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佐川町立高北国民健康保険病院安全管理指針 

 

１．安全管理指針の目的 

この指針は、医療事故の予防・再発防止対策並びに発生時の適切な対応など本院にお 

ける医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを

目的とする。 

 

２．安全管理に関する基本的な考え方 

 

(1) 医療事故の現状認識 

  我が国における医療事故紛争は、患者様の権利意識の高揚や医療の高度化・複雑化等

により増加傾向にあり、本院においても患者様の安全確保の観点から医療事故の予防・

再発防止対策を推進することは極めて重要な取り組みであると認識している。 

 

(2) 医療安全に関する基本姿勢 

本院の医療安全活動においては、「人間は誤りを犯すもの」という観点に立ち、医療事

故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、

これを改善していくことを主眼とする。 

   また、「常に医療事故は絶対に防ぐのだ。」という強い信念のもと、患者様に信頼され

る医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを本院の医療安全の基本姿勢

とする。 

こうした、基本姿勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全部署及び職員

〔臨時、パート等の職員及び委託業者の職員を含む。（以下同様とする。）〕に周知徹底し、

院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。 

 

(3) 安全管理の具体的な推進方策 

 

① 安全管理体制の構築 

  医療事故予防並びに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能す

るシステムとして整え、一元的で効率的な医療安全管理体制を構築する。 

② 医療事故・インシデントの報告制度の確立 

  医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止策に資するため、医療事故やイン

シデントの情報収集、分析・評価、対策案を的確に行う体制を構築するとともに、

必要に応じて医療事故調査・支援センターに遅滞なく報告する体制を構築する。 

③ 職員に対する安全教育・研修の実施 

本院における医療安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防・再    

発防止策の周知徹底のため、職員を対象にした教育・研修を計画的に実施する。 

 



④ 事故発生時の対応方法の確立 

事故発生時には、患者様の安全確保を最優先するとともに、事故の再発防止    

策を早期に検討し、職員に周知する。 

 

(4) 用語の定義 

本院で使用する用語の定義は以下のとおりとする。 

 

① 医療事故 

医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する全ての人身事故で、以    

下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無は問わない。 

 

（イ）死亡（死産を含む。）、生命の危機、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等

精神的被害が生じた場合 

 

（ロ）患者様が廊下で転倒し、負傷した事例のように医療行為とは直接関係しない場合 

 

（ハ）患者様についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた 

場合 

 

② インシデント 

患者様に被害を及ぼすことがなかったが、日常の診療の現場で「ヒヤリ」    

としたり「ハット」した経験 

     具体的には、ある医療行為が、 

 

（イ）患者様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 

  が予測される場合 

 

（ロ）患者様には実施されたが、結果的に被害がなく、また、その後の観察も不要であ 

った場合等を指す。 

 

   ③ 医療安全管理者 

      医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、病院長の指名をうけ

たもの 

 

   ④ 医薬品安全管理責任者 

      医薬品安全管理責任者は、当院において必要な事項を定め、医薬品の適切な使用、

保管管理を行うもの 

 



 ⑤ 医療機器安全管理統括責任者 

      医療機器安全管理統括責任者は、医療機器安全管理責任者を統括し、当院におい

て必要な事項を定め、適切な医療機器安全管理を推進し、安全な医療機器の提供に

資するもの 

 

   ⑥ 医療機器安全管理責任者 

      医療機器安全管理責任者は、関係する部署毎に置き、部署の医療機器の安全管理

において必要な事項を定め、適切な医療機器安全管理を推進し、安全な医療機器の

提供に資するもの 

 

３．安全管理体制の構築 

本院における医療事故防止並びに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的

に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サー

ビスの提供を図る。 

 

(1) 医療安全管理委員会の設置 

医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の

中枢的な役割を担うために、佐川町立高北国民健康保険病院医療安全管理委員会（以下

「安全管理委員会」という。）を設置する。 

 

 (2) 安全管理委員会の委員 

安全管理委員会の委員は以下のとおりとする。 

  ① 院長（医療法上の管理者） ② 副院長   ③ 看護局長  ④ 地域医療部長 

  ⑤ 薬剤科長  ⑥ 事務局長   ⑦ 事務局次長   

  ⑧ 医療安全管理者      （病院長が指名したもの）   

  ⑨ 医薬品安全管理責任者   （薬剤科長が兼ねる） 

  ⑩ 医療機器安全管理統括責任者（副院長が兼ねる） 

 

(3) 安全管理委員会の委員長 

   安全管理委員会の委員長は院長とする。 

 

(4) 安全管理委員会の所掌業務 

 

① 医療安全対策の検討及び推進に関すること 

 

② 医療事故、インシデントの情報収集に関すること 

 

③ 各部門の医療事故、インシデントの分析及び改善策の案についての検証に関すること 

 



④ 医療安全対策のための職員に対する指示に関すること 

 

⑤ 医療安全対策のための啓発、教育等に関すること 

 

  ⑥ 医薬品、医療機器の安全管理の推進 

 

⑦ その他医療安全に関すること 

 

(5) 安全管理委員会の開催 

安全管理委員会は、原則として毎月１回開催する。また、委員長が必要と判断した場

合には、臨時安全管理委員会を開催することができる。 

 

(6) 参考人の招集 

安全管理委員会が必要と認めるときは、関係職員並びに関係業者の出席を求め、意見

を聴取することができる。 

 

(7) 安全管理委員会の記録及びその他の庶務 

安全管理委員会の職員研修など医療安全活動に係る各種記録、その他の庶務は、委員

の互選により選出された者（以下「庶務」という。）が行うとともに、安全管理委員会の

議事録は別添１により作成し、事務局長を経由して院長の確認をもらい事務局長が保管

する。 

 

 (8) 医療安全管理者の業務 

   

  ① 医療安全管理部門の業務についての企画立案及び評価 

  ② 定期的な院内巡回による各部門における医療安全対策の実施状況の把握・分析、な

らびに医療安全確保に必要な業務改善等の具体的な対策の推進 

  ③ 各部門における医療事故防止担当者への支援 

  ④ 医療安全対策の体制確保のための各部門との連携および調整 

  ⑤ 医療安全対策に係る体制確保のための研修の企画・実施 

  ⑥ 患者相談窓口担当者等と連携した医療安全対策に係る患者・家族の相談への適切な

対応 

 

 (9) 医薬品安全管理責任者の業務 

 

  ① 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。） 

の作成。医薬品業務手順書には次に掲げる事項を含む。 

    １）医薬品の採用・購入 

    ２）管理方法 

    ３）投薬指示・調剤 



    ４）患者への与薬や服薬指導 

    ５）医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集、提供） 

    ６）他施設との連携 

 

  ② 従業者に対する研修等の実施 

     医療安全、医薬品に関する事故防止対策、特に安全管理が必要な医薬品等に関す 

る研修会、報告会事例分析等を定期的に実施する。   

  ③ 医薬品業務手順書に基づく業務の実施の定期的確認と記録 

  ④ 医薬品の情報収集、安全使用を目的とした改善方策 

    １）医薬品の添付文書や製薬メーカーからの情報を収集し、管理する。 

    ２）必要な情報や改善方策を医薬品を取り扱う職員に周知する。 

  ⑤ 医薬品の安全使用を目的とした改善方策や問題が発生した場合は、医療安全管理委

員会に報告し、審議する。 

 

 (10)  医療機器安全管理統括責任者及び医療機器安全管理責任者の業務等 

 

  ① 医療機器安全管理統括責任者 

    １）医療機器安全管理責任者を統括し、本院が管理する全ての医療機器に係る安全

管理のための体制を確保する。 

    ２）医療機器の安全使用を目的とした改善方策や問題が発生した場合は、医療安全

管理委員会に報告し、審議する。 

 

  ② 医療機器安全管理責任者 

     医療機器安全管理責任者は、関係する部署毎に病院長が別に定め、その業務は次

に掲げるとおりとする。 

１）従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 

    ２）医療機器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、その他の医療機器の安全

使用を目的とした改善のための方策の実施 

 

(11) 医療安全推進委員会 

   安全管理委員会は、医療安全活動を効果的かつ円滑に行うため、下部組織として各部門 

の職員を対象とする医療安全推進委員会を設置する。 

   

① 医療安全推進委員会委員 

     医療安全推進委員会の委員（以下「推進委員」という。）は、看護部門医療安全部

会から選出された者（４名）、医療安全管理者及びＭＳＷ並びに以下の部署から選出

された者（各１名）とする。 

          ｱ 医局 ｲ 臨床検査科 ｳ 放射線技術科 ｴ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ｵ 薬剤科 ｶ 臨床工学

科 ｷ 栄養管理科 ｸ 事務局 ｹ 介護老人保健施設 ｺ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ｻ ﾃﾞｲｹｱ



ｾﾝﾀｰ 

  ② 医療安全推進委員会の委員長 

     医療安全推進委員会の委員長は、推進委員の互選により選出する。 

   

   ③ 医療安全推進委員会の所掌業務 

  （イ）各部門の医療事故、インシデントの情報収集に関すること 

  （ロ）各部門の医療事故、インシデントの分析及び改善策の案を検証し安全管理委員会 

に提案、報告すること 

（ニ）各部門の医療安全の推進に関すること 

（ホ）医療安全対策のための各部門の職員への周知徹底に関すること  

  （ヘ）その他医療安全に関すること 

    

 ④ 医療安全推進委員会の開催 

     医療安全推進委員会は、原則として毎月１回開催する。また、委員長が必要と判断

した場合には、臨時医療安全推進委員会を開催することができる。 

  

  ⑤ 参考人の招集 

    医療安全推進委員会が必要と認めるときは、関係職員並びに関係業者の出席を求め、

意見を聴取することができる。 

 

    ⑥ 医療安全推進委員会の書記及び議事録 

    医療安全推進委員会の書記は委員の互選により選出する。また、書記は別添１に準 

じた議事録を作成し、委員長の確認をもらい委員長が保管する。 

    

   ⑦ 各部門の医療事故、インシデントの情報及び分析・改善策の安全管理委員会への提出 

    各部門の医療事故、インシデント情報及び分析・改善策は、毎月開催される安全管 

理委員会の開会日の前日までに委員長を経由して事務局長に提出しなければならない。

ただし、事務局長の指示がある場合には、早急に提出しなければならない。 

 

(12) 看護部門医療安全部会 

医療安全推進委員会は、医療安全活動を効果的かつ円滑に行うため、下部組織とし

て看護部門の職員を対象とする看護部門医療安全部会を設置する。 

 

① 看護部門医療安全部会委員 

     看護部門医療安全部会の委員は、全ての主任及び外来、一般病棟、療養病棟から

選出された者（各２名を選出）で構成する。 

 

② 看護部門医療安全部会の部会長 

     看護部門医療安全部会の部会長は主任の互選により選出する。 

 

③ 看護部門医療安全部会の所掌業務 

 



（イ）看護部門のインシデントの情報収集に関すること 

 

（ロ）看護部門のインシデントの分析及び改善策の立案に関すること 

 

（ハ）インシデントの分析及び改善策の立案に当っては、別添４の「インシデントもし

くは医療事故の発生要因・分析・改善策検証シート」（以下「検証シート」という。）

を作成して立案すること 

 

（ニ）看護部門のインシデントの情報及び分析・改善策の医療安全推進委員会への報告

に関すること 

 

（ホ）医療安全対策のための看護部門の職員への周知徹底に関すること 

 

（ヘ）その他医療安全に関すること 

 

④ 看護部門医療安全部会の開催 

     看護部門医療安全部会は、原則として毎月１回開催する。 

     また、部会長が必要と判断した場合には、臨時看護部門医療安全部会を開催する   

ことができる。 

  

⑤ 参考人の招集 

     看護部門医療安全部会が必要と認めるときは、関係職員並びに関係業者の出席を

求め、意見を聴取することができる。 

 

⑥ 看護部門医療安全部会の書記及び議事録 

     看護部門医療安全部会の書記は委員の互選により選出する。また、書記は別添１

に準じた議事録を作成し、部会長を経由して看護局長の確認をもらい部会長が保管

する。 

 

⑦ 看護部門のインシデントの情報及び分析・改善策の安全管理委員会への提出 

看護部門のインシデント情報及び別添４の「検証シート」は、毎月開催される安

全管理委員会の開会日の前日までに発生場所担当看護師長を経由して看護局長に提

出しなければならない。ただし、看護局長の指示がある場合には、早急に提出しな

ければならない。 

 

(13) 医療事故の分析及び改善策の立案 

安全管理委員会もしくは医療安全推進委員会は、医療事故の再発防止改善策の立案

に当っては、別添４の「検証シート」を作成して立案する。 

 

(14) インシデントの改善策の立案方策 



 

① インシデント情報の優先順位 

医療安全推進委員会及び看護部門医療安全部会の限られた時間の中で、効率的に

有効な検討を実施するためには、提出されたインシデント情報の中でも、現状のま

ま放置しておくと将来、医療事故に発展するおそれのあるインシデントや同じよう

な内容で継続的に発生しているインシデントに絞っていく。 

 

② 優先順位の決定 

     インシデントの中から医療事故に発展するおそれのあるインシデントや同じ   

ような内容で継続的に発生しているインシデントに絞っていくに当っては、医療安

全推進委員会もしくは看護部門医療安全部会の委員全員が会議に出された全てのイ

ンシデント報告書の情報に目を通すとともに過去のインシデント内容等をチェック

し、検討・協議の上、決定する。 

 

③ インシデントの分析及び改善策の立案 

     医療安全推進委員会もしくは看護部門医療安全部会はインシデントが医療事故に

発展することを防止するための、また、同じような内容のインシデントが継続的に

発生しないようにするための改善策の立案に当っては、別添４の「検証シート」を

作成し、検討・協議の上、改善策を決定する。 

 

(15) 別添４の「検証シート」の作成に当っての要領 

 

① 人的要因の作成に当っての検討の視点 

 

（イ）医療スタッフ 

（a）危険性の認識、手術・検査等の適応 

（b）技術的習熟度、緊急処置、患者様の観察など 

 

（ロ）患者様・ご家族 

（a）病状、病名、年齢、性別、既往症 

（b）性格、心理、精神状態 

（c）治療方針への理解度、受容度など 

 

（ハ）コミュニケーション 

（a）患者様・ご家族と医療スタッフ、医療スタッフ間 

（b）病状・治療内容・服薬等の説明方法・内容 

（c）不適切な言動、態度による信頼関係など 

 

② 環境的要因の作成に当っての検討の視点 

（イ）作業環境 



（a）整理整頓、視認性などのソフト的要因 

（b）突起物、段差などのハード的要因 

 

（ロ）職場環境 

（a）担当領域、業務量、困難度 

（b）発言のしやすさなど 

 

③ 設備的要因の作成に当っての検討の視点 

 

（イ）医療機器・用具 

（a）使用方法、操作法、使用頻度 

（b）保守管理、設備状態など 

 

（ロ）医薬品 

     保管、廃棄、識別、類似薬など 

 

④ 管理的要因の作成に当っての検討の視点 

 

（イ）組織 

     責任と権限、セクショナリズム、緊急時対応など 

 

（ロ）プロセス、手順、ルール 

     不統一なプロセス、手順など 

 

（ハ）要員 

     役割分担、夜間・休日体制など 

 

（ニ）教育・訓練・監督・指導 

 

（ホ）情報管理体制 

     診療記録、技術情報へのアクセスなど 

 

(16) 職員の責務 

    職員は、患者様の理解と同意があってはじめて、業務が遂行できることを常に念頭

におき、患者様へ接する際には、分かりやすい言葉で誠意をもって説明・対応しなけ

ればならない。こういったことを基本として、患者様への医療、看護等の実施や医療

機器の取扱い等に当って医療事故の発生を防止するよう常日頃から、細心の注意を払

わなければならない。 

 

 



(17) 院内事故調査委員会の設置 

① 医療事故のうち、医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって

管理者が予期しなかったものの原因を調査し、医療事故の再発防止を行うため、院

内事故調査委員会を設置する。 

② 院内事故調査委員会は安全管理委員会の委員及び外部委員をもって構成し、委員

長は外部委員が務めるものとする。ただし、適当な外部委員がいない場合は、この

限りではない。 

 

４．安全管理のための院内報告制度 

(1) 安全管理委員会は、医療事故の予・再発防止に資するため、医療事故並びにインシデ

ントの報告を制度化し、その収集を促進する。 

 

(2) インシデント事例を体験あるいは発見した者は、その概要を別添２－１「インシデン

ト・アクシデント報告書」、別添２－２「転倒、転落インシデント・アクシデントレポー

ト」に記載し、三日以内に所属部署の責任者に提出する。１階及び外来並びに病棟の医

事委託業者の職員及び清掃委託業者の職員並びに洗濯室の職員は事務部門に属するもの

とする。 

   なお、医療事故発生時の具体的な対応については、本指針の６において定める。 

 

(3) 所属部署の責任者は、提出された別添２－１「インシデント・アクシデント報告書」、

別添２－２「転倒、転落インシデント・アクシデントレポート」を速やかに各部門の推

進委員を経由して医療安全推進委員会の委員長に提出する。 

   なお、看護部門における所属部署の責任者は、提出された別添２－１「インシデント・

アクシデント報告書」、別添２－２「転倒、転落インシデント・アクシデントレポート」

を速やかに上司の看護師長及び看護局長を経由して、看護部門医療安全部会の部会長へ

提出する。 

 

(4) 医療事故の報告経路は本指針の６において定める。 

 

(5) 別添２－１「インシデント・アクシデント報告書」、別添２－２「転倒、転落インシ

デント・アクシデントレポート」並びに別添３の「医療事故報告書」を提出した者に対

し、報告提出を理由に不利益な処分は行わない。 

 

(6) 医療安全推進委員会は、別添２－１「インシデント・アクシデント報告書」、別添２

－２「転倒、転落インシデント・アクシデントレポート」並びに別添 3 の「医療事故報

告書」から院内に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リス

クの予測の可否、システム改善の必要性等の分析・評価を行い適切な事故予防対策並び

に再発防止策を立案し、安全管理委員会へ提案する。 

 

(7) 安全管理委員会は、医療安全推進委員会が立案した事故予防対策並びに再発防止策を



検証・実施する。 

 

(8) 看護部門及び他の部門から提出された別添２－１「インシデント・アクシデント報告

書」、別添２－２「転倒、転落インシデント・アクシデントレポート」及び別添３の「医

療事故報告書」並びに別添４の「検証シート」等については、医療安全推進委員会の委

員長が保管する。 

 ただし、医療事故が町としての、病院としての対応が必要な場合の報告書等について

は事務局長が保管する。 

 

５．院内における安全管理活動の周知徹底 

 

(1) 職員研修の定期開催 

  安全管理委員会は、医療安全管理に関する基本的な指針や医療事故予防・再発防止の

具体的な方策を職員に周知徹底すること、及び医療事故発生時の職員の招集など緊急事

態対応への習熟を目的とした職員研修・訓練について計画し、定期的に年２回程度開催

する。 

 

(2) 実施記録 

   安全管理委員会は、医療安全管理に係る職員研修の実施内容を所定の方法で庶務が記

録し、その記録は事務局長が保管する。 

 

６．医療事故発生時の具体的な対応 

 

(1) 患者様の安全確保 

 

① 患者様の安全確保を最優先し、応急処置に全力を尽くす 

医療事故が発生した場合は、患者様に発生した障害を最小限にとどめるために、

患者様の安全確保を最優先して、医師、看護師等の連携の下、本院の総力を挙げて

必要な治療を行う。 

 

② 他の医師の応援を求める 

     事故発生部署の職員だけでは十分な緊急処置が行われないこともあるため、必   

要に応じて他の医師の応援を求める。 

 

(2) 医療事故の報告 

 

① 医療事故報告の対象 

 

（イ）医療行為によって患者様が死亡又は死亡に至る可能性がある場合 

 



（ロ）医療行為によって患者様に病状の悪化や傷害を与えた場合 

 

（ハ）医療行為によって患者様に苦痛、不安等精神的被害を与えた場合 

 

（ニ）医療行為とは直接関係なく、患者様等が負傷等した場合 

 

② 本院における報告経路 

 

（イ）医療事故発生時は、直ちに上司及び主治医もしくは医師に報告する。報告を受け 

た主治医もしくは医師は、医療上必要な指示を与え、主治医もしくは医師及び関係 

職員の連携の下、総力を挙げて必要な治療を行い、併せて以下のとおり速やかに医 

療事故担当責任者（院長）に報告する。 

 

（ロ）医師は科長に報告し、副院長を経由して医療事故担当責任者（院長）に報告する。 

 

（ハ）看護部門に所属する職員は上司の看護師長に報告し、看護局長を経由して医療 

事故担当責任者（院長）へ報告する。 

 

（ニ）コメディカル部門に所属する職員は上司に報告し、副院長を経由して医療事故担 

当責任者（院長）に報告する。 

 

（ホ）事務部門に所属する職員、１階及び外来並びに病棟の医事委託業者の職員及び清 

掃委託業者の職員並びに洗濯室の職員は、事務局係長、事務局次長に報告し、事務 

局長を経由して医療事故担当責任者（院長）に報告する。 

 

（へ）地域医療・介護部門の職員は上司の地域医療部長に報告し、看護局長を経由し 

て医療事故担当責任者（院長）に報告する。 

 

（ト）患者様等の生死に関わる重大かつ緊急な場合は、上記経路を省略して医療事故担 

当責任者（院長）に報告する。 

 

（チ）報告を受けた医療事故担当責任者（院長）は、事務局長に通知する。 

 

（リ）院長不在時の医療事故担当責任者の代理は、副院長とする。 

 

（ヌ）（リ）で副院長不在時の医療事故担当責任者の代理は、看護局長とする。 

 

③ 医療事故報告方法 

報告は、別添３の「医療事故報告書」に記載し、上記②の報告経路に従い速やか

に行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭で報告後、速やかに医療事故報告書に



記載し、報告する。 

 

(3) 患者様、ご家族への連絡及び説明 

 

① 事故発生直後の患者様、ご家族等への連絡 

 

（イ）医療事故担当責任者（院長）の指示を受けた職員（以下「指示職員」という。）は、 

事故の発生を連絡する。 

 

（ロ）患者様等のご家族や近親者が院内に不在の場合は、直ちに自宅等の連絡先に連絡 

する。 

 

（ハ）その際、指示職員は、別添５の「医療事故に係る患者様・ご家族等連絡記録書」 

（以下「連絡記録書」という。）へ記載し、医療事故担当責任者（院長）に提出・報 

告する。なお、連絡記録書は事務局長が保管する。 

② 事故発生直後における患者様、ご家族等への説明 

 

（イ）患者様、ご家族等への説明は、医療事故担当責任者（院長）の指示を受けた管理 

職員を含む複数の職員（以下「出席職員」という。）で対応する。 

 

（ロ）患者様、ご家族等に対しては、最善を尽くして治療に専念すること及び事故の事 

実経過について分かりやすい言葉で誠意をもって説明する。また、その際、患者様、 

ご家族等の相談窓口として、県等の相談機関を紹介する。 

 

（ハ）説明に当っては、出席職員の中から書記を定め、この者が別添６の「医療事故に 

係る患者様・ご家族等説明記録書」（以下「説明記録書」という。）に記載し、出席 

職員全員で確認の上、事務局長を経由して医療事故担当責任者（院長）に提出・報 

告する。 

     なお、説明記録書は事務局長が保管する。 

 

(4) 事実調査及び町としての、病院としての統一見解 

 

① 事実経過の整理、確認及び町としての、病院としての事実調査 

 

（イ）町としての、病院としての事実調査を行い、統一見解をまとめる 

     事故発生後、できるだけ早い時期に町長、管理会義メンバー、事故関係者等の関

係者が集まり（以下「統一見解決定会議」という。）、事実を詳細に調査・検討し、

事故の原因や過失の有無等について町としての、病院としての統一見解を町長がま

とめる。 

 



（ロ）その事実経過及び統一見解を記録に残す 

     調査した事実及び町としての、病院としての統一見解等は、統一見解決定会議に

おいて事務局長が別添７の「医療事故に係る町としての、病院としての統一見解決

定書」に記載し、町長及び管理会議メンバーが確認の上、事務局長が保管する。 

 

（ハ）関連する診療記録等を確実に保管する 

     カルテや看護記録、Ｘ線フィルム等は事務局長が保管する。 

 

② 事実調査以降の患者様、ご家族への説明 

 

（イ）できるだけ早い段階で患者様、ご家族への説明機会を設定する。 

 

（ロ）説明は複数で対応する 

     事故に関与した関係者のほか、院長、看護局長、事務局長等で対応する。 

    必要に応じて町長が同席する。 

 

（ハ）説明時には記録に基づき、分かりやすい言葉で誠意をもって説明する 

     カルテなど記録に基づいて事実関係を慎重に説明する。憶測や個人的な見解は避

けるようにする。専門用語や分かりづらい表現等は避け、図示したり参考文献等を

用いるなど患者様側が理解できるように努める。 

 

（ニ）説明の記録を正確に残す 

     説明に当っては、事務局長が別添６の「説明記録書」に記載し、出席職員全員で

確認の上、事務局長が保管する。 

 

(5) 警察への届出   

  警察への届出は、医師法第２１条の規定に従い、所轄警察署に届出を行う。なお、

届出に当っては、事前に患者様、ご家族等に承諾を得るものとする。 

① 医師法２１条 

    「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、２４時間以内に所轄警察署に届けなければならない。」 

② 医師法第２１条の解釈（厚生労働省リスクマネージメント作成指針より抜粋） 

（イ）医療過誤によって死亡又は障害が発生した場合又はその疑いがある場合に 

  は、施設長は速やかに所轄警察署に届出を行う。 

（ロ）警察署への届出を行うに当っては、原則として、事前に患者、家族に説明を行う。 

 

(6) 県等関係機関への連絡 

   県等関係機関への連絡に当っては、事故の詳細について速やかに連絡する。 



 

(7) 事故の再発防止 

   医療事故発生後、できるだけ早い段階で、医療安全管理委員会を開催し、事故の再発

防止について検討し、再発防止策を策定し、職員に周知徹底する。 

 

７．本指針の閲覧 

   本指針は、患者様及びそのご家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるも

のとする。 

 

８．患者様からの相談への対応 

   本指針は、患者様からの相談があった場合には、分かりやすく適切な言葉で誠心誠意

対応するものとする。 

 

（実施時期） 

  この指針は、平成１４年７月１５日から適用する。 

（改  正） 

  この指針は、平成１６年１２月２４日に改正し、同日から適用する。 

（改  正） 

  この指針は、平成１８年２月２１日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成１８年９月１日に改正し、同日から適用する。 

（改  正） 

  この指針は、平成１９年１月１日に改正し、同日から適用する。 

（改  正） 

  この指針は、平成１９年４月１日に改正し、同日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成２１年２月１日に改正し、同日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成２１年７月７日に改正し、同日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成２１年９月１１日から施行し、改正後の佐川町立高北国民健康保険病

院安全管理指針の規定は、平成２１年７月２４日から適用する。 

（改  正） 

  この指針は、平成２４年８月２７日に改正し、同日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成２９年３月３日に改正し、同日から施行する。 

（改  正） 

  この指針は、平成３０年７月１日から施行する。 


