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  ★ １.医療安全支援センターからのお知らせ  ★
　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　
　◆　医療安全相談窓口に寄せられた相談について
　　　
　　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に関する相談が数多く寄せられ
　ました。
　　主な内容は、症状や感染に対する不安や、院内感染防止対策等への苦情、
　その他相談（PCR検査、面会制限、ワクチン等）となっています。
　　最近では、ワクチン接種の問い合わせ等も増えています。 

　  事例１：受付にアクリルシートが無い、熱を測らないなど感染対策が不十
　　　　　　分な医療機関があるので、指導してほしい。

    対応１：感染対策は、具体的な対応を法令に基づき指導することはできま
　　　　　　せんが、ご意見をお伝えし、みなさまの安全と安心のため、改め
　　　　　　て医療機関に対して、ご協力をお願いしています。

　　事例２：ＰＣＲ検査の費用について検査費用は無料だと思っていたが、医
　　　　　　療費を請求された。

　　対応２：ＰＣＲ検査（抗原検査）の検査料そのものは、公費補助の対象と
　　　　　　なり、無料です。
　　　　　　　一方で、検査実施を判断する診療行為は、通常の受診と同じく
　　　　　　初診料や再診料などの費用負担が生じます。

　　　　　　　市民の方には、検査料とは別に診察料が必要なことがわかりに
　　　　　　くいと思われます。横浜市として説明に努めていきますが、医療
　　　　　　機関におかれましても、市民にわかりやすい説明にご配慮いただ
　　　　　　きますようご協力をお願いいたします。



　
　
　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　★    ２. 横浜市保健所からのお知らせ　 　 ★
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◆  ご確認を！～医療法の手続き～受付方法が変更となっています～
　　新年度となり、医療法の各種申請、届出事務が発生するかと思いますが、
　提出先が区役所から市役所医療安全課への郵送に変更となっています。
　　また、インターネットでの電子申請も受け付けていますので、併せてご利
　用をお願いします。
　

　 該当ホームページはこちら
　 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/eisei/byouin.
　 html

　 下記の手続きは、電子申請の例外となりますので、市役所医療安全課への郵
　送による手続をお願いします。
　※「救急告示」：医療安全課での郵送、窓口受付
  ※「病院報告」：政府統計オンライン調査システムによる申請または郵送、
                  及び窓口受付

　◆  新型コロナワクチンについて
　　
　 横浜市の新型コロナウイルスワクチン接種について
　 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
   vaccine/vaccine-01.html

　 ４月12日から高齢者施設での接種が開始しています。
　接種券を同封する個別通知や予約開始日時の情報が更新されています。
 （４月14日更新）
　
　　新型コロナウイルスワクチンの医療従事者等向け優先接種についての詳細
　が神奈川県のホームページに掲載されています。（R3.4.12）
　 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccine_doctor.html

　  神奈川県民向けの新型コロナウイルスワクチンについての掲載も更新されて
  います。
　  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccine.html

　■■■編　集　後　記■■■

　　医療安全メールマガジン（11月実施）のアンケートにご協力いただきありが
  とうございます。アンケートでは、　　　　
　 ・資料の活用をしている
　 ・タイムリーな話題が多い
　 ・情報収集に役立っている

　　 等のご意見をいただきました。これからも簡潔にまとめ、より読みやすい
   記事となるようにしていきます。また、相談事例が参考となるというご意
   見もいただきましたので、今年度は相談事例の紹介を多く取り入れていく
   予定で
   す。



　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★横浜市医療安全相談窓口の事例は、プライバシー保護のため、内容を若干
　　変更しています。
　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/
　　iryoanzen/iryoanzenml.html
　★配信先解除・変更：
　　本メールマガジンの配信先の変更を希望される方は、下記URLに
　　アクセスして、解除又は変更手続きを行ってください。
　　http://ml.city.yokohama.lg.jp/mailman/listinfo/anzenchan
　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　発行：横浜市医療安全支援センター（横浜市保健所健康安全部医療安全課）
　　Copyrights(C) 2008 City of yokohama. All rights reserved.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ★ １.医療安全支援センターからのお知らせ  ★
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　◆　熱中症にご注意ください
　　　
　　熱中症への注意が必要な季節となりました。
　過去には、他県の医療機関で、空調設備の故障による熱中症事故が発生して
　います。本市でも一昨年に空調設備が故障した事例がありました。
　　また、マスクや防護具等の着用により、熱中症リスクも高い状態にありま
　す。

　　４月28日から、環境省と気象庁が、「熱中症警戒アラート」の運用を開始
　しています。
　　横浜市でも、「横浜市防災情報Ｅメール」において、熱中症警戒アラート
　と同じ基準で「高温注意情報」を発表いたします。熱中症予防に是非ご活用
　ください。

　　横浜市防災情報Eメールはこちら
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/
　　bousai-saigai/bosai/e- mail/email.html

　　横浜市医療安全課では、今年度も熱中症への注意を呼び掛けるチラシを作
　成しました。
　　掲載内容は、
　　1.　病院・診療所等で働く方々、患者さんの熱中症予防対策
　　2.　過去の空調設備の故障の事例、日常点検の重要性や故障時の対応等
　です。是非ご覧ください。

　　チラシはこちら
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/eisei/byouin.
    files/r3_nettyuusyo.pdf



　　厚生労働省からの熱中症関連情報はこちら
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
　　kenkou/nettyuu/ index.html

　　環境省熱中症予防情報サイトはこちら
　　https://www.wbgt.env.go.jp/sp/

　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　★  　２. 横浜市保健所からのお知らせ　 　 ★
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　◆　医療法に基づく手続きについて

　　医療機関において、構造設備や部屋の用途等を変更される場合は、事前に
　医療法に基づく手続きが必要な場合があります。感染症対策としての変更で
　あっても手続きが発生する場合がありますので、お早めに横浜市医療安全課
　へご相談ください。

　◆ 新型コロナワクチンについて
　　
　　〇横浜市の新型コロナワクチンについて（横浜市HP）
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　　vaccine/vaccine-01.html
　　・高齢者向け接種にかかる個別通知を発送しました（4/23～5/17）。
　　・5/17から18区19会場で実施する「集団接種」が始まりました。個別通知
　　　が届いた方は、横浜市の専用の予約サイト（パソコン、スマートフォン）
　　　及び電話で予約ができます。
　　・5/24から、市内の一部医療機関で「個別接種」を開始します。
　　　現在、ワクチン接種協力医療機関を募集中です。以下の横浜市HPに掲載
　　　している申請フォームからご登録いただけます。ご協力をよろしくお願
　　　いいたします。
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　　vaccine/20210421.html

　　〇新型コロナワクチンの医療従事者等向け優先接種について（神奈川県HP）
　　　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccine_doctor.html
　　・医療機関・医療従事者向けの情報が更新されています。

　　〇ワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について
　　（厚生労働省通知）
　　　https://www.mhlw.go.jp/content/000774927.pdf
　　・特例措置として、従事者、場所及び期間を限定して、労働者派遣が可能
　　　となっています。

　◆　レジオネラ属菌に対する院内感染予防

　　市内の複数の病院で、レジオネラ属菌による院内感染や院内の環境汚染が
　発生しています。適切な時期の水質検査や設備機器の点検・清掃・消毒を行
　いましょう。
　　定期検査等の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに区福祉保
　健センター生活衛生課へ連絡してください。
　　　
　　横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱はこちら
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/
　　kaiteki/eiseiho/building.files/0032_20180723.pdf



　■■■編　集　後　記■■■

　　早くも熱中症対策が必要な季節となりました。体がまだ暑さに慣れていな
　い時期です。感染予防と健康管理のバランスをとり、水分や栄養補給、しっ
　かり休養をとるなど体調にお気をつけください。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/
　　iryoanzen/iryoanzenml.html
　★配信先解除・変更：
　　本メールマガジンの配信先の変更を希望される方は、下記URLに
　　アクセスして、解除又は変更手続きを行ってください。
　　http://ml.city.yokohama.lg.jp/mailman/listinfo/anzenchan
　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ★１.医療安全支援センターからのお知らせ   ★
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◆　風水害への備えについて

　　今年も梅雨の時期となりました。
　　先日も記録的な大雨により熱海市等で土砂災害が報告されました。亡くな
　られた方々、被害に遭われた方々に心からお悔やみを申し上げます。
　　こうした出来事を教訓として、災害の発生に備え、自家発電装置の点検、
　燃料の確保や備蓄物品の定期的な確認等をお願いします。
　　病院においては、電気事業法、消防法及び建築基準法により非常用電源の
　点検等について規定されています。
　　電気以外の備蓄物品についても、災害拠点病院では指定要件に含まれてい
　ます。災害拠点病院でない場合も、医療機関としての役割を考慮し、準じて
　備えていただくとよいと思います。

　○災害医療及び災害拠点病院の指定要件について（厚生労働省　HP）
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089060.html

　　 
　　また、平成29年度に土砂災害防止法が改正され、医療施設など要配慮者
　利用施設（主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設）の管理者等
　は避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務化されています。

　〇 水防法、土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成等について
　　（横浜市HP）
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/
　　bousai-saigai/wagaya/fusuigai/20180313141643.html

 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ★２.横浜市保健所からのお知らせ  　　　　 ★
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◆　新型コロナ対策について



　　〇新型コロナウイルス感染症に関する情報について（横浜市特設ページ）
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/
　　　topics/covid-19/
　　〇新型コロナウイルス感染症対策ポータル（神奈川県HP）
　　　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/　　

　◆ 新型コロナワクチンについて

　　〇横浜市の新型コロナワクチンについて（横浜市HP）
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　　vaccine/vaccine-01.html
　　・5/24から市内の一部医療機関で「個別接種」を実施しています。
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　　vaccine/vaccine-portal/kobetsu-other.html
　　〇ワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について
　　（厚生労働省通知）
　　　https://www.mhlw.go.jp/content/000774927.pdf
　　・従事者、場所及び期間を限定して、労働者派遣が可能となっています。

　◆ 横浜市内の食中毒等発生状況と予防について

　　今年に入って1月と5月にノロウイルスの集団食中毒が発生しています。
　また、集団感染性胃腸炎の発生が例年と外れた時期に流行が見られ、４月下
　旬以降、保育所等で複数発生しています。
　　こうした背景には新型コロナウイルス対策で、日頃の環境消毒や手指衛生
　をアルコール消毒に依存していることが考えられます。
　　これからの季節は、腸管出血性大腸菌など細菌性の胃腸炎も増加してくる
　季節ですので衛生的な手洗いと消毒で感染症や食中毒を予防しましょう。な
　お、おう吐物や便を処理する時は、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効
　です。また、調理にあたる方の心得として、食中毒予防には自分の体調が悪
　い時に調理従事しないことも大切です。

　〇横浜市HP　食中毒発生状況
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/shoku/
　　yokohamaWEB/syokuchudoku.html

　〇横浜市ＨＰ　感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）について
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　kansensho/virus.html

　〇横浜市HP　グラフで見る報告定点あたり疾患別患者数推移
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/eiken/
　　kansen-center/kansensho/graph/graph_all.html

　■■■編　集　後　記■■■

　　新型コロナの感染状況は、東京を追うように、この横浜も感染者数が上が
　り始めています。医療従事者の皆様には、ワクチン接種や変異株対策にご尽
　力をいただきありがとうございます。引き続き、ご対応方よろしくお願い申
　し上げます。
　　本メールマガジンについては、定期発行しておりましたが、諸般の事情に
　より、不定期に発行する形を取らせていただきます。ご了承ください。
　　それでは、皆様、梅雨明けはまだですが、体調にお気をつけてお過ごしく
　ださい。



　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/
　　iryoanzen/iryoanzenml.html
　★配信先解除・変更：
　　本メールマガジンの配信先の変更を希望される方は、下記URLに
　　アクセスして、解除又は変更手続きを行ってください。
　　http://ml.city.yokohama.lg.jp/mailman/listinfo/anzenchan
　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　★  １.医療安全支援センターからのお知らせ ★
　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　

　◆医薬品の適正管理について

　　病院・診療所・薬局等　薬剤管理担当者様へ

　　最近、市内含め各地で病院や診療所、薬局における麻薬・向精神薬・筋弛
　緩剤等の厳密な管理が求められる薬剤について、紛失、誤施用などの事故が
　多数認められており、また、向精神薬等の職員による不適切な持ち出し事件
　も複数報じられています。
　　
　　定められた手順を遵守していただくことはもちろんですが、管理に関わる
　方々には、院内物流管理システム(SPD)の導入などにより、
　　
　　①発注・納品・供給の管理体制が変化し、チェック方法の見直しが必要に
　なっていないか
　　②薬品の保管や、管理区域での施錠、鍵の管理、暗証キーの変更など、安
　全な管理に問題がないか
　　③処方箋や指示票、電子カルテ等の記載ルールが守られているか
　　
　　以上３点について、改めて医薬品の管理徹底・点検の実施などをご検討い
　ただくようお願いします。

　　なお、今後、医療機関等を対象に、薬品の適正取り扱いに関する通知を準
　備しており、医師会や病院協会等を通じてお送りする予定です。また、「麻
　薬・抗精神病薬等に関する事故事例集」を横浜市のホームページでも年内に
　掲載予定です。是非ご確認ください。

　◆令和３年度　第１回医療安全研修会のお知らせ



　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、限定公開による動画配信研修

　　動画公開期間 :　2022年２月下旬（予定）～2022年４月30日（金）
　　内容 :「コロナ禍における医療安全～法的観点から事例解説～」
　　　　　講師　 坂本 真史氏（協同法律事務所　弁護士　薬剤師）
　　対象:　横浜市内の医療提供施設の医療関係者

　　申込みや詳細については、横浜市ホームページ等で追ってご案内予定です。

　┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　★２. 横浜市保健所からのお知らせ  ★
　┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◆新型コロナウイルス感染症ワクチンの医療従事者等向け接種について
　（横浜市HP）
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/
　　vaccine/vaccine-portal/20211110155947849.html
　・12月１日から３回目接種を開始しています。２回目接種完了時期の早い医
　療従事者の方々から対象となります。

　【問合せ先】

　　横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター
　　0120-045-070
　　受付時間　９時から19時まで土曜日、日曜日、祝・休日も実施
　　※12月29日（水）から１月３日（月）まで受付休止

　

　+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　■■■編集後記■■■

　　今年も、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、生活や仕事など
　多くの場面で様々な変化がありました。
　　医療安全相談窓口の相談内容も、新型コロナ感染症ワクチン接種や医療機
　関での衛生環境など、新型コロナウイルス感染症関連の相談が多く寄せられ
　ました。
　　医療従事者の皆様におかれましては、感染症対応にご協力、ご尽力をいた
　だいた一年だったことと思います。本当にありがとうございました。
　　年末年始も慌ただしい日々かと存じますが、皆様が健やかな新年を迎えら
　れることを心より祈念しております。新型コロナ感染症の第六波に備えつつ
　新年をお迎えください。来年も引続きよろしくお願いします。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/
　　iryoanzen/iryoanzenml.html
　★配信先解除・変更：
　　本メールマガジンの配信先の変更を希望される方は、下記URLに
　　アクセスして、解除又は変更手続きを行ってください。



　　http://ml.city.yokohama.lg.jp/mailman/listinfo/anzenchan
　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp
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　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　★ １.医療安全支援センターからのお知らせ ★
　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　
　◆ポリ塩化ビフェニル（PCB）含有機器の廃棄について

　　高濃度PCB（PCB＝ポリ塩化ビフェニル）含有の変圧器・コンデンサー等は、
　処分期間が令和４年３月31日までと法律で定められています。
　　もし期間後に発見された場合、その時点で法律違反となるだけでなく、将
　来にわたり事実上処分することができなくなってしまいます。
　　横浜市内においても、Ｘ線装置、溶接機、昇降機（エレベーター、エスカ
　レーター）制御盤等からＰＣＢが発見される事例が相次いで報告されていま
　す。
　　各医療機関におかれましては、該当機器がないことを確認していただきま
　すようお願いいたします。該当機器を発見したら、まずは下記にご相談くだ
　さい。
　
　資源循環局産業廃棄物対策課排出指導係　　電話番号：045-671-2513,2514

　なお、詳細は以下のURLでご覧になれますので、ご確認ください。
　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/
　sangyo/haishutsu/pcd/03pcb.html
　
　◆令和３年度　第１回医療安全研修会のお知らせ
　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、限定公開による動画配信研修を
　実施しています。

　動画公開期間 :　2022年２月25日～2022年５月12日（木）
　内容 :「コロナ禍における医療安全～法的観点から事例解説～」
　講師：坂本 真史氏（協同法律事務所　弁護士　薬剤師）
　対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者

　現在、以下の電子申請フォームで研修会の申し込みを受け付けております。
　申し込み受け付けは令和４年３月31日(木)までとなっております。
　お申し込みがまだという方は、是非お申し込みください！
　事務局一同お待ちしております。
　申し込みフォームは下記をご参照ください。

　※医師対象の専門医共通講習の扱いに関しましては、横浜市医師会へお問い
　合わせください。



　・パソコン 
　https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/
　dform.do?id=1640250733247
　・スマートフォン
　https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/
　sform.do?id=1640250733247

　■■■編集後記■■■
　　令和３年度医療安全研修会は、新型コロナウイルス感染症に関連した内容
　を事例検討形式で、ご講演いただきました。大変丁寧な解説で、わかりやす
　い講演となっております。皆様の業務にお役立ていただければ幸いです。
　
　　令和３年度も残すところ１か月弱となりました。１日ごとに暖かさが感じ
　られるようになり、春はもうすぐそこまで来ているようですね。
　　医療従事者の皆様におかれましては、感染症対応に加え、ワクチン接種へ
　ご協力いただき、誠にありがとうございます。

　　お忙しい日々かと思いますが、体調管理にご留意してお過ごしください。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/
　　iryoanzen/iryoanzenml.html
　★配信先解除・変更：
　　本メールマガジンの配信先の変更を希望される方は、下記URLに
　　アクセスして、解除又は変更手続きを行ってください。
　　http://ml.city.yokohama.lg.jp/mailman/listinfo/anzenchan
　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　発行：横浜市医療安全支援センター（横浜市保健所健康安全部医療安全課）
　　Copyrights(C) 2008 City of yokohama. All rights reserved.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


	第148号（令和３年４月配信）
	第149号（令和３年５月配信）
	第151号（令和３年12月配信）
	第150号（令和３年７月配信）
	臨時号（令和４年３月配信）

