

（中略） 

この要綱は、平成２６年２月 1日から適用する。 
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資料９ 医療安全管理室運営指針 

 

１．設置目的 

  医療の安全性の向上を図る目的として、院内の医療事故防止，感染制御に関する業務，医薬

品の安全管理，医療機器の適正使用と管理等の諸問題を具体的に検討するための病院長直属の

医療安全管理室を設置する。 

２．安全管理室の構成員 

   医療安全管理室長（医療安全管委員長）    

   医療安全管理者（リスクマネジメント部会長） 

院内感染管理者（感染管理認定看護師） 

医薬品安全管理者（薬剤部長） 

   医療機器安全管理責任者（臨床工学技士） 

   事務職（管理課長、医事課職員） 

３．医療安全管理室の業務内容 

  【医療事故防止に係る事項】 

１）医療事故の収集、調査、分析 

  ２）医療事故防止対策の整備と周知徹底 

３）医療安全管理に関する施設内の巡視、点検、評価 

４）医療安全に関わる業務改善への提言及び指導 

  ５）医療事故防止マニュアルの遵守の確認と評価 

  ６）医療安全管理のための教育研修の企画と実施 

  ７）医療安全に関する情報収集と発信 

８）医療事故に係る職員、患者、家族からの相談窓口及び問題解決の支援 

９）医療安全にかかわる会議の参画、運営及び支援 

１０）クレームへの対応 

  【感染管理に係る事項】 

  １）ICT 活動  

  ２）感染管理教育・啓発活動      

３）感染防止・対策に係る職員、患者、家族からの相談窓口及び問題解決の支援 

  ４）感染防止対策マニュアルの遵守の確認と評価 

５）職員を医療関連感染症から防護するための活動 

  ６）感染防止対策に関わる施設整備への提言と指導 

  ７）感染防止対策に関わる会議の参画、運営及び支援 

  ８）施設内感染サーベイランス 

  【医薬品に係る事項】 

  １）医薬品の安全使用のための業務手順の遵守の確認と評価 

  ２）医薬品の適正管理に関する職員への指導 

  ３）医薬品の適正使用に関する職員への指導 

４）医薬品の安全使用に係る情報収集と情報発信 
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【医療機器に係る事項】 

１） 対象医療機器の登録 

２） 医療機器の安全使用のための研修の企画と実施 

３） 医療機器の安全使用のための職員への個別指導 

４） 医療機器の保守点検に関する計画の策定 

５） 医療機器の安全使用に関する情報収集と情報発信 

６）医療機器の添付文書、説明書の整理と管理 

 

  附 則 

この指針は平成 19 年 10 月 1 日より施行する 

（中略） 

この指針は平成 26 年 2 月 1 日より施行する． 
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資料１０ 千葉県がんセンター「医療事故緊急対策会議」設置要綱 
 
（目的） 
第1条 千葉県がんセンターで発生した重大な医療事故に対応するために緊急招集され

る会議についての取り決めを目的とする． 
（所掌事項） 
第2条 会議は，次の事項を所掌する． 

（１） 医療事故の事実経過の確認 
（２） 医療事故に緊急的な対応策の検討（警察への届出，家族への謝罪，説明会，弁護

士への相談，保険会社への届出，医療事故調査会の設置など） 
（３） 緊急的な予防策の検討 

（組織） 
第3条 会議は，病院長，副病院長，医療局長，事務局長，看護局長，研究所長，診療

部長、管理課長，当事者，部署責任者，関係者，医療安全管理委員長，医療安

全管理者によって構成される． 
（部会長） 
第4条 病院長は，会議を招集し，会議を統括する．会議の司会は医療安全管理委員長

が務める． 
（庶務） 
第5条 会議の庶務は，病院長が指名した者が行う． 
（会議） 
第6条 過誤を伴うレベル３以上，過誤を伴わないレベル４以上の医療事故の報告を受

けた医療安全管理委員長は，直ちに病院長に報告し，病院長の判断のもとに本

会議が招集される 
２．会議は，原則として医療事故発生後 24時間以内に行う． 
３．医療安全委員長は，会議の結果について医療安全管理委員会で報告する． 
４．再度の会議開催が必要である場合には，後日適宜開催する． 
５．医療事故調査会については別途定める． 
（その他） 
２． この要綱で定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，病院長が定めるこ

とができる． 
 
付則 
この要綱は，平成 22年 4月から適用する． 
平成 26年２月改訂 
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資料１１ 医療事故の報告（医療事故防止対策要綱第 9条） 

 

 ヒヤリハットを含めて，すべての医療事故を報告してください．報告することによって，不利な扱い

を受けることは全くありません．医療事故が隠れてしまうことがより大きな問題になります．医療事故

と考えたら，躊躇せずに積極的に報告して下さい． 

 医療事故の報告は電子カルテ上で次のように行ってください． 

 

A． 当事者，発見者の一次報告 

（１） 電子カルテで患者のカルテ画面の機能３のインシデント・アクシデント報告を開きます． 

（２） インシデント・アクシデント報告に必要事項を記載します．経過を分かりやすく記載して下

さい． 

（３） 記載が終了したら「登録」をクリックします． 

（４） 次の承認者の画面が出たら，部門責任者（部長，科長，師長など）を指定して登録をクリッ

クしてください．院内メールで部門責任者と医療安全管理者に伝達されます． 

 

B．部門責任者による承認 

（１） メールで報告を受けた部門責任者は患者の電子カルテを開き（メール画面から開けます），

機能３のインシデント・アクシデントのタブをクリックします． 

（２） 報告書を読んで，コメントを記載してください． 

（３） 記載が終了したら「承認」をクリックします． 

（４） 承認画面では次の承認者を選択します．医師以外の場合は医療安全管理者，医師の場

合は医療安全管理室長を選んで，クリックしてください．医療安全管理者または医療安全

管理室長にメールが届いて報告されます． 

 

・看護局以外 

  当事者・発見者 → 部署の責任者 → 医療安全管理者・医療安全管理室長 

 

・看護局 

  当事者・発見者 → 看護師長 → 医療安全管理者・医療安全管理室長 

 

・事務局 

  当事者・発見者 → 医事経営課長 → 医療安全管理者・医療安全管理室長 
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○重大医療事故発生時の対応 

 

１． 目的 

重大医療事故が発生した場合には，迅速かつ円滑に対処する必要がある．千葉県

がんセンター安全管理委員会要綱，千葉県病院局医療安全指針などに基づき，重

大医療事故発生時の現場における行動及びその後の対応を明確にする． 

 

２．重大医療事故の定義 

医療事故とは，過誤の有無を問わず医療上発生した有害事象をいう．医療過誤と

は，過誤によって発生した有害事象をいう．ここで扱う重大医療事故は，過誤を

伴うレベル3以上の医療事故，または過誤を伴わないレベル4以上の医療事故をさ

す 

 

３．重大医療事故発生直後（24時間以内）の対応 

 

（１）患者の救命に全力をあげる． 

・当事者または発見者は，まず救命に全力をあげる． 

・同時に緊急連絡（EMRなど）により応援を求める． 

・看護師その他のコメディカルが発見したときには直ちに医師に連絡するととも

に一次救命措置を行う． 

 

（２）緊急連絡体制 

・ただちに当該科の責任者または上司に連絡する． 

・当事者または責任者は同時に医療安全管理委員長または医療安全管理者に連絡

し，緊急連絡体制をとる（別紙）． 

 

（３）記録 

・直ちに記録係を決める．  

・診療録を経時的に正確かつ丁寧に記載する．  

・推測は除外して，事実のみを記録する． 

・心電図モニターの波形も記録用紙に残す． 

 

（４）患者家族への説明 

・救命治療は継続しながら，一段落したところで当事者または部門責任者は患者

家族に病状経過を説明する．簡単な途中経過でもいいので，なるべく間をおか

ないで説明する．説明には複数同席するようにする． 

・ 小康が得られたところで，当事者または部門責任者は事実経過を患者家族に

隠さずに詳しく病状説明をする．説明記録を家族に渡すとともに電子カルテ

に保存する． 
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・ 医療者と患者の間の認識のギャップの存在を考慮して，明らかな事実と推測

に基づくこと，可能性にすぎないことを区別して説明する．推測にすぎない

ものについては，その旨を断っておき，後日検証の結果変わりうることを説

明する． 

・ 事故によって不幸な結果となったことについて，真摯に遺憾の意（このよう

な結果になってしまい残念です．などのプロとしての癒しの言葉）を示す．

ただし、誰から見ても過誤の存在が明らかである場合には、併せて謝罪も行

う． 

・ 救命が極めて難しい場合には，蘇生処置中でも家族を面会させ，医療の密室

性がないように努めること． 

・ 緊急処置における同意書，承諾書の取得は法的に不要であるとはいえ，その

処置の必要性，方法について，事後に必ず家族に説明を行うとともに、了承

を得るように務める． 

・ 説明の窓口を基本的に一本化し，病状の説明を一貫性のあるものにする． 

・ すべての病状説明において，説明者，説明を受けた人，同席者，説明時間，

説明内容，質問，回答，説明記録の作成者を記録する． 

 

（５）死亡した場合には病理解剖を受諾していただけるように努める． 

警察への届出をする場合には、警察の判断により司法解剖となる場合もあること

から、届出につき事前に家族に説明をしておく．但し、医師法第２１条に基づき

異状死として届け出る場合には、家族の承諾を得られなくても届け出る義務があ

る． 

 

（６）過誤の可能性が高い場合は，現場や証拠の保全に努める． 

 

（７）病院長の判断で速やかに医療事故緊急対策会議を召集する． 

 

（８）病院長が速やかに概要を病院局経営管理課に報告する． 

 

（９）誠実な，真摯な態度で臨むこと．｢隠さない｣，｢逃げない｣，｢ごまか 

   さない｣の 3原則を守る． 

 

 

４．警察への連絡 

病院長が警察(千葉中央署)への届出が必要であると判断した場合に，警察に届け

出る．基本的には，千葉県病院局医療安全管理指針に従って判断される．すなわ

ち，下記の手順に従う． 

 

（１）千葉県がんセンター内で患者が死亡し，あるいは死体を発見して，医師の検案に
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より異状死体と判断した場合（医師法 21条） 

  *外傷，自殺，他殺等の外因死，診断のつかない新患の到着時心肺機能停止，診療行為

中の予期せぬ死など 

 

（２）その他の死亡または障害が発生して，業務上過失致死および業務上過失傷害罪に

問われるおそれがある場合． 

 

（３）診療中の医療事故による死亡については，届出の前に原則として医療事故緊急対

策会議の意見を聞く． 

 

（４）届出に際しては、事前に家族にその旨を説明する．ただし、医師法 

第２１条の異状死として届け出る場合には、家族の承諾が得られなくても届け出る

義務がある． 

 

（参考） 

①医師法 21条 

  (異状死体等の届出の義務) 

  医師は，死体又は妊娠 4 ヶ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは，２

４時間以内に所轄警察署に届け出なければならない． 

②死体を検案して異状を認めた医師は，事故がその死因につき診療行為における業務上過

失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも，（医師法 21条の）届出義務を負う．

（最高裁平成 16年 4月 13日判決） 

③医師法 21条にいう異状とは，同条が，警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にする

ほか，警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可

能にしようとした趣旨の規定であることに照らすと，法医学的にみて普通と異なる状

態で死亡していると認められる状態であることを意味すると解されるから，（※過失の

ない措置を講じたにもかかわらず，）診療中の患者が診療を受けている当該疾病によっ

て死亡したような場合は，そもそも同条にいう異状の要件を欠くというべきである．

（福島地裁平成 20年 8月 20日判決） 

---以上，千葉県病院局医療安全管理指針より--- 

 

（参考） 

医療行為において刑事責任を問われる可能性のある場合は，一般に，①患者が死亡するな

ど結果が重大であって，②医療水準から見て著しい誤診や初歩的なミスが存在する場合で

あるといわれている． 

なお，患者がすでに末期的な状況にあり，当該医療事故は，その死期を早めたに過ぎない

と考えられるような場合でも，そのことで法的に免責されるわけではないとされる．（国立

大学医学部附属病院長会常置委員会 H12.5） 

 



 

60 
 

 

５．緊急連絡体制 

 

（１）事故の当事者または部門責任者は，医療安全管理委員長または医療安全管理者に

連絡すること．連絡のつかない場合は，下記の医療事故緊急対策会議メンバーの

いずれかに連絡のこと．連絡を受けたものは連絡網によって，構成員に連絡し，

病院長の指示を受け，必要に応じ，可及的にすみやかに医療事故緊急対策会議を

召集する． 

医療事故緊急対策会議メンバーは，病院長，副病院長，医療局長，看護局長，事

務局長，医療安全管理委員長，医療安全管理者，管理課長，当事者，部門責任者，

関係者とする． 

病院長またはその代理が必ず出席する． 

議長は医療安全管理室長が行う．医療安全管理室長が不在の場合は医療局長が努

める． 

 

（２） 医療事故緊急対策会議の招集の判断 

・ 医療安全管理委員長が病院長と協議して，必要と判断した場合に病院長が招集

する． 

・ 基本的には，過誤を伴ったレベル３以上の医療事故または過誤を伴わないレベ

ル４以上の医療事故を対象とする． 

 

（３）医療事故緊急対策会議での協議事項 

・ 関係者（当事者，部課の責任者その他）のヒアリングを行い，事故状況の事実

確認を行う． 

・ 初期的対応，予防策を協議し決定する． 

・ 病院としての警察への届出の要否についての見解を決定する．また事故の公表

の要否とその方法、報道機関への対応方法とその窓口、各部署への周知の時期・

方法などを決定する． 

・ 警察への届出；病院長または代理者が，法律に従って判断し，家族の了解のも

とに行う．ただし、医師法第２１条に基づく異常死として届け出る場合には、

家族の承諾（了解）が得られなくても届け出る義務がある．---除く 

・ 報道機関への対応について協議する．基本的には，窓口を一元化し，記者会見

でのポジションペーパーの作成，スポークスマン，家族の同意(公表内容の確認)，

記者会見の場所（事務研修棟会議室など），各部署に報道機関への対応を周知す

る． 

・ 医療事故緊急対策会議は重大医療事故の初期対応における最高決定機関とす

る． 

・ 議事録を作成する． 

・ 病院長または代理者は会議での結果を病院局経営管理課へ報告する． 



 

61 
 

・ 必要に応じ，同一事例について複数回の同会議を招集する． 

 

６．患者家族への謝罪 

病院側の過誤が明らかな場合は，病院長または代理者が誠意を持って謝罪する．

しかし，過誤の有無，患者への影響などは発生時には不明確なことが多い．過誤

の有無やその患者に及ぼした結果・影響の程度などの評価に渡る部分の拙速な説

明は誤解を与えてしまうことからこれを避け、慎重かつ誠実に行う． 

 

７．その後の行動 

・ できるだけ早い時期に当センターとしての事実の調査および事故の原因，過誤

の有無等について統一見解をまとめる． 

・ 医療事故緊急対策会議の後，医療安全管理委員長はできるだけ早い時期に患者，

家族への説明の機会を設定する． 

・ 患者，家族への説明は，病院長，当事者，部門の責任者を含め複数で行う．専

門用語を避け，分かりやすく，慎重に説明する．個人的見解は述べないように

する．説明した内容は正確に記録に残す． 

・ 事務局から千葉県病院局を通して顧問弁護士に連絡，相談する． 

・ 補償が必要になると判断された場合には事務局から千葉県病院局を通して損

害保険会社へ連絡する． 

・ 病院長は早期にセンター内に医療事故調査会を立ち上げ，事実関係の調査・確

定と医学的評価を行い，センターとしての統一見解をまとめ，再発防止策をつ

くる． 

・ きわめて重大な事故の場合には，病院長は外部の専門家を加えた医療事故調査

委員会を立ち上げる． 

・ 法的責任の有無についての統一見解が必要な場合には、千葉県病院局を通して

顧問弁護士と協議する． 

・ 患者・家族からの過誤の指摘や金銭的な申し入れなどがあった場合には、千葉

県病院局を通して損害保険会社に事故報告書を速やかに提出し、協議する． 

 

  平成 22年 3月 千葉県がんセンター医療安全委員会作成 

（中略） 

平成 26年 2月 千葉県がんセンター医療安全委員会改訂 
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資料１２ 医療事故対応手順 
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資料１３ 千葉県がんセンターにおけるインフォームド・コンセントに関する 

指針 

 

診療委員会インフォームド・コンセント部会 作成 

平成22年9月14日 センター会議承認 

 

はじめに 

 当指針は，平成20年度のインフォームド・コンセント（以下ICと略す）のあり方委員

会（永田委員長）の報告書を参考にして，平成22年度の診療委員会IC部会が補足・

修正を加えて作成した． 

 医学は日々進歩しているが，まだまだ不確実な部分が多い．患者が人生に大きな

悔いを残さないためにも，患者が自分で考えて自分で決定する（他人任せにしない）

必要があり，そこにICの重要な役割があると考える． 

 医療は個別の状況により臨機応変に対応しなければならず，全ての各論をこの指

針で述べることは不可能であり，ここではICの総論的な事項を述べることにする．また，

当院はがん専門病院という特色を持っているので，その特殊性を考慮した指針作り

を目指した． 

 当指針はより良いICを支援するために作成されたものであり，強制力のあるもので

はない． ICはあくまでも各医療者の責任と判断のもとに行われるべきである． 

 

A． ICの基本的事項 

 １） 自己決定の促進 

 ICの主役となるのは患者であり，医師は患者の自己決定をサポートする役割

をすべきである．もし，押しつけられたり，誘導された医療を受けて，悪い結果

が出た場合には，患者の納得が得られることはない．医療者が十分な情報を

与えた上で，患者が十分理解して，自己決定した結果の医療であれば，悪い

結果が出た場合にも，ある程度の納得が得られるであろう． 

 

 ２） がんの告知 

 がんであることは本人の問題であって，それを知る権利があり，またそれを秘

密とする権利を持つと考えられる．本人ががんであることを知って，必要な治療

を受けることを決心していることが，がん治療には前提になる．告知を望まない

家族に対しては，まず告知の必要性を説得する努力が必要である． 

 告知するにあたっては，以後の治療に前向きの気持ちになるような配慮が必

要である．SHARE（＊）の考え方を基本として，スムーズに告知ができるように

努める． 

 

（＊）S：場の設定（プライバシーの保てる場，充分な時間，同席者の考慮，礼儀正しさ），

H：悪い知らせの伝え方（誠実な対応，理解しやすい説明），A：付加的情報（治療選択
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の意思確認，医学的情報，社会的情報，患者が希望する情報など），RE：情緒的サポ

ート（患者の気持ちの理解，共感，気持ちの配慮，家族への配慮） 

 

 ３） 文書を用いたICはどこまで必要か？ 

 死亡あるいは後遺症などのリスクを含む重篤な合併症が発生する可能性の

高い医療行為全般で同意書を取得するICが必要である． 

同意書を伴うICを必要とする処置： 

手術(内視鏡治療を含む)，全身麻酔，化学療法の開始時，放射線療法の

開始時，内視鏡検査，血管造影検査，骨髄穿刺，中心静脈栄養ルート挿

入，ドレーンの挿入，輸血など 

 

 ４） ICの記録 

 電子カルテの「文書管理」の中の説明記録用紙を用いて説明し，同意が得ら

れた場合に署名欄に署名してもらい，文書による同意を得る．同意文書は別途

ファイルに保管する．手書きの用紙を用いた場合や説明内容を手書きで追加し

た場合は電子カルテにスキャンして記録を残す．電子カルテ本文に説明の内

容とICを得たことを記載する． 

 

 ５） セカンド・オピニオン（以下SOと略す） 

 診療においては，患者に迷いがあるかないかにかかわらず，積極的にSOの

オプションを提示し，また，SOを求められた場合には適切に対応するようにす

る．SOに必要な資料は快く提供する．他の医師の意見を求めることで不利な

扱いを受けることはないことを説明する． 

 

 ６） どの治療成績を示すべきか？ 

 検査，処置，治療の説明では，必要性と効果について言及するが，この場合

の「効果・治療成績」には，①全国的標準的治療成績，②千葉県がんセンター

としての施設の治療成績，③主治医（執刀医など）自身の治療成績，の３種が

ある．基本的には，②千葉県がんセンターとしての施設の治療成績を基準とし

て説明するのが望ましい． 

 

 ７） 初期臨床研修医のIC 

 初期臨床研修医が手術または同意書を要する検査の術者である場合には，

指導医が説明を行うことを原則とする．（原則として初期臨床研修医はICを行

わない．行う場合は指導医の同席で行うこととする．） 

 

 ８）同意能力に問題がある場合の意志決定過程 
患者に同意能力がない場合，患者のそれまでの価値観，以前に表明してい

た意志に照らし合わせて，現在の状態で患者が何を希望するかについて，家族
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と共に慎重に検討する．家族の役割は患者の意向の推測であり，治療方針の決

定については医療チームが責任を共有することを明確にする必要がある． 
 意志決定の際，推測される患者の意向と，家族の意向が異なることがあり得る．

その際は，家族への現状理解の援助や話し合いの提供などで家族が納得でき

るような支援や，家族への精神的サポートを行う．最終的な意志決定が行われる

までは，患者の意向を最大限尊重し，患者の利益が最大になる方法を検討す

る． 
 

 ９） 救急の場でのIC 

 生命の危機に瀕している場合には，通常のICは不可能である．なによりも治

療を優先して，事後に説明をすることはやむを得ない．家族を外に置いての処

置になることが多く，医療の密室性が問題になりやすい場合があり，配慮が必

要である． 

 緊急時には事後に承諾書をとることは法的に不要とされている．しかし，事後

に経過を詳しく説明する義務があることは当然である． 

 

 １０） 急変時のIC 

 急変の場合は処置の前に説明をして，同意を取るプロセスを踏むことができ

ない．まず，処置を優先し，患者，家族に直ちに処置をすることが必要であるこ

とを手短に告げる．一段落したら，処置を継続するとともに，原因，経過，処置

の内容，今後のことなどについて家族に詳しく説明する．もし，死亡した場合に

は，詳しく経過，因果関係を説明した上で，必ず解剖による死因の究明を勧め

る．あるいは解剖して詳しい死因を知る権利があることを説明する． 

 

 １１） 小児がんでのIC 

 子どもといえどもICを得てから治療を行う必要がある．ある程度の意思表示が

できる子ども（小学1年生程度）からのICは可能である．それよりも年少の子ども

になれば，パターナリズムの考え方が色濃くなるのはやむを得ないだろう．しか

し，その場合も成長して意思表示ができるような年令に達すれば，その意志を

尊重すべきである．一方で保護者である両親への説明，説得も重要である．ま

ず，子どもへの告知の必要性を両親に説明して，両親の同意を得てから子ども

に告知することが重要である． 

 

 １２） 代替医療をどう説明するか？ 

 当センターでは医療行為を伴う代替医療は行わないことが決定されている．

しかし，どうしても代替治療を受けたいと希望するケースがあとを絶たない．代

替医療について，患者が受けたいという希望は理解し尊重するが，医学的な

合理性がないこと，病院の立場（公的病院，がん診療連携拠点病院）から，当

センターでは基本的に行わないことを説明する． 
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 １３） 宗教的問題（エホバの証人など）でのIC 

 エホバの証人をはじめとする宗教的な信念から輸血を拒否するケースがあり，

その対応が必要になっている． 

他施設の対応を参考にし，次のような手続を推奨する． 

 

・ 輸血を拒否する宗教上の信念は，理解，尊重することを話す． 

・ 治療における輸血の必要性について十分に説明する． 

・ 血液製剤は，書面で同意が得られた範囲内で行うことを説明する． 

・ ICの際には，複数の医師が立ち会い，輸血謝絶兼免責証明書を作成する． 

・ エホバの証人と主治医との間で，輸血せずに治療する同意書を取り交わす． 

・ 輸血なしに治療をするリスクが極めて高い場合には，治療できないことを説明し，転

医を勧める． 

・ 輸血謝絶兼免責証書は，１部を診療録用として電子カルテ内に保管し，１部はエホ

バの患者あるいはその親権者が保管する． 

・ 未成年のエホバの患者（12～15歳未満）の場合，できるだけ親権者の希望に従って

対応するが，生命を守るため輸血がやむを得ない場合は，医師の裁量を認めることを

説明する． 

 

 １４） 言葉の問題がある場合のIC（外国人） 

 在日外国人の増加により，日本語で対応できない患者が増加している．これ

らの患者に対しても，基本的には診療を拒否することはできない．正しい情報

を供給して，良好なコミュニケーションをとることが必要になる．プライバシー保

護の問題があるので，患者本人が語学ボランティアを用意することを原則とす

る．しかし，患者本人がボランティアを用意することができない場合の対応策と

して次のようなことを行う． 

 

・センター内で外国語を話せる人を活用する（研究局の留学生など）． 

・今後の努力目標として、ケアや処置の説明などで必要な文言の対訳版を作成する

（当センターに通院，入院経験のある外国人の患者などの協力を得る）． 

・どうしても無理な時は、外部にボランティアを依頼する(日本赤十字社千葉県支部，千

葉県国際交流センターなど)． 

 

 １５） 治療結果の説明 

 治療結果の説明は，書面を用いて行うことが望ましい．化学療法が必要な場

合には，必ず同意書を取るようにする(電子カルテの文書管理中にあり)．また，

術前検査と治療の結果が大きく食い違い，説明が複雑になる場合には，もちろ

ん正直に説明する．その他，病状説明において専門的知識が必要となる場合

には，専門科に同席をお願いして，追加説明をしてもらうようにする． 
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 １６） 薬剤に関するIC 

 服薬指導の目的は，服薬のコンプライアンスを保つこと，薬歴管理を行って

併用禁忌などを防ぐ，または副作用を予防，早期発見すること，薬剤について

の患者の不安を取り除くことなどが挙げられる．抗がん剤，麻薬をはじめとする

投与薬について，自作またはメーカー作成のパンフレット，インターネット資料

を用いるなどして，客観的な事実を簡潔に説明する． 

 

 １７） 画像診断におけるIC 

 画像診断で書面によるICが必要となるのは，アンギオグラフィー，抗がん剤

動注，CT下生検などの観血的処置がある． 

 現場ではレントゲン技師が積極的な患者への話しかけにより患者の不安を軽

減するように努め，検査が始まる前には，検査中の注意事項を簡単に分かりや

すく説明する．放射線被曝をはじめ，画像検査に関する質問があった場合に

は，資料などを用いて，的確に質問に返答できるようにしておく． 

 

 １８） 臨床検査とIC  

 検査に関する質問はほとんどの場合受け身であり，積極的に説明することは

ない．説明の要請がある場合には，経験のある検査技師が，パンフレットを渡し

た上で，一般的な説明を加えるようにする．検査においては黙って行うのでは

なく，患者の緊張をほぐすような話しかけが，安全管理の点でも重要である． 

 

 １９） 栄養とIC 

 栄養士が，化学療法，放射線療法に伴う食欲不振，粘膜炎，低栄養，術後食

を中心とした栄養相談・指導などにおいて患者と直に接する．訪問した目的を

はっきりと患者に説明し，食事に関しての患者の悩みをよく聞いて，どんな問題

があって，どんな改善，工夫が考えられ，食事・栄養の改善が得られるかなどに

ついて，患者の力になる姿勢を示す．  

 

 ２０） 地域連携とIC 

 地域連携とICとの関連のなかで，当センターと地域医療機関とで患者に関す

る情報の共有が必要である．臨床経過，検査データの共有とともに，説明内容

を共有する必要がある．初診時での説明では，まず紹介元の医療機関で告知

を含めてどのような説明を受けているかどうか確認する．当センターから紹介す

る場合にもICに関する情報が正確に伝わる必要がある．患者を他施設へ紹介

する場合には，紹介状にICに関する大切な情報は，忘れずに記載する． 

 

 ２１） 死亡したときの家族への説明 
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 患者が死亡した場合には，これまでの臨床経過，最終的な死因について説

明する．きちんと説明することが遺族への癒しともなると考えられる．がんの末

期ではなく，良性の病態による死亡の場合には，必ず臨床経過と死因につい

て説明し，病理解剖についてお願いする． 

 

 ２２） 患者へのIC前の情報提供，教育 

 1-2回の医師の説明で，医療知識もなく，何の前情報も持たない患者が，説明

された内容を深く理解できることは期待できない．ICを効率よく，短時間で，しか

も深い理解が得られるように，あらかじめ患者に疾患についての知識を与えてお

く． 

 

B． ICの場の設定 

 

 １） ICに参加する人 

 説明する主体は医師であることが多いが，看護師の同席が望ましい．医師の

説明で患者が十分理解できない場合には，看護師による追加説明が有用で

ある．専門部門での一般事項についてのICは薬剤師，検査技師，レントゲン技

師により行われる場合もある． 

 対象は，患者本人，家族，その他となる．すべてを患者本人に説明すること

が基本である．同時にキーパーソン，その他何人かを含めることが望まれる．  

 

 ２） ICの場所 

 プライバシーが保たれ，落ち着いた気分で話し合える場で行われるべきであ

る．外来・入院とも基本的に個室が望ましい．ナースステーション，他の患者が

在室する大部屋の病室，ラウンジ，廊下などではプライバシーが保てないので

回避すべきである． 

 

 ３） ICの時間 

 説明にあたっては，時間にゆとりを持つ必要がある．まず，ゆとりのある時間

帯を選ぶことが大事である．急いでICを行おうとせず，十分な時間のとれる機

会をつくって行う．  

 

C． 説明すべきこと 

 

 1） 病名，病状 

 一般的にはがん告知になる．がん告知はがん治療の上で基本になるが，一律に

唐突に告知するのではなく，患者，家族の気持ちを尊重することが重要である．もし，

家族が本人へのがんの告知を望まない場合は，告知する前に家族を説得すべきで

ある．病期を含めてがんの診断の根拠が明確であり，チームの中できちんと検討さ
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れたものであることを確認しておく．診断がはっきりしない場合も，その説明が明確

にできるように整理しておく．問題になっている現在の症状との関連，将来問題とな

りうることについても説明する． 

 

 2） 治療方針 

 検査，治療計画を具体的に説明する．身体的，精神的にどの程度の負担がある

か，自然経過を見た場合と，治療した場合の見通しについて，平均的な予後を説明

する．また，ガイドラインなど標準治療に則っているかを説明する．基本的には当セ

ンターでの治療成績を示す．標準的治療でない場合は，それがなぜ必要なのかを

説明する． 

  

 3） 誰が実施するのか 

 初めての手術というときには，上司が同席し，責任者として指導し，経験のある医

師が施行するのと同じレベルの手術になることを説明する．経験の少ない治療の場

合では，これまでの積み上げ，経験の中で充分安全に行いうることが見込める場合

には，経験の少ないことを強調する必要はない． 

 

 4） 期待される効果 

 その検査，治療がどのような効果があるかを説明する．検査によりどのようなことが

わかり，どう治療につながるか，検査を受けない場合はどうなるかを説明する．治療

によって，どのような利点があるかを説明する．治癒が望めるのか，姑息的なものな

のか，現在の症状がどうなるのか，具体的に説明する． 

 

 5） 必要な期間 

 どのくらいの入院が必要なのか，順調に経過した場合，合併症が起こった場合な

ど，治療後の流れを説明する．クリニカル・パスが適応されていれば，患者用パスを

用いて説明する． 

 

 6） 費用 

 費用の目安を示す．詳しく説明を希望する場合には，患者相談支援センター，医

事課などで対応する． 

 

 7） 付随する危険性，苦痛 

 薬の副作用，手術の合併症について具体的に説明する．手術などの後遺症につ

いても，具体的に，イメージがわくような説明を心がける． 

 

 8） 代替手段 

 自分の勧める治療以外に，医学的に合理性のあるものについて説明する．民間

療法で合理性の不明な代替療法まで説明する必要はない． 
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 9） 自由な意思表示の保障 

 患者がじっくり考える余裕があり，自由に質問したり， “ノー”といえるような雰囲気

を作り上げるようにする． 

 

 10） セカンドオピニオンの保障 

 セカンドオピニオンを自由に受けられることを，必ずはっきりと説明する． 

 

D． 分かりやすい説明のために 

 

 １） 極端に落ち込まないIC 

 がん患者が告知を受け，病状説明を受けたあとに，一時的にショックを受ける

ことは回避できるものではない．治療において基本的に大事なことは，ショック

からなるべく早く立ち直らせ，治療にたいして前向きな気持ちを形成することで

あろう．説明にあたっては，患者がショックを受けることを十分予想して，必ずし

も単刀直入に説明することなく，相手の反応を見ながら，段階を踏みながら話

を進めることが必要になるだろう．いたずらに数字を並べ立てたり，いきなりきわ

めて悪い予想，リスクまで踏み込んで話すのは患者を不安にする結果になる

ので避けたい． 

 

 ２） 説明で使う言葉の問題 

 患者にわかる言葉で説明して，理解してもらうことが基本である．忙しい診療

の中では，つい専門用語が出てきてしまいがちであるが，患者への説明の中

で，専門用語，外来語を極力使わないように努める．専門用語を日常語に置き

換えたり，どうしても使わなければならないときには，紙に書く，その言葉につ

いて説明を加えるようにする 

 

 ３） 説明の内容，言葉づかい 

 まず，ICの目的をはっきりさせる．数度の説明になる場合，または説明者が異

なった場合でも内容が一貫していなければならない． 

 治療の選択肢を示すことと同時に，患者の今の病状にたいして，なぜその治

療選択になるのか，結論だけでなく，その理由，プロセスについても説明する．

また，経過中に同意を撤回できる自由があることを説明する． 

 よそよそしさを感じさせない範囲の丁寧語を使って話す．患者は医師の言葉

に非常に敏感になっていることを常に意識すべきで，一方的な説明にしない．

ゆっくり話すようにし，必ずしも敬語の必要はないが，人間として尊重した言葉

遣いを心がける． 

 

 ４） 態度の問題 
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 相手に身体を向けて（ただし真正面に向くのはかえってよくないという），相手

の目を見て，反応を見ながら，患者の話によく耳を傾ける態度を示しながら話

を進める．患者は，医療者側のちょっとした仕草・表情に敏感になっている．あ

る程度の威厳を持ち，説明が軽くなりすぎないようにする． 

 

 ５） 質問しやすい環境作り 

 一方的な説明ではなく，質問を受けながら話しを進められるように，はじめに

患者・家族の緊張を和らげるような環境を形成するように配慮する．話の区切り

で間をおいて，「質問はありませんか？」と訊いてみる，ばかげた質問でも軽視

した態度をとらないように注意する． 

 

 ６） 患者の背景にあった説明 

 同一のがん，進行度であっても，すべての患者に同じ説明はあり得ない．病

状が多少とも違っていると同時に，患者の背景が違っていれば，それに合わせ

た説明をすべきである．背景とは，年令，理解力，判断力，性格，家庭環境，

職業，生活様式などが挙げられる．これらを総合的に判断しながら，患者にあ

った説明にするように努める．患者の反応を見ながら，説明の仕方を変えてゆ

くよう心がける． 

 

 ７） 予備知識を与える工夫 

 患者に自ら勉強してもらうために，診断が確定した時点で，患者向けのわかり

やすいパンフレット（印刷物，ビデオなどを含め）を渡しておく．  

 

おわりに 

 

 時代の変化とともに，ICの考え方も変化していくと思われ，絶対的な指針はありえ

ない．当指針も適宜改正していきたいと考えている． 

 

千葉県がんセンター診療委員会インフォームド・コンセント部会 
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資料１４ その他、同センターにおける背景情報 

（日本外科学会からの報告より） 

 
（１）倫理審査委員会 

 ・当時、新しい術式を院内倫理審査委員会に諮るというルールはなかった。 
 ・検証の対象事例に対する倫理審査は、いずれについても、行われていない。 
 
 
（２）消化器外科の体制 

 ・肝胆膵疾患担当医 3名、消化管疾患担当医 4名、その他修練医を含め 6名程度、計約

13名程度の体制 
 ・カンファレンスの種類 
①消化器外科術前カンファレンス：消化器外科医師全員参加 
毎週月曜日、20分程度、翌週の手術予定症例について（約 15例程度） 

②肝胆膵外科カンファレンス：肝胆膵疾患担当医師、経験 12年以下の消化器外科医師 
毎週水曜日、30分～1時間程度、すべての肝胆膵症例（外来 20例、入院 10例） 

  検討内容：追加検査の必要性、合同カンファレンスの必要性、臨床診断、臨床病期、

治療法の選択肢、術式や切除範囲、腹腔鏡下手術の可能性 
③消化管外科カンファレンス：消化器外科医師(ほぼ全員) 
 毎週火曜日、30分程度、前週に初診の消化管症例（10数例） 
④肝胆膵合同カンファレンス：肝胆膵疾患外科・内科医師、若手消化器科医師 

               画像診断医 5～6名、臨床病理医 1名 
  毎週金曜日、20分～1時間程度、翌週の手術予定症例、治療方針に難渋している症例 
 ⑤消化管合同カンファレンス：消化器外科医師(全員)、消化器内科医師（全員） 

画像診断医 5～6名、臨床病理医 1名 
  毎週火曜日、1時間程度、翌週の手術予定症例、治療方針に難渋している症例 
  
 
（３）麻酔科体制 

 ・手術室 7室 
 ・2011年度までは、常勤医 3名、その他はパート（歯科医師 1～2名含む） 
  2012年度は、常勤医 3名（2名は其々集中治療、緩和ケア担当兼務）、 

パート 37名（歯科医師 1名含む） 
  2013年度は、常勤医 4名（上記に千葉大から期限付き雇用 1名追加）、 

パート 29名（歯科医師 1名含む） 
 ・パートの勤務時間はおおむね 8:30～17:15、延長は、常勤医師で不足な場合は、手術管

理部長が個人と交渉して延長する。 
 ・夜間、土日・祝日の緊急手術は、常勤麻酔科医師４名の輪番による担当制 
 ・パートの麻酔医は、原則として麻酔科専門医で、指導が不要な医師を採用している。 
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 ・麻酔記録の記載については、「麻酔の手引き」に取り決めている。 
 ・術中の記録については、麻酔医が麻酔チャートに、術中の出来事、使用薬剤量、麻酔

医が実施した行為などを記録、また、看護師は点滴交換、輸血の実施、尿量・出血量

について麻酔医に報告し、麻酔医が麻酔チャートに記録する。 
 ・出血量については、看護師がカウントし、100mL毎に麻酔医に報告、麻酔医が麻酔チ

ャートに記録している。 
 
 
（４）ICUの体制 

 ・「ICU」という呼称を使用しているが、一般病床（7対１）として届け出をしている。 
 ・病床 11床 
 ・2012年 4月に集中治療部が新設され、医師 1名部長として配属されるが、ICU専任で

はなく、主に麻酔科医として業務を行っている。 
 ・局所麻酔を除くすべての術後患者が入室（一般開腹術後 1日）、その他、運営規定によ

って定められている。 
 ・当該診療科の受持ち医師は、患者が ICUに入室した後も引き続き主治医となる。 
 ・業務の混乱を避けるため、ICU 看護師は病状の変化・オーダーの確認など、原則とし

て担当医（当該診療科）に行う。その後、必要であれば、麻酔科医に連絡を行う。 
 
 
（５）他科の協力体制 

 ・循環器内科、心臓血管外科、救急診療部等の一般診療科はない。 
 ・各診療科はがん診療を専門としているが、対応可能絵あれば、診療依頼に応じている。 
 ・出血に関する専門の応援体制はなく、消化器外科等、血管処理に関して経験が豊富な

医師が協力依頼に応じている。 
 ・IVR(血管内治療)は、放射線診断医、または、各診療科医師の一部が行っている。 
 ・院内で対応が困難な患者については、他院に診療を依頼している。搬送が可能な場合

は転院するが、手術中の出血等、搬送が不可能な場合には医師を派遣してもらってい

る。 
 ・他院と予め提携する等、連携体制の整備は行っていないが、地域の専門性から応援す

る病院は千葉大学医学部附属病院や国立病院機構千葉医療センターに依頼することが

多い。 
 
 
（６）手術に関する「説明と同意」 

 ・2010年 9月 4日に「千葉県がんセンターにおけるインフォームド・コンセントに関す

る指針」がセンター会議で承認されたが、その後の周知徹底が行われなかったため、

職員へは浸透していない。 
 ・手術に関する説明と同意において、説明すべき内容について規定がないため、担当医
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の判断によっている。 
（７）医療安全体制 

 ・重大な医療事故の場合（レベル 4～5またはレベル 3で医療過誤を伴う）、発生の 24時

間以内に、病院長は「医療事故緊急対策会議」の開催について医療安全管理室長と協

議し、必要と判断した場合に同会議を招集する。 
 ・検証の対象に対して「医療事故緊急対策会議」が開催された事例は、事例 1･2･3･5･8･

9･10であり、事例 4･6･7･11は開催されていない。 
 ・さらに、病院長が必要とした場合「医療事故調査委員会」を臨時に設置する。 
 ・検証の対象に対して「医療事故調査委員会」は、第 1 と第 2 事例の合同で設置され、

2013年 8月に事故調査報告書が完成した。 
 ・2014年 8月現在、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術、並びに、リンパ節郭清を伴う腹腔鏡

下膵体尾部切除を実施しておらず、その再開に向けて同報告書で 7 つの提言がなされ

ているが、具体的な取り組みは行っていない。 
  
 
（８）病理解剖の実施体制 

 ・病理解剖実施件数、及び、CPC実施件数 

 ・検証の対象に対して、3事例（第 1･3･5事例）が病理解剖を実施している。 
 ・上記 3事例は、其々主治医が解剖に立ち会った。 
 ・主治医は 2週間以内に臨床経過記録を担当病理医に提出する。 
 ・CPCの開催基準はなく、初期研修医の教育を目的としている。当該 3事例は、初期研

修医の教育に不適と判断したため CPCは行われなかった。 
 ・担当病理医が他の病理専門医による確認及び討議を行い、3か月程度を目安に解剖報告

書を作成する。 
・解剖結果の報告を希望した遺族に対し、担当病理医が解剖報告書の概略をわかりやす

く説明した文書を作成し、主治医及び病院長の確認後、診療情報管理室から遺族に郵

送する。 
 
 
（９）平成 25年 8月 千葉県がんセンター腹腔鏡下膵切除術の死亡事故 2例に関する院内

医療事故調査委員会 報告書より「提言」の抜粋 

  

 １）膵がんに対するリンパ郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術、および膵頭十二指腸切

除術は保険収載のない術式であることから、今後再開するには院内倫理審査委員会

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

死亡退院患者数 574 549 540 574 571 586 642 631

病理解剖実施件数 27 20 20 20 31 23 18 13

CPC実施件数 6 9 7 9 4 5 5 5
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の承認が必要である。 

２）術前のインフォームド・コンセントでは、開腹または腹腔鏡下手術について、自施

設でのデータを含めた合併症率、メリット・デメリットを客観的に患者に示し、患

者の決断を何よりも尊重して術式を決定することが重要である。そして、その記録

をカルテ上に保存する必要がある。説明および同意文書は院内倫理審査委員会に諮

られるべきである。 
３）肝胆膵外科症例カンファレンスで、手術適応、術式等が決定されたことを電子カル

テ上に明記することが望ましい。 
４）本術式は未だ評価の定まらない新しい術式であることから、最大限の安全性を確保

するために、がん進行度と全身状態の表面から評価し、慎重な手術適応判断が望ま

れる。 
５）手術にあたっては、術者の他に経験豊富な肝胆膵外科医が参加すべきであり、術中

に十分意見交換しながら進めることにより、術中の誤認、開腹移行の遅れの防止策

になると考えられる。 
６） 保険収載のない術式であることを考慮した適切な医療費の請求を検討すべきである。 
７）上記項目については、腹腔鏡下膵切除に限らず、今後導入される新しい手術、手術

手技についても検討される必要がある。 
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（10）千葉県がんセンター組織図（平成 24年 4月現在） 
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資料１５ 千葉県病院局医療安全管理指針（平成 21 年４月制定）  

 

項目 

 

第１ 目 的 
 
第２ 医療安全の確保に向けて 
 
第３ 医療に係る安全管理のための要綱の策定  
 
第４ 医療に係る安全管理のための委員会の設置  
 
第５ 医療に係る安全管理を行う者の配置  
 
第６ 医療に係る安全管理を行う部門の設置  
 
第７ 患者からの相談に適切に応じる体制の確保  
 
第８ 医療安全管理のための職員研修の実施  
 
第９ 医療事故の防止対策と発生時の対応  
 
Ⅰ 用語の定義  

 
Ⅱ リスクマネジメント部会の設置  

 
Ⅲ ヒヤリ・ハット（レベル０及び１）事例の報告及び評価分析  

 
Ⅳ 医療事故（レベル２以上）発生時の対応  

 

Ⅴ 医療事故の評価と事故防止への反映  
 
Ⅵ 医療事故防止対策への反映  

 
Ⅶ 院内暴力への対応  

 
第１０ 院内感染の防止について  
 
第１１ 医薬品の安全管理体制について  
 
第１２ 医療機器・器具の保守点検・安全使用に関する体制について  
 
第１３ 病院局（経営管理課）への報告事項  
 
各施設の医療安全管理体制（例示）  
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千 葉 県 病 院 局 医 療 安 全 管 理 指 針 
 
 
第１ 目 的 

 

医療法第６条の１０及び医療法施行規則第１条の１１等の改正にともない、千葉県立病

院（以下、「施設」という。）の医療安全管理体制をより充実させるため、「医療事故防止

のための安全管理指針」（平成１２年１１月制定、１７年５月改定）を見直し、新たに「千

葉県病院局医療安全管理指針」（以下、「指針」という。）を制定した。 
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。そこで、指針は、施設における医療安全の確保並びに医療事故の防止

と対応方法について基本的方針を示すことにより、施設における医療安全管理体制を確立

し、快適で良質な医療の提供に資することを目的とする。 
 
 
第２ 医療安全の確保に向けて 

 
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。

そのため各施設においては、指針を活用し、第３に定める要綱を策定するほか、第４に

定める安全委員会の設置、第５に定める安全管理者の配置、第６に定める医療安全管理

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。 
なお、指針は、医療安全の確保に関し、施設で整備すべき医療安全管理体制を例示  

したものであり、各施設においては、他施設の状況等も参考にしながら、施設の実情に

応じた安全管理体制の充実・改善に努めることとする。 
 
 
第３ 医療に係る安全管理のための要綱の策定 

 
各施設は、医療に係る安全管理体制の確立を図るため、第４に定める安全委員会におい

て、医療に係る安全管理のための要綱（以下、「要綱」という。）を定めることとする。 
要綱には、施設における以下の事項を規定する。 

 
１ 医療安全管理に関する基本的考え方  
２ 安全委員会その他の医療安全に係る組織及び責任者等に関する基本的事項  
３ 職員に対する医療安全管理のための教育・研修に関する基本方針  
４ 医療事故の防止及び医療事故発生時の対応等に関する基本方針 

(1) リスクマネジメント部会の設置 
(2) ヒヤリ・ハット事例の報告及び評価分析 
(3) 医療事故発生時の対応 
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(4) 医療事故の原因分析 
(5) 医療事故防止対策への反映 
(6) その他、医療事故の防止に関する事項 

 
５ 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針  
６ 患者からの相談への対応に関する基本方針  
７ その他医療安全の推進のために必要な基本方針 

 
 
第４ 医療に係る安全管理のための委員会の設置 

 
施設が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、施設の各部門の医

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、施設の長は、施設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

に係る安全管理のための委員会（以下、「安全委員会」という。）を設置することとする。 
安全委員会の構成等は、以下のとおりとする。 

 
１ 安全委員会は、施設の長、第６に定める医療安全管理室長、第５に定める安全管理者、

医療局長、看護局長（部長）、診療部長、薬剤部長、事務局長並びに第９のⅡに定める

リスクマネジメント部会長、第１０に定める院内感染対策部会長、第１１に定める医

薬品安全管理責任者、第１２に定める医療機器・器具安全管理責任者等をもって構成

する。  
２ 安全委員会には委員長を置く。  
３ 施設の長は、安全委員会の管理及び運営に関する規程を定める。  
４ 安全委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。 

(1) 緊急又は重大な問題が発生した場合は、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、改善策の立案及び職員への周知を図ること。 
(2) 安全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。 
(3) 医療事故の防止に関する以下の措置を講じること。 
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 医療訴訟に関すること 
カ その他医療事故の防止に関すること 

 
５ 安全委員会の開催は、概ね毎月１回とする。ただし、緊急又は重大な問題が発生  

した場合等においては、必要に応じ、臨時の委員会を開催できるものとする。 
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第５ 医療に係る安全管理を行う者の配置 
 
各施設において、施設全体の医療安全管理を中心的に担当する者として、医療に係る安

全管理を行う者（以下、「安全管理者」という。）を配置することとする。 
安全管理者は、次に掲げる基準を満たすとともに、第６に定める医療安全管理室の  

業務に関する企画立案、運営及び評価のほか、次に掲げる事務を担当するものとする。 
 
１ 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。 
(3) 施設の医療安全管理室に所属していること。 
(4) 施設の安全委員会の構成員に含まれていること。 

 
２   安全管理者の担当事務 

(1) 施設の安全管理体制の構築 
(2) 医療安全に関する職員の意識向上を図るための教育・研修の実施 
(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 
(4) 医療事故への対応 
(5) 施設における安全文化の醸成 
 
 

第６ 医療に係る安全管理を行う部門の設置 
 
各施設に、当該施設の医療に係る安全管理を組織横断的に行う部門（以下、「医療安全

管理室」という。）を設置することとする。 
医療安全管理室は、室長（原則として、医療局長又は診療部長を充てる。）、安全管理者

及びその他必要な職員で構成され、安全委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に

当該施設内の安全管理の推進を担う部門であって、次に掲げる業務を行うこととする。 
 
１ 医療安全管理室の業務 

(1) 施設の医療安全対策の推進に関すること。 
(2) 施設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。 
(3) 安全委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全委員会の  

事務局としての業務に関すること。 
(4) 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。 
(5) 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。 
(6) 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、  

必要な指導を行うこと。 
(7) 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、必要な指導を
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行うこと。 
 
２ 医療安全管理室長の職務 

(1) 医療安全管理室の業務の総括 
(2) 安全管理者の指導、支援等 

 
 

第７ 患者からの相談に適切に応じる体制の確保 
 
施設内に患者相談窓口を設置し、患者等からの苦情や相談に応じられる体制を確保す

ることとする。 
患者相談窓口は、次に掲げる基準を満たすとともに、これらの苦情や相談は、施設の

安全対策等の見直しにも活用するものとする。 
 
１ 患者相談窓口の基準 

(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

密保護、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。 
 
 

第８ 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の向上等を図るための 

ものとする。研修は、当該施設の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うことが

望ましい。 
また、研修は、当該施設全体に共通する安全管理に関する内容について、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こととする。なお、研修の実施内容（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とする。 
 
 
第９ 医療事故の防止対策と発生時の対応 

 
Ⅰ 用語の定義 

 
１ 医療事故  

診療契約に基づく医療行為を遂行する過程で発生し、かつ通常の治療過程から逸脱

した事象および当該過程における患者の自損・他傷事故をいう。 
なお、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を含む。 
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（参 考） 

通常の治療経過とは、現在の医療水準に照らして、医師が最善と判断した治療  

行為を行った時の平均的な経過をいう。 
 
２ 医療過誤  

医療事故の中で、医療の遂行において医療従事者が当然払うべき善良なる管理者と

しての注意義務に違反して、患者の心身に何らかの被害を発生させた行為。ただし、

医療水準に適合した最善の注意義務を果たしていれば医療過誤にはならない。 
 

（参 考） 
診療契約により、医療機関に要求される医療水準は、当該医療機関の性格、所在

地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、すべての医療機関の 

医療水準は一律ではない。（最高裁平成７年６月９日判決） 
 
３ 事故レベル  

医療事故を診断・治療､看護､薬剤などの項目ごとに、その結果により、原則として

次の６段階のレベルに分類する。 
 
レベル０：ある医療行為が患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、  

何らかの被害が予測された場合や、ある医療行為の準備段階で、錯誤しそ

うになった場合 
 
レベル１：事故により被害が生ぜず、また、その後の観察によっても問題が生じな

い  場合 
 
レベル２：事故によりバイタルサインに変化が生じ、心身への配慮や検査の必要性  

が生じた場合 
 
レベル３：事故により治療の必要性が生じた場合及び当初に必要でなかった治療や  

処置が新たに必要となり、入院日数の増加や外来回数の増加が必要になっ

た場合 
 
レベル４：事故による傷害が重篤で、障害が残る可能性がある場合 

 
レベル５：事故により、死亡した場合 

 
４ ヒヤリ・ハット事例  

患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で､「ヒヤリ」としたり、  

「ハッ」とした事例（又はインシデント事例という。）で、上記「事故レベル」のレベ

ル０及びレベル１に該当するもの。 
 
 
Ⅱ リスクマネジメント部会の設置 
 

施設の長は、事故防止対策を実効あるものとするため、各部門レベルで医療事故防止
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や安全対策について、部門の職員間、各部門間及び安全委員会との連絡機関として常に施

設内の縦横の連携を緊密に確保するため、リスクマネジメント部会（以下、｢リスクマネ

ジメント部会｣という。）を設置することとする。 
 
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、以下のとおりとする。  
(1) リスクマネジメント部会は、医療安全管理室長、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、事務職員等から施設の長が指名する。安全管理者は、リスクマネジャーを

統括し、各部門間の相互連絡を図り、施設全体の医療事故防止及び安全対策を推進す

る。 
(2) リスクマネジメント部会には、部会長を置く。 
(3) 施設の長は、同部会の管理及び運営に関する規程を定めることとする。 
(4) 同部会の所掌事務は、以下のとおりとする。 
ア ヒヤリ･ハット事例の原因分析、事故報告書の内容の検討及び事故予防策の検討

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安全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 同部会の検討結果についての安全委員会への報告に関すること 
カ 安全委員会の検討結果についての周知に関すること 
キ その他医療事故の防止に関すること 

(5) 同部会の開催は、概ね毎月１回とする。ただし、必要に応じ臨時の部会を適宜   

開催できるものとする。 
 
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、以下の職務を行うものとする。  
(1) 職員に対するヒヤリ・ハット体験報告書の積極的な提出の励行 
(2) ヒヤリ・ハット体験報告書の内容の点検・分析及び安全管理者（医療安全管理室）

への報告 
(3) 事故報告書の内容のチェック及び安全管理者（医療安全管理室）への報告 
(4) 各部門における医療事故防止方策等の検討 
(5) 安全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 
(6) 安全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 
(7) その他医療事故防止に関する必要事項 
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Ⅲ ヒヤリ・ハット事例（レベル０及び１）の報告及び評価分析 
 
１ 報 告  

施設は、医療事故防止の観点から、ヒヤリ・ハット（インシデント）に関する情報を

適切に収集するため、施設内におけるヒヤリ・ハット事例の報告体制を設けることとす

る。  
(1) 施設の長は、医療事故の防止に資するため、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進する

体制を整備する。 
(2) ヒヤリ・ハット事例を体験した当事者は、当該事例を施設が定める体験報告書によ

り、翌日までにリスクマネジャーに報告する。 
(3) リスクマネジャーは、(2)のヒヤリ・ハット事例を体験報告書により安全管理者（医

療安全管理室）に報告する。また、リスクマネジャーは、エラーの発生原因を把握・

分析するとともに、リスクの対処・防止方策等を検討し、その結果をリスクマネジ

メント部会の検討課題として、安全管理者（医療安全管理室）に提出する。 
(4) 施設の長は、ヒヤリ・ハット体験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。 
 
２ 評価分析  

ヒヤリ・ハット事例については、医療事故の防止に資するため、リスクマネジメン

ト部会で当該事例の原因、種類及び内容等詳細な評価分析を行う。 
 
３ 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。 
(2) 同部会は、ヒヤリ・ハット体験報告書に基づき、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。 
(3) リスクマネジャーは、報告されたヒヤリ・ハット体験報告書をヒヤリ・ハット事例

集が作成されるまでの間保管する。 
 

 
Ⅳ 医療事故（レベル２以上）発生時の対応 

 
施設の長は、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・家族

等へ誠実に対応しなければならない。 
 
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。 
(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。 
 
２ 医療事故の報告  
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(1) 施設内における報告手順 
レベル２以上の医療事故が発生した場合は、次のとおり報告する。  
当事者 ⇒  所属のリスクマネジャー ⇒  安全管理者（医療安全管理室） 

 
なお、報告は、必要に応じ口頭により速やかに行うとともに、安全管理者は、   

事故がレベル３以上の場合には、直ちに施設の長へ報告する。  
(2) 施設内における報告方法 

文書による報告は、経営管理課への報告（第 13の２関係）の項目を参考に、施設

が別に定める「医療事故報告書」により行う。  
(3) 施設内における報告書の作成 

報告書の作成は、以下のとおりとする。 
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。 
イ 報告後に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。 
 
(4) 不利益な扱いの禁止 

施設の長は、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、  

案件の重要度に応じて１～５年間保管する。 
 
３ 患者及び家族等への対応  

事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り、できるだけ速やかに、事故

の状況、現在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、家族等

に誠意をもって説明するものとする。 
患者及び家族等に対する説明等は、原則として複数で行うものとする。また、説明

等は、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）が対応し、

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

て説明を行う。 
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。 

 
４ 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、患者及び家族等への説明内容等を詳

細に記載する。  
(2) 記録に当たっては、以下の事項に留意する。 
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。 
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５ 警察署への届出  

県立病院は、県の機関であることから、県民の十分な理解を得ながら運営される  

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図る必要がある。 
このことから、以下のような場合については、施設の長は、速やかに所轄警察署へ届

け出るものとする。 
なお、警察署への届出に当たっては、安全委員会の意見を聞くとともに、原則として、

事前に患者・家族等に説明するものとする。 
また、施設の長は、警察への届出の判断が困難な場合は、病院局（経営管理課）・   

弁護士と協議するものとする。  
(1) 施設内で患者が死亡し、あるいは死体を発見して、医師の検案により異状死体と判

断した場合（医師法第２１条）  
(2) その他の死亡及び障害が発生して、業務上過失致死及び業務上過失傷害罪に問われ

る恐れがある場合 
 

（参 考） 
① 医師法第２１条 
（異状死体等の届出の義務） 
医師は、死体又は妊娠４月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、

２４時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 
 

② 死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因につき診療行為における業

務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、（医師法２１条の）届出

義務を負う。（最高裁平成１６年４月１３日判決） 
 

③ 医師法２１条にいう異状とは、同条が、警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを

容易にするほか、警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛

を図ることを可能にしようとした趣旨の規定であることに照らすと、法医学的に

みて普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味すると

解されるから、（※過失のない措置を講じたにもかかわらず、）診療中の患者が、

診療を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、そもそも同条にいう

異状の要件を欠くと言うべきである。（※は本県記載の注） 
（福島地裁平成２０年８月２０日判決（確定）） 

 
６ 医療事故の公表  

施設の長は、医療過誤の可能性が高く、患者が死亡若しくは患者に重篤・永続的な障

害が残ると判断される事案については、できるだけ速やかに公表するものとする。 
公表に当たっては、事故の発生状況を的確に把握し、安全委員会の意見を踏まえると

ともに、その方法等について病院局（経営管理課）とも協議の上、公表するものとする。 
なお、公表に当たっては、患者及び家族等の理解を求めるとともに、必要に応じて匿

名化するなど、プライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。 
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Ⅴ 医療事故の評価と事故防止への反映 
 
医療事故が発生した場合、安全委員会において、事故の原因分析など、以下の事項につ

いて評価検討を行うものとする。 
また、レベル４および５にあっては、医療過誤の有無等について、病院局（経営管理課）

と協議して第三者の意見を聞くとともに、医療過誤及びその可能性が高い場合には、複数

の外部専門家を調査委員として指名し、検証のための調査を行うことができるものとする。 
なお、その調査結果については、必要に応じて公表するものとする。 

 
１ 医療事故報告に基づく事例の原因分析 
２ 発生した事故について､組織としての責任体制の検証 
３ 講じてきた医療事故防止対策の評価 
４ 類似した医療事故例を含めた検討 
５ 医療機器メーカーへの機器改善要求 
６ その他､医療事故の防止に関する事項 

 
 
Ⅵ 医療事故防止対策への反映 

 
施設は、ヒヤリ・ハット事例集および医療事故の原因分析結果等を活用し、以下の  

とおり事故防止対策への反映を図ることとする。 
 
１ ヒヤリ・ハット事例集を活用し、医療事故の未然防止を図ること。 
２ 医療事故の原因分析等の結果については、事故の再発防止に役立てること。 
３ 医療事故の原因分析等の結果については、施設間でイントラネットなどを利用して

情報を共有化し、事故の再発防止に努めること。 
４ インターネットなどを利用して外部の医療情報を入手し、研修会などあらゆる場で

役立てること。 
 
 
Ⅶ 院内暴力への対応 

 
施設は、患者やその家族からの暴力による職員の被害について、発生防止及び被害  

対策に取り組むこととする。院内暴力を、被害を受けた職員の個人的な問題とすることな

く、施設全体で組織的な対応を図ることとする。  
１ 保安対策の実施 

施設は、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 

施設は、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



 

88 
 

を安全委員会へ報告する。 
 
３ 院内暴力対応マニュアルの整備 

施設は、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い、施設全体での対応を図

ることとする。 
 
 

第１０ 院内感染の防止について 
 
施設の長は、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 1号の規定に

より、次に掲げる院内感染対策のための措置を講じるものとする。 
 
１ 院内感染対策のための要綱の制定 

各施設は、医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 1号イに規定する院内感染対策のた

めの要綱を、次項に定める院内感染対策部会の検討を経て、安全委員会において定め

ることとする。 
要綱には、以下の事項を規定する。 

(1) 院内感染対策に関する基本的考え方 
(2) 院内感染対策のための部会その他の当該施設の組織に関する基本的事項 
(3) 院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針 
(4) 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 
(5) 院内感染発生時の対応に関する基本方針 
(6) その他の当該施設における院内感染対策の推進のために必要な基本方針 

 
２ 院内感染対策のための部会の設置 

各施設は、医療法施行規則第 1条の 11第 2項第 1号ロに規定する院内感染対策のた

めの部会（以下、「院内感染対策部会」という。）を設置することとする。 
院内感染対策部会の構成等は、以下のとおりとする。 

(1) 院内感染対策部会は、安全管理者、関係部門の安全管理担当者等をもって構成  

する。 
(2) 院内感染対策部会には部会長を置く。 
(3) 施設の長は、院内感染対策部会の管理及び運営に関する規程を定めることとする。 
(4) 院内感染対策部会の所掌事務は、以下のとおりとする。 

ア 重要な検討内容について、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への 

対応状況を含め、速やかに安全委員会へ報告すること。 
イ 院内感染が発生した場合は、発生の原因を分析し、改善策の立案を行うこと。 
ウ 院内感染対策部会で立案され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。 
(5) 院内感染対策部会は、月 1 回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合

は適宜開催すること。 
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３ 職員に対する院内感染対策のための研修の実施 

第８「医療安全管理のための職員研修」に準じた方法で実施することとする。（同研

修と一体的に実施することも可とする。） 
 
 

第１１ 医薬品の安全管理体制について 
 
施設の長は、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ものとする。 
 
１ 医薬品の安全使用のための責任者の配置 

施設の長は、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。）を配置する。（施設の長

との兼務は不可） 
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こと。 
また、医薬品安全管理責任者は、施設の長の指示の下に、次に掲げる業務を行うと

ともに、安全委員会との連携の下、実施体制を確保することとする。 
(1) 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 
(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 
(3) 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施 
(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 
 
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こととする。 
 
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 

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。）を作成することとする。 
医薬品業務手順書の作成又は変更は、安全委員会において協議した上で行うことと

する。 
 
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号ハに規定する当該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こと。 
 
 

第１２ 医療機器・器具の保守点検・安全使用に関する体制について 
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施設の長は、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ものとする。 
なお、当該医療機器・器具には、施設において医学管理を行っている患者の自宅その

他施設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 

施設の長は、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・器具安全管理責任者」という。）

を配置する。（施設の長との兼務は不可） 
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こと。 
医療機器・器具安全管理責任者は、施設の長の指示の下に、次に掲げる業務を行う

とともに、安全委員会との連携の下、実施体制を確保することとする。 
(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 
(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 
(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 
 
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こととする。 
 
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・器具の特性等にかんがみ、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こととする。 
 
 

第１３ 病院局（経営管理課）への報告事項 
 
施設の長は、以下の事項について病院局（経営管理課）へ報告することとする。 

 
１ 第９のⅣの５の(1)及び(2)により警察署へ届け出た場合は、速やかに電話等により報

告を行い、その後、別に定める様式に基づき報告すること。 
 
２ 第９のⅣの２の(2)によりレベル４以上の医療事故が発生した場合は、別に定める様

式に基づき報告すること 
 
３ 第３の要綱を改正したときは、速やかにその都度報告すること。 
 
４ 各月ごとの医療事故の件数を別に定める様式により、当月分を翌月１５日までに 

報告すること。 
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＜  各施設の医療安全管理体制（例示）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
安全委員会 

 
・施設長 
・医療安全管理室長 
・安全管理者 
・各部門の安全管理の責任者  

診療部長、薬剤部長、看護 
局(部)長、事務局長ほか   

・リスクマネジメント部会長 
・院内感染対策部会長 
・医薬品安全管理責任者 
・医療機器・器具安全管理責任者 
ほか 

 

 
リスクマネジメント部

会 
 
・医療安全管理室長 
・安全管理者 
・リスクマネジャー  

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 

 
院内感染対策部会 

 
・医療安全管理室長 
・安全管理者 
・リスクマネジャー  

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 

 

 
施 設 長 

 
（事務局） 

医療安全管理室 
 
・医療安全管理室長 
（医療局長・診療部長） 

・安全管理者 
（副看護部長等） 

・各部門の安全管理担当者 
（リスクマネジャー） 

・事務職 
・その他 

各
施

設

の

医
療

安

全
管

理

要
綱 

 
職  員 

 

報 告 周 知 

 
その他の部会 

 
・医療安全管理室長 
・安全管理者 
・構成員 
 


