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患者安全への提言は生かされるか



医療安全の基本



なぜ医療事故は起こるのか？

｢人は誰でも間違いを冒す｣
ヒューマンファクター(人間の特性･人的要素 )

｢エラーをする人間が医療をする｣
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医療事故のメカニズム



人間の行動
人間行動は､人間の特性と環境で決まる｡

｢行動の法則｣( Lewin､心理学者)

B＝f( P､ E )
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(決定された行動) (人間の特性) ( 人間を取り巻く環境 )

Behavior Person Environment

⇒｢可視化｣



患者の立場に立つ

｢患者参加型医療｣

病･問題

PT/ST

栄養士技師

薬剤師

患者の人権レベルまで掘り下げ､
全職種が力を合わせて解決する｡

理解医療､ I.C. から｢インフォー
ムド･チョイス｣へ

真の｢民主的なチーム医療｣

･自分の状態を理解 (過剰診療の抑制)

･治療に対し自己責任を持つ (治療効果の向上)

･自ら治療法を選択 (コミュニケーション向上､訴訟減少)
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(宮川一郎,｢患者参加型医療と､それにつながる病診連携｣を一部改変)

http://med2.astellas.jp/med/jp/template/no01/clip_pat/data/PAT001.doc


医療事故に学ぶ



提言１年後
遺族の思いは生かされたか
改革の取組み･工程の報告会(2017年9月1日)

･外科病棟･ICU等をラウンド､インタビュー

⇒再発防止策の約8割は､達成率90％以上
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･報告から1年後､群大病院｢医療安全週間｣の設置
･患者･家族と診療録共有 : 2019年1月より

*患者･家族から情報提供を受ける貴重なツール

※患者が自己決定し､よりよい医療提供へ期待

提言 :実施されなければ
意味がない



患者安全への提言
群大病院医療事故調査から学ぶ

発刊：2019.11

ISBN：9784535984882

発行：日本評論社

金額:4730円

第１部 医療事故調査委員会の役割

･医療事故にどう対処してきたか―医療事故調査の歴史的な動向から観た

群大病院事件

･群馬大学病院事故が外科診療になげかけた10の課題

［座談会］医療事故に向き合う患者安全のシステムづくり

上田裕一／甲斐由紀子／勝村久司／神谷惠子／隈本邦彦／長尾能雅

･群大病院医療事故調査の三つの意義

第２部 「患者参加型医療」への提言

･｢実践のための具体的対策―患者への思い」を伝達することの大切さ

･私が群大病院に「患者参加型医療」を求めた理由

･患者安全におけるメディアの役割

第３部 医療の質向上と安全への指針

･患者安全の未来予想―遅延型アレルギー」への処方箋

事故調査の目的は､事故の背景となる医療システム
の問題点を指摘し予防することにある｡
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インフォームド･
コンセント
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･診療経過で報告義務(民法645条)である

･｢患者参加型医療｣の基本である

インフォームド･コンセントの位置づけ

患者と医療者を繋ぐ架け橋



日本外科学会の見識
｢記載｣は､後世に事実を残すためのみ

の行為ではなく､今の自分の思考回路､
思考過程を提示する医療行為である｡
間違った方向に進んでいれば､是正を

受けるチャンスになるから､医療の質
を担保するために記載する｡
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記録
どのような立場(目線)で､誰が
見ても､いつ見ても､事実が正し
く伝わる表現と記載内容(真正性
･見読性･保存性)が必要である
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誠実に診療を遂行した事実を証明する



提言後の｢I. C.｣

･｢何が判らないのか､解らない｣を解消する
･時間をかけ､患者･家族間で話し合う
･再度､I.C.を実施し､相互に意見や質問を受ける
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患者･家族は､自己決定のための情報や熟慮
期間が確保されず､不十分と認識していた

録音し電子カルテに
取込む｢仕組み｣

ギャップ

※最も大切なこと



医療法を振り返る
医師､歯科医師､薬剤師､看護師､
その他の医療の担い手は､
医療を提供するにあたり､
適切な説明を行い､
医療を受ける者の理解を得るよう
努めなければならない

(医療法１条の４ ２項 )



医師法17条
医師には高度な専門知識･技能に加え､高い

倫理･道徳が求められる｡それは､患者の安心･
安全を最優先して医療行為をしなければな
らないからである｡
患者の医療安全を最優先するからこそ､医

師は国民に信頼される｡

医療安全 = patient safety



患者に共通する言葉

合併症の発生を聞いて
いれば…
結果は合併症でも､
いい病院を知っていれば

* 十分理解できる

治療を受けなかった
他の病院を選んだ

* 治療目的でも同意を得ない医療は､
｢ヒト｣として接していないことになる｡

事前に

人権尊重



医療に対する

認識の齟齬(ズレ)
･医療者の認識
･患者･家族の認識

医療知識の差
認識の齟齬=

※当事者間に､認識の齟齬(ズレ)があれば､
｢ボタンのかけ違い｣は必至



｢十分な?｣説明
･診療情報の非対称性(情報量と質の違い)
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医療者の説明患者ニーズ
･知りたい
･確認したい
･比較したい

患者
納得しない

患者にとって､
｢適切な説明｣ではない

十分な？説明
(一方的､内容不足)
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患者の権利
･質問の自由
･選択権･拒否権
･撤回権､診療拒否権
･医師を選ぶ権利
･医療の選択権
･知る権利の放棄権

※｢結果の保証｣⇒ ｢手続の保証｣へ



Shared Decision Making
(決断の分担 )

医師と患者が協力して決断
* 医師役割の変化

正確な情報提供､正確な治療技術
* 患者の自己決定権の強化

患者の自己責任の増大

コーディネート役
看護職 : 同席し､患者･家族と医師の

(                           )を担う



インフォー
ムド･コンセン
ト無しの医療
は､｢犯罪｣であ
る

改めて振り返る

インフォームド･コンセント
医療被害者の言葉

｢インフォームド･
コンセントした｣と
言っても､カルテに
記載がなければ､
｢未実施｣と判断する

外科学会の言葉



今回
看護職が調査に介入
していなかった

医療安全管理者の使命

｢リスクの芽｣の段階で､発覚する
同じ事故が繰り返されない

本来
複数職種体制､複数の眼で
専門性を発揮し俯瞰する

可能性の道筋が
断たれた？



｢気づき｣(リスクの芽)は宝物⇒宝告(報告)へ

･何かいつもと違う
･｢経験に裏付けられた予測｣(大丈夫かなと感じた)

 看護職は患者や医師にとって最も近い存在､医師の気持ちもよく理解できる。
 様々な部署･部門･職種間の内情に精通し､“繋ぐこと”が得意である。
 患者動向を毎日把握している看護管理部門､医療安全管理部門の看護職は､率先力を持っている。

看護職の役割

･｢風通しのよい組織風土｣が育っていなかった
･権威勾配や消極感情が前面に出て､伝えなかった



Patient Safety(医療安全)
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医療安全 = ｢患者を護る｣+｢医療者を護る｣

｢患者参加｣(インフォームド･コンセント､記録 )

安全は､見えない｡
健康回復を願う｢患者への思い｣も見えない｡
｢患者への思い｣が言動に現れて初めて伝わる｡

･｢患者への思い｣を可視化する方法を身に付ける
ことは､医療者の礼儀(マナー)である｡



今､患者が望むこと

自らの理解が得られる
適切な説明

医療専門職に必要なこと

Common Sense ！
相互の信頼･説明･記録

まとめ 社会的･
個人的良識！
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2021年3月13日

令和２年度 生存科学研究所研究助成事業シンポジウム



ご清聴
ありがとうございました‥
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