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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第１号＞

  " `〇 "                                     平成20年10月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例の紹介

  ◇医療機関に勤める知人との何げない日常会話から、医療機関の個人情報

   保護のあり方に不安を感じた事例

  ２ 医療安全情報

  ◇横浜市医療安全相談窓口とは？

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

┏━━━━━━━━━━━┓

    1. 相 談 事 例

┗━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  医療安全相談窓口への相談内容  ***●●● 
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  相談者と、その家族のかかりつけの医療機関に勤める知人がいる。

  先日、その知人との近所での何げない日常会話（井戸端会議）の中で、医

 療従事者なら患者の診療録（カルテ）は閲覧可能であること、また、医療機

 関側から問題があると判断された患者については、診療録に印がつけられ区

 別していることなど、医療機関内での診療録の取り扱い状況を聞いた。

  相談者と家族は、病状や受診歴などの自分や家族の情報が、他人に漏れて

 いるのではないかと不安に感じた。

 ○○○***  医療安全相談窓口では ***○○○

  この知人が、どの程度の内容までを話してしまっているかは不明ですが、

 医師や看護師には守秘義務があり、そうでなくても病院の職員が、患者さん

 の個人情報を漏らすことは個人情報保護法上問題があります。

  今回の事例では、相談者からの希望もあり、相談窓口の担当者から医療機

 関に連絡し、こうした相談内容が寄せられていることを伝えました。
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 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  この相談を聞いて、私自身ドキッとしました。

  直接病院の内部事情や、患者情報を外部に漏らしたことはなくても、仲の

 良い同僚との食事や飲み会の席で、病院の内部事情を何げなくしゃべってい

 た経験があったからです。

  先日も定食屋で一人寂しく夕食を食べていた所、向かいの席の女性二人が

 話している内容が聞こえてきました。

  どうやら近くの病院に勤務しているらしく、医師や看護師、患者さんの話

 までいろいろと噂話に花が咲いていました。

  比較的大きな声でしゃべっていたため、そう広くない店内では二人の話の

 内容はまわりに筒抜けでした。

  もしその店内に、関係する患者さんの家族などがいたら、不安に思う内容
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 もあったかもしれません。

  最近、我々の医療安全相談窓口でも個人情報やプライバシー保護に関する

 相談は増えており、患者さんの意識は年々高まっている印象があります。

  患者さんの個人情報を保護することは当然ですが、医療機関の情報管理体

 制そのものについても、周囲を不安にさせるような言動や行動は慎みたいも

 のです。

  そのためには個人情報保護に関する規約などを作成するだけではなく、医

 療機関に働く職員一人ひとりが、こうした情報の重要性をきちんと認識した

 行動ができているかが大事だと思います。

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

    2. 医 療 安 全 情 報

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
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 横浜市医療安全相談窓口とは？

 ○横浜市医療安全支援センターが開設する相談窓口です。

  ◇市民の皆様からの、医療に関する不安や悩み、不満などの様々なご相談

   に応じ、解決への糸口を探すお手伝いをします。

  ◇必要に応じて、ご相談いただいた内容などを医療機関に情報提供し、患

   者サービスの向上を図ります。

  ◇中立的な立場から、患者･家族と医療機関との信頼関係の構築を支援し

   ます。

 ○主な相談

  ◇主治医に自分の病状をもう少し詳しく説明してもらいたいが、どのよう

   にお願いしたらよいか、お願いしてよいものかどうかわからない。

  ◇引越して間もないので、自宅付近の医療機関を教えてほしい。

  ◇主治医以外の医師の話も聴きたいが、どう切り出してよいかわからない。

  ◇医師や看護師の心無い一言に傷ついた。
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 ○相談にあたって

  ●横浜市内の医療機関が対象となります。 

  ●診療内容や処遇（対応）などのトラブルについては、患者さんと医療機

   関との十分な話し合いによる解決が原則となります。相談窓口では、患

   者さんが自主的に解決できるよう助言をしています。

  ●診療内容や治療方法などの医学的判断や過失の有無の判断はできません。

  ●相談内容によっては、他の専門機関をご紹介します。

 ◎医療機関からの相談もお待ちしています！！

  現在、医療機関からの相談は少ないですが、ぜひご利用ください。

  また、医療安全の改善事例なども、教えていただければ、今後の医療安全

  普及啓発の資料として活用させていただきたいと考えています。

  ★★★★医療機関からの相談例★★★★

   患者さんから自分が手術を受けた５６年前のカルテを出してくれと言わ

  れている。カルテはもう無いことを説明したが、そんなことはないはずだ

  と納得してくれない。どう対応すればよいか。横浜市医療安全相談窓口を
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  患者さんにご案内しても良いか。・・・などなど

 ○相談方法

  ◇電話   ０４５（６７１）３５００

        月曜日から金曜日（祝日・年末年始の休庁日を除く）

        午前８時４５分～午後５時１５分（昼休みも受け付けます）

  ◇FAX    ０４５（６６３）７３２７

  ◇Eメール   kf-soudan@city.yokohama.jp 

    ◇面接相談  予約制（必ず事前にご連絡をお願いします。）

        面接場所所在地（横浜市保健所健康安全部医療安全課内） 

                横浜市中区港町１－１（関内駅前第２ビル４階）

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

 

 ■■■編 集 後 記■■■

 【乞う！ご意見・ご感想！】

  はじめての横浜市医療安全メールマガジンいかがでしたか。我々は、読者の

 みなさまの期待や関心に応えられるメールマガジンを目指しています。
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  その意味で、今回の創刊号は、いわば試行錯誤というか、パイロット的・モ

 デル的な意味合いも込めて、創刊にたどり着きました。

  今後、より内容を充実し、期待に応えられる紙面にするためにも、読者のみ

 なさまのご意見・ご感想をお待ちしています！

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  kf-iryoanzen-ml@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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第２号＞

  " `〇 " anzenchan                             平成20年11月14日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 病院における医療安全改善事例の紹介

  ◇夜中に突然院内の酸素供給量が低下！？ そのとき病院は！！

  ２ 医療安全情報

  ◇平成２０年度 第２回 横浜市民医療安全講演会を開催します！！

  【無床診療所等で義務付けられている医療安全外部研修に相当します！】

   

    まだ、研修未受講の方はぜひご参加ください！

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

    1. 医 療 安 全 改 善 事 例

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  そのとき病院は・・・  ***●●●  

  みなさんは、病院の酸素供給システムがどのようになっているのかご存知で

 すか？

  何げなく、病室のベットサイドや、手術室の供給口（アウトレット）に管を

 差し込めば出てくるのが当たり前の酸素。

  普段は出てくるのが当たり前の酸素が、夜中に突然供給不足に陥ったとした

 ら・・・。今回はそんなある病院の事例を紹介します。

           ◇  ◇  ◇

  その夜、病棟当直医が異変に気付いた。

  人工呼吸器に酸素供給不足を知らせるエラーが表示されていた。
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  「院内すべての人工呼吸器の酸素供給量が減っている！！」

  すぐさま院内の携帯用酸素ボンベを各階の患者さんのもとへ配備し、病院の

 近隣に住む看護師や医師が緊急収集された。院長も駆けつけ、陣頭指揮をとっ

 た。

  連絡を取っていた酸素ガス納入業者が病院へ到着し、院内の酸素供給源であ

 る、医療用ガス供給源設備（マニホールド）を確認した。

  見てみると、酸素ガスボンベの量が減ったときに切り替わる予備ボンベと、

 院内の酸素供給パイプラインとの連結バルブが閉まったままの状態であった。

  発見から復旧まで約２０分程度。

  配管からの酸素流量は低下したものの、患者さんに悪影響を与えるほどの低

 下は無かったことと、病院挙げての緊急対応が功を奏し、患者さんの状態には

 全く問題が無かったのが何よりも幸いであった。
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 ○○○***  原因と対策 ***○○○

  この病院に限らず、多くの病院では、院内の酸素ガス供給のシステムは、本

 酸素ガスボンベ（とても大きなボンベです！複数のボンベで構成されている場

 合もあります。）と、予備酸素ガスボンベ（予備と言っても本酸素ガスボンベ

 と同じ大きさです。）から成り立っています。

  本酸素ガスボンベの残量が少なくなると、センサーが感知し、自動的に院内

 の酸素供給が、満タンの予備酸素ガスボンベに切り替わります（手動の場合も

 あります）。

  病院から連絡を受けた業者は、翌日などに、空になった本酸素ガスボンベを、

 満タンの酸素ガスボンベと取り替えます。

  その後、酸素を院内に供給していた予備酸素ガスボンベの残量が少なくなる

 と、センサーが感知し、今度は満タンになった本酸素ガスボンベに自動的に切

 り替わります。

  このことを繰り返しながら、病院内の酸素は切れ目無く供給され続けている

 のです。

  しかし、今回の事例では、自動的に予備の酸素ボンベに切り替わったものの、
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 ボンベをセッティングした酸素納入業者の担当者が、本来開栓しておかなくて

 はならない酸素ボンベと、院内酸素パイプラインの連結バルブを開栓し忘れて

 いたため、院内の酸素流量低下が引き起こされてしまったのです。

  この病院の安全管理委員会は、今回の事例を重大視し、酸素納入業者との話

 し合いの上、すぐさまいくつかの改善策を立案しました。その中で、特に注目

 したい次のような改善策がありました。

  ◆ 酸素ガス納入時の手順確認チェックシートの作成と確認

    酸素ガス納入時の手順確認チェックシート（開栓確認など）を納入業者

   とともに作成し、酸素ボンベ納入時に業者が記入するようにしました。さ

   らに、業者が記入した後、病院の担当者が確認するようにしました。

    

 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  恐ろしいことが起こるものです。今回、患者さんに影響はなかったとのこと

 でほっとしましたが、原因も分からず配管からの酸素流量が低下した夜間の院

 内を想像すると、さぞかし大変だったことと思います。
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  酸素は、病室のアウトレットから、いつでもちゃんと出てくるのが当然で、

 どんなふうに供給されているのか知らない医療従事者も多いのではないでしょ

 うか。

  今回の事例で、緊急時の院長先生をはじめ病院スタッフの方々のすばやく、

 適切な対応もさることながら、大変素晴らしいと感じたのは、改善策の、「酸

 素ガス納入時の手順確認チェックシート」の作成と、病院職員による確認です。

  専門的なボンベの扱いは難しそうで、つい業者まかせにしてしまいがちです

 が、病院の酸素の供給という重要な事項ですので、今回の取り組みのような、

 チェックシートを用いた病院と業者との、ダブルチェックの実施は、大変すば

 らしい取り組みだと感じました。

  また、先日、他の病院で、別の酸素納入業者が自主的に作成したチェックシ

 ートがボンベ室においてあるのを見ましたが、特に病院職員は関与していない

 ようでした。見てみると、そのチェックシートには記入漏れがありました。
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  納入業者と病院がチェックシートを作成し、酸素ボンベの管理を業者まかせ

 にせず、チェックシートを職員が確認する今回の改善事例は、ピンチをチャン

 スにする、素晴らしい取り組みだと感じました。

  

  

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 □■□平成２０年度 第２回 横浜市民医療安全講演会を開催します！！□■□

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  患者・市民の皆様が、積極的に治療に参加し、安心して、上手に医療とかかわ

 っていくためのポイントを学びます。

  講師に、医学生に対する医療面接(模擬患者面接：Simulated Patient）教育を

 通じて患者と医療者相互のコミュニケーション向上に尽力されている佐伯晴子先

 生をお迎えしました。

  医療従事者の皆様にとっても、役立つ内容となっておりますので、ご都合がよろ

 しければ、是非ご参加をお願いします。申込方法は、次の通りです。

 ◆テーマ： 上手な医療のかかり方

 ◆講 師： 東京ＳＰ研究会代表 佐伯晴子氏
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 ◆日時：平成２０年１１月２１日（金） 午後２時～午後４時３０分

  

 ◆場所：都筑公会堂ホール（都筑区役所内）

   ◎市営地下鉄「センター南駅」から徒歩数分。

   ◎ブルーライン、グリーンラインどちらでも行けます！    

 ◆申込方法： 電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで受け付けます。

         ＦＡＸ，Ｅメールの場合、住所・氏名（ふりがな）・電話番号を

         記載してください。

 ◆申込先： 横浜市健康福祉局医療安全課

        ＴＥＬ：０４５（６７１）３６５４  

        ＦＡＸ：０４５（６６３）７３２７

        Ｅメール：kf-anzenkensyu@city.yokohama.jp

   ▼横浜市民医療安全講演会の詳細は▼

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/shimin.html

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 □■□横浜市医療安全相談窓口のリーフレットが新しくなりました！！□■□

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  横浜市医療安全相談窓口のリーフレットは、市民情報センター(市役所１階）、

 横浜市中央図書館(医療情報コーナー）、各区役所等にて配布しています。
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 ▼こちらからダウンロードもできます。▼

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/

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

 

 ■■■編 集 後 記■■■

  先日、横浜市大医学部で行われた、模擬患者による学生の問診実習を見学

 してきました。

  アドバイザーで来ていた、医療安全で有名な武蔵野赤十字病院の日下副院

 長先生が、私との雑談の中で、

  医療安全には、患者さんとの普段からのより良いコミュニケーションが重

 要である。

  普段のコミュニケーション、信頼関係が出来ていないのに、医療事故や紛

 争がおこってから説明、コミュニケーションに努めようと思っても信用して

 もらえない。

  というような要旨のことを言っておられました。

  改めて、より良いコミュニケーションの重要性と、難しさを感じました。 
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 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  kf-iryoanzen-ml@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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第３号＞

  " `〇 " anzenchan                             平成20年12月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 横浜市医療安全相談事例

  ◇歯科医に勧められ、２００万円かけてインプラントを入れたが

      ぐらぐらして痛みがひかない。治療費を返してもらえるのか。

  ２ 医療安全情報

  ◇自主回収もれのジャクソンリースの事故について

  ◇平成２０年度 第３回 横浜市医療安全研修会（本年度最終回）

   を開催します！！

  ★無床診療所等で義務付けられている医療安全外部研修に該当します！★

   

    まだ研修を受講されていない方は、ぜひご参加ください！
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

┏━━━━━━━━━━━━━━┓

★    1. 相 談 事 例    ★

┗━━━━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  患者さんからの相談  ***●●●  

  先日、近くの歯科診療所を受診した。

  その際、院長からインプラント(人工歯根)を勧められた。保険が使えず、

 自費になるが、インプラントにしたほうが、見た目もきれいで長持ちして良

 いと言われた。

  そこで、結局２００万円かけてインプラントをしてもらったが、痛みが残

 り、ぐらぐらしている。

  せっかく高額な費用を払ってインプラントにしたのに、こんなことになる

 とは思っていなかった。
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  それどころか、ぐらぐらしたインプラントの治療でさらにお金を払ってい

 る。

  院長にインプラントの費用を返してほしいとお願いしたが、返金は出来な

 いと言われた。

  お金を返してもらうことは出来ないのか。

 【インプラントって何？】

   インプラント(人工歯根)とは、歯が抜けてしまったところの骨にネジを

  埋め込み、そのネジを土台にして人工の歯を装着する治療法です。

   一般的に、保険は適応されず、自由診療（自費による診療）になります。

 

 ○○○***  センターでは ***○○○

  インプラント治療は、医療であるものの、一般的に、自由診療であるため、

 保険診療と違い、医療機関側が費用をある程度自由に設定することが出来ま

 す。
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  また、自由診療は、原則として医療機関と患者さんとの、当事者間の民事

 上の契約の問題になります。

  自由診療での費用の返還に関しては、最終的には裁判という方法がありま

 すが、まずは消費生活センターや弁護士相談などで相談し、院長と再度話し

 合ってみることを勧めました。

 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  診療の形態（医療費からみた）には、大きく分けると保険診療と自由診療

 があります。

  保険診療では、基本的に、診療内容や費用は全国一律で決められており、

 費用の一部を国や健保組合などが負担し、残りを患者さんが支払うシステム

 になっています。

  自由診療は、保険外診療とも言われており、診療内容や費用の制限はあり

 ません。そのため、最新の材料や治療技術を制限なしで使うことが出来ます。
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  インプラントなどの高度な技術は、一般的に、自由診療でしか受けられま

 せん。

  自由診療では、原則として診療に関わるすべての費用を患者さんが自費で

 支払います。

  そのため、患者さんが支払わなければならない金額は、高額になることが

 多くなります。

  インプラントなど、自由診療に関するトラブルの相談は、時々相談窓口に

 寄せられます。

  今回のようなトラブルでは、商品の売り買いなどと同様に、原則として当

 事者間の民事上の契約の問題になるため、消費生活センターや、弁護士によ

 る相談を案内しています。

  ただ、このような問題の背景には、事前の説明不足が関係していると思わ

 れる事例が多数あります。

  患者さんは、高額な金額を払えば払うほど、その結果についての期待も大

 きくなります。
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  特に、医療機関から、事前の詳しい説明をされていなかったり、治療法の

 良い面ばかりで、副作用などの悪い情報について十分に説明されていない場

 合はなおさらです。

  事前の十分な説明と同意（理解もしくは了解）を行うことと、その記録が

 重要です。

  極端な話、裁判になってしまった場合など、判断するのは医療の専門家で

 はない法律家です。

  医療従事者であれば当然誰でもわかることであっても、法律家には（当然

 患者さんにも）良くわからないかもしれません。

  以前に比べ、最近の医療機関では患者さんによく説明を行っていると思い

 ます。ただ、医療機関側が十分な説明をしたつもりであっても、その説明が

 患者さんに伝わっていない、理解されていないと感じる事例も少なくありま

 せん。

  患者、家族はどの程度まで理解して同意書などにサインをしているのでし

 ょうか。
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  今後は、患者、家族がその説明に対して、どの程度のレベルまで同意、理

 解したか、しているかの把握が重要になってくるのではないかと思います。

【参考：インフォームドコンセントに必要な4要素（最高裁判例より）】

 ○診断（病名と病状）

 ○実施予定の治療内容

 ○治療に付随する危険性

 ○ほかに選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後

 ※患者、家族の理解度に応じた説明を心がけることが重要です。

  （臨床の現場は時間が無いことも理解していますが・・・。） 

  

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ◇★◇自主回収もれのジャクソンリースの事故について◇★◇
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  石川県で、ジャクソンリース回路と人口鼻の併用で、呼吸器回路が閉塞し、

 患者（乳児）に肺損傷が起こる事故が発生したため、厚生労働省より平成20

 年11月19日付けで注意喚起を促す通知が出されました。

  当該のジャクソンリース（ＯＲジャクソンリースセット）は五十嵐医科工

 業（東京都文京区）が製造・販売するもの。その製品を、人口鼻と組み合わ

 せたところ、呼気を出す部分（内管）がふさがれてしまったことが原因。

  内管が長く患者側に伸びている構造に問題があると思われます。

  そもそも、似たような構造の他社の製品で、以前にも同様の事故が起こっ

 たため、五十嵐医科工業は、今回の製品を平成13年から自主回収していまし

 たが、回収は半分程度しか行われていません。

  また、同様の構造上の欠陥を持つ製品が、同じく平成13年に、各メーカー

 で自主回収対象になっています。

  頼りになるはずのジャクソンリース。気をつけましょう。

  詳しくは、下記ホームページ（厚生労働省）をご参照ください。

    http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1119-3.html
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  【回収対象製品】

   五十嵐医科工業

    ● ＯＲジャクソンリース セット

    ● Ｂスイムジャクソンリース セット

   アコマ医科工業

    ● 「アコマ麻酔器ＰＲＯ」の付属品である

            ジャクソンリース小児用麻酔回路

   販売業者：アネス（過去の輸入業者：アイカ）

    ● デュパコ社製 ノーマンマスクエルボ

   小林製薬（アトムメディカル株式会社より承継）

    ● ジャクソンリース蘇生回路のうち垂直型エルボーを有する製品

  

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

 □■□平成２０年度 第３回 医療安全研修会を開催します！！□■□

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

  

  本年度最終回の第３回研修会は、神奈川公会堂でシンポジウム形式で

  開催します。

  毎回大勢の方に参加いただいており、定員を超える場合がありますの

  で、お申し込みはお早めに！！
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 ◆テーマ：「それぞれの医療現場における医療安全の取組」

 ◆コーディネーター：古谷 正博氏(横浜市医療安全推進協議会会長)

  シンポジスト：診療所、歯科診療所、病院、薬局

                           それぞれの施設での取組事例発表など

 ◆日時：平成２１年１月２２日（木）午後６時３０分～午後８時３０分

   

 ◆場所：神奈川公会堂ホール

      （ＪＲ東神奈川駅徒歩４分、東急東横線東白楽駅徒歩５分）

 ◆申込方法：ＥメールまたはＦＡＸで受け付けます。

          氏名・職種・施設名・電話番号を記載し申込みください。

 ◆申込先： 横浜市健康福祉局医療安全課

         ＴＥＬ：０４５（６７１）３６５４  

         ＦＡＸ：０４５（６６３）７３２７

         Ｅメール：kf-anzenkensyu@city.yokohama.jp

 詳しくはこちらへ

 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/kenshukai.html

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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 ■■■編 集 後 記■■■

  先日、ある病院で行われた日本医療評価機構の、病院機能評価の審査を同

 行見学させていただきました。

  病棟での聞き取りでは、医師をはじめ多くのスタッフが集まり、病院の意

 気込みが伝わってきました。

  病院の事務職の方に、認定を受けても診療報酬上の優遇も無い上に、審査

 にも結構な金額や手間がかかるのに、何故受けようという話になったのです

 か、と聞いてみました。

  すると、機能評価をきっかけに、より良い病院づくりを目指していきたい

 からだと言われました。審査前には、病院内でよく話し合ったし、改善もず

 いぶん行われたということでした。

  この話を聞いてとても感激しました。

  横浜市の医療法に基づく病院への立入検査でも、ほとんどの病院はまじめ

 に医療安全に取り組んでいます。

  何かとマスコミなどに批判されることも多い最近の世情ですが、実は、医

 療機関はこんなに頑張っているんだということを、そろそろ謙譲の美徳を捨

 て、アピールしても良い時期に来ているのではないでしょうか。
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  行政が、決められた法律の範囲内でできることには限界もありますが、何

 か良い案がございましたら、下記のアドレスまでご意見をいただければ幸い

 です。  

  そんなことは行政がやるべきではない、といったご意見でも結構です。よろ

 しくお願いいたします。 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  anzenchan@ml.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第４号＞

  " `〇 " anzenchan                         平成21年1月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 病院における医療安全改善事例の紹介

  ◇心電図モニターのディスポ電極の誤飲について

    電極のゼリー部分が水分を吸うと、１００倍以上に膨張します。

  ２ 医療安全情報

  ◇日本医療マネジメント学会 第9回東京地方会学術集会開催！

    医療安全で有名な、東邦大学の長谷川先生からのお誘いです。

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  1. 医 療 安 全 改 善 事 例   ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  ●●●***  そのとき病院は・・・  ***●●●  

  心電図のモニターと言えば、医療従事者の多くが慣れ親しんだ（？）器具の

 ひとつだと思います。

  その心電図モニターの際、欠かせないのが、患者さんの体に張るディスポー

 ザブルの電極（以下、ディスポ電極）です。

  ディスポ電極の誤飲というと、確かにあれを飲み込めば、食道などに引っか

 かることもあるかもな、と思うかもしれません。

  ところが、その危険だけでなく、ディスポ電極の患者さん側についている、

 あの粘着ゼリー部分を誤飲すると、水分を吸って、場合によっては１００倍以

 上に膨らむのをご存知でしたか？

           ◇  ◇  ◇
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  とある市内の病院の、小児病棟から退院した乳児に、哺乳不良と嘔吐が出現。

  吐物と便にはゼリー状のものが混じっていた。

  病院の調査の結果、入院中、心電図モニターのディスポ電極のゼリー部分

 （１９×３６mm）を、患児が誤飲し、体内で膨張したことが原因であることが

 解った。

  その後、哺乳不良、嘔吐は改善された。

 

 ○○○***  原因と対策 ***○○○

  病院が、当該のディスポ電極を製造する会社に問い合わせたところ、過去５

 年間に、６件のディスポ電極の小児による誤飲が報告されていました。

  そのうち３件については、健康への影響は無かったそうです。

  他の３件については、健康への影響の有無の情報が得られていないそうです。

  製造会社によると、ディスポ電極のゼリー部分は、食べたとしても特に体に
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 毒性がある物質ではないそうです。

  しかし、製造会社の実験では、ゼリー部分が水分を吸うと、

   １時間後に約１０倍

   ７時間後に約７０倍

   ９時間後に約１５０倍  の重量に膨張したそうです。

  病院では、今回の事故を重要視し、以下のような防止対策を徹底しました。

   ○ 患者全般に注意するとともに、特に、誤飲・誤嚥を起こしやすい年齢

     の小児に対して最大限の注意を払う。

   ○ 心電図モニターの装着基準を見直し、酸素飽和度モニターで十分判断

     できる場合は、心電図モニターは使用せず、酸素飽和度モニターを使

     用する。

   ○ ディスポ電極装着時、電極自体に装着した日付、時刻を記入する。

   ○ 新たに「電極装着チェックリスト」を作成し、はずれた電極は廃棄せ

     ずに、チェックリストに張って、粘着部分の有無と併せて確認する。
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 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  心電図のディスポ電極が水分を吸い、１００倍以上も膨張するなんて驚きま

 した！

  以前、私が腰痛に使用したシップを庭に放り投げていたところ、雨を吸い、

 巨大な白い塊と化したのを思い出しました。

  体に張るようなゼリー部分には、水分を吸うと膨張する性質があるのでしょ

 うか。

  ディスポ電極が膨らむので危険であるということは、小児科の医師や看護師

 などでは結構知られているようです。

  当該のディスポ電極の説明書にも、使用上の注意として、誤飲の危険性と、

 胃内での膨張による嘔吐の出現などが記載されています。

  本事例は、小児に発生しましたが、当然、高齢者など、他の心電図モニター

 のディスポ電極を使用する患者さんにも注意が必要です。

  今回の病院は、この事故に対して非常に真摯に対応され、対策も非常に早く

 立案されていました。
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  心電図のディスポ電極は多くの医療機関で使用されています。みなさまの職

 場でも、再点検を考えてみてはいかがでしょうか。

  また、当然のことながら、誤飲の原因になるものを、危険性のある患者さん

 の近くに置かないというのも重要です。

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

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ■□日本医療マネジメント学会 第9回東京地方学術集会 参加のお誘い□■

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  日本医療マネジメント学会は、医療の質の向上を求めて「クリティカルパス」

 「医療安全」「医療連携」「電子化」等、医療の現場における各種の課題の研

 究、提案を行っております。
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  学会員は現在5,300人となり、学会雑誌もこの分野では最大の発行部数となっ

 ております。

  また年1回の学術総会の他、各支部主催による学術集会を開催しています。

  東京支部は、平成21年2月7日（土）に第９回東京地方会学術集会を「良質で安

 全な医療提供実現の仕組みづくり」をテーマに開催いたします。

  個々の医療技術の発展とともに、これらを管理するマネジメントの仕組みが今

 ほど問われていることはありません。ふるってご参加のほどお願い申し上げます。

                       東邦大学医学部

                       教授 長谷川 友紀

   ◆日 時：平成21年2月7日 9:30－16:30

   ◆会 場：東医健保会館 (ＪＲ信濃町駅下車徒歩5分！！)

   ◆参加費：事前登録－3,000円、当日参加－4,000円

     

       本学会の詳細は：学会HP：http://jhmtokyo.umin.jp

 プログラム概要
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  ■会長講演

  「良質で安全な医療提供実現の仕組みづくり

                 －個別技術からマネジメントへ－」

                       会長 長谷川友紀

  ■特別講演

  「医療の現代的課題とその解決－歴史に学ぶ－（仮題）」

                       日本医科大学 長谷川敏彦先生

  ■シンポジウム：「ITと医療安全（仮題）」

  「情報システムの活用による医療の質向上と安全確保」     

                   練馬総合病院 飯田修平先生

  「医療の電子化と医療安全－医療事故情報収集等事業の現況より－」

        日本医療機能評価機構 坂井浩美先生

  「ＩＴを用いた医療安全の実践」    NTT東日本関東病院 栗原博之先生

  ■ランチョンセミナー

  「シミュレーションを用いた医療安全教育（仮題）」

        獨協医科大学越谷病院 池上敬一先生

  「医療と個人情報保護法の実務」    宮澤潤法律事務所 宮澤潤先生

  ■教育講演

  「医療における危険予知トレーニングの実際と展開」

                       武蔵野赤十字病院 杉山良子先生

  「病院におけるBSCの概念と実践」  医療法人社団健育会 竹川節男先生
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

 ■■■編 集 後 記■■■

  厳しい寒さが続く中、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。  

  このメールマガジンは、現在、おかげさまで２００件を超える登録をいただ

 いています。

  読者のみなさまからのご意見、ご感想が、このメルマガの活力源となってい

 ます。今年も昨年にも増して、多くのメールをお待ちしています。よろしくお

 願いします。

  ところで、先日、或る山のふもとの林道を歩いていると、曲がり角で突然、

 巨大なイノシシと出くわしました。その距離１５ｍ程です。

  その林道のさらに奥には娘がいたので、私は、娘のいる方向と反対方向にイ

 ノシシをおびき寄せるためにじりじりと移動しました。

  すると、イノシシも森の中に移動し、しかも誘うようにこちらを見ていまし

 た。



file:///P3130191/...ワーク管理/08_メルマガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.1第4号/メルマガ4号案.txt[2019/06/07 14:32:09]

  何かおかしいと感じ、イノシシが移動した方向と反対方向を見ると、藪の中

 にかわいいウリ坊（イノシシの子ども）が４匹程いるではないですか。

  イノシシと私は、子どもの方に行ったら絶対に許さんという殺気を互いに発

 しつつ、お互い子どもには手出しをしないだろうという奇妙な安心感を感じな

 がら、少しずつ離れ、事なきを得ました。

  少しこころが通じ合った気がしました。

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  anzenchan@ml.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩ 私が             ＜第５号＞

  " `〇 " anzenchanです                        平成21年2月13日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例の紹介

   ◇差額ベッド料に関する相談。

    ～同意書にサインをしてしまったが、請求が来てびっくり！～    

    

  ２ 医療安全情報

    ◇横浜市医療安全相談窓口の統計資料がダウンロードできます！

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

 ┏━━━━━━━━━━━━━━┓

 ★ 1.  相 談 事 例       ★

 ┗━━━━━━━━━━━━━━┛
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  ●●●***  患者さんからの相談  ***●●●

  ～差額ベッド料に関する相談～

【ケース１】

 先月、高齢の父が、病院に救急搬送されました。

 診察した医師から「誤嚥性肺炎を起こしている。即、入院が必要」

 と言われましたが、

 「個室しか空いていない」とのこと・・・

 付き添った母は、その場で個室への入院の同意書にサインをしました。

 現在、父の容態は安定し、大部屋へ移っています。

 先日、入院時から２週間分の請求書を頂きました。

 請求金額が予想以上に高く、驚きました。

 内容をよく見ると、保険外の欄に差額ベッド料が請求されていました。



file:///P3130191/...理/08_メルマガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.2第5号/差額ベッド相談事例ver.2.txt[2019/06/07 14:32:46]

 私も、周りの人等から聞いたりして少し勉強していたので、

 「今回の場合は、差額ベッド料を請求できないケースではないですか？」

 と申し出てみました。

 医師からは、「えっ、同意書にサインしたでしょ。」との返答。

 私も食い下がって「でも、厚生労働省の通知か何かで・・・」

 医師「あ～、ちょっとわからないので事務と話してもらえますか」

 これで、その日は終了しました。

 今日これから、事務の方とお話する予定です。

 親身になって治療していただいたことは本当に感謝しています。

 しかし、自宅に介護が必要な祖母もおり、金銭的な余裕もありません。

 自分としては、父は救急患者であり、差額ベッド料を徴収されないケースに値

 すると思うのですが、母が同意書にサインしたことは確かです。

 やはり支払わなければならないのでしょうか。

【ケース２】

 母が脳梗塞で入院しています。

 状態は安定し、少しずつ食事も食べられるようになってきました。
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 昨日、主治医から呼ばれ病院に行きました。

 母がＭＲＳＡという細菌に感染した、という説明でした。

 また、その感染を理由に個室に移るように言われ、同意書にサインをしました。

 帰宅してから不安になり、病院に勤める友人に相談すると

「そういう時は、差額ベッド代は請求されないんじゃないの」と言われました。

 実際、個室は１日２５，０００円かかると聞いており、何日の使用になるかも

 わからず、経済的に不安です。

 こういう場合でも、やはり払わなければいけないものでしょうか。

 何か、決まりはあるのでしょうか。

   

  

  ○○○***  センターでは ***○○○

 厚生労働省通知（平成20年3月28日 保医発第0328001号）に記載されている

 

 「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」

 

 について情報提供しました。



file:///P3130191/...理/08_メルマガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.2第5号/差額ベッド相談事例ver.2.txt[2019/06/07 14:32:46]

 そして、それを踏まえたうえで再度医療機関とよく話し合うよう勧めました。

 

 また、今後同意書にサインをする際には、充分な説明を医療機関に求め、納得、

 理解した上でサインをすることをおすすめしました。 

 

  ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

 差額ベッド料に関する相談は、毎月コンスタントに寄せられています。

 それだけ、市民の関心も高いようですね。

 今回の事例の他にも、

 支払いの際、高額な医療費にびっくり！！

  

  金銭的に余裕がないので払えない・・・

 

  同意していないのに、請求されていた・・・ 

 

  希望していないのに、払わなければならないのですか・・・

 などといった相談も多く寄せられています。

 しかし、一つ一つの相談内容を詳しく聞いてみますと、

 どこか、共通している部分があります。
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 ・もともと希望はしていなかった。

 ・医療機関から費用に対する説明がなかった。

  （実際は、医療機関では説明していても、

     患者家族は十分な理解をしていない場合があります。）

 ・説明はされたが、よく理解できないうちにサインをしてしまった。

 ・お金のことなので、恥ずかしくて言えなかった。

 ・とにかく入院させてもらわなくてはならない状況だったので（入院を断られ

  ては困るので）サインしてしまった。

 →そのため、後になって高額な料金の請求に驚いた！！

 このようなトラブルを防ぐために、医療機関側では、

 

 ①「分かりやすい説明を行う」

 ②「患者・家族がちゃんと理解できているかを確認、把握する」

 ③「同意書をとる」

 この３ステップが重要です。
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 患者・家族側では、

 ①医療者まかせにせず、主体的に治療に参加する努力をする。

 ②不明な点は遠慮なく質問し、理解、納得してからサインする。

 （サインには責任が伴うという認識をもつ。）

 当たり前のことですが、やはり 鍵は コミュニケーション なのですね。

 ちなみに

 厚生労働省の通知には

 差額ベッド（特別療養環境室）に関して

 次のようなことが書かれています。

 

【差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準】

 ①同意書による同意の確認を行っていない場合

 （室料の記載がないものや患者側の署名がない等内容が不十分な場合を含む）

 

 ②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

  （例）・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なために安静を必要と

      する者
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     ・免疫力が低下し、感染症に罹患する恐れがある場合

     ・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある

      終末期 など

 ③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的

  に患者の選択によらない場合

  （例）・ＭＲＳＡ等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者

      の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させ

      たと認められる者

 差額ベッド料をご請求の際には、

 この基準を参考にしていただければと思います。   

 

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ■□◇横浜市医療安全相談窓口の統計資料がダウンロードできます！■□
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  横浜市医療安全支援センターでは、年間5000件近くも寄せられる、医療安全

 相談窓口の実績を集計し、横浜市医療安全推進協議会で報告しています。

  その協議会の会議録や当日資料は、横浜市医療安全支援センターのホームペ

 ージ上で公開されています。

  下記のホームページから当日資料を閲覧、ダウンロード出来、その中に医療

 安全相談窓口の統計資料が含まれています。

  医療機関での医療安全を考える資料になれば幸いです。ぜひご活用ください。

  横浜市医療安全推進協議会当日資料ダウンロードページ

 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/kyougikai.html

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

 

 ■■■編 集 後 記■■■
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 先日、無事に第３回医療安全研修会が終了いたしました。

 これで今年度の研修会は全日程を終了いたしました。

 当日は まさかの雨・・・そして 雪になるのでは？

 と思うほどの寒さ

 これは事前申し込みよりも

 だいぶ参加が減るのではないか。

 多くのスタッフがそのように思っておりました。

 そんな中、

 多くの皆様にご参加いただきました。

 ありがとうございました。

 熱心に足を運んでくださる方々には

 毎回、頭の下がる思いです。

 来年度もよりよい研修会にしていけるよう

 頑張りますので

 宜しくお願いいたします。。。

 ※今回の医療安全研修会で、横浜市医療安全相談窓口の集計結果はどこで見る

 ことができるのかという会場からのご質問がありました。

 そのことも踏まえ、今回の「医療安全情報」では、ダウンロード先を掲載させ

 ていただきました。
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 みなさまからのご期待、ご要望に、できるだけお答えしたいと考えております

 ので、下記アドレスより、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  anzenchan@ml.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第６号＞

  " `ヮ " anzenchan                             平成20年3月13日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

           □ □ □ 今号の目次 □ □ □

 １ 医療安全改善にむけて

  ◇市内病院のインシデント・アクシデントレポートの平均報告数は？

  ◇インシデント・アクシデントレポート報告促進のコツ

  ２ 医療安全情報

  ◇市内病院の禁煙対策状況は？

  ◇横浜市の麻しん緊急対策は、３月３１日まで！

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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    1. 医 療 安 全 改 善 に む け て

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ●●市内病院のインシデント・アクシデントレポートの平均報告数は？●●

  インシデント・アクシデントレポートは、医療安全改善の重要な資料です。

  レポート数の多いことが、一部の無理解なマスコミで問題となることがあり

 ますが、基本的には、医療安全への取り組み意識が高い病院では、十分かつ有

 益な報告がされていることが多いようです。

  今回、今年度の市内病院への立入検査の際、ご報告いただいたそれぞれの病

 院におけるインシデント・アクシデントレポートの報告数をまとめてみました。

  当然、各病院によって、病床の種類、報告の基準やカウントの仕方が異なり

 ますので、正確な比較は困難です。（今回は、貴院でのインシデント・アクシ

 デントレポートの件数は？という聞き方しかしていません。）

  また、報告数のみから、それぞれの病院の医療安全水準を考えることも無理

 があります。

  ただ、地域での報告数の実態を明らかにした資料が少ないことも事実です。
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  今回の集計資料を、それぞれの病院での医療安全対策を考える際の参考にし

 ていただければ幸いです。

           ◇  ◇  ◇

  今年度の立入検査対象であった市内１３４病院のうち、ご報告いただいた市

 内１３１病院の平成１９年（度）のレポート数を、分析対象としました。

 ★☆１病床あたりの平均年間報告数（病院種類別）☆★

  一般病床を中心とする病院（計７１病院）

      ・・・・３．１６（最小値０．１５、最大値１０．３４）

  精神科の単科病院（計２２病院）

      ・・・・１．５０（最小値０．１３、最大値 ３．６６）
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  療養病床のみの病院（計６病院）

      ・・・・０．５６（最小値０．１８、最大値 １．０８）

  ケアミックス型（療養、一般病床複合型）の病院（計３２病院）

      ・・・・１．６９（最小値０．０２、最大値 ６．４１）

  合計・・・・・・２．４１（最小値０．０２、最大値１０．３４）

 【計算方法】

  例えば、「一般病床を中心とする病院」では、まず、それぞれの病院の病床

 あたりの年間平均報告数（１年間のレポートの総数を病床数で割ったもの）を

 計算し、その値の、計７１病院全体の平均値を求めました。

 【数字の見方】

  例えば、「一般病床を中心とする病院」では、１年間に、一つのベッド（病

 床）につき、平均３．１６件のインシデント・アクシデントレポートが報告さ

 れたことを意味します。また、その中で、報告数が最も少なかった病院（最小

 値）では、１年間で、一つのベッドにつき、０．１５件の報告があり、最も報

 告が多かった病院（最大値）では、１０．３４件の報告があったことを意味し

 ます。
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  病院の種類ごとに、平均報告数に違いがあるのは、医療内容が異なるため、

 当然の結果と思います。

  全体的には、どの種類の病院でも、よく報告されているのではないかと感じ

 ました。

  ただ、同じ種類でも、平均報告数の最も少なかった病院（最小値）と、最も

 多かった病院（最大値）では、バラツキを認めました。

 ★☆１病床あたりの平均年間報告数（病床規模別）☆★

  ２０床以上２００床未満（計８６病院）

       ・・・・２．０９（最小値０．０２、最大値１０．３４）

  ２００床以上４００床未満（計２５病院）

       ・・・・２．５４（最小値０．１３、最大値 ９．６９）

  ４００床以上（計２０病院）
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       ・・・・３．５９（最小値１．１７、最大値 ８．００）

 【計算方法】

  例えば、「２０床以上２００床未満」では、まず、それぞれの病院の病床

 あたりの年間平均報告数（１年間のレポートの総数を病床数で割ったもの）を

 計算し、その値の、計８６病院全体の平均値を求めました。

  平均報告数は、病床規模が大きくなるほど増えていましたが、平均報告数の

 最も多かった病院（最大値）を見ると、規模が小さい病院のほうが、大きい病

 院を上回っていました。

  実際に、病院に立入検査にうかがった時の実感でも、規模の小さい病院であ

 っても、医療安全に熱心に取り組まれているところでは、たくさんのレポート

 が報告されていたように感じました。

  特に、規模が小さい病院では、院長先生や師長さんの熱意があるところでは、

 規模が大きいところよりも改善は早く、熱心な印象を受けています。

  これは、病院に限らず、診療所でも同じことが言えるのではないでしょうか。
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 ○○インシデント・アクシデントレポート報告促進のコツ○○

  病院の医療安全担当者からお聞きした、インシデント・アクシデントレポー

 ト報告促進のコツをご紹介します。

 ◆インシデント・アクシデントレポートという名称を改め、”できごと報告”

  などといった名称にすることで、報告者の心理的負担を軽減した。

 ◆職員が、レポートを書くことで、当事者と思われてしまうのを恐れていたの

  で、当事者と発見者でレポート記入の際のボールペンの字の色を変えるよう

  にし、心理的負担を軽減した。

 ◆レポートの多かった部署を、院長から表彰するようにした。

 ◆レポートの多かった部署に、院長から金一封（ポケットマネー）出るように

  した。

 ◆会議の際に、報告の少ない部署に対して、院長から「こんなに少ないのはお

  かしいのではないか！」と毎回指摘がある。
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 ◆報告書を簡便な書式にし、記載時間を短くした。

 ◆報告があった事例については病院が責任を持ち、報告が出なかった事例につ

  いては病院は責任を持ちかねると周知した。

 ◆他部署の報告数との齟齬が無いか確認する。例えば、検体凝固で、検査部の

  レポート数と、病棟のレポート数の違いを確認する。

 ◆報告の少ない医局に対し、院長先生から直接指導してもらっている。

 ◆報告をしてくれない医師に対し、しつこく安全管理担当者が何度でも書いて

  もらうように要求する。

 ◆当事者である医師がなかなか報告してくれなかったため、看護師などの発見

  者が書いた報告には、必ず当事者が詳細に記録をしなければならないように

  し、意識を高めた。

 ◆毎月の報告の統計に、報告者の職種別統計と、当事者の職種別統計を取ると、

  当事者にもかかわらず報告をしていない職種が明らかになり、意識を高めた。

 ◆報告促進にコツなどない。ひたすら繰り返し職員に研修、啓発し、折に触れ

  意識を高めていくしかない。
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  ほんの少し前まで、インシデント・アクシデントの報告は、一般的には行わ

 れていませんでした。それが近年では、これほどまでにメジャーなものとなり

 ました。

  報告数の多い、少ないばかりに注目することは、本質ではありません。量よ

 りも、レポートの質や、レポートの生かし方、改善への取組が重要です。

  ただ、報告がちゃんと出てくるような医療安全意識の醸造が、発展途上の医

 療機関では、当面の目標として、今回の集計がお役に立てば幸いです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ●●市内病院の禁煙対策状況は？●●

  禁煙対策は、保健・医療にとって大切な問題です。
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  今年度、病院立入検査の際、病院の禁煙対策について調査しました。

  今後の禁煙対策の参考にしていただければ幸いです。

  今年度の立入検査対象であった市内１３４病院のうち、ご報告いただいた

 市内１３１病院を、分析対象としました。

  注：インシデント、アクシデントレポートの分析対象とは若干異なります。

 ★☆病院種類別にみた、禁煙対策別実施率☆★

  一般病床を中心とする病院（計７１病院）

    敷地内禁煙４２．３％ 建物内禁煙４９．３％ 分煙 ８．５％

  精神科の単科病院（計２１病院）

    敷地内禁煙 ９．５％ 建物内禁煙２３．８％ 分煙６６．７％

  療養病床のみの病院（計６病院）

    敷地内禁煙３３．３％ 建物内禁煙５０．０％ 分煙１６．７％

  ケアミックス型（療養、一般病床複合型）の病院（計３３病院）
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    敷地内禁煙３９．４％ 建物内禁煙３６．４％ 分煙２４．２％

  全体（計１３１病院）

    敷地内禁煙３５．９％ 建物内禁煙４２．０％ 分煙２２．１％

 ★☆病床規模別にみた、禁煙対策別実施率☆★

  ２０床以上２００床未満（計８６病院）

    敷地内禁煙２７．９％ 建物内禁煙５０．０％ 分煙２２．１％

  ２００床以上４００床未満（計２５病院）

    敷地内禁煙４４．０％ 建物内禁煙３６．０％ 分煙２０．０％

  ４００床以上（計２０病院）

    敷地内禁煙６０．０％ 建物内禁煙１５．０％ 分煙２５．０％

  禁煙外来の保健適応の条件の一つが、敷地内禁煙です。
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  今回の調査の３５．９％の医療機関が、その条件を満たしていますね。

 ●●横浜市の麻しん緊急対策は、３月３１日まで！●●

  横浜市では、麻しん予防接種を一度も受けておらず、麻しんにかかったこと

 のない１歳～高校３年生の方を対象に、平成２１年３月３１日まで麻しん風し

 ん混合ワクチンを無料で１回接種できます。

  残りの期間はあとわずか！！この機会に予防接種を受けましょう。

  【麻しん緊急接種URL】

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/oshirase/mr-kinkyu.html 

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

 ■■■編 集 後 記■■■

  今回は、病院への立入検査で得られた資料を中心に記事を書いてみましたが、

 いかがだったでしょうか。

  いままで、横浜市をはじめ、全国の保健所で毎年膨大な数の病院への立入検
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 査が実施されているにもかかわらず、その結果についてはほとんど公表、広報

 されていませんでした。

  立入検査の最終的な目的は、結局、医療機関のみなさまと同じく、患者さん

 のためにより良い医療を目指すというものです。

  その目的のためには、立入検査で得られた医療安全向上に役立つ情報につい

 ては、もっと医療機関のみなさまに還元してもよいのかと考え、今回、ささや

 かですが情報提供させていただきました。

  ほかに何か、ご希望のテーマがあれば、ご連絡いただければ幸いです。

  ちなみに、平成１９年度の立入検査結果を、横浜市医療安全支援センターの

 ホームページに掲載しています。（平成２０年度の結果については、３月中に

 掲載予定です。）

 平成１９年度の立入検査結果

 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/imuyakumu_jyouhou/oshirase.html

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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
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  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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  anzenchan@ml.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩ 私が               ＜第７号＞

  " `ワ " anzenchanです                          平成 21年4月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

            □ □ □ 目次 □ □ □

 １  横浜市医療安全相談事例 

  ◇カルテ開示を求めたが応じてもらえない。

         どうしたら開示してもらえるのか。

  ２  医療安全情報

  ☆★お医者さんと患者さんとのコミュニケーション促進ツール★☆

  患者・市民啓発リーフレット

    「お医者さんへの上手なかかり方」のご紹介

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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┏━━━━━━━━━━━┓

★  1. 相 談 事 例   ★

┗━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  患者さんからの相談  ***●●●

 【事例１】

  横浜市内のクリニックに通院中であったが、東京在住のため、都内の医療機

 関で治療を受ける事にした。

  これまでの治療内容や検査データなどを、新たに通院する医療機関へ情報提

 供するために、カルテのコピーが欲しいと申し入れた。

  しかし、クリニックから

 「何に使うつもりだ！理由を言わなければカルテはコピーさせない。」

 「裁判でも起こすのか！」

 「（新たに通院する）医療機関からの依頼であれば対応するが、そうでないの

  であれば駄目だ。」

 と言われ、コピーしてもらえなかった。

  個人情報保護法の観点から、本人からの開示請求であるのに応じないのは、

 おかしいのではないか。
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 【事例２】

  精神科クリニックからの相談。

  患者からカルテの開示請求書と一緒に「殺害してやる」などの脅迫ととれる

 文書が届いた。

  これは個人情報保護法第２５条第１項第２号の

 「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれが

 ある場合」

 に該当し、非開示にできる事例ではないか。

 ○○○***  センターでは ***○○○

 【事例１】

  厚生労働省から出されている、個人情報保護法の、医療機関での具体的な取

 り扱いを示した

 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
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  では、原則として、本人から開示請求があった場合は遅滞なく開示しなけれ

 ばならない、とされています。

  クリニックへ、ガイドラインの抜粋をＦＡＸするとともに、原則は開示する

 べきであることを伝えました。

 【事例２】

  個人情報保護法第２５条では、次の項目に該当する場合、開示しないことが

 できるとしています。

  １ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが

    ある場合

  ２ 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ

    れがある場合

  ３ 他の法令に違反することとなる場合

  今回の精神科クリニックからの相談では、本事例はこの２番目の項目に該当

 するのではないかということでした。

  判断に迷い、医療問題に詳しい弁護士に相談しました。
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  その弁護士によると、

  ・カルテの本人開示請求では、原則として開示しなければならない。

  ・脅迫ととれる文書は、それだけをもって非開示にできる理由にはならないで

   あろう。

  との見解でした。

 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  個人情報保護法（以下、法とします）が施行されたのは平成１７年です。

  規模が大きな病院では、既にカルテ開示に応じる体制が確立されていますが、

 クリニックなどでは、まだ体制が整っていないだけではなく、開示請求に応じ

 る義務があることを認識されていない所もあるようです。

  法第２５条には「個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される

 保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法に

 より、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」とありま

 す。
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  また、法第２９条には、個人情報取扱事業者（ここでは医療機関）は、

 ・開示等の求めを受け付ける方法を定めることができること

 ・本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、利便を考慮し

  た措置をとらなければならないこと

  が定められています。

  つまり、医療機関は、いつ開示の求めがあっても遅滞なく応じる事ができる

 よう、手続きに必要な書類（開示請求書など）を準備しておく必要があります。

  近年、個人情報に対しての意識の高まりや、カルテ開示という言葉自体が一

 般に知られるようになったこともあり、カルテ開示に関連した相談が多くなっ

 ている印象を受けています。

  さらに、【事例２】のような場合でも、開示が求められるようです。

  医療機関では、手続きに必要な書類をそろえておくだけでなく、開示に備え、

 カルテ等に、実施したり、説明した内容などをきちんと記載（当たり前のこと

 ですが）しておくことが大切です。

  そのことは、きちんとした医療、説明を行なっているという記録、証拠にも

 なり、医療者にとっても大変メリットのあることです。（記録の整備は、不要
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 な医事紛争を予防する効果もあるといわれています。）

  また、カルテ開示の相談の裏には、医療機関とのコミュニケーションが良好

 でない場合が見受けられます。

  患者さんとのより良いコミュニケーションのツールの一つとして、下記に紹

 介するパンフレットを作成しましたので、ご活用いただければ幸いです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

  お医者さんと患者さんとのコミュニケーション促進ツール

    新リーフレット「お医者さんへの上手なかかり方」完成！！！

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

  この度、横浜市医療安全支援センターでは、患者と医療機関とのコミュニケ

 ーション向上及び患者啓発を目的としたリーフレット
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  「お医者さんへの上手なかかり方」

      を新たに作成いたしました。

  作成に際しては、医療安全の市民研修会に参加していただいた市民の方々や、

 横浜市医療安全推進協議会（医師、歯科医師、看護師、薬剤師、弁護士、市民

 の方々で構成されています）で貴重なご意見をいただきました。

  患者さんが

   ‘病気に対する不安’

   ‘自分の気づき’

   ‘医師の説明’などについて

  メモ形式で書き込めるようになっており、コミュニケーションツールとして

 活用していただける内容になっています。

  また、患者さんが、自分自身の病気に対する理解を深め、主体的に治療に参

 加することの重要性について、啓発する内容になっています。

  ３月に市内の１３６病院に５０部づつ配布させていただきました。

  病院勤務の皆様、ご覧いただけましたでしょうか。
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  今後は、各区役所や診療所にも配布を考えております。

  医療安全支援センターホームページからもダウンロードできますので是非ご

 活用ください。

http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/shiryo/keihatu-leaflet.pdf

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

 ■■■編 集 後 記■■■

 

  このメールマガジンは、数人の担当者が持ち回りで作成しています。

  私は今回、初めて担当しましたが、文章を一から作成するという苦手な作業

 に四苦八苦・・・。

  それでも、他の担当者からの助言、叱咤激励や、編集長からのあたたかいサ

 ポートを受けながら、何とか完成しました。

  医療の現場だけではなく、どんな職場においてもチームワークが良いと何と

 かなるものだと実感した次第です。

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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 ★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。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

 ★ご意見・ご感想はこちらへ

  anzenchan@ml.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩ 私が               ＜第８号＞

  " `ワ " anzenchanです                          平成 21年5月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

            □ □ □ 目次 □ □ □

 １  横浜市医療安全相談事例 

  ◇医師から、もう来ないでくれと言われた。診療拒否ではないか。

        

  ◇患者が診療所で大声を出して暴れる。診療拒否出来ないか。

  ２  医療安全情報

  ◇今年もやります！ 横浜市医療安全研修会

     第１回目の日程が決まりました ！！

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

┏━━━━━━━━━━━┓
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★  1. 相 談 事 例   ★

┗━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  患者さんからの相談  ***●●●

  会社の健診で、血糖値が高いと言われたので近所のＡクリニックを受診した。

  そこで採血検査などを行い、検査結果を聞きに行ったところ、医師（院長）

 からの説明が、専門用語が多くて早口だったため、

  「専門用語が解らないため、もう少し解りやすく説明してください」

  とお願いしたところ、もう一度説明してくれたが、やはり良く解らなかった。

  もう一度解りやすく説明してほしい旨を伝えると、医師が

  「普通はこのくらいの説明で皆さん理解してくれるんですけどね。」

  と、ややあきれたような雰囲気で言ったので、
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  「私は仕事で客に説明する際に、そんな言い方はしませんよ。」

  と言ってしまい、その後、言い争いになってしまった。

   すると、医師は、

  「あなたとこれ以上争いたくないので、もう来ないでほしい。今日の診察代

  もいらない。」

   と言われた。

  これは「診療拒否」ではないか。こんな診療所に、今後行くつもりは無いが、

 悔しいので「診療拒否」と認めさせたい。

 ○○○***  センターでは ***○○○

  相談者からの希望もあり、Ａクリニックに事実関係の確認の電話をしたとこ

 ろ、院長先生から、
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 「確かにあの時はカッとなって申し訳なかったと思っている。早口はいつも妻

 からも注意されている。」

  と、患者さんが希望するなら受診はかまわない旨を伝えてほしいと言われま

 した。

  相談者にこの旨を伝えると、

 「私もすこし言い過ぎたかもしれない。今度受診して謝り、前回の診療費も一

 緒に支払ってくる。」

  と言われました。

 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  今回の事例では、患者さんからの診療拒否ではないかという相談でしたが、

 相談対応をしていくうちに、双方が冷静な対応をしていただけることになりま

 した。
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  医師が基本的に、診療拒否できない（応召義務）ということは、患者さんも

 良く知っているようです。

  これは、医師法第１９条第１項の、

  「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がな

 ければ、これを拒んではならない。」

  が根拠になっています。

  もともとは、患者さんが診療費用を払えないなどといった経済的な理由で、

 医者は診療を拒否してはいけないという趣旨であり、以前は罰則もありました。

  しかし、国民皆保険制度が出来たことで、この経済的な理由による診療拒否

 が無くなることが期待されたために、医師法にあった罰則規定は廃止されまし

 た。

  ただ、正当な事由なしに、応召義務違反を行った場合、医師法第７条第２項

 にいう「医師としての品位を損なうような行為があったとき」に該当し、義務
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 違反を反復するような場合には、医師免許の停止、取り消しもありえると、国

 の回答にはあります。

  そこで、診療を拒否できる、「正当な事由」とは何かというと、

    医師の不在

    医師の病気、酩酊、疲労

    他患者の診察中

    専門外の診療

    ベット満床

  などが考えられますが、例えば酩酊、疲労の度合いや、専門外といっても、

 緊急性など、様々な個別の事例の要素を勘案して判断されます。

  つまり、応召義務違反かどうかは、それぞれの個別の事例において判断され

 るということです。

  ただ、今回の相談事例のような、
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   ○患者さんと言い争いをしたくない

  といった理由だけでは、前述のような、「正当な理由」にはあてはまらず、

 診療を拒否することは出来ません。

  診療拒否や応召義務については、患者さんからだけでなく、医療機関からの

 相談も時々寄せられます。

  ☆★医療機関からの相談★☆

  患者が診療所で大声を出して暴れる。他の患者も怖がる。診療拒否出来ない

 のか。

  ◇◆センターでは◆◇

  医療問題に詳しい弁護士に相談したところ、

  ○すぐに診療拒否することは難しいのではないか。
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  ○家族に注意する方法もある。

  ○他患者への迷惑や恐怖心を与えているのであれば、業務妨害罪や脅迫罪に

   あたる。

  ○警察に通報する際は、警察は具体的証拠がないと立件出来ない場合がある

   ので、ビデオテープや声を録音して証拠を残す必要がある。

  との回答をいただきました。

  また、「診療拒否」は、患者の行為に刑事上の問題が生じる場合（傷害、暴

 行、業務妨害、長時間の居座り(不退去罪)、脅迫等）には正当化されるケース

 が多いこと。

  精神科と他科の医師とでは、当然精神科の医師は、患者に対してよりセンシ

 ティブな対応が要求され、患者との信頼関係を築く上でも他科よりもプロとし

 ての対応が期待されるのではないか。

  とのことでした。

  当相談窓口は、医療機関からの相談も受け付けています。
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  何かご相談がありましたら、ご利用をお待ちしております。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

  今年度も、市内医療従事者を対象にした医療安全研修会を開催します！！

  前年度に引き続き、年度内３回の研修会開催を予定しています。

  第１回目の日程は７月１６日（木）１８：３０からです。

  詳細な内容や申し込みの方法については、次号でお届けいたします。

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 



file:///P3130191/...8_メルマガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.5第8号/安全ちゃん通信（第8号案3）.txt[2019/06/07 14:34:50]

  このメルマガのネタを作成した先月はじめには、新型インフルエンザが現在

 のような状況になるとは思いもよりませんでした。

  いくつかの報道では、発熱患者への診療拒否が取り上げられています。

  当然、新型インフルエンザの疑いが無く、発熱のみの症状で診療を拒否して

 いるようなら問題ですが、発熱相談センターの役割への誤解や、刻々と変化す

 るまん延国情報などの原因もあるようです。

  今の状況のように、フレッシュな情報が要求されるような事態になると、Ｃ

 ＤＣやＷＨＯなどの海外のホームページが有用です。

  日本のホームページでは、国立感染症研究所感染症情報センターの、新型イ

 ンフルエンザのページがなかなか有用（ＣＤＣ等の海外文書の和訳では若干タ

 イムラグがありますが・・・。）です。

  国立感染症研究所感染症情報センター 新型インフルエンザのページ

  http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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 ★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。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第９号＞

  " `ワ " anzenchan                           平成 21年6月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

            □ □ □ 目次 □ □ □

 １  横浜市医療安全相談事例 

  ◇医療広告について

  ２  医療安全情報

  ◇平成２１年度 第１回 横浜市医療安全研修会を開催します！！

  【無床診療所等で義務付けられている医療安全外部研修に相当します！】

    今回のメインは、弁護士による医療トラブルについての講演です。

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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┏━━━━━━━━━━━┓

★  1. 相 談 事 例   ★

┗━━━━━━━━━━━┛

 ●●●***  医療広告に関する相談  ***●●●

   横浜市健康福祉局医療安全課では、医療広告に関するお問い合せや、ご相談

 をお受けしています。

   日々、様々なご質問が寄せられるなかから、少し例をご紹介すると・・・

 【事例１】「インプラント」の広告について

   歯科クリニックを開業しているんだけど、今度、看板を新しくしようと考

   えていて・・・「インプラント」って看板にのせることができるの？

  注：インプラントって何？

   インプラント(人工歯根)とは、歯が抜けてしまったところの骨にネジを

  埋め込み、そのネジを土台にして人工の歯を装着する治療法です。

   一般的に、保険は適用されず、自由診療（自費による診療）になります。
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 【事例２】専門医のチラシへの掲載について

   ちらしで、先生の名前の横に「婦人科専門医」と入れたいのだけど・・・

   いいのかしら？

 【事例３】クリニックの窓に貼ったポスターは広告に該当するのか

   新しい医療機器を導入したから、ぜひ宣伝したい！

   クリニックの窓にポスターを貼って、皆から見てもらえるようにしたいの

   だが・・・それは広告になるのかな？

 【事例４】電話番号にルビをつけてもいいのか

   クリニックの広告に掲載する電話番号にルビをつけてもいいの？

  などなど。

  例えば、【事例１】「歯科用インプラントによる治療」は、条件を満たせば

 広告可能です。
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  その条件とは・・・

  ① 薬事法で承認されたインプラントを使用していること

  ② 「公的医療保険が適用されない旨（自由診療である旨）」と、「治療にか

   かる標準的な費用」が併記されていること    です。

  自由診療は、保険診療のように、診療報酬の算定方法が規定されていないため、

 患者さんからみて、治療にどれくらいの費用がかかるのか測り難いという側面が

 あります。

  そのため、「標準的な費用」では、患者さんが実際に窓口で負担する金額を分

 かりやすく表示する必要があります。

  なお、歯科医師が個人輸入で入手したインプラントによる治療は、広告できな

 いので、注意が必要です。

  【事例２】「専門医のチラシへの掲載」ですが、このままでは・・・広告でき
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 ません。

  その医師が、クリニックに「常時勤務」し、「基準に適合するものとして厚生

 労働大臣に届出をした団体が行う、医療従事者の専門性に関する認定」を受けて

 いる場合に、

 「医師○○○○（○○学会認定○○専門医）」

 という表示方法で、広告することができます。

  非常勤の医師でも、非常勤であることや、勤務する日時を示せば広告することが

 できます。

  ただ、その医師が、いつも勤務しているかのような誤認を与える表示になってい

 ると、誇大広告となってしまうので、ご注意ください。

  ちなみに・・・、上記のような「専門性資格」とは別に、医師の所属（担当）す
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 る診療科を記載することは可能です。

  例えば「内科の担当医」「医師の氏名（整形外科）」といったように。

  その場合は、診療科名が広告可能なものになっているか、下記の【参考】にある

 厚生労働省のホームページなどで、確認してみてください。

 【事例３】「クリニックの窓に貼ったポスター」は、皆から見てもらえるように貼っ

 ている場合、一般的には広告に該当します。

  そのため、医療法や医療広告ガイドラインに沿った内容でなくてはなりません。

  ポスターを貼り出す前に、広告できない事項が表示されていないか、確認が必要です。

 【事例４】「電話番号のルビ」では、一般的な数字の読み方のルビ、

  例えば、

   ６７１－２４１４に、ロクナナイチ ニーヨンイチヨン 

  といったものであれば、広告可能な範疇と考えられますが、
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  ①８８９－７０６４に、ハヤク ナオルヨ（早く治るよ）

  ②５５８－７８０１に、ココハ ナンバーワン（此処は№１）

  などのルビをつけることはできません。①のように治療の効果に関することは、広告可

 能な事項ではなく、また、この表示では治療を保障する誇大広告にも該当します。

  ②は、他の医療機関よりも優良であることを暗示しており、比較広告に該当します。

  ルビにもご注意を・・・

  

  医療広告には、患者さんなどが医療機関を選択するにあたって、「正確で」、

 「わかりやすく」、「客観的な」情報を得られるよう、医療法や医療広告ガイドラ

 インで、ルールが決められています。

  そのため、ご質問にはそれらを参照しながらお答えしています。広告は、医療機

 関と患者さんとのコミュニケーションの第１歩。
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 「ちらし見て来たけど、スタッフや設備が違う・・・納得いかない・・・」

 「看板に書いてあった金額と違う！別料金がかかるなら書いておいてほしい！」

  など・・・

  適切な情報が患者さんに伝わらないと、誤解やトラブルにつながることもあり、

 医療機関にとっても非常にマイナスです。

  広告を出される方は、今一度チェックしてみてくださいね。

 【参考】

   下記のホームページで、医療法（抜粋）や医療広告ガイドライン、ＱＡ等を

  見ることができます。

   ぜひご参考にしてください。

   厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」

   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html
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   横浜市健康福祉局医療安全課でも、広告の相談をお受けしています。

   電話 ０４５－６７１－２４１４（西・保土ケ谷・旭・戸塚・栄・瀬谷区）

              ３６５６（中・南・港南・金沢・青葉・泉区）

              ３６５１（鶴見・神奈川・港北・緑・都筑・磯子区）

   受付時間 平日８：４５～１７：１５

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

  今年もやります！！

  ●●横浜市医療安全研修会  第１回詳細情報●●  

   

     「判例・事例から学ぶ！！ 医療トラブルの実際と対応」

    

  日時：平成２１年７月１６日（木）  １８：００開場 １８：３０開演 

  

  会場：関内ホール（横浜市中区住吉町４－４２－１）



file:///P3130191/...8_メルマガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.6第9号/安全ちゃん通信（第9号案5）.txt[2019/06/07 14:35:12]

  

  対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者

  内容：講演Ⅰ「医療安全相談窓口に寄せられる主な相談事例」

          講師 横浜市健康福祉局医療安全課

        

     講演Ⅱ「判例、事例から学ぶ医療トラブルの実際と対応」

          講師 海野 宏行 氏

                      （横浜弁護士会弁護士  みなと綜合法律事務所）

  申し込み方法：電子メールまたはFAXでお申し込みください。

          メールアドレス：kf-anzenkensyu@city.yokohama.jp

                 FAX番号：０４５－６６３－７３２７

              

  ※電子メール申し込みの場合は、氏名・職種・施設名・電話番号を記載して

   ください。

 

  ※ＦＡＸの場合は、下記アドレスからちらし（申込書）をダウンロードして

   ご使用ください。

    http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/kenshukai.html

              みなさまのご参加 お待ちしておりま～す。
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 ■■■編 集 後 記■■■ 

  今回、医療広告がテーマということで、日頃、医療安全課にいただくご相談

 ・ご質問の中から、比較的多いかな？と思われるものをピックアップさせてい

 ただきました。

  窓口やお電話でお答えすることが多いのですが、文章にするのはまた違った

 難しさが・・・。

  

  広告のご相談は、その場ですぐお答えできるものもあるのですが、確認のた

 めに、お時間をいただくこともあります。

  間に合わなければ大変！という広告がある時は、お早めにご相談を・・・。

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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
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  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.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第１０号＞

  " `ワ " anzenchan                     平成 21年7月15日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

            □ □ □ 目次 □ □ □

 １  横浜市医療安全相談事例 

  ◇「医師が十分に話を聞いてくれない」という患者さんからの相談

  ２  医療安全情報

  ◇横浜市医療安全支援センターホームページのご案内

    医療安全相談窓口の統計資料、相談事例はこちらから！

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

   横浜市医療安全相談窓口では、



file:///P3130191/...マガ/02_バックナンバー/発行済みメールマガジン/2009.7第10号/安全ちゃん通信（第10号案7.13）.txt[2019/06/07 14:35:33]

   ○ 医療に関して、どこに問い合わせたらよいか分からない。

   ○ 医師が十分に説明をしてくれない。

   ○ 医療に関して、疑問や不安があるが、医師に相談しづらい。

   ○ 医療機関の職員の対応が気になる。

  といった、相談にお答えしております。

  その中で、今回は、「医師が十分に話を聞いてくれない」という患者さん

 からの相談をご紹介します。

┏━━━━━━━━━━━┓

★  1. 相 談 事 例   ★

┗━━━━━━━━━━━┛

 ●●● 患者さん（８０代の女性）からの相談 ●●●

  １年前の今頃、スズメバチに刺されました。

  そのときは大丈夫でしたが、２回目に刺された時のほうが重症になると知
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 人から聞いたため、心配になり、刺されたときの対処方法を相談するために

 近くの皮膚科を受診しました。

  医療機関を受診した際、診察前に問診表を記載しました。

  自分の名前が呼ばれ、部屋に入り、診察が始まりましたが、医師は問診表

 にまったく目を通さずに診察を開始しました。

  そして、蜂に刺されたときの対処方法について聞くと、

  「すぐに病院の外来を受診してください」

  「救急車を呼んでください」

  「蜂に刺されないようにしてください」

  というお返事でした。

  確かに先生のおっしゃるとおりだとは思いましたが、知りたかったのは、

 刺されてしまったときの、病院を受診するまでの、自分で出来る具体的な対
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 処方法だったので、もっと質問しようとした所、

 「待っている患者さんが多数いるから・・・」

 と言われ、診察が終了してしまいました。

  この診療に関し、

   ○せっかく記入した問診表を医師に見てもらえなかった。

   ○自分の言いたいことを医師に十分に聞いてもらえなかった。

 ということを不満に思いました。

  ○○○***  センターでは ***○○○

  横浜市医療安全相談窓口では、中立な立場での相談対応を行っております。

  相談者からの話だけでは、一方の言い分だけを聞くことになってしまうた
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 め、相談者の了解があれば、医療機関に対して、事実関係の確認を行う場合

 があります。

  今回、相談者からの了解もあり、医療機関にお尋ねした所、

 「問診表は患者さんが診察室に入る前に見ています。」

 「できるだけ、患者さんのお話をうかがいたいとは思っていますが、この患

 者さんは、医療と関係のないような、世間話のような話が長く、他の患者さ

 んが待っていることもあり、少し話の腰を折って、診察をすすめてしまった

 かもしれない。もし御不満を持たれたのであれば申し訳ありません。」

  とおっしゃっていました。

 ◎◎◎***  ポイント ***◎◎◎

  今回の患者さんの不満は、
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  ○ 自分の言いたいことを十分に聞いてもらえなかった。

  ということでしたが、医療機関側のお話を聞くと、一方的に話を聞いてい

 ないということでもなさそうです。

  いったいどこですれ違ってしまったのでしょうか。重要なのは

  患者さんの

   ★ 上手に医師に言いたいことを伝える技術

  医療者側の

   ★ 上手に患者さんの言いたいことを聞く技術

  だと思います。このことは、今回の相談事例に限らず、相談を通じてしば

 しば感じることです。

  伝える技術では、短い時間で効率的に診察がうけられるように、患者さん
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 が自分の伝えたいことをメモに書いておき、受診時に簡潔に説明できるよう

 にしておくという方法もあります。

  センターでは、「お医者さんへの上手なかかり方」というリーフレットを

 作成しており、その中に、患者さんが伝えたいことを記入するメモ欄があり

 ます。

  下記のホームページからダウンロードできますので、医療機関の待合室に

 置くなど、ぜひご活用いただければと思います。

  また、聞く技術では、言葉だけでなく、話しやすい雰囲気や、共感を示す

 態度など、非言語的な要因も重要だと言われています。

  例えば、ちゃんとあなたの心配なことに関心を持っていますよと、共感を

 示すうなずきや、椅子にすわる姿勢、態度や表情などです。
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  ただ、医療現場は忙しく、時間が限られており、また、高齢の患者さんは、

 どうしても医師を前にすると聞きたいことも聞けないことがあるようです。

  そこで、提案ですが、看護師さんや受付の事務さんが、患者さんの診察後

 や帰宅時に、

 「何か先生にお聞きしたかったことで、聞けなかったことはありませんか。」

 「先生の説明等で解りにくかったことはありませんでしたか。」

  と、一言お声がけしてみるのはいかがでしょうか。

  そうすれば、自分の聞きたいことを十分に聞けなかった患者さんにとって、

 大変助かるのではと思います。

  よろしければ、お試しいただければ幸いです。

 －参考－
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 「お医者さんへの上手なかかり方」リーフレット

http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/shiryo/keihatu-leaflet.pdf

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

  ◆◆◇ 横浜市医療安全支援センターホームページのご案内 ◇◆◆

 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/shien_center.html

 ○ 横浜市医療安全支援センターとは？

   医療安全相談窓口や医療安全研修会など、医療安全に関する啓発、情報提

  供等を行っています。このメルマガも業務のひとつです。

  ホームページでは、様々な内容を掲載（今回の相談事例でご案内したリーフ

 レットもここにあります）していますが、お勧めはこれです！！
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  ☆ 横浜市医療安全推進協議会（当日資料）☆

    当日資料には、医療安全相談窓口の相談に関する統計資料や、様々な具

   体的な相談事例が掲載されています。

    みなさまの勤務する医療機関での医療安全向上の参考にしていただけれ

   ば幸いです。

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

  今回、編集を担当させていただきました私は、横浜市に入職して２年目、

 そして医療安全課に配属されてからまだ数ヶ月の新人職員です。医療安全相

 談に携わっていますと、患者さんと医療機関との間の様々な思いや願いが電

 話の向こうから伝わってきます。

  当医療安全相談窓口にて、患者と医師間の心の調整役ができれば幸いです。
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 【編集長より】

  おかげさまで横浜市医療安全メールマガジンも、今号で無事（？）１０号

 目を発行できることになりました。

  これも読者のみなさまからのあたたかいご支援の賜物と感じております。

 厚く御礼申し上げます。

  読者数も、６００人程に増え、益々責任を感じる今日この頃ですが、

 これからも様々なご意見、ご指摘やご感想をいただければ幸いです。

  よろしくお願いいたします。

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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。
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  http://ml.city.yokohama.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン

  ((( (((

   ∩  ∩                   ＜第１１号＞

  " `ワ " anzenchan                            平成 21年8月14日

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

            □ □ □ 目次 □ □ □

 １ 知って得する医療従事者のための”被ばく”の話

  ◇ どのくらい”被ばく”しても大丈夫なの？

  ◇ 自然からの被ばくはどの程度ですか？

  ２  医療安全情報

  ◇ 第１回医療安全研修会が無事に終了いたしました。

    今回の当日参加者数は６６８名でした。

    ☆たくさんのご参加ありがとうございます☆     

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  １. 知って得する医療従事者のための”被ばく”の話  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  胸部エックス線撮影、ＣＴ検査や放射線治療など、医療従事者にとって放

 射線を使用した検査・治療は非常に身近なものです。

  しかし、身近であるにもかかわらず、放射線のことを意外と詳しくは知ら

 ない医療従事者も多いようです。

  放射線は、いったいどのくらい”被ばく（放射線を体に受けること）”し

 ても大丈夫といわれているのか？

  医療従事者の健康を守るため、どのような決まりがあるのか？

  今回は、診療放射線技師からお話させていただきます。

 ●● Ｑ１．どのくらい”被ばく”しても大丈夫なの？ ●●
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 【Ｑ】

  病院の放射線科に勤務し放射線業務の従事者（女性）です。

 最近結婚し、今後は妊娠のこともあり、エックス線の被ばくが心配です。

  どのくらいまでエックス線を浴びても大丈夫ですか？

 【Ａ】

  実は、医療従事者など、仕事で被ばくする可能性のある方がどのくらいま

 でエックス線などを被ばくしても大丈夫かどうかは、法律などで決められて

 います。

   なお医療で使われる放射線はガンマー線とエックス線がほとんどです。

   エックス線などを浴びた量（線量といいます）を表す単位として

 ”Sv（シーベルトと読みます）”

 という単位が使われており、実際はSvの１/１０００の

 ”mSv（ミリシーベルト）”
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 が多く使われます。

  重さの単位にｇ（グラム）やkg（キログラム）などを使い分けるのと一

 緒です。

   法律では業務上での被ばくの上限は

 【５年の合計で１００mSvまで】

 【そのうちの1年間で最大５０mSv】

 となっています。

   これでは具体的な量が実感できないので、例として、普通の胸部（肺）の

 エックス線撮影１回で被ばくする線量は０．３mSv程度（施設や体型で若干

 異なります）です。

  この線量は直接人体にエックス線を浴びた場合です。 
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  従事者が離れた位置で被ばくした量はこれより少なくなります。      

   なお、妊娠する可能性がある女性は、さらに安全性を考えて、

 【３ヶ月につき５mSvまで】

 と、一時的に被ばくが多くならないように基準が厳しくなっています。

   また、妊娠と診断された女性は、妊娠と診断されてから出産までの期間に

 【妊娠中の胎児への被ばくが１mSvまで】

 【妊婦の腹部の表面で２mSvまで】

 と、さらに厳しくなっています。

  患者として病院等を受診して検査などで被ばくする場合は上限がありませ

 ん。

  ただ、実際、エックス線は目に見えないので、放射線業務の従事者には、
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 個人が被ばくした量を測定するフィルムバッジ等の測定器具の着用が法律で

 義務付けられています。

  このフィルムバッジ等は被ばく量を測定するサービスを提供する会社によ

 りいろいろな原理の測定法があります。

  業務中に、体の頭頸部と胸部（女性では腹部）に身につけ、１ヶ月または

 ２週間（種類により異なります）の被ばく量を測定するものです。

  このフィルムバッジの測定を元に、医療従事者の被ばく量が適正範囲内で

 あったかどうかを把握できるのです。

  ちなみに、筆者が過去に病院で、いろいろな撮影業務に従事していた時の

 １ヶ月あたりの被ばく量は０．３～０．５mSv程度でした。

  また、被ばくによる健康状態を確認するために６ヶ月に一回の健康診断を

 受けることも法律で決められています。
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  このような健康診断や被ばくの記録は３０年間の保存が定められており、

 医療従事者が、退職等で放射線業務に従事しなくなった場合でも保存を義務

 付けられています。

  記録を長期間保存する理由は被ばくによる障害が長期間の後に起きること

 があるためです。

  法律では、医療従事者を被ばくから守るために、様々な取り決めをしてい

 るんですね。

 ○○ Ｑ２．自然からの被ばくはどの程度ですか？ ○○

 【Ｑ】

  よく、病院のエックス線検査をしなくても、自然界から被ばくすると聞き

 ますが、どういうことでしょうか？

 【Ａ】

  病院等でエックス線検査をしなくても、宇宙から宇宙線（放射線）が常に
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 降り注いでいます。また地中には天然の放射性物質が有り、こちらからも常

 に被ばくしています。

  さらには、少量の放射線は健康に良いとして、ラドンという気体の放射性

 物質が含まれる温泉を売りにしているところもあります。

  ラドン温泉で有名な山梨県の増富温泉の場合、浴室内に１時間とどまり入

 浴３０分を１日３回１週間での被ばくは、合計で約０．０３mSvになります

 。

  また、食物中に含まれるカリウムなどに含まれる放射性同位元素によって

 も被ばくします。

  宇宙線や大地からの放射線を合わせると、地域により異なりますが日本国

 内で自然界から受ける被ばく量は

 【１年間で約２．４msV】（胸部エックス線撮影８回分）
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 といわれています。

  世界では、インドのケララ州では地中の天然放射性物質により年間３８

 mSv程度（胸部エックス線撮影１２７回分）を被ばくしています。

  これらの放射線により、ガンなどが多く発生するかどうかを調査しても、

 発生率などにはっきりとした差は現れていません。

  相談窓口に「妊娠を知らずにエックス線検査を受けてしまいました。」と

 いう相談がたまにありますが、日常での被ばくの事実をお伝えすると安心さ

 れています。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

  先日７月１６日（木）関内ホールにて平成２１年度第１回医療安全研修会

 を開催いたしました。
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  「判例・事例から学ぶ！医療トラブルの実際と対応」をテーマに

 弁護士の海野 宏行氏を講師に招き、判例から見えてくる医療トラブルの根

 本原因について、また、対応の具体的方法など盛りだくさんの内容でした。

  当日の参加者 ６６８名（事前申し込み８３７名）

  参加者の職種内訳は  医師  ：１００名（参加者全体の１５％）

             歯科医師： ８３名（   〃  １２％）

             看護師 ：２１６名（   〃  ３２％）

             事務職 ：１３５名（   〃  ２０％）

             その他、歯科衛生士、薬剤師、放射線技師、

                 臨床検査技師、臨床工学技士、

                 管理栄養士、ソーシャルワーカーなど

  たくさんの職種、たくさんの方々のご参加をいただきました。

  お忙しい中ご参加いただいた方、ありがとうございました。

  また、今回残念ながらご参加いただけなかった方も当日の配布資料を
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 医療安全支援センターのホームページにアップしておりますので、是非ご活

 用ください。

 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/kenshukai.html

  次回、第２回医療安全研修会は１０月２２日(木）に開催予定です。

  現在 準備中ですので、詳細が決まり次第ご案内させていただきます。 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

   世界で唯一の被ばく国である日本では、放射線への抵抗感が強く、原発な

 どの事故に過剰な反応をする方もいます。

  地球に生命が誕生してからずっと放射線にさらされてきたのも事実です。

  上手に使えば有益な放射線に正しい知識を持つことは必要ではないでしょ

 うか？

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 ★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。
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 ★バックナンバーはこちらからご覧になれます。

   http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/iryou_anzen/ml

 ★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.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第４１号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 24年3月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇定期立入検査と医療安全相談窓口について
　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　◇平成２３年度第３回医療安全研修会を開催しました！！！　　

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━┛

◇　定期立入検査と医療安全相談窓口について

　病院の医療安全の向上、安全で適切な医療の提供を目指し、医療法に基づく

定期立入検査が行われます。書類の検査をするとともに、病院の構造・管理や、

医療安全・感染対策を中心に現場を拝見します。

　また、医療法のみではなく、他の関係法令に合っているかについても確認さ

せていただいています。
　

　この医療監視前に院内の自主点検を実施している病院もあり、その結果と外

部の視点で見た結果の照合は、意義があります。

　どこの病院も「安全な医療の提供」を考え努力していますが、そのための方

策等を職員に周知徹底することに苦慮しているのが現状ではないかと思います。　

周知の問題や職員のモチベーション、その他理由はいろいろ考えられますが、

立入検査を病院のレベルアップの機会ととらえ、活かしていただけたらと思い

ます。



　ところで、横浜市医療安全相談窓口に寄せられる相談内容に、医療機関への

立入検査を希望するものや、行政として医療機関に指導してほしいというものが

しばしば見受けられます。

　しかし、内容によっては、医療者と患者（相談者）のコミュニケーション不足

から、信頼関係が築けないことによるものが多いと感じています。
　
　相談・苦情の内容が「医療従事者の接遇」など、医療法と直接の関係が乏しい

ものである場合などは、（原則として相談者が氏名等を出すことに同意した場合）

相談者の意向をお伝えすることはできますが、指導権限はないため指導はできない

と返答することが多いのも現実です。

　医療法から逸脱しているなどの根拠があると思われた時は課内で、相談担当と

指導担当が情報を共有し、当該医療機関への確認や必要な指導を行なっております。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　相談事例を1つご紹介します。

　「あるクリニックの診療開始時間について、院内掲示では９：００となっている

のに毎回９：３０過ぎに診療が始まっている。受付で確認すると、「先生がまだ来

ていない」という返事であった。表示と実際が違うため、患者は待たされる。

ちゃんと９：００から始めるようにしてほしい。」という電話を受けました。相談

者が名前を出すのは困るということでしたが、内容から、これは匿名であっても連

絡したほうがよいと考え、電話の内容をクリニックにお電話し、相談内容をお伝え

しました。

　このように、相談窓口から医療機関に苦情や情報の提供をさせていただくのは、

患者の生の声を知っていただくことで、医療機関が更なる医療安全の推進をはかっ

ていただけると信じているからこそと受け止めていただきたいと思います。　　　　

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇平成２３年度第３回医療安全研修会を開催しました！！！

平成２３年度第３回医療安全研修会
　「医療機関におけるトラブルの実際と対応」
　　　　　　　　　が無事に終了しました。



　当日は４９６人（アンケート集計による）の参加をいただきました。
　ご参加いただいた方、お忙しい中ありがとうございました。

　現在、横浜市医療安全支援センターホームページ上にで
　当日資料、アンケート結果、参加施設名簿を掲載しておりますので
　ご参照ください。

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　
　今年度の医療安全研修会はこれで終了となります。
　来年度研修会については、詳細が決まり次第ご報告いたしますので
　また、よろしくお願いいたします。

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　医療監視を受ける側にいた時、どこを・何をチェックされるのか、そして指
摘されないことを願っていました。
　しかし指導事項があったほうが改善にむけて全体で取り組むことができるこ
と、またできていることの維持・継続の困難さも経験で知りました。

　また、相談電話を受ける際には、医療機関と相談者が話し合うことでわかり
あえる状況を作ることができると信じて、相談者が問題解決できるような支援
をしていきたいと思います。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

















┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第４４号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 24年6月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇　あの人は何職？

  ２  医療安全情報

　　◇　今年も開催します！！
　　　　平成２４年度第１回　横浜市医療安全研修会のご案内

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

┏━━━━━━━━━━━━━┓
★ 1. 医療安全相談事例紹介  ★
┗━━━━━━━━━━━━━┛

　●●●*** 　あの人は何職？　 ***●●●

　・整形外科で看護師がレントゲンを撮っているので心配になった

　・歯科で歯科衛生士がレントゲンのボタンを押しているがいいのか？　

　　など、患者さんが受けている医療行為を行なって良いのは、どんな職種の
　人なのだろう、ちゃんと資格のある人が行なっているのだろうか、心配だ、
　確認して欲しいという相談が寄せられることがあります。

　上記のような場合にはレントゲン（エックス線）撮影ができるのは医師、歯科医師、
　診療放射線技師であることを伝え、撮影した人（ボタンを押した人）がそれ以外の
　人だったのか確認します。
　
　相談者の方が確かに（歯科）医師や診療放射線技師ではなかったと話されている
　場合には担当部署にも情報提供したい旨を説明します。
　
　
　しかしながら、医療機関で働く人は一様に白衣などを着ていて、相談者の方にも
　本当はどんな職種の人だったのかはっきりしない、分らないという場合もあります。
　分からないけれども医師でも診療放射線技師でもないようなので心配です、と不安
　を感じられているのです。

　その他の相談内容の時にも職種などを確認すると「○○だと思います・・。」
　と職種がはっきりしない場合がよくあります。

　　
　　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎　



　患者さんが医療機関を受診するときは不安でいっぱいです。症状を抱え、医師の
　診断を待ち、治療はどのように行なわれるのだろうか・・・とたくさんの思いを
　かかえています。資格のある人が行なっていなかったのではないかと思えば更に
　不安になってしまいます。　
　また、医療行為は資格のある人にしてほしいと思うのは当然のことでしょう。

　最近はネームプレートなどで職種がわかるようにしていたり、ユニフォームの種類で
　区別していたりと工夫をされている医療機関も多いと思います。
　患者さんが自分の受けている医療行為が確かに資格のある職種の人なのだと分れば
　患者さんも安心でき、その後の治療も安心して続けられるのではないでしょうか。
　
　
　

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　　＜平成２４年度第１回　横浜市医療安全研修会を開催いたします！！＞

　日時：平成２４年７月１２日（木）　午後６時開場　午後６時３０分開演

　場所：横浜市市民文化会館　関内ホール（大ホール）

　対象者：横浜市内の医療提供施設の医療関係者

　テーマ：「医療現場の信頼と勇気」

　講師：長谷川　剛　氏（自治医科大学附属病院　医療安全対策部　教授）
　　　
　毎回、多くの方にご参加いただいている研修会です。
　今回の講演では、講師の少年期に自身の母親を亡くした経験や知人の闘病経験を
　通して、医療者が患者の信頼を得るために、臨床現場で求められる勇気について、
　医師と患者とのパートナーシップの観点から、医療安全上の具体的な注意事項にも
　触れながら考えていきます。

　申し込みは開始しております。
　たくさんのご参加お待ちしています！！！

　申し込み詳細は以下よりご確認ください。

　
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shiryo/24-1kensyukai-chira
shi.pdf

 

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

 ランチにおにぎりとトマトジュースというのが定番でしたが、その組み合わせは
合わないと家族に言われてしまいました。おにぎりなら合うのはお茶だというのが
家族の主張です。
　他にお寿司を食べた後にコーヒーがおいしいと言うと、これは受け入れられました。
ゆで卵にはマヨネーズか醤油がいいと思いますが、家族は塩以外はありえないと言い
ます。とんかつは半分をソースでいただき、半分を醤油でいただいています。
　食は本当に奥が深いと思います。誰にでも一つくらいは人とは違う食し方という



のがありそうです。
　おにぎりとトマトジュースの組み合わせ、あり得ないって言わないで下さいませ。
　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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. 相　談　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━┛

　区役所で勤務していた頃に市民の方から「健康診断を受診したい。」という
　問い合わせが多く寄せられていました。

　以前は保健所（区役所）でも診断書を発行する健康診断や基本健診（住民健
　診）が行われていました。

　現在は４０歳～７４歳の医療保険加入者に対して、特定健康診査（特定健診）
　というものが医療機関で行われています。

　しかし、この特定健診は医療保険者が行うもので、誰でもどこでも受けられ
　るわけではありません。
　横浜市の国民健康保険であれば、横浜市が実施医療機関と契約することにな
　りますし、勤務先によっては横浜市内に提携医療機関がないことも予想され
　ますので、医療保険者に確認することが必要です。

　がん検診についても問い合わせが多く寄せられます。
　
　胃がん検診では「バリウムが嫌なので内視鏡で受けたい。」ですとか、乳がん
　検診や子宮がん検診では「昨年も受診したが今年も受けたい。」という問い合
　わせがあります。
　
　横浜市では、公的な補助のあるがん検診は「胃がん検診」「肺がん検診」
　「大腸がん検診」「乳がん検診」「子宮がん検診」の５種類となっており、受
　診間隔や年齢など、検診の方法も決められています。それらに合致しない場合
　は自費扱いとなるので確認が必要となります。

　横浜市のがん検診については以下のホームページも参考にしてください。

　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/14594.html



　

　また、横浜市の検診実施医療機関として登録するには申請手続きが必要となります。
　（問い合わせ先　健康福祉局保健事業課　６７１－２４５３）

　そのほか、医療安全相談窓口には、市のがん検診目的で医療機関に行ったのに、
　保険診療の扱いになり、自己負担が発生してしまったという相談も多く寄せ
　られます。
　
　医師との話し合いの中で、追加の検査や診察が必要になった際にそのような
　対応になることがありますが、相談される方のほとんどの場合で「そのような
　説明をされた覚えはない」と言われます。
　こうした相談からは、十分な説明やコミュニケーションの必要性を感じます。
　
　
　中には診断書の発行を希望した健康診断や人間ドックについて問い合わせを
　頂くこともあります。
　
　これは健康保険が適用されないので全額自費となり、料金も項目により異な
　るため思わぬ高額となることから窓口でトラブルになる可能性もあります。
　また、医療機関によっては対応できない健康診断もあると思います。
　また診断書の発行は指定の用紙に記入するなどの制約があることもあり、
　注意が必要です。

　電話での健康診断の問い合わせには何を希望されているかを確実に判断する
　ことが必要になります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

先日、７月１２日（木）
平成２４年度第１回医療安全研修会を実施いたしました！！

今回は、自治医科大学附属病院　医療安全対策部教授の長谷川剛氏を講師に招き、
「医療現場の信頼と勇気」というテーマでご講演いただきました。

事前申し込み　　８１６名
事前申し込み頂いた方の職種では
医師　１３４名　歯科医師　４７名　看護師　２４７名　薬剤師　５４名
その他の医療技術職　７１名　事務職　１９５名　など
所属施設では
病院　３０３名　診療所　３８２名　歯科診療所　７６名　薬局　３８名
でした。

多くの方にご参加いただきありがとうございました。
当日ご参加いただいた方の施設名簿と当日配布資料は後日
横浜市医療安全支援センターのホームページに掲載しますので、こちらも
ご確認ください。

第２回は１０月を予定しています。
詳細が決まり次第ご案内しますのでよろしくお願いいたします。

　
　



　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

梅雨時になり蒸し暑い日々が続いており体調管理に気を遣う日々になりました。

朝夕の通勤時にリクルートスーツ姿の学生を多く見かけます。
それぞれの希望を胸に企業を訪問していますが、重そうな鞄に暑そうな
スーツで採用以前に健康を害さないか心配になってしまいます。

今回のメルマガの記事は就職時にも関係ある話にしました。
筆者も就職した遠い昔を思い出してしまいました。

　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

　★ご意見・ご感想はこちらへ
　　kf-soudan@city.yokohama.jp

　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　　Copyrights(C) 2008 City of yokohama. All rights reserved.
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┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 事　例　紹　介   ★
┗━━━━━━━━━━━┛

　●●●*** 　被災地の医療支援の経験から　 ***●●●

横浜市は東日本大震災の時、宮城県気仙沼市に医療支援を行い、市内の16病院の

協力を得て2か月半にわたり医療チームを派遣していました。

１チームは医師、看護師、薬剤師、事務からなるチームで、前半は車での往復で

３泊４日を基本としていました。新幹線が復旧した後半は１週間の期間でした。

時には医師はＡ病院から、看護師はＢ病院から、というように、色々な病院から

の派遣による混成チームの時もありました。

医療チームすべてを一つの病院から派遣するのは負担が大きく、今回のように

長期間の派遣は難しくなります。

その問題解決のために多くの病院に協力をしていただき今回の派遣となりました。

混成チームで行くことに不安もありましたが、事務員として横浜市職員が入り、



被災地との連絡や派遣病院との連絡を取ることで大きな問題なく行うことができ

ました。

被災地では、1日に２回、朝夕と気仙沼市に入っている医療チームが集まり、その

日の予定や感染症の発生状況、必要な医薬資器材の状況などの情報共有を行って

いました。

私は薬剤師としても参加をしたので調剤、医薬品の管理を主に行いました。

医薬品は全国からたくさん支援が来ていましたが、先発品、後発品(ジェネリック)、

規格違いなど様々で、医師は普段使い慣れていない薬を処方するのに用量調節等

かなり苦労していました。また、短い日数で医師が変わるため、前回出された薬が

在庫にない場合もあり代替を探すのも大変でした。

被災地の移動に使っていた車には「災害医療支援」のステッカーが貼られていました。

道すがら色々な人たちに「ありがとう」「がんばってください」などの声をかけ

られ、自分たちのしていることの重要性を再認識することもありました。

大きな災害が起きた時、医療の重要性は、みなさんが感じていることだと思います。

そのために、医療資源を人も物も含め、すべてを使える体制が大切です。

そして、円滑な医療の提供に向け、支援活動をするにしても、支援を受けるとして

も情報の集約場所や発信方法の確立が必要です。

横浜の医療支援は平成２３年６月３０日まで行われました。

あれから１年が過ぎ、気仙沼の地域医療が震災前のように復興することを祈って

います。

今、横浜市では防災計画を見直し中です。災害時における医療の情報の収集と発信

ができる組織つくりを目指しています。

医療現場と行政が普段からコミュニケーションをとれる状況を確立できることを



目指しています。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇「検査室での転倒・転落防止のためのチェックリスト」について

横浜市内で発生した医療事故を契機に、市大病院・市立病院・中核病院等の安全

管理担当者が集まり、医療安全に関する情報交換や研修を行うことを目的に、

平成１２年度に横浜市立病院等安全管理者会議が設立されました。

会議には５つの部会があるのですが、そのうち検査部会では、発足当初より各施設

から報告されたインシデント事例について情報を共有化してきました。 

平成２２年度より、その報告の中から転倒転落に関して４Ｍ５Ｅ法を用いて重点的

に分析し、再発防止策を検討、 そして自己チェックリストを作成しました。

検査室内での転倒転落防止に是非、ご活用ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜市立病院等安全管理者会議ホームページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/anzenkanrisiyakaigi2.html

（中段の「トピックス」をご覧下さい）

また、皆様からご意見をいただき、更に洗練されたものにしたいと考えております

ので、お使いいただいた感想を　kf-ankan@city.yokohama.jp　までお寄せ下さい。

◇第１回横浜市医療安全研修会実施報告２！！
　
７月１２日（木）関内ホールにて医療安全研修会を実施いたしました。

先月号で事前申し込みの人数等をご報告させていただいておりましたが、

今月号では、当日のアンケート集計からご報告させていただきます。

当日参加人数　６８６名（アンケート提出により確認）

主な職種別では



医師　９９名（１４．４％）　歯科医師　４４名（６．４％）
看護師　２１８名（３１．８％）　薬剤師　４８名（７．０％）
事務職　１６４名（２３．９％）

長谷川先生の講演内容については、やや満足した、満足したと回答された方が

全体の８５％と、かなり満足度の高い講演内容になったことがわかりました。

多くの参加者の方から「コミュニケーションの重要性を再確認しました」

「ありがとうや大丈夫という当たり前の言葉を忙しさの中で忘れてしまっていた」

というような感想をいただきました。

アンケート結果は近日中に医療安全支援センターホームページに掲載させて

いただきますので、こちらもご確認ください。

今後も満足度の高い研修会の企画をしていきたいと思いますのでご意見、ご協力

よろしくお願いいたします。
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　■■■編　集　後　記■■■ 

　熱帯夜やオリンピックと寝不足となる要因が目白押しですが、体調を崩さない

　ようと気を付けている今日この頃です。
　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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. 忘れないで欲しい感染症   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　今号では、忘れないで欲しい感染症を紹介いたします。
  
　最近、医療機関をはじめとする施設での結核集団感染事例が多々報告されて
　おります。そこで改めて忘れないで欲しい感染症として「結核」を再認識し
　ていただきたく紹介いたします。

　
　
　●●●*** 　結核を理解する上でのポイント　 ***●●●

　結核は、「肺結核症」と「肺外結核症」に分類されます。結核の多くの患者
　さんは「肺結核症」です。
　
  さて、結核という感染症を理解する上でポイントがあります。
　それは、”感染”と”発病”を区別して理解していただくことです。
　簡単に説明しますと、感染とは、結核菌が肺胞に達し単球（白血球の一種）
　に貪食されつつ、免疫細胞が結核菌の活動を押さえ込んでいる状態です。
　発病とは、感染し、免疫細胞による結核菌の押さえ込みが効かなくなり、結
　核菌が活発に活動することにより成人では長期に渡り咳嗽、痰、胸痛等の呼
　吸器症状が継続し、発熱（いわゆる微熱）を呈する状態です。



　
  乳幼児を中心とする小児では、典型的な呼吸器症状ではなく結核性髄膜炎や
　粟粒結核として”発熱”を初発症状とする場合が多いので注意が必要です。
　
　

  ○○○***  よくある症例　***○○○

　病院、診療所を問わず、医療機関における院内感染が時々あります。また、
  施設における集団感染が散見されます。
　
  これらの感染を起こす１つの原因として、「肺結核症」の患者さんを「肺結
　核症」と診断しないで、鎮咳薬や抗生物質（マクロライド系、ニューキノロ
　ン系、第３世代セフェム等）の処方が繰り返され、なかなか診断がつかない
　ケースや、ドクターショッピングの結果、数人目の医師で「肺結核症」の診
　断がやっとついて、治療が開始されるケースが見受けられるからです。

　端的に言うと「診断の遅れ」です。その本質は、鑑別疾患の中に「結核」が
　忘れられているからと考えます。
　
  呼吸器症状を主訴に来院された患者さんを診られた場合には、「肺結核症」
　を鑑別疾患に入れていただきたいと考えます。診断には、痰の抗酸菌検査と
　胸部エックス線撮影検査が重要です。
　

　◎◎◎***  結核対策が重要な理由　***◎◎◎

　結核対策が重要な理由は、公衆衛生学的な問題を抱えているからです。
　問題は主として下記の３点です。

　１　主な感染経路は飛沫核感染（空気感染）と飛沫感染であるとされていま
　　　す。

　　　→初発患者さんが他者への感染性があり、感染性のある期間に患者さん
　　　　に接触した方には感染症法に基づく疫学調査及び健康診断を行う必要
　　　　があります。

　２　日本の罹患率は先進国中最も高く（2011年：17.7）、多くの先進国は低
　　　蔓延の状態にある中、中蔓延から低蔓延の移行期にあるとされています。
　　　（多くの先進国の罹患率は１桁です、アメリカ合衆国：4.1、オーストラ
      リア：6.3、スウェーデン：6.8、フランス：9.3等）

　　　→中蔓延状態から低蔓延状態に移行するためには、中蔓延の状態の中で
　　　　罹患率を低下させるよりも対策が大変だとされています。その理由の
　　　　例として、結核患者さんが減ることにより臨床医が鑑別疾患に挙げる
　　　　のを油断し、診断の遅れが治療開始の遅れにつながり、排菌患者さん
　　　　が未感染者に感染させ、新たな発病者を生んでしまう構造が考えられ
　　　　ます。

　３　治療期間が最短でも６か月間、薬の種類が３～４種類と患者さんにとっ
　　　ては負担が大きく、毎日忘れずに内服するのは至難の技です。

　　　→保健所を中心に、医療機関、薬局等と協力して、患者さんの治療完遂
　　　　を支援しています。



　■■■***　注意が必要な「肺外結核」　***■■■

　耳鼻咽喉科を標榜されている医療機関で特に注意していただきたいことがあ
　ります。「中耳結核」という国内でも年間30例程度の発生の稀な疾患があり
　ます。発症機序としては２パターンあります。

　１　「肺結核症」がベースにあり、喀痰中に含まれる結核菌が経耳管的に中
　　　耳に至り発症するケース。

　２　「中耳結核」の患者さんに使用した耳鏡の消毒が不完全なために、その
　　　耳鏡を使用された別の患者さんに耳鏡を介して感染させ、「中耳結核」
　　　を発病するケース。

　　　→医療安全領域における院内感染です。
　
　ある地域で「中耳結核」の患者さんが複数発生した場合には２の可能性を考
　えます。過去に耳鏡の不完全な消毒による中耳結核の集団感染事例が報道さ
　れたこともありました。
　
　稀な疾患ではありますが、医療安全の視点からも重要な事例だと考えます。

　□□□***　医療従事者の皆様へ御願い　***□□□

　１　感染症法第12条に基づく届出義務

　　　医師は「結核」の患者を診断した際には、”直ちに””最寄りの保健所
　　　長”を経由して都道府県知事（横浜市長）に届け出なければならないと
　　　されています。本市では管轄の区役所福祉保健センターに届け出てくだ
　　　さい。
　　　
      届出が必要なものは確定診断例、疑い例、潜在性結核感染症で治療が必
　　　要な例が該当します。
　　　
      お困りの際にはお気軽に保健所又は管轄区役所福祉保健センターに御相
　　　談ください。感染症法に規定されておりますので届出遵守の程、よろし
　　　く御願い申し上げます。

　２　サージカルマスクとN95マスクの使い分け

　　　結核患者さん（特に喀痰塗抹抗酸菌染色陽性で排菌している患者さん）
　　　への対応として、時々患者さんにN95マスクを着用していただいている
　　　症例を見受けます。一般的には、医療従事者はN95以上のマスク着用、
　　　患者さんへはサージカルマスク（普通マスク）の着用で対応をよろく
　　　御願いします。
　　　
      マスクの使い分けとしては、サージカルマスクは患者さんからの結核菌
　　　を含んだ飛沫の拡散防止、N95以上のマスクは医療従事者の飛沫核（結
　　　核菌）の吸入防止という目的の違いがあります。
　　　
      N95マスクの保管場所及び適切な着用法を関係スタッフ全員が熟知してい
　　　ると好ましいと思います。
　　　
      結核患者さん発生時の院内マニュアルは整備されていることと存じます
　　　が、医療機関の職員が発病した際の対応も整備されておくことをお勧め
　　　いたします。



┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

＜平成２４年度第２回　横浜市医療安全研修会を開催いたします！！＞

　日時：平成２４年１０月２５日（木）　午後６時開場　午後６時３０分開演

　場所：横浜市市民文化会館　関内ホール（大ホール）

　対象者：横浜市内の医療提供施設の医療関係者

　テーマ：「安全と信頼のリテラシー　～医療情報の開示で医療事故の防止を～」

　講師：勝村　久司　氏
　　　（医療情報の公開・開示を求める市民の会、
　　　　全国薬害被害者団体連絡協議会、陣痛促進剤による被害を考える会等　世話人）
　　　
　毎回、多くの方にご参加いただいている研修会です。
　申し込みは開始しております。
　たくさんの方のご参加お待ちしています！！！

　申し込み詳細は以下よりご確認ください。

　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　今回の筆者はかつて結核病棟の病棟医をしていました。
　
　当時の筆者は駆け出しの医師で、今回書いた内容や治療薬すらうろ覚えで、
　１週間のうちで曜日を決めて受け持ち患者さんの抗結核薬の処方や喀痰検査、
　胸部エックス線撮影検査等を行っていました。

　患者さんの聴診は毎日の回診で行っていましたが、雑音を聴取したことはほ
　とんどありませんでした。

　当時は自分の聴診能力が未熟だからだと思っていましたが、公衆衛生行政で
　結核対策に従事するようになり結核を専門にされている複数の先生ともお付
　き合いする中で、結核を聴診で診るのは困難であることを知り、結核の診断
　及び治療経過の判断材料は喀痰検査や胸部エックス線撮影検査が重要である
　ことを再認識しました。

　特に喀痰抗酸菌塗抹、培養検査が重要です。よく医師や看護師、臨床検査技
　師から患者さんの痰が出ないから検痰できないという話を聞きますが、結核
　研究所の先生によると、痰が得られないということはまず無いそうです。

　起床時は排痰しやすいと言われておりますし、他にも喀痰を得る手法（タッ
　ピング、ネブライザー）や器具（ラングフルート）もありますので、頻回の
　喀痰検査をよろしく御願いします。

　肺結核症治療の経過は、喀痰抗酸菌培養検査で診ていく事が重要です。また、



　標準治療を完遂した時点で胸部エックス線撮影検査に所見があっても、治療
　延長は行わないでも胸部エックス線撮影検査の所見は改善されていくと言わ
　れております。治療完遂後の経過観察は、感染症法第53条の13で規定されて
　おり、いわゆる”管理健診”と呼ばれています。

　
　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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. 医療安全の改善に向けて   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　薬剤師の役割とは何でしょうか？
　
　
　まず、思い浮かぶのは、薬局薬剤師、病院薬剤師ともに「処方箋に基づき調剤し、
　
　患者さんに服薬指導すること」だと思います。
　
　私が、病院に勤務していた頃は、チーム医療において薬剤師が、看護師など
　
　コメディカルスタッフとともに、栄養、じょく創、院内感染対策に取組み始め、
　
　薬剤師に求められるものが変わって来ていました。

　抗がん剤の治療は外来で行う事が一般的になり、点滴用の抗がん剤の調製を薬剤師

　が行い、外来化学療法加算が算定されるようになりました。

　「外来化学療法室」にはリクライニングシートでDVDなどを見ながら、数時間抗がん

　剤の点滴を受けられるような設備があり、専任の看護師、薬剤師が医師の治療を

　サポートしていました。

　
　
　私は外来化学療法室内の専用の部屋で主に肝臓がん、乳がん、胃がんの抗がん剤の

　調製を担当し、“チーム”で患者さんの治療をサポートすることの重要さを学ぶこと

　ができました。



　

　病院薬剤師業務は、医薬品情報管理、注射薬の無菌調剤、持参薬管理、退院指導、

　医薬品のリスクマネージャー、特殊製剤、治験など幅広く多岐にわたります。

　また、薬局薬剤師の業務も変化してきています。調剤してお薬を渡すだけではなく、

　薬についての正しい知識を患者さんに伝える重要な役割があり、かかりつけ薬局と

　して患者さん一人一人の相談役になる必要があります。病院・診療所や訪問看護

　ステーションとの連携により、在宅医療に取組む薬局では、薬剤師が在宅患者を

　訪問し、処方されている薬剤についてその正しい服薬法等について指導助言して

　います。

  

　お気づきの方もいらっしゃると思いますが、上記の役割の多くが安全管理を通じて、

　患者誤認防止を通じて、そして患者さんとの円滑なコミュニケーションを通じて

　医療安全に直結しています。

　

　薬剤師が専門性を持ち、介護現場・在宅医療へ積極的に参画していくことは、

　新しい薬剤師のあり方を切り開くきっかけになることと思います。
　

　薬学部が6年制になり、今春、6年制の１期生が卒業しましたが、ここ数年で、薬剤

　師に求められることが大きく変化してきたこともあり、彼らは大いに期待されてい

　ます。医療の高度化と医療現場での重要性が指摘され、また在宅医療支援の要とし

  ての薬剤師が注目されています。

　期待に答えるためにも、全ての患者さんや健康を願う人のため、薬剤師は日々、

　"勉強“です。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　先月号でもご案内しましたが、第２回医療安全研修会の申込み
　まだまだ受付中です！！



　日時：平成２４年１０月２５日（木）　午後６時開場　午後６時３０分開演

　場所：横浜市市民文化会館　関内ホール（大ホール）

　対象者：横浜市内の医療提供施設の医療関係者

　テーマ：「安全と信頼のリテラシー　～医療情報の開示で医療事故の防止を～」

　講師：勝村　久司　氏
　　　（医療情報の公開・開示を求める市民の会、
　　　　全国薬害被害者団体連絡協議会、陣痛促進剤による被害を考える会等　世話人）
　　　
　毎回、多くの方にご参加いただいている研修会です。
　たくさんの方のご参加お待ちしています！

　申し込み詳細は以下よりご確認ください。

　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　暑かった9月が終わり、10月になり街中にハロウィンの
　飾りがあふれています。
　季節の変わり目で体調をくずす方が多く見られますが、
　“食欲の秋”です。おいしい物をいっぱい食べて、秋を満喫しましょう。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





メルマガ2012年11月号.txt
┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第４９号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 24年11月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇医療従事者の皆さん、Ｂ型肝炎のワクチン、うっていますか？

  ２  医療安全情報

　　◇平成２４年度第２回医療安全研修会を開催しました！！！
　　　（次回は２月です。）　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━━━┓
★  1．医 療 安 全 事 例 　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━┛　

　●●●*** 　立入検査での会話　 ***●●●

　病院の定期立入検査で、以下のような会話がありました。

　（医療安全課検査担当（以下「安」））「医療従事者はＢ型肝炎の抗体検査は

　実施していますか？」

　（病院の職員健康管理担当者（以下「担」））「ええ、していますよ。」

　安「でもこれ、ＨＢｓ抗原だけですよね？」

　担「えっ、それじゃだめなんですか？入院する患者さんと同じ検査ですよ。」

　安「ちなみにＢ型肝炎のワクチンはうっていますか？」

　担「いえ、希望者には別の医療機関に行ってうってもらうようにしています」

　安「ＨＢｓ抗原は必要な検査ですが、抗ＨＢｓ抗体も検査するとワクチンを接種

　すべき職員が明確になりますよね。また、できればワクチンの必要性について

　職員に説明する場を設けるとよいですね。」

　担「わかりました、検討してみます」

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎
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　ＨＢｓ抗原を検査しているが抗ＨＢｓ抗体は検査していないというのが、意外

　にも職員の定期健康診断の項目でしばしば見られる光景です。

　聞いてみると、そのような病院では往々にしてワクチン接種を勧奨する体制が

　確立されていません。

　

　医療従事者には釈迦に説法になってしまうのでご容赦いただきたいところです

　が、ＨＢｓ抗原が陽性ということはその時点で、ＨＢＶに感染しているという

　ことになります。

　一方、抗ＨＢｓ抗体陽性は過去にＨＢＶの感染を受けた、もしくはＨＢＶに対

　して感染防御の免疫をもっているもの（ワクチン接種によるものも含む）です。

　現時点でＨＢＶに感染しているかどうかを知るという意味でＨＢｓ抗原を検査

　するのはよいことですが、ワクチン接種後の免疫成立を見て、その後のフォロー

　体制を敷くという意味では抗ＨＢｓ抗体の検査も必須になってきます。そして、
　
　医療機関としては抗原、抗体が陰性の職員にはワクチン接種の必要性を説明し、

　接種されるよう配慮する必要があります。

　（日本環境感染学会のガイドラインでは、「職員のＨＢｓ抗原・抗体検査を

　行ってこれらの職員を除外してＢ型肝炎ワクチンを接種するか、検査を行わずに

　一律に接種するかは、コストの面などから各医療機関で判断すべきである」と

　しています）。

　

　曝露した際に３０％の確率で感染してしまうというＨＢＶですが、幸いにして

  ワクチンで免疫をつければ感染を防げるのですから、受けていない方はぜひご

  検討ください。

　（もちろん、下記ガイドライン等の最新のものを参照するとともに、接種を受

　ける前には禁忌事項や副反応などについて医師の説明を受けてくださいね）。

　☆参考資料

　１．病院感染対策ガイドライン（改訂版）　国公立大学附属病院感染対策協議会
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　　　（じほう、２０１２年）

　２．院内感染対策としてのワクチンガイドライン（第１版）日本環境感染学会
　　　（２００９年）
      http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content_id=4
　
　３．財団法人ウイルス肝炎研究財団ホームページ
　　　Ｑ＆Ａ（Ｂ型肝炎について）
　　　http://www.vhfj.or.jp/06.qanda/index.html

　
　　
┏━━━━━━━━━━━━━┓
★  2．医 療 安 全 情 報  　★
┗━━━━━━━━━━━━━┛

平成２４年度第２回医療安全研修会を１０月２５日開催しました。
当日は５１５名（アンケート提出により確認できた人数）の方のご参加をいた
だきました。
お忙しいところ足を運んでいただき、ありがとうございました。
今回は、陣痛促進剤被害者遺族として長年、医療の安全啓発に取り組んでこられた
勝村久司氏を講師にお招きし、「大変貴重なお話だった」という感想を多く
いただきました。
また、当日は事務局の不手際があり、講師が予定していた映像が見られないなど
ご迷惑をおかけしたことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

第３回は２５年２月に予定しております。
詳細が決まり次第ご案内させていただきますので、もうしばらくお待ちください。

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　突然ですが、焼きリンゴって作ったことありますか？
　先日突然作ってみたくなって、ホームページでレシピを調べて、作ってみま
　した。
　スーパーで安いリンゴを買って、スプーンなどで中心を（貫通しないように）
　くりぬきます。あとはその穴に蜂蜜とシナモンとバターをたっぷり入れて、
　オーブンで30分くらい。おいし～い焼きリンゴの完成です。

　そろそろ冬になって寒くなると、暖かさとおいしさが、もう最高です！
　ぜひお試しあれ。（詳細なレシピは正書を参考のこと（笑））

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.jp/mailman/listinfo/anzenchan

ページ(3)



メルマガ2012年11月号.txt

　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５０号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 24年12月14日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  震災と医療安全 

　　◇地震に対する備えは万全ですか

  ２  医療安全情報

　　◇速報！！平成２４年度第３回医療安全研修会のお知らせ

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 地震に対する備えは万全ですか   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

東日本大震災以降、関東地方においても、余震と思われる地震が続いて
います。

 特に病気で治療中の患者さんを安全に避難させなければならない医療機関

にとっては、いつ地震が来ても対応できるよう普段から対策を講じていると

思います。

 ところで、横浜市では、国の防災基本計画に基づき、「横浜市防災計画」

というものを策定しています。

 この防災計画は、毎年、最新の知見に基づき見直されていますが、特に

平成23年度から24年度にかけては、東日本大震災を受けた大幅な見直しを

実施しています。

 私も、一部この見直し作業に携わっておりましたので、内容を簡単に御

紹介します。

 横浜市の防災計画は、東日本大震災の経験を踏まえ、より現実的かつ厳しい

条件での計画に見直す予定ですが、特に注目すべき点として、「地震被害
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想定の見直し」が挙げられます。

 今までの地震被害想定は、平成17年度に策定されたもので、地震に伴う火災

による死者は88人、津波による死者は０人という想定でした。

 今回、見直された想定では、火災による死者1,548人、津波による死者595人

と大幅に増えています(条件等詳細は下記URLをご参照ください)。
 
 これは、言うまでもなく、東日本大震災で得た新たな知見を踏まえた想定に

変わったためです。

 また、津波については、平成17年の想定では、市内最大1m未満とされていた

ものが、平成24年の想定では、市内最大4mと、大幅に変更されています。

 医療法等において、医療機関に対し、適切な防火・防災体制を備えることが

義務付けられています。
 
 皆様の医療機関でも地震対策マニュアル等をお作りのことと思いますが、ぜひ、

東日本大震災で得られた教訓を参考に今一度御確認いただければと思います。

 参考URL　横浜市危機管理室ホームページ　
 http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/kikikanri/

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆◆速報！！平成２４年度第３回医療安全研修会のお知らせ◆◆

今年度３回目となる医療安全研修会の開催が決定しました。
平成２５年２月２８日（木）
関内ホールにて開催します！！
今回のテーマは
「大災害時の医療体制整備～東日本大震災時の感染対策への取り組み～」
です。

今回の記事を読んでいただき、災害対策が意識されたところで
是非、引き続きこの研修会で院内の体制を見直していただけたら幸いです。
申し込み受付は１月７日から開始いたします。
研修会の詳細内容と申込書は１月７日以降下記ホームページでご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html　

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

　■■■編　集　長　よ　り■■■ 
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　メルマガも早いもので、ついに５０号を迎えることができました。
応援いただいた読者の皆様に深く御礼申し上げます。
　今後とも、編集部員一同、さらに魅力的な誌面作りに腐心していきたいと
思っておりますので、皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５１号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年1月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇個人情報に関するご相談・苦情のあれこれ
　　　　　　　　
　

  ２  医療安全情報

　　◇平成24年度第３回医療安全研修会のご案内

　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━┛

平成１７年　個人情報保護法が施行され、その後国民の個人情報保護に対する意識は

ますます高まっています。

そのような中、施行後数年経った現在でも、カルテ開示に関する医療機関とのトラブル

の相談も多く寄せられています。

今号では、個人情報に関係し寄せられるご相談や苦情をいくつかご紹介したいと思いま
す。

　●●●*** 　患者さんからの相談　 ***●●●

＜ケース１：診察室内の個人情報の管理について＞

本日近医受診。診察室で院長の診察を受けた。

その際、入った時から出る時までずっと胸のレントゲン写真（編集注：エックス線写真）

が２枚貼ってあった。

自分はその日はレントゲンを撮っていないので、以前に撮った自分のものかと思って

いたが、なんとなく変に感じ、それとなく見たら・・・
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写真のところに別人の名前が付いていて、他の患者のものだとわかった。

個人情報でもあるし、自分のものも他の患者に見られているのではないかと思うと不快に

感じた。

しかし、受診継続中のためそれを指摘して「うるさい患者」と思われたら困る。

どうすればいいか。

＜ケース２：カルテ開示の請求手続きがスムーズにいかない＞

以前横浜在住の際に通院していたクリニックにカルテ開示を求めるため

開示の手続きや金額について電話で問い合わせをした。

事務の方は慣れていない様子で電話は院長に回された。

院長からは

「費用は、他はいくらくらいなの？調べておいて。今忙しいから明日の夕方電話して」

と言われ電話を切られてしまった。

他はいくらくらいかと言われても自分はわかるはずもなく、いろいろな所に電話して、

最終的にこの窓口にたどり着いた。

費用はこちらから提示しなければならないのか。何か決まりがあるのか。

＜ケース３：カルテ開示を依頼したが、その場で医師に断られた＞

通院中のクリニックにカルテ開示を求めたら理由を問われた。

理由を話すことにとまどいがあったが、

医師より「理由も言えないのに出せるか。厄介なことに巻き込まれたくない」

と言われた。

友人が、以前他の医療機関でカルテ開示をした際は理由なんて問われなかった

と聞いた。

　
　○○○***  当センターでは　***○○○
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＜ケース１＞

患者の心情としてもっともなことであり、個人情報保護の観点からも相談窓口から

患者さんの声として医療機関に伝達させてもらうことを提案した。

医療機関に連絡し、相談者が医師との関係性を壊したくないという理由から

匿名希望での連絡であることをあらかじめお詫びした上で、患者さんの声として

伝達した。

＜ケース２、３＞

カルテ開示について手続き等を詳細に記したガイドラインがあることを相談者に

情報提供した。

その中では、費用は診療記録等の謄写に要した代金の実費相当の手数料を事前に

各医療機関で定めることとなっている。（ケース２）

また、申し立ての理由の記載を要求することは不適切である。と記されている。

（ケース３）

おそらく、開示手続きについて定められてない医療機関であり、ガイドラインの

存在等も知らない可能性があることを伝え、相談窓口から医療機関に連絡を入れる

ことも提案したが、まずは、相談者自身でこの情報を踏まえて交渉してみるとの

ことで相談を終了とした。

　

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎

＜ケース１＞

医療従事者の方からすると「そんなところまで気にしなければならないの？」

という声も出てくる内容かもしれません。

しかし、これは特別な相談ではありません。

同じような相談が複数寄せられていることもまた事実です。

些細と思われる事でも、そこから不安が生まれ不信につながっていくことも
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ありえます。

患者さんの気持ちを汲み取った対応がよりよい関係への一歩です。

＜ケース２＞

以下に示す指針、ガイドラインより

医療機関の管理者は、いつ開示の求めがあっても遅滞なく応じる事ができるよう、

手続きに必要な書類（開示請求書など）を準備しておく必要があります。

規模が大きな病院では、カルテ開示に応じる体制が確立されていますが、中小規模

病院や診療所等では、まだ体制が整っていないのが現状のようです。

お勤めの医療機関に、同じような問い合わせが入ったらスムーズに対応できるか、

これを機に見直してみてはいかがでしょうか？

＜ケース３＞

「理由を言ったら開示を拒否された」という相談も多く入ります。

原則として、本人から開示請求があった場合は遅滞なく開示しなければならないと

されています。

「訴えられそうだから」「厄介なことに巻き込まれる」という理由は非開示の理由

とはならないということをご理解いただければ思います。

◇◇参考◇◇

厚生労働省
「診療情報の提供等に関する指針」

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

（それぞれのタイトルを「法令等データベースサービス」
（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html）で検索する
ことでアクセスできます）

日本医師会
「診療情報の提供に関する指針（第２版）」
http://www.med.or.jp/doctor/member/000318.html

において、カルテ開示についての具体的な手続きについて書かれています。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◆平成２４年度第３回医療安全研修会のご案内◆

テーマ：「大災害時の医療体制整備～東日本大震災時の感染対策への取り組み～」

日時：平成２５年２月２８日（木）１８時半から２０時半（開場は１８時）

場所：関内ホール（大ホール）

講師：白鬚橋病院　名誉院長　石原　哲　氏

東京都墨田区にある白鬚橋病院では、全国に先駆けた病院総合防災訓練や、
地震災害地への自院の災害医療チーム派遣など、現地での経験を踏まえた災害対策の
取り組みを実施しています。

本研修会では、長年院長として活動の指揮をとられた石原哲氏を講師としてお招きし、
災害時の感染症対策と備えについてお話いただきます。

申し込み受付中で～す！！
申込書は下記URLをご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
　
　　先日、いきつけの化粧品屋さんに行きました。
　そこでは、客の氏名や住所、生年月日、購入履歴や来店日などの顧客情報が
　紙ベースで記され、化粧品メーカーごとのファイルに閉じられています。

　その日は、冬の大感謝祭のセール期間中。
　いつもはカウンターでお店の人と相談しながら商品を出してもらうという方式
　ですが、急いでいた私はカウンターには座らず、自分のお目当ての物だけもって
　レジに行きました。
　レジでお会計を待っている間、目の前には全く知らない人のページが開かれた
　ファイルが、ご丁寧にこちらを向いておかれていました。
　なるべく見ないようにはしましたが、どうやらそれも氏名等が書かれている
　もっとも危ないページ・・・
　そのまま黙っておこうかとも思いましたが、そのファイルをそのままにもして
　おけず、「個人情報が見えてしまいますよ・・」とつぶやきながら
　そっとファイルを閉めてしまいました。

　お店の方は「はっ」とした様子で「すみません」と言っていました。

　医療安全相談窓口で相談を担当させていただいてから、これまでの生活ではあまり、
　考えもしなかったことが気になってしまいます。
　これも職業病・・・？？
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　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５２号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年2月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  ＩＴ化の落とし穴 　～私が起こした出来事から～　

  ２  医療安全情報

　　◇平成24年度第３回医療安全研修会について

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. ＩＴ化の落とし穴　～私が起こした出来事から～   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　近年の医療機関ではＩＴ化が進み、オーダリングシステムは当たり前、病院

だけでなく診療所でも電子カルテが導入されてきています。

　筆者が駆け出しの臨床医の頃に起こしたインシデントです。患者Ａさんに、

ある日の午後に、オーダリングシステムを利用して腹部造影ＣＴの予約を入れ

ました。造影ＣＴの際は、主治医がＣＴ室で造影剤の投与を行う医療機関でした。

　その後、患者Ｂさんへ対応する必要が出てきて、急遽、患者Ａさんの腹部造

影ＣＴ検査の日程をオーダリングシステムで変更し、日程が変更になった旨を

患者Ａさんと看護師さんに伝えました。

　この時点で、筆者は予定変更の手続きが完結したと思っていました。

　ところが、変更前の患者Ａさんの検査日のお昼に病棟看護師からポケットベ

ルで呼び出しが来て、急いで病棟に行くと、患者Ａさんの昼食のオーダーが無く、

患者Ａさんの昼食が出されなかったのです。

　筆者は急いで栄養科に連絡を入れ、オーダー抜けを謝罪し、患者Ａさんの昼

食を出してもらえないかかけあいましたが不可能という回答でした。筆者は指導

医に叱られ、患者Ａさんのベッドサイドへ行き、深く謝罪しました。Ａさんは

非常に寛大な方で、幸いな事にトラブルになる事は無く、駆け出し医であること
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に免じてお許しをいただきました。

　このインシデントは、リスクレベル１と、現在の筆者は評価しています。

　この事例を客観的に検討してみたいと思います。

　この医療機関に導入されていたオーダリングシステムは、腹部造影ＣＴをオ

ーダーをするのと連動して、近々の治療食のオーダーがキャンセルされるシス

テムでした。しかし腹部造影ＣＴのオーダーをキャンセルしても、オーダー時

に連動してキャンセルされた治療食のオーダーは、元に戻って提供されるよう

にはならないのです。

　以上より、このインシデントの原因は２点挙げられると考えられます。

①筆者がオーダリングシステムを熟知していなかった。

　　→　採用時に研修が無く、ぶっつけ本番とＯＪＴで学ぶ状態。

②オーダリングシステムの中途半端に便利な機能。

　　→　導入されて時間が経っていたにもかかわらず、同様な前例の発生が無

　　　　かったのか。あったとしたらインシデント・アクシデント報告書提出

　　　　の欠如か。

　筆者の事例は幸にもリスクレベル１で、患者さんには食事が出ない事以外、

治療中の疾患への影響はありませんでした。

　この事例は、ＩＴ化が進んでいる医療現場への警鐘になるかもしれないと

考えています。オーダリングシステムや、オーダリングシステムを包括した電子

カルテは、一見ヒューマンエラーの抑制に貢献するところが大きいと考えられ

ますが、システムを利用する医療従事者がシステムを良く理解していない場合や、

システム自身がインシデント・アクシデントの原因になり得る可能性があること

を教えてくれていると考えます。

　また、この内容のシステムの欠如は医師からの積極的なインシデント・アク

シデント報告書の収集がないと改善に結びつかない可能性が高いことを教えて

くれています。
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　自験例は一昔以上前の出来事ですが、電子カルテの導入が進んでいる現在

だからこそ、オーダリングシステムや電子カルテ等のＩＴに関するインシデン

ト・アクシデント報告書の収集が大切な時代であると思われます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇平成２４年度第３回医療安全研修会について

前号、前前号でもお知らせしましたが、
今年度第３回医療安全研修会がいよいよ２月２８日に開催されます。
まだまだ申し込みを受付ておりますので、下記ホームページをご確認ください。
皆さんのご参加お待ちしております！！

テーマ：「大災害時の医療体制整備～東日本大震災時の感染対策への取り組み～」

日時：平成２５年２月２８日（木）１８時半から２０時半（開場は１８時）

場所：関内ホール（大ホール）

講師：白鬚橋病院　名誉院長　石原　哲　氏

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　医師からのインシデント・アクシデント報告書は、他職種に比べてリスクレ

ベルの高い事例が多いと考えます。このような事例が再度起きない様に検討され、

改善策が立てられ、実行されることは医療安全に大きく貢献すると考えます。

筆者の自験例は、ＩＴ機器の利用の中で、医師しか行わないオーダー（指示）

行為に関する事例であり、電子カルテ化が進んでいる現在では重要な事例だと

思われます。この事例は、医療安全文化に疎い時代の事象であり、筆者はインシ

デント報告書を記載しなかったことは言うまでもありません。駆け出しの医師な

がら、指導医とともに勉強不足でした。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ページ(4)



メルマガ2013年３月号.txt
┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５３号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年3月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例

　　◇検体検査の業務委託と衛生検査所の登録制度

  ２  医療安全情報

　　◇平成24年度第３回医療安全研修会を実施しました！！
　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全事例     ★
┗━━━━━━━━━━━┛

　●●●*** 　検体検査の業務委託について　 ***●●●

病院、診療所又は助産所は、検体検査業務を「一定の基準」に適合する者に

委託することができます。

「一定の基準」を設ける目的は、診療に大きな影響を与える検体検査業務の水

準を保つためです。

委託の方法には、施設内において検体検査を行う方法と施設の外に検体を持ち

出して検体検査を行う方法の２つがあります。前者の基準は医療法施行規則に

直接規定されており、後者の基準は、「臨床検査技師等に関する法律」によ

り「衛生検査所」として規定されています。

今回は、この「衛生検査所の登録」について、概要をご紹介します。

　●●●*** 　衛生検査所の登録について　 ***●●●

衛生検査所の登録は、検査の適正を確保（精度保証）することを目的に臨床検

査技師等に関する法律により義務付けられた制度です。
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衛生検査所を開設しようとする者は、その衛生検査所の所在地の都道府県知事

等の登録を受けなければなりません。

登録を受けずに衛生検査所を開設した者には罰則規定があります。

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎

登録証明書は、「一定の基準」に適合する者であることの証明です。

業務委託を開始する時は、委託先衛生検査所が登録を受けていることを登録証

明書の原本提示で確認してください。

また、登録には期限がないため、登録内容に変更がないかを適宜、原本提示に

より確認することが望ましいです。

特に、検査項目の基準値が多項目にわたって変更された時は、委託先衛生検査

所が廃止され、別の衛生検査所が業務を引き継いでいる可能性がありますので、

やはり登録証明書の原本提示を求めてご確認ください。

　●●●*** 　衛生検査所の登録基準について　 ***●●●

衛生検査所の登録基準は、臨床検査技師等に関する法律施行規則に規定されて

おり、検査業務を行うために必要な検査用機械器具、構造設備、管理組織、備

えるべき書類が定められています。

登録基準は、「衛生検査所指導要領」で登録後も維持しなければならない基準

と位置づけられており、さらに詳細な内容が追加されています。

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎

委託元医療施設と衛生検査所の間で検体や検査結果報告書を運ぶ営業所には、

この登録基準は適用されないので、営業所では、検体の測定・分析はもちろん、

血清分離も行うことはできません。

検査結果の内容についての問い合わせも営業所のみで対応することは望ましく

ありません。
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　●●●*** 　衛生検査所が受託できる検査業務について　 ***●●●

衛生検査所は登録を受けた検査業務のみでなく、登録を受けていない検査分野

についても受託することができ、他の衛生検査所に外部委託して検査結果を報

告しています。検査案内書に衛生検査所の登録検査業務の分野より広く、日常

診療で繁用される検体検査項目が網羅されているのは、このためです。

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎

検査案内書は、その衛生検査所の「顔」です。

衛生検査所の受託業務内容が具体的に記載されており、検査項目ごとの測定・

分析を行う衛生検査所名や、精度管理に重要な情報が記載されています。

　●●●*** 　衛生検査所の立入検査について　 ***●●●

臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所の立入検査は、登録基準の維

持状況、精度管理の実施や苦情処理に適切に対応しているかなどを確認するた

め、2年に1回以上実施することとされています。

横浜市を含む神奈川県内の衛生検査所に対しては、毎年定期立入検査を実施し

ています。

普段は特別に意識することなく、委託先衛生検査所から正しい検査結果報告を

受取ることができるのは、臨床検査技師等に関する法律で規定した衛生検査所

の登録により、厳しい質的管理が義務付けられているからです。

委託元医療施設の管理者や医師の方々にも、委託した検査業務が検査案内書の

とおり行われているか適宜確認していただきたいと思います。

また、病院、診療所の検査室は、この法律の対象ではありませんが、衛生検査

所指導要領は、検査業務の各工程を管理をするための参考になると思います。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

平成24年度第３回医療安全研修会を実施しました！！

今年度の最終回となる今回は、
「大災害時の医療体制整備～東日本大震災時の感染対策への取り組み～」
をテーマに東京都墨田区の白鬚橋病院名誉院長　石原哲氏を講師に迎え
開催しました。

月末のお忙しい時期にも関わらず、５２６名の申し込みをいただき、
当日も４０７名（アンケート提出により確認できた人数）の方に参加して
いただきました。

当日の参加者内訳は、
＜職種＞
医師４７名（11.5％）
歯科医師２９名（7.1％）
薬剤師２７名(6.6％）
看護師１４０名（34.4％）
事務職８３名（20.4％）
その他、医療技術職や介護職等の方々

＜所属施設＞
病院１８４名（45.2％）
有床診療所１６名（3.9％）
医科診療所１２６名（31.0％）
歯科診療所３２名（7.9％）
薬局１８名(4.4％）
その他介護施設等の方々

皆さん熱心に受講していただき、内容も高い満足度の結果でした。
ありがとうございました。

現在、参加施設の集計作業中です。
近日中に、当日資料、参加施設名簿、アンケート結果を横浜市医療安全支援センター
ホームページ内に掲載いたしますので、もうしばらくお待ちください。

来年度も皆様に足を運んでいただけるような、内容、講師で研修会を開催したいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

　
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

羽根つきの羽根のように和紙で包まれた干菓子をおみやげで貰いました。

香川県の老舗の和三盆糖で作られたものでした。
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甘いだけではなく、他にはない風味があり、それ以来、和三盆を買うならこの

お店のものと決めています。

原料の砂糖きびは讃岐地方の限られた地域で栽培されたものを使い、今も昔か

らの製法を守って作られているそうです。

「製法を守る」という言葉の中には、単に手順のとおりに作業するというだけ

でなく、手を抜かない、技術を磨くという意味が込められているのだと思います。

　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml

　★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.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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