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　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
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　　 ∩  ∩  　                ＜第５４号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年4月15日
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例　～私の体験から～ 

　　◇名医と良医　

  ２  医療安全情報

　　◇「横浜市医療安全相談窓口８年間のあゆみ
　～患者さんと医療機関の架け橋として～」を発刊しました！！

　３　中国における鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の患者の発生について

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全事例　 ～私の体験から～  ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇名医と良医

今年１月、父が他界しました。享年８６歳。父の旧制高校時代は第二次大戦の

末期。学徒動員ということで多くの高校生が戦地にかり出された頃でした。

その中でも父は必死に「生きる」ことを考えていました。高校での専攻を医学

部進学にすると徴兵猶予の対象になることを知って父は本来やりたかった専攻

から医学部コースに移りました。

このような経緯があり、父の友人には圧倒的に医師が多く、小さな町の開業

医として朝の診察、昼過ぎは往診、夕方からまた診察という人もいましたし、

大きな病院で多くのスタッフを束ねて動き回っている人もいました。

都内の大学病院の内科医として勤務していた方がおり、私が高校時代、体調を

崩した際に父と共に何回か受診していました。その頃すでに内科部長になって

いました。この方の場合、とにかく診察まで長時間待たされるのです。朝８時
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半の予約なのに、実際に診察室に呼ばれるのは１０時半過ぎというのは当たり

前。しかしそれぞれの患者は満足した顔で診察室から出てきます。その代わり

と言っては言い過ぎかもしれませんが、担当の看護師さんたちは鬼の形相にな

っていましたが・・・。大体、午前中の診察が終了するのが午後の３時過ぎ。

午後の診察がないとはいえ大変でした。

この方に一度父が「何でこんなに時間がかかるんだよ」と聞いたことがありま

した。彼は笑顔でこう答えました。

「僕は決して名医ではないんだよ。だから患者の話をとことん聞いて少しでも

気持ちを楽にしたい。その意味で良医を目指しているんだよ」と。

時には話が診療から脱線することもありますが、その会話の中から患者の気持

ちを察することが出来れば、どんな検査よりも有効になるとの話でした。

「僕は内科医だから、患者の中を理解するようにしないとね」とも笑顔で話さ

れていました。後に彼は大学の院長になり、現役引退まで同じように内科外来

に出ていました。患者も慣れたもので、朝早く診察券を出してから、ゆっくり

と検査。その後ちょっとお茶をして、他の患者とおしゃべりしてから頃合いを

見計らって待合室へというリズムが出来ており、「待たされても、やはり自分

の気持ちや不安を取り除いてくれるまでじっくりと話しを聞いてくれる」、そ

れが彼の診察室前に多くの患者を呼び寄せる大きな理由だったのではないかと

感じました。
　

父が体調を崩した時、別の医者からは手術の必要を説かれました。その時に父

は彼に助けを求めて受診をし「お前内科医なんだから、切らずに治せ」と彼に

頼みました。彼は笑顔で「少し時間がかかるけどいいか？」と言いながら、食

事の注意などをして薬だけで治るようにしてもらいました。「時間の感覚は人

と違うからねえ。早く治したい人もいれば、時間かけてという人もいるさ。そ

れを感じ取るまでにちょっとだけ時間をかけているだけだよ。」
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彼は父よりも少し先に旅立ってしまいましたが、きっと今頃は向こう側で寮歌

でも歌いながら昔話をしているのかもしれません。名医ではなく、良医を目指

し実践した、とても素敵な方でした。

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

「横浜市医療安全相談窓口８年間のあゆみ
　～患者さんと医療機関の架け橋として～」を発刊しました！！

横浜市では、平成16年に「横浜市医療安全相談窓口」を設置し、医療安全の
取組の一環として、患者･家族と医療機関との信頼関係の構築及び安全･安心な
医療の確保を目的に、医療安全相談窓口での電話相談業務を実施しています。
　
平成19年にはこの相談窓口を医療法上に規定されている「医療安全支援セン
ター」として位置づけ、研修会の開催など幅広い事業を行っています。
　
この度、相談窓口設置から８年、医療安全支援センターとして位置づけられ
てから５年となる節目を迎え、これまでの取組を振り返り冊子にまとめました。

冊子の内容は下記に記したＵＲＬ「横浜市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してご覧いただけますので　是非、ご一読いただけた
ら幸いです。
　また、ご意見ご感想もお待ちしております。

今後とも横浜市医療安全支援センター（横浜市医療安全相談窓口）を
よろしくお願いいたします。

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★ ３. 中国における鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の患者の発生について ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　
今般、中国において鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）に感染した患者が発生し
ています。

これを受けて、横浜市では市内医療機関に対して、鳥インフルエンザＡ
（Ｈ７Ｎ９）感染が疑われる患者を診察した際は、情報提供していただくよう
協力を要請しています。

詳しくは、横浜市保健所ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/

及び、同ホームページにリンクされている、厚生労働省の専用ホームページ等
をご参照ください。
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　■■■編　集　後　記■■■ 

梅の花が咲き、淡い香りを漂わせ、その後早咲きの河津桜がピンクの花を咲か
せていたと思ったら、私の近隣は桜がすでに８分咲きになっています
（執筆時点）。
家の傍では桜のトンネルと呼ばれている通りがいくつもあり、中でも文学館が
ある通りでは、満開の桜のしたを通りぬけ出来ます。花弁が散り始める頃は、
桜吹雪の中を歩くことも出来ます。また地面に落ちた桜が近隣の川に落ち、海
岸に運ばれます。もう少し経つと海岸が桜の花びらのピンク色に染まります。

春は卒業、入学、歓送迎など旅立ちと新しい出会いの季節でもあります。いろ
いろな酒席も増えてきます。くれぐれもお酒の飲み過ぎには注意しましょう。
八分目で綺麗な花を愛でたいものです。

新しい季節、楽しいお酒を楽しみましょう。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５５号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年5月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全改善事例 

　　◇モニターのアラームは適切な設定ですか？

  ２  医療安全情報

　　◇横浜市の緊急風しん対策について　　　　　

    ◇平成２５年度　第１回横浜市医療安全研修会を開催します！！

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

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

　●●●*** 　立入検査・病棟にて　 ***●●●

Ａ病院のケース

医療監視員（以下「医」）「この心電図モニター、アラーム音量はどうなって

いますか？」

看護師（以下「看」）「えっ！？いや、最初の設定の通りですけど…」

医「最初の設定って？」

看「・・・」

Ｂ病院のケース

医「あ、アラームがオフになっていますね。」

看「いやあ、あんまり鳴りすぎるんで・・・」

Ｃ病院のケース

医「アラーム音量はどう決めているのですか？」
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看「この病棟では昼間が５、夜間が４ということにしています。病棟ごとに

話し合い、音量を決めています。それをリスクマネージメント委員会で承認

する形です。オフにはしないようにしています。

アラーム音量でトラブルは起きていませんが、そのようなことがあれば再度

委員会を開いて検討します」

　◎◎◎***  ポイント　***◎◎◎

上記３つは実例というわけではなく、少々誇張して書いています。Ａ病院、

Ｂ病院が改善を要する事例、Ｃ病院がしっかり取組をしていただいている事例

のつもりで書きました。

筆者が臨床をしていたときも、病棟でアラームはひっきりなしに鳴っていまし

た。そうすると鬱陶しくなってきたものです。しかし、アラームはやはり生体

の重要な情報ですので、医療従事者が寝ずに見張り番をする代わりにモニター

し、警告してくれているいるのだという意識が必要です。

特に病院として決めごとをしていない場合は、個別の対応ではなく、組織とし

て、アラームをどのように設定していくのかということを議題に挙げてみては

いかがでしょうか？

医療安全のみを考えるのであれば、音量は「つねに最大」が理想でしょうが、

それでは患者さんの入院生活の質が阻害されてしまう可能性もあります。

日本看護協会では、「一般病棟における心電図モニタの安全使用確認ガイド」

を作成し、モニタを安全に使用するヒントとなる情報を伝えています。

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/anzen/pdf/sindenzu/zenbun.pdf

参考にしていただき、明日からの業務にあたっていただければと思います。

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

◇横浜市の緊急風しん対策について
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横浜市でも平成24年6月以降風しんの報告数が増えています。流行の中心は、
20～40歳代男性です。流行を抑えるためにも、女性も男性もワクチン接種を
お勧めします。
（女性の方は、予防接種後2カ月は妊娠をしないようにしてください。また、
麻しんも感染力が強いため、麻しん風しんの混合ワクチンでの接種をお勧め
します。）

風しんの流行拡大と「先天性風しん症候群」の発生を防止するための緊急
対策として、予防接種費用の一部助成を実施しています。

詳しくは、横浜市保健所ホームページをご覧ください。

横浜市保健所「緊急風しん対策」ホームページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/vaccination/rubella
.html

※また、医療スタッフからの風しん発生も医療安全上問題になる可能性が

あります。入職時や定期健康診断を受ける際には、予防接種歴の把握も合わ

せて行ってはいかがでしょうか。

◇今年もやります！！平成２５年度　第１回横浜市医療安全研修会の
お知らせ！！

『医療コミュニケーション～医療従事者と患者を守るために～』

日時：平成２５年７月１１日（木）午後６時開場　６時３０分開演
開場：関内ホール　大ホール
対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者
　
今回講師をお願いした岡本左和子氏は患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人
架け橋の理事であり、米国ジョンズ・ホプキンス病院国際部でペイシェント・
アドボケイト（医師と患者のコミュニケーションを円滑にし、診察や治療に
満足してもらうための調整役）として勤務された経験を活かし、医療コミュ
ニケーションの専門家として研究、講演活動等を実践されている方です。
現在、新聞のコラムも担当されています。

申し込みは方法等詳細は、以下のホームページをご確認ください。

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

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
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毎年編集部員をリニューアルしています。４月号までの担当を決めるのですが、

４月に編集部員を決定、編集会議を開くという日程の関係上、新たな編集部員

に書いていただくのはどうしても６月号からとなってしまうので、ここ２年、

５月号は編集長の私が執筆しています。

来月からはフレッシュな６代目編集部の登場となります。さらに新鮮で、「明日

から使える医療安全」を頭に入れながら編集していきたいと思っております。

よろしくお願いします！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.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５６号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年6月14日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  おすすめのメールマガジン 

　　◇ＰＭＤＡメディナビのご紹介　

  ２  横浜市の医療安全情報

　　◇平成２５年度　第１回横浜市医療安全研修会のお知らせ！！

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. おすすめのメールマガジン   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　●●●*** 　ＰＭＤＡメディナビのご紹介　 ***●●●

みなさんは、例えば緊急安全性情報（イエローレター）・安全性情報（ブルー

レター）が出たときにどのような手段で、その情報を入手されていますか？
 
今回は、そんな医薬品や医療機器の安全性に関する重要な情報が、迅速に、

タイムリーに、もちろん無料で、入手できるメールマガジンを紹介させていた

だきます。

それが、ＰＭＤＡ（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が提供している

「ＰＭＤＡメディナビ」（正式名称：医薬品医療機器情報配信サービス）です。

配信される情報は「緊急安全性情報・安全性速報」「医薬品・医療機器等安全

性情報」「使用上の注意の改訂指示通知」「ＤＳＵ（医薬品安全対策情報）」

「ＰＭＤＡ医療安全情報」等々。必要な項目のみを選択して配信を受けること

ができます。

【登録はこちらから】
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医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）

http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html

筆者も登録し、日々、配信されるメールマガジンをチェックしています。

例えば、4月22日には、「製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」

ページに「エクセグラン、エクセラーゼ、エクセミドの販売名類似による取り

違え注意のお願い」が掲載された、という情報が配信されました。販売名類似

による取り違え防止のための方策も記載されていたので、参考になりました。

（http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_info/tekisei_kigyou.html）

医薬品や医療機器の安全性確保を担っている薬剤師さんや、医療安全に係わっ

ていらっしゃる方々には必須の情報ですし、その他の医療従事者の方々にも非

常に有効なツールだと思います。

一度、ＰＭＤＡのホームページもチェックしてみてください。

医薬品医療機器情報提供ホームページ

（http://www.info.pmda.go.jp/index.html）

平成２５年３月末現在、「PMDAメディナビ」の登録者数は、約84,000件で、

内訳は病院勤務者約17,500人、一般診療所勤務者約8,500人、歯科診療所勤務

者約4,600人、薬局勤務者は約25,000人だそうです。全国の医療施設数は病院

8,605施設、診療所99,547施設、歯科診療所68,156施設（平成23年度医療施設

調査）、また、薬局数は53,642施設（平成23年度衛生行政報告例より）です

から、特に診療所･歯科診療所や薬局勤務の方々に、もっともっと登録してい

ただきたいですね。

もちろん、横浜市医療安全メールマガジンでも、医療安全に関わる身近な情報

をどんどん発信していきますので、引き続きご愛読ください！
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

先月に引き続き、第１回医療安全研修会のお知らせです。

『医療コミュニケーション～医療従事者と患者を守るために～』

日時：平成２５年７月１１日（木）午後６時開場　６時３０分開演
開場：関内ホール　大ホール
対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者
　
今回講師をお願いした岡本左和子氏は患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人
架け橋の理事であり、米国ジョンズ・ホプキンス病院国際部でペイシェント・
アドボケイト（医師と患者のコミュニケーションを円滑にし、診察や治療に
満足してもらうための調整役）として勤務された経験を活かし、医療コミュ
ニケーションの専門家として研究、講演活動等を実践されている方です。
現在、新聞のコラムも担当されています。

絶賛（！？）申し込み受付中です。
申し込み方法等詳細は、以下のホームページをご確認ください。

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

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

今年度、初めて「横浜市医療安全メールマガジン」編集部員となり、掲載記事を
担当しました。なんとなく、小学生のころ、新聞委員というものに立候補し、一
人で壁新聞を作っていたことを思い出しました。

読者の方にとって、多少なりとも有用なメルマガ記事であったら良いのですが。

　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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）
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第５７号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年7月12日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇横浜市医療安全相談窓口の相談傾向からみえてきたもの
　　　　　　　　
　　◇共感って難しい…（相談窓口担当者の経験から）　

  ２  医療安全情報

　　◇平成２５年度第１回医療安全研修会実施報告！！

　　　　　

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

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

　●●●***横浜市医療安全相談窓口の相談傾向からみえてきたもの***●●●

先日、横浜市医療安全相談窓口の平成24年度実績を、横浜市医療安全推進協議会

（相談窓口の運営方針や地域における医療安全の推進のための方策等を検討する

会）にて報告しました。

　１年間の相談件数は4,971件。その相談内容の上位３位は、１位：健康相談

(22.9%:1,136件)、２位：職員の対応・接遇(16.7%:830件)、３位：治療内容

(15.8%:787件)という結果でした。２位の「職員対応・接遇」は、毎年２位か

３位に入り、継続して相談内容の15%前後を占めています。コミュニケーション

の問題は、決してゼロになるものではありませんが、取り組みで減らすことが

できるものだと思っています。

こうした中、平成25年１月に厚生労働省から「医療対話推進者の業務指針」に
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係る通知があり、医療機関内での説明と対話の文化を醸成がすることが求めら

れています。医療事故や苦情が発生した際に患者と医療従事者の対話を促し、

合意に導く「医療メディエーター（対話仲介者）」の養成を進めている病院も

あります。患者と医療機関とが十分な対話をし、互いの意思疎通を図ることが

今後ますます進められていくことと思います。

　

　
　○○○***共感って難しい…（相談窓口担当者の経験から）***○○○

さて、相談対応のスキルとして、「相談の始まりに傾聴・共感をすることにより

相談者と信頼関係を築く」ということが言われますが、このようなことは医療従

事者の方々は少なからず耳にして、また日々の対応で意識しているところと思い

ます。私（相談窓口担当者）も相談を受ける際には、医療機関と患者が良い関係

を作るお手伝いになればと、そのような対応を実践しているつもりでした。

ところが、昨年参加した研修で、前に出て相談のロールプレイを行なった後、

全国の同業種の方から「共感ができていない」との厳しい意見が相次ぎました。

「共感」ができていると思っていただけに、ショックを受けました。

それから私が相談対応をする際には、『共感を表現する』ということを意識する

ようにしました。今まで「はい」「そうですか」だった相槌を、「大変でし

たね」「辛かったですね」と気持ちを思いやる言葉に変えて、声のトーンは平たん

にならないように、声の表情を出すことを意識しました。話の区切りがつく所では、

随所に「あなたのこのような境遇・心持ちを私は聞きましたよ、受け止めましたよ」

ということを伝えるようにしました。

しばらくして受けた相談で、医療機関での接遇に対する苦情として始まった話が、

「実は重い病状で手術を控えていることがとても不安だった。聞いてもらって少し

落ち着いた」と穏やかに相談を終えられたことがあり、成果を少し感じました。
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　「傾聴・共感をする」ではなく『傾聴・共感を表現する』ことを意識すること

で、日々の患者さんへの対応で変わることがあるかもしれない、と思い、このよう

な話にさせていただきました。こんなテーマのメルマガが届いたことを機に「自分

は患者さんに・職場の仲間にどんな表現をしているか、共感を表現できているだろ

うか」と考えていただければ幸いです。

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

先日、７月１１日（木）
平成２５年度第１回医療安全研修会を実施いたしました！！

今回は、ＮＰＯ法人架け橋の岡本左和子先生を講師に招き、
「医療コミュニケーション　～医療従事者と患者を守るために」というテーマで
ご講演いただきました。

事前申し込み　　７１６名
事前申し込み頂いた方の職種では
医師　１００名　歯科医師　６０名　看護師　２１５名　薬剤師　５４名
その他の医療技術職　７９名　事務職　１７０名　など
所属施設では
病院　２７５名　診療所　２９２名　歯科診療所　８４名　薬局　３９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１１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■■■ 

家庭ではどうかと振り返ると、娘の言動には自然と共感ができるのですが、
妻にはできていないと思われます（結果から考えると…）。
妻への共感の表現も頑張ろうと思います。
　

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

ページ(3)



メルマガ2013年７月号.txt

　★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５８号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年8月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全の改善に向けて 

　　◇「感染症発生届」を出していますか

　　　（院内での感染症と、医療安全について）
　

  ２  医療安全情報

　　◇第１回横浜市医療安全研修会実施報告２

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

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

○「感染症発生届」を出していますか（院内での感染症と、医療安全について）○

筆者（医師）は昨年度、保健所内の感染症担当部門に勤務していました。

連日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染

症法」）」に基づく医師の届け出対象疾患の感染症発生届（以下「発生届」）を

医療機関から受け取っていました。

今回は、①「発生届」とは何か、②それを出したらどうなるか、③医療安全との

つながりについて書こうと思います。

①　「発生届」とは何か。～「感染症法」に定められた疾患の届出について～

「感染症法」では届出の必要な感染症を１－５類に分類し、診察した医師には

１－４類疾患は直ちに、５類の全数把握疾患（麻しんを除く）は７日以内に管轄

の保健所（福祉保健センター）に届け出ることが義務付けられています。対象疾

患は、風しんやウイルス性肝炎といった一般的な疾患から、マラリアなどの渡航

感染症、腸管出血性大腸菌感染症など緊急性の高いものまで様々です。
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②　では「発生届」を出すとどうなるのでしょうか。

●緊急性が高い疾患●

「発生届」を受理すると、法律に基づいて患者・家族の聞き取り調査、感染経路

の確認、場合によっては入院勧告なども行われます。こうした手続きにおいて本

市の場合、区の福祉保健センターが患者、医療機関とのやりとりを行っています。

「発生届」は感染拡大防止のために必要な対応がなされる契機なのです

●風しん流行中●

昨夏以来、20-40代男性を中心に大流行している風しんは感染症法上、５類の全数

把握疾患です。妊婦が感染すると胎児に先天性風しん症候群を生じる可能性がある

ことから、予防接種が勧奨されています。（ただし妊娠中は予防接種できません）。

「発生届」の制度があることで全国的な風しん流行が判明した他、「発生届」上

で企業内集団発生、医療関連施設内発生が探知でき、患者の同意に基づいて施設

等に保健所から啓発・指導が行えた事例もありました。

●「発生届」から海外旅行ツアーでの集団感染に介入できた事例●

市内で診断された患者が集団感染の１人の可能性もあります。３類疾患である腸

管出血性大腸菌感染症の「発生届」から、患者が海外旅行ツアー参加者と判明し、

ツアー内に複数の患者を発見した事例がありました。このように「発生届」によ

って早期探知と拡大防止ができる例は全国的に報告されています。

③医療安全と「発生届」

●多剤耐性菌も●

「発生届」が医療安全と密接にかかわる場合があります。院内感染制御の課題と

なる、VRE（バンコマイシン耐性腸球菌感染症）なども５類全数把握疾患に定めら

れており、届け出を受けて適宜関連課が対応しております。ここでも医療安全へ
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のつながりが見えてきます。

●スタッフが感染症を発症したら●

医療関係者は院内での集団感染のリスクになる可能性があります。医療スタッフ

が結核、麻しん、風しんなどを発症した場合、特に免疫不全者や乳幼児、妊婦の

いる病棟や外来等では感染拡大が危惧されます。日頃からの職員の健康管理はも

ちろん、すみやかに「発生届」を提出し、保健所と連携して拡大防止策を講じて

いくことが必要と思われます（感染が拡大し、報道されてしまった例もあります）。

このように適切な届出によって、市民の安全が守られています。これを読んでい

らっしゃるのが医療機関の方でしたら、発生届のチェックをお願い致します。

届出対象疾患一覧と届出様式（下記リンク先にてダウンロード可）は、横浜市衛

生研究所のホームページをご参照ください。「発生届」から把握できた市内の感

染症統計もありますので、現在市内でどのような感染症が流行しているか、ぜひ

院内で情報共有をお願いします。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/

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

◇第１回横浜市医療安全研修会実施報告２
　
７月１１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　６２６名（アンケート提出により確認）

主な職種別では

医師　７９名（１２．６％）　歯科医師　５１名（８．１％）
看護師　１８６名（２９．７％）　薬剤師　４７名（７．５％）
事務職　１４７名（２３．５％）
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岡本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６７％と、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「具体例を交えて分かりやすかった」

「医療者の理解と患者側の受け取り方に差がある事を痛感しました」

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。

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

臨床医時代の忙しさを思うと、書類の記入や行政への連絡をタイムリーに行うの
は大変なことだと思います。しかし、そのような時こそ基本に則り、きちんとし
た対応をしておくことが後々本当に大事になってくるものです。患者さんと医療
機関の安全のためにどうぞご協力をよろしくお願いします。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.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５９号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年9月13日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全相談窓口より 

　　◇出前講座のご案内
　

  ２  医療安全情報

　　◇お待たせしました！！
　　
　　　平成２５年度第２回横浜市医療安全研修会のご案内

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全相談窓口より　   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

横浜市医療安全相談窓口では市民に向けて「お医者さんへの上手なかかり方」

という無料の出前講座を行っています。

主に地区保健活動推進員や地域ケアプラザからの依頼により、医療安全相談窓

口の担当職員がお伺いします。集まっていただいた地域の皆様にスライドや資

料を用い、医療制度についての基礎知識とお医者さんの上手なかかり方のポイ

ントを１時間程度でご説明しています。

皆様、とても真剣に聞いてくださいます。

アンケートでは、医療機関にかかる際の難しさについて、声が寄せられていま

す。その中で、質問や悩みとして多かったものには「選定療養費」、「ジェネ

リック医薬品」、「医師とのコミュニケーション」があります。

医療従事者からは説明がされているはずの事でも、患者さんは理解できない、

全く聞いていない（聞いた事がなかった）などという事があるようです。

現場で従事されている皆様も、患者さんとの会話が行き違ってしまったご経験
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はありませんか。

医療従事者が普段何気なく使っている医療用語ですが、患者さんにとって宇宙

語に等しいものが多くあるようです。少々くどいかな、という程度の詳細な説

明やかみくだいた説明が必要なこともあるかもしれません。

医療安全相談窓口では患者さんと医療機関との良好なコミュニケーションを目

指してて、これからも出前講座のＰＲと積極的に出前講座を広めていきたいと

思っています。

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

＜平成２５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２５年１１月１４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：「患者サポート体制としての医療対話推進者　－業務と研修」

　講師：稲葉　一人　氏
　　　（厚生労働省「医療対話仲介者（仮称）の実態把握と役割・能力の明確化
　　　　に関する研究班」研究代表、中京大学法科大学院教授）
　　　
　毎回、多くの方にご参加いただいている研修会です。

　近年、医療従事者と患者・家族とのコミュニケーションや患者・家族が医療機

　関に対して抱いた疑問や不安への対応が求められています。

　平成25年1月に厚生労働省から医療従事者と患者・家族の間を適切にサポートで

　きる医療対話推進者の養成に向け、業務の指針とその養成指針が出されました。

　今回、本指針の取りまとめに尽力された 厚生労働科学特別研究事業 研究代表

　者であり、中京大学法科大学院教授 稲葉一人 氏を講師としてお招きし、「患

　者サポート体制としての医療対話推進者～業務と研修～」についてお話いただ

　きます。

　申し込みの受付を始めました。
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　たくさんの方のご参加お待ちしています！！！
　
　申し込みの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■■■ 

今月も出前講座に行ってまいりました！
あまりの暑さで思いのほか少人数での開催となってしまいましたが、その分お顔
の見える距離でお話ができたこともあり、皆さん真剣にメモを取り、わからない
事は積極的に質問してくださいました。
私はこの出前講座が大好きです。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第６０号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年10月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇病理検査での検体取り違えにご注意！
　

  ２  医療安全情報

　　◇平成２５年度第２回横浜市医療安全研修会のご案内

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

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

医療機関では日常的に血液検査などの検体検査が行われています。

検体にはそれぞれの容器に患者氏名などが記されたラベルを貼付していること

が多いかと思います。

オーダリングシステムから印字出力されたラベルもあれば、手書きのラベルも

あるでしょう。

血液検査や尿検査では検査の種類が決まればラベルの数も決まるので、ラベル

作成は容易と思います。

検査の種類によっては検査オーダー時に名前ラベルを出力しがたい検査もあり

ます。

そのひとつに病理検査があります。

内視鏡検査や手術等で得られた検体は一時的に保存容器に入れられて、病理検

査を依頼することになります。
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一人の患者に対し検体容器は一つのこともあれば、いくつかの検体を採取し容

器も複数のこともあります。

この後、組織診や細胞診のプレパラートを作成します。多くの場合、複数枚数

を作成し染色などの処理をして検査を行います。

作成したプレパラートの余白には患者名、採取部位等の情報を記載します。

言葉にすると簡単ですが、転記ミスや検体を取り違える可能性が発生する場面

がいくつもあることがわかります。

検体の取り違えを防ぐためには、複数のスタッフによるダブルチェックや、患

者情報は氏名だけでなく患者番号等も併記する方法が考えられます。

他には検体の採取部位（左右等）の明示が必要になる場合もあります。

検体検査の一部または全部を外部の衛生検査所に外注している医療機関

では、依頼した検体が衛生検査所での管理体制がどのようになっているかを把

握しておくことも必要ではないでしょうか。

また、どの過程で取り違えが起こったかを検証するためには、検体の採取、受

け入れから結果報告までの段階ごとに確認を行うなどトレーサビリティの確保

をすることも必要なことだと思われます。

きちんとした手順や取り決めをしていないと検体が行方不明になったり、他人

の検体や検体採取部位の左右の違いが不明であることにより、正しい診断結果

が得られないことになり、重大な事故につながりかねません。

物言わぬ検体だからこそ慎重に丁寧に検体を扱う必要性があることがわかります。

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

＜平成２５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２５年１１月１４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：「患者サポート体制としての医療対話推進者　－業務と研修」

　講師：稲葉　一人　氏
　　　（厚生労働省「医療対話仲介者（仮称）の実態把握と役割・能力の明確化
　　　　に関する研究班」研究代表、中京大学法科大学院教授）

　たくさんの方のご参加お待ちしています！！！
　
　申し込みの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■■■ 

9月も半ばごろから台風の襲来など季節の移ろいが感じられるようになりました。

今回の原稿のテーマを決め書き始めた矢先に、病理検査での検体取り違えによる
事故の報道があり、テーマの選定に検体取り違えを選んだ偶然に驚いています。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第６１号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年11月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇医薬品の誤投薬を防ぐために
　

  ２  医療安全情報

　　◇医療安全に関する研修会のご紹介

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

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

◇医薬品の誤投薬を防ぐために

患者さんに誤った医薬品が投薬されてしまう可能性は様々な場面で考えられますが、

その中に調剤時の医薬品の取り違えがあります。

取り違えの要因の一つは、名前や見た目が似ていることであると言われています。

そのため、各医療機関の皆様も医薬品管理では、注意喚起のラベルや類似している

名称・外観の医薬品を隣接して配置しないなど、様々な工夫をされていると思いま

す。先日立入検査に伺ったある病院の薬剤部では、用量の異なる規格の医薬品を陳

列している場合に調剤棚の枠の色を変えることで注意喚起を行っていました。医薬

品の取り違えを起こす危険性は薬剤師のみではなく、病棟等の医薬品を扱う部署で

あればどこにでもあります。たとえば、病棟の救急カートや手術中の医薬品の使用

など、緊急性が高い時ほど注意して医薬品を扱う必要があります。

患者さんに間違った医薬品が渡ってしまう別の可能性としては、似た名称の医薬品

の誤処方があります。それを防ぐために、患者さんの症状と処方薬の薬効を再確認
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する、院内の薬剤師によって院外処方せんの処方監査をする、オーダリングシステ

ムに医薬品名の頭文字を３文字以上の入力をしなければ候補が出ないようにするな

どの取組がなされています。

誤投薬が起こりやすい代表的な事例として「アマリール錠」と「アルマール錠」の

組み合わせがあげられます。この２剤の組み合わせによる処方・調剤の間違いが数

多く起こったために、メーカーはＰＴＰシートのデザイン変更を行うなどの対策を

行い、平成20年12月に厚生労働省から注意喚起の通知も出ました。しかし、その後

も誤投薬が発生したためにメーカーは「アルマール錠」から「アロチノロール塩酸

塩錠」へ名称を変更しました。また、同様の例として「タキソール」と「タキソテ

ール」の組み合わせがあり、この例では「タキソテール」が「ワンタキソテール」

に名称変更されています。

実際にインシデントやアクシデントが発生してしまった時には、報告書を提出、安

全管理委員会などの場で、院内全体での事例の共有と評価を行い、改善策を立案し

ていくことが次の間違いを防止するために重要になります。

このメルマガが、皆さんにとって医薬品の安全使用を改めて考えていただく機会に

なれば幸いです。

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

医療安全に関する学会やセミナーなどをいくつかご紹介します。

◎第８回医療の質・安全学会学術集会

「チームで良くする医療の質、質を支える安全学

　～現場と社会の協働促進」

会期：２０１３年１１月２３日（土）～１１月２４日（日）
会場：ビッグサイトＴＦＴホール

詳細は下記ホームページをご確認ください。
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http://www.procomu.jp/qsh2013/

◎国際予防医学リスクマネージメント学会

「医療安全のための臨床コミュニケーション実習研修2014冬季」

会期：２０１４年１月１０日（金）～１月１２日（日）
会場：東京大学本郷キャンパス

詳細は下記ホームページをご確認ください。

http://www.iarmm.org/J/CRC2014/

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
先月、福岡の医療施設において死亡者が出るほどの大きな火災がありました。こ
の事故のニュースを聞き、医療施設における防災・防火体制の整備は非常に重要
であり、医療安全の確保と同様に、その必要性の大きさをを改めて考えることに
なりました。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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

　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　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６２号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 25年12月13日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇そのローカルルール、大丈夫ですか？
　

  ２  医療安全情報

　　◇病院や有床診療所、助産所における防火・防災対策について

　　◇平成２５年度第２回横浜市医療安全研修会実施報告

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

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

◇そのローカルルール、大丈夫ですか？

医療行為のルール決定について、「外来での造影ＣＴ検査」という例をあげつつ、

考えてみましょう。

①診察券を出して受付（事務）
②呼ばれてＣＴ室へ（事務または診療放射線技師）
③造影同意書の確認（看護師または診療放射線技師）
④医師による当日の体調の確認
⑤医師による造影剤注射
⑥撮影（診療放射線技師）
⑦終了後の経過観察（医師、看護師等）
⑧支払して診察券を受け取り帰宅（事務）

造影ＣＴを例にあげるまでもなく、医療行為には、実に複数の職種、医療従事者

が関与しています。

ずっと以前には、「（こんな事は医療の常識だから）不言実行でよいのだ」とか、

「自分が分かっていればそれでよい」などという風潮もあったかもしれません。

しかし、ますます複雑・専門化する医療現場において、様々な悲しい事故が報道
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されています。このようなことから医療安全が声高に叫ばれるようになり、、医

療者間で共通理解しておく事項が必要となってきました。それが「マニュアル」

と呼ばれたり「手順」と呼ばれたりするものです。造影ＣＴでは、各医療機関は

「造影ＣＴマニュアル」という類のものを作っています。

マニュアルがある事で、そのマニュアルが実情に即しているかといったことも検

討でき、適宜改訂を行う事ができます。

この評価→改善という過程は、安全のＰＤＣＡサイクルを回すうえで極めて重要

な１ピースですが、このサイクルを病院全体で回さないと落とし穴にはまること

があります。

例えば、看護師と患者が一緒に入院病棟から造影ＣＴ室に行って申し送りをする

場合、院内共通マニュアルでは「造影剤のアレルギーはカルテの表紙のアレルギ

ー表示欄と同意書で確認する」となっていたとします。しかし、ある病棟Ａでは

「今までそれでトラブルになったことが無いから」という理由で、「造影剤のア

レルギーは同意書で確認する」と、勝手に解釈して口伝えしてしまっていたらど

うなるでしょう？

たまたま患者さんが自分のアレルギーを忘れていて同意書のアレルギー欄にチェ

ックしていなかったら・・・カルテの表紙にはちゃんと「造影剤禁忌」と書いて

あるのに、Ａ病棟のこの患者さんは造影ＣＴを実施されてしまうかもしれません

（もちろんＣＴ室で撮影に待ったをかけて事無きを得る、など、ほとんどの

例では別のセーフティネットが働いて問題はないと思いますが）。

もちろん、改善や業務効率化のために職員がアイデアを出していくのはありがた

いことです。そうしないと様々な改善に結びついていかないのですから。しかし、

ある部署だけでマニュアルを変更して、それがローカルルールとなってしまうと、

前述したような事故が起こる可能性があります。

したがって、この場合、「アイデアは一病棟に限って検討するのではなく、安全

管理委員会などで議論する。そして、もし変更する場合は病院全体で変更し、一
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本化するする」というのが望ましい方法でしょう。

ローカルルールが発生していないか日ごろから点検を行いながら、全員参加で医

療安全を「安全に」進化させていって頂きたいと思います。

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

◇病院や有床診療所、助産所における防火・防災対策について

今般の福岡における有床診療所の火災の発生を受けて、「病院等における防火・

防災対策要綱の制定について」を変更する旨の通知が厚生労働省から発出されて

います。それを受け、横浜市保健所から市内の病院、有床診療所、助産所に通知

を送付いたしました。ご確認の上参考にしていただき、一層の防火・防災安全対

策を講じてください。

今回の通知は病院など、入院設備や入所設備を持っている医療機関に向けられた

ものですが、言うまでもなく防火・防災体制は無床の診療所でもしっかり確保し

なければなりません。たとえば前述の要綱の中で、「電気を使用する医療機器等

については、電源プラグを長期間コンセントに差し込んだままにしておくと、プ

ラグとコンセントの隙間にほこりがたまり、そのほこりが湿気を帯びて発火の恐

れがある（トラッキング現象）ため、プラグを時々抜いて、乾いた布でほこりや

湿気を拭き取るなどの適切な処置を行う事」という記述がありますが、これは無

床の診療所にも当てはまる事であり、早速今日から取り組めることと言えます。

これからの季節は空気が乾燥し、より火災が発生しやすくなります。医療機関の

管理者、そして職員一人ひとりの防火・防災に対する意識と知識の向上をお願い

したいと思います。
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「病院等における防火・防災対策要綱の制定について」
（平成25年10月18日付け医政発）

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131025G0010.pdf

◇第２回横浜市医療安全研修会実施報告

１１月１４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。

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　５０５名（アンケート提出により確認）

主な職種別では

医師　５８名（１２％）　歯科医師　３２名（６％）
看護師　１５２名（３０％）　薬剤師　３１名（６％）
事務職　１２１名（２４％）

稲葉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６９％と、満足度の高い講演内容になったことがわかりました。

「医療者としての心構え等を再認識出来た」、「現在直面している問題に則

しており、とても役立ちました」などの声をいただいております。

アンケート結果は医療安全支援センターホームページに掲載しておりますの

で、こちらもご確認ください。

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

今後も満足度の高い研修会を企画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。

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

先日本で読んで知り驚いたことなのですが、スペインのバルセロナにある世界遺

産、サグラダ・ファミリアは何と違法建築なんだそうです！ガウディは教会なの

で手続きが不要だと思っていて、そのままの状態になっているとのことです。
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「いつ完成するのか？」という問いに対し、ガウディは「神様はお急ぎにならな

い」と答えたそうです。施主は神様だった、ということですね！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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６３号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年1月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１　医療安全事例

　　◇そのＵＳＢメモリ、個人情報保護対策は万全ですか？  

　２  医療安全情報

　　◇感染性胃腸炎及びインフルエンザ流行について

    ◇平成25年度第３回医療安全研修会のご案内

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

┏━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医 療 安 全 事 例　　★
┗━━━━━━━━━━━━━┛
　
　◇そのＵＳＢメモリ、個人情報保護対策は万全ですか？

この数年、記憶媒体の紛失、個人情報の流出といった事件は枚挙にいとまがな

く、それは医療機関も例外ではありません。病院や診療所の医療従事者が、個

人情報を含むＵＳＢメモリを紛失してしまったという事件は、昨年だけでも多

く報道されています。また個人情報を含むパソコンの盗難事件も発生しました。

これらの事例に対し、厚生労働省からも「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」や「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」が出されています。

後者の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版」は、平

成２５年１０月に改定されたものですが、医療情報の安全管理対策について細

かく記述されています。医療機関の責任者が遵守すべき内容、という位置づけ

ですが、従業者の方が読んでもとても参考になる内容かと思われます。
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ＵＳＢメモリ等の持ち出しに関する事故については、同ガイドライン内の「情

報及び情報機器の持ち出しについて」に述べられています。

最低限のガイドラインとして、①情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を

運用管理規程で定めること。②運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機

器の管理方法を定めること・・・　と始まります。そして、⑥情報機器に対

して起動パスワードを設定すること。設定にあたっては推定しやすいパスワー

ド等の利用を避けたり、定期的にパスワードを変更する等の措置を行うこと。

⑦盗難、置き忘れ等に対応する措置として、情報に対して暗号化したりアクセ

スパスワードを設定する等、容易に内容を読み取られないようにすること。

などなど、具体策が書かれています。

横浜市保健所でも、病院の定期立入検査の際に、個人情報の運用管理規程の整

備状況、各種の安全管理措置の状況等についてチェックしています。

それでも、運用管理規程を整備したところで、全医療従事者へその規程をいか

に遵守させるか、という問題は残るのが難しいところです。このメルマガを読

まれた従事者の方は、一度下記のガイドラインに目を通していただければと思

います。

ガイドラインの全文については、以下のホームページをご参照ください。

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026088.html

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

　◇感染性胃腸炎及びインフルエンザ流行について　

横浜市では感染症法に基づき「感染症発生動向調査」を実施し、感染症の流行

予測をしています。平成２５年第５０週（１２月９日～１５日）における報告
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数が、感染症胃腸炎警報発令基準（１定点あたり１週間の患者報告数２０人）

を超え「２３．１４」となりましたので、警報を発令しました。

感染性胃腸炎は、ノロウイルスによる発生が多くを占めています。

予防には手洗い、便や吐物の適切な処理と消毒、食品の十分な加熱が重要です。

ノロウイルスの消毒には次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。

嘔吐物の処理については、以下のホームページに分かりやすくまとめてありま

すので、ご参照ください。

YouTube「実践で学ぶ嘔吐物処理」（保土ヶ谷福祉保健センター作成）

http://www.youtube.com/watch?v=iSfVYPag_pE　

また、インフルエンザの発生も、平成２５年第５１週の集計で、１定点あたり

「１．３５」となり、流行開始の目安となる基準を超えました。

医療機関にお勤めの読者の方は、患者さんへの注意喚起をお願いします。

　◇平成２５年度第３回医療安全研修会のご案内

テーマ：「救急医療は社会のセイフティーネットである：医療機関間の連携
　　　　　の実際」

日時：平成２６年２月１３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：森村　尚登氏（横浜市立大学大学院医学研究科救急医学　主任教授）

今回は、横浜市立大学市民総合医療センター高度救命救急センターの現場で
救急対応されている森村尚登氏を講師にお招きし、救急医療における医療機
関間の連携についてお話しいただきます。

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　長　よ　り■■■ 
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あけましておめでとうございます！

医療安全に関する事例も、従来の転倒・転落といった事に加えて、福岡の有床診

療所で起きた火災や、今月号事例として挙げたＵＳＢメモリの紛失など、その範

囲がより広いものとなってきていることを感じます。

本メールマガジンも引き続き、新鮮で有用な情報を提供していきたいと思ってい

ます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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６４号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年2月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１　医療安全事例

　　◇その臨床検査の結果は信用できますか？  

　２  医療安全情報

　  ◇横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会
　　　「どこでも起きる身近な問題」について

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

┏━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医 療 安 全 事 例　　★
┗━━━━━━━━━━━━━┛
　
　◇その臨床検査の結果は信用できますか？

的確な診断、治療のためには、検査結果が信頼できるものであることが前提で

す。検査結果に誤りがあれば、診断の遅れや誤診、不適切な治療につながる可

能性があり、検査精度の信頼性は大変重要です。
　

検査の精度を正しく評価し、維持するため、検査を実施する部門では精度管理

が必要です。施設内で実施する内部精度管理による評価とともに、都道府県や

医師会等の外部団体が主催する外部精度管理調査による評価を受け、改善につ

なげます。外部精度管理調査では、同じ試料を用いて施設間のばらつきを調査

することが可能で、他施設との互換性を確保するためにも大切なものです。
　

検査サービス全体を網羅する品質保証システムを運用したり、国際規格である

ISO15189 や米国病理学会（CAP）による臨床検査室の外部認定を取得したりす

ることで、信頼性を確保している施設も増えています。
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神奈川県では、精度管理事業として「神奈川県精度管理調査」が実施されてい

ます。この調査は、神奈川県臨床衛生検査技師会に実務を委託し、神奈川県及

び横浜市を含む保健所設置４市が協力して実施しています。県内の衛生検査所

だけでなく、医療機関等の臨床検査実施施設も参加しており、例えば平成24年

度の生化学的検査での参加は、衛生検査所が18施設、一般病院が81施設でした。

調査は生化学的検査だけでなく、微生物学的検査や病理学的検査等についても

行われています。
　

医療機関からの検査を受託する衛生検査所には、外部精度管理調査に年一回以

上参加することが求められています。一方、医療機関の検査部門には精度管理

に関する法的な整備はなされていません。上記の神奈川県の調査においては、

ここ数年参加施設数が低下傾向にあります。他の調査への参加により精度が確

保できているのなら良いのですが、このような外部精度管理調査に参加してい

なければ、問題点の認識が難しくなります。

調査の成績は概ね良好である一方、例えば、ある微生物検体に対する抗生剤の

阻止円直径を見るという項目において、本来なら感受性あり(S)となるべきと

ころ、耐性(R)という結果を報告している施設があるなど、基準を大きく逸脱

し、早急な改善が必要との評価を受けている施設も実際にあります。基準から

逸脱した要因は様々ですので、それがすべて診療に影響するものとは限りませ

んが、問題点がそのまま放置されれば、検査に起因する過誤につながる可能性

もあります。

　

的確な診断、治療には、信頼できる検査結果が必要不可欠ですので、院内の検

査部門であっても、外部の衛生検査所であっても、検査を依頼する先の精度管

理がどのように行われ、不適切な状況があった場合はきちんと改善されている

のか、一度確認してみてください。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◇横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会
　　「どこでも起きる身近な問題」について

横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会では、これまでに集めた事例の
中で特に各医療機関にも共通すると思われる問題について、事例と対策を順
次ホームページに掲載してます。
１月には、２事例目として「体内に圧可変シャントを埋設された患者さんの
MRI検査時の注意点」が新しく掲載されました。

ご自身の施設の医療安全対策にもご活用ください。

（ホームページ）
 事例２　体内に圧可変シャントを埋設された患者さんのMRI検査時の注意点(PDF)

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shiryo/hoshasen2.pdf

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　記事を書いていると、娘が通う小学校からメールが…「○年○組で欠席者多数
　のため明日から学級閉鎖です。」
　娘のクラスじゃなくて良かったと正直に思ってしまうところが、保健所職員と
　して未熟です。
　まだまだ注意が必要な時期です、体調管理には十分に気をつけましょう。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第６５号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年3月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全相談事例から 

　　◇診察室の中でのコミュニケーション

  ２  医療安全情報

　　◇第３回横浜市医療安全研修会実施報告

　  ◇横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会
　　　「どこでも起きる身近な問題」について

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全相談事例から　   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇診察室の中でのコミュニケーション

相談窓口に寄せられる相談者からの声をお聞きし、１年半になろうとしてい

ます。

最近気にかかる相談があります。それは「先生が診察をしてくれない」とい

うものです。
　
「薬は出して貰えるが診察をしてもらえない」という声が多くありました。

じっくりお話を伺うと、それぞれのケースに共通する診察室の中の風景が浮

かんできました。

まず、診察室に患者さんが呼ばれます。患者さんは診察室に入り、医師の前

の椅子に座ります。医師は自身の机の上におかれたパソコンのモニターに目

を向け、椅子に座った患者さんの方を振り向こうとしません。すると医師が

患者さんを振り返ることなく、「別に変わりはないですね、お薬を出してお
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きましょう」と一言。或いは「まあまあですね。お薬を出しておきますから」

と一言で診察が終了します。患者さんは看護師さんに促され診察室の外へ。

患者さんの側から見れば何が何だか判らない状態で「診察」が終了してしま

っている訳です。そして、その事に関しての不満や怒りなどをこちらの窓口

にぶつけてこられます。
　

患者さんからの言葉をまとめると「聞きたいことが聞けない」「変わりがな

い、まあまあですという医師の言葉は良い方向なのか、悪い方向なのか」

「データと言われてもそれがどの程度でどういう状態なのかが全く判らない」

「患者さん自身の身体の変化などについて医師から意見を聞きたい」と言っ

たことが多くなっているようです。

中には具体的に、「聴診器を当てない」「触診なども行わず、患者自身が体

調変化を訴えても、それ以前に行った検査結果の数字だけで判断されてしま

う」「喉が痛いといっているのに喉をみることもしてくれない」などがあり

ます。

これらのことが相まって「診察をしてくれない」という苦情につながるので

はないかと推察されます。

多くの患者さんに相対している医師の立場を考えると、診察時間をどの程度

割り当てるかと言うのは簡単に答えが出せるものではありません。

広く考えれば医療体制全体の問題であり、患者さんをゆっくり診察できる医

療体制を作らなければならないという大きな命題に向き合うことになるのか

と思います。

患者さんから見れば、医師に自分の様子を伝え、医師からきちんと自分を診

てもらいたいという要望があります。その中で医師が患者に対面する時間が

減り、自身のデスク上のモニターばかり見ていることに不満を募らせている

ように感じます。中には「人と話をする時に相手の顔を見て話すのは最低限
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のマナーでしょう」と憤慨されている方もいらっしゃいます。

読者の方々は日々接遇など努力されていることと思いますが、この記事が、

診察室内でのコミュニケーションについてご一考のきっかけになれば幸いで

す。

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

◇第３回横浜市医療安全研修会実施報告
　
２月１３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。
第３回では、横浜市立大学大学院医学研究科救急医学　森村　尚登先生に、
「救急医療は社会のセーフティネットである　地域連携の重要性」と題した
ご講演をいただきました。

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３２１名（アンケート提出により確認）

主な職種別では

医師　４４名（１４％）　歯科医師　２９名（９％）
看護師　８６名（２７％）　薬剤師　１６名（５％）
事務職　９９名（３１％）

森村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６３％と、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「救急医療体制の実際を知ることができた」という感
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。

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

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。

◇横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会
　　「どこでも起きる身近な問題」について

横浜市立病院等安全管理者会議・放射線部会では、これまでに集めた事例の
中で特に各医療機関にも共通すると思われる問題について、事例と対策を順
次ホームページに掲載してます。
２月には、３事例目として「待合室や撮影室でシリンジ（輸液）ポンプが
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「ピーピー」と鳴ったら？」が新しく掲載されました。

ご自身の施設の医療安全対策にもご活用ください。

（ホームページ）
 事例３　待合室や撮影室でシリンジ（輸液）ポンプが『ピーピー』と鳴ったら？

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

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

オリンピックも終わり、梅の花が満開となり、早咲きの神津桜がきれいなピンク
色で春の空を彩っています。
大雪に見舞われ、雪の重さに耐えられず枝が折れてしまった木にも綺麗な花がつ
いているのを見ると改めて生命の力強さを感じています。
３月は卒業など別れの季節でもあり、新しいスタートの準備期間でもあると思い
ます。小田原の曽我の梅林では可憐な梅の花と、うぐいすなどの小鳥のさえずり
で目と耳で楽しませてもらえます。４月上旬になると同じ小田原市内の文学道路
で左右に配置された桜のトンネルの桜吹雪が圧巻です。是非一度体験してみて下
さい。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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６６号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年4月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全相談事例から 

　　◇医療機関の防火・防災体制について

  ２  医療安全情報

　　◇平成25年度病院定期立入検査について

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全相談事例から　   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇医療機関の防火・防災体制について

昨年１０月に福岡市で起きた診療所での火災はまだ記憶に新しいと思います。

医療機関での防災体制について関心がある方も増えていると思いますが、私

が立入検査等で様々な医療機関に伺った際のことを書きたいと思います。

一番印象に残ったことは避難経路に障害物が置かれてしまっていることです。

職場ではあまり意識することはないかもしれませんが、程度の違いはあるも

のの、どの医療機関でも見受けられました。非常口は普段使用しないため、

そこへ至る通路は使用頻度が下がり、物が置かれることがあるようです。

次に防火戸の状況についてですが、避難経路と同様に、障害物が置いてある

事が多い状況でした。防火戸は色々な種類があり、普段は収納されているも

のもあれば、通常は閉めておくべきものもあります。収納されている防火戸

の場合、そこが非常時に防火戸によって区画される（閉まる事によって、延

焼の拡大を抑える）ということを意識しておかないと、なかなか気づかない
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ことがあります。常時閉めておくべき防火戸についても、障害物を置いて開

けっ放しの状態になっていると、火災時に機能してくれないということにな

ってしまいます。

医療機関に従事されている方は、今一度職場の身の回りを確認していただき

たいと思います。一人ひとり、自分にできる範囲で改善していただければ決

して難しくはないのではないのでしょうか。

横浜市医療安全メールマガジンの６２号でも、病院や有床診療所、助産所に

おける防火・防災対策について書かれていますので参考にしていただければ

と思います。

●●●*** 　防火管理者について　 ***●●●

医療機関に立入検査に伺い、防火・防災に関する資料を拝見しており、この

中には防火管理者についての資料もあります。この防火管理者とはその名の

通り、防火対象についての消防計画の作成、火気管理、避難施設の維持管理

等を行う方です。防火管理者にも種類があり甲種防火管理者と乙種防火管理

者があります。防火対象の収容人数や広さ等で、求められる防火管理者

（甲種又は乙種）が変わります。さらに、複数の防火管理者に権限が分かれ

ているものについては、平成２６年４月１日から消防法令の一部が改正され、

統括防火管理者を協議し選任しなければならなくなります。

防火管理者がいる医療機関においては、防火管理者の管理の下、防火訓練を

実施することになっています。年２回の防火訓練の中で、１回は夜間訓練又

は夜間を想定した訓練をすることになっていますが、この点について不十分

な医療機関が見受けられました。

医療機関のこうした様々な状況を実際に見て感じたのは、個人の意識を高め
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ることの重要性です。

このメールマガジンを読まれた方が、身の回りの防火体制について少しでも

良い方向へ進むよう協力していただければ幸いです。

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

◇平成２５年度病院定期立入検査について
　
横浜市では、安心・安全な医療を推進するための体制が整っているかどうかを

確認するため、毎年市内の全病院（平成２５年度は１３４施設）を訪問し、国

から示された要綱に従い、医療法に基づいて立入検査を行っています。その中

でも重点的に検査した項目について結果をまとめホームページに掲載しました

ので、ご参照ください。

「横浜市内の病院への定期立入検査結果について」
（横浜市健康福祉局ホームページ内）

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/imuyakumu-jyouhou/tachiiri.html

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

大分暖かな日が増えて過ごしやすくなってきました。

冬の間はバイクで走っていると寒さでくじけてしまいましたが
暖かくなったらバイクでちょっと遠くまで出かけたいといろいろ計画を考え
ています。
計画を考えるのは楽しいのですが、なかなか計画とおりいかないことも多々
あります。
しかし、それも旅の醍醐味と思いながらのんびり楽しみたいと思っております。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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
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　★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67号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年５月16日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇そのマニュアル、もう一度見直してみませんか？

  ２  医療安全情報　
    
    ◇速報！平成26年度第１回医療安全研修会開催日決定！！　　　　

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

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

◎そのマニュアル、もう一度見直してみませんか？

病院、診療所などの医療機関には非常に多くのマニュアルがあります。

施設の規模にもよりますが、一般的には、医療安全マニュアル、感染管理マニュ

アル、手術マニュアル、各種処置マニュアル、看護基準などが挙げられます。

医療事故では、しばしば「マニュアルの遵守不足」が要因になっていることが

ありますし、マニュアルを適宜確認しながら業務を行うことは、正確かつ標準化

された業務の基本となります。

立ち入り検査等で様々な医療機関に伺わせて頂くと、

①「マニュアルがあることが周知され、皆が使い慣れているか」

②「マニュアルの内容が定期的に見直されているか」

③「マニュアルが遵守されていることを定期的に確認する体制があるか」

といった点で医療機関ごとに状況は様々だと実感します。

多くの場合、各業務に関するマニュアルは作られていますが、
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「主任以外、マニュアルはどこにあるかわからない」

「平成18年に一度作ったきりでそれから一度も内容を見直していない」

「似た名前のマニュアルが２つあるけど、どちらが正しいかわからない」

「マニュアルどおりに業務が行われているか確認するような体制（医療安全

ラウンド等）がない」

と聞くことも多くあります。

これではせっかく良いマニュアルを作っていても意味がありません。

○危険、こんな落とし穴

よかれと思って作ったマニュアルが、こんな結果を招くことがあります。

「マニュアルに誤った方法が記載されていたため、インシデントにつながった」

という事例を耳にしました。

安全に業務を行うためにあるはずのマニュアルが、反対に事故の原因になっては

何の意味もありません。

・マニュアルを作るにあたっては、責任者（必要に応じて医師など複数）が

目を通すこと。

・実際にマニュアルを配置した後、定期的に見直しの機会を作ること。

・マニュアルを遵守した業務が行われていることを確認する体制があること。

・院内にどのようなマニュアルがあるか安全管理委員会（または安全管理担当者）が

把握していること。

こうしたマニュアルの管理体制も、安全な業務を行う上では重要なポイントです。

○明日に向けて

院内に、誰がいつ作ったかわからないマニュアルはありませんか。

見直しが行われていないマニュアルはありませんか。

必要なのに、医師や責任者が内容を確認していないマニュアルはありませんか。

同じ業務に複数のマニュアルがあり、混乱の原因になっていませんか。
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まずはご自身の使われるマニュアルのチェックをしてみてはいかがでしょうか。

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

＜速報！平成26年度第１回医療安全研修会開催日決定！！＞

毎年ご好評をいただいている医療安全研修会を今年度も実施します。

第１回のテーマは「患者・家族との良好な関係構築のために」

講師は長谷川　剛氏（自治医科大学附属病院医療安全対策部教授）です。

長谷川先生には一昨年の研修会でも一度講演をお願いし、その際に参加者から

「また聞きたい！」という声を多くいただきました。

日時は平成２６年７月１０日（木）１８時３０分からを予定しています。

詳細、申し込み方法等は近く、ホームページに掲載します。

今しばらくお待ちください。

（注）今年度の医療安全研修会は会場の都合で

　　　第２回を９月、第３回を１１月に開催する予定です。

　　　各回の詳細は都度ご報告しますが、

　　　例年と開催月が異なりますので、ご注意ください。

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
　
ゴールデンウィークも終わり、新人の方も各職場に慣れてくる頃でしょうか。

メルマガ編集部も、新入職員を迎え、新たな体制でスタートしました。

平成20年に始まったこの医療安全メールマガジンですが、医療安全相談窓口の

相談事例や医療安全情報を求める声を契機に発行が始まりました。

発刊から既に67号。今後の誌面作りの参考に、読者の皆様のご意見やご感想を

お寄せいただけると、とてもありがたいです。

メール：kf-soudan@city.yokohama.jp

どうぞよろしくお願いいたします。
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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.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68号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年６月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例

　　◇施設内の掲示をユニバーサルデザインと視覚の立場から
　　　考えてみませんか？

  ２  医療安全情報

　　◇平成26年度第１回医療安全研修会 参加申込み受付中です！！

　　　　　

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

◎施設内の掲示をユニバーサルデザインと視覚の立場から考えてみませんか？

外界の刺激から最も多くの情報が得られるのが視覚と言われています。

そもそも、物が見えるためには明るさが十分にあることが必要になります。

そのために照明をどのように配置すれば良いかは安全な環境を維持するの

に重要です。

明るさにより見えやすさや読みやすさも変わってきます。暗い場所で細かい

文字は見えづらくなります。また、年齢を重ねるごとに同じ明るさでも見え

やすさは低下していきます。若年者は読めても高齢者は読めないことも

あります。たとえば20歳代と60歳代では、同じものを見ても見えやすさ

が大幅に違っています。

健常者にも障害のある方にも安全な環境を提供するのにユニバーサルデザイ
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ン（UD）という考え方があります。良く知られたユニバーサルデザインの一

つにシャンプーとリンスのボトルを区別するために、シャンプーのキャップ

とボトル部分に数本の溝がつけたものが挙げられます。キャップやボトルに

溝をつけることを考案したのはシャンプーやリンスを製造販売している企業

でした。当初はシャンプーとリンスを区別する実用新案として申請されまし

た。ところが、ユーザーの反響が大変好意的であったので、実用新案を取り

下げて業界各社に同様の改善を行うよう呼びかけた結果、多くの製品にも溝

がつけられることになったということです。単純かつ分かりやすい工夫であ

ると言えます。

医療機関の中には様々な案内や注意事項が掲示されています。掲示物がある

場所には十分な明るさが必要ですし、黄色の用紙に白色の細線の書体で書か

れた文字は見えにくいように、使用される文字色、書体及び背景の配色の

違いなどにより文字情報の伝わりやすさが違います。

ユニバーサルデザインには公平性や単純性など7つの原則が示されています。

この考え方に基づいて誰もが見やすく認識しやすい掲示をすることで

施設内でのトラブルを少しでも防ぐことができるのではないでしょうか。

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

＜研修情報＞

平成26年度第１回医療安全研修会の参加申込みを受付中です！！

先月号でも速報としてご案内した第１回医療安全研修会の参加申込み受付が

はじまっています。

第１回のテーマは「患者・家族との良好な関係構築のために」

講師は長谷川　剛氏（自治医科大学附属病院医療安全対策部教授）です。

日時は平成２６年７月１０日（木）１８時３０分から
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詳細、申し込み方法等は下記ホームページをご確認ください。

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

多くの皆様のご参加お待ちしております！

（注）今年度の医療安全研修会は会場の都合で

　　　第２回を９月、第３回を１１月に開催する予定です。

　　　各回の詳細はその都度お知らせしますが、

　　　例年と開催月が異なりますので、ご注意ください。

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

今回のテーマに取り上げたユニバーサルデザインの考え方を私の職場に初めて

紹介したのは十数年前のことでした。誰もユニバーサルデザインを知っている

者がいませんでした。当時はバリアフリーの考え方が大勢でしたので、ユニ

バーサルデザインの考え方に大きな興味と可能性を感じたのを思い出します。　

今では多くの企業や自治体でもユニバーサルデザインの考え方を製品や街づ

くりに取り入れているところもあり隔世の感があります。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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69号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年７月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇告知を受ける立場になって、初めて見えてきたこと。

  ２  医療安全情報

　　◇平成26年度第１回医療安全研修会が無事終了しました。
　　　

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

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

◎告知を受ける立場になって、初めて見えてきたこと。

私が横浜市医療安全相談窓口で相談業務の仕事を始めて、この４月で早いも

ので１年半が経ちました。その間に約2,000件の相談をお聞きし、相談から多

くのことを学ばせていただいております。

今回は私自身が昨年末に体調不良を起こして高校の同窓生である医師を頼り

大学病院を受診した際の経験をお話ししたいと思います。

久々の再会でもあり最初は診察半分、昔話半分という診察から始まり、患部

の検査などを行い、通常通り次回予約を入れ帰宅しました。ある晩担当医師か

ら突然電話が入り、「次回の診察は少しゆっくりと話をしたいので予約時間を

変更して欲しいのだが」と言われました。私は直感的に「何かあったな」と思

いました。

普段、相談窓口にご相談いただく方々には「インフォームドコンセントの心

構え」として、「きちんと医師からの話を聞き、メモを取りながら不明な点を
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メルマガ69号（7月）.txt
残さないように納得するまで話を聞いて下さい」とお伝えしており、自分は何

があっても大丈夫だと考えていました。

当日、診察室に入ると医師はこれまでとは違い深刻な顔で話を始め、検査結

果の説明などを一通り行い、ひとつ大きな息をついて話を続けました。

「以前、ここで検査をして見つかっていた腫瘍部分なのだが、今回の検査では

６年前の検査の５ミリから倍以上の12ミリ程度に大きくなっていて、今後

の不安もあるので一度生検をする必要が出てきているんだよ」。

医師は、言葉を選びながら話を続けました。

私自身は「腫瘍」という言葉を聞いた後からは、それまで取っていたメモの

書き込みが止まり、自分が次にどのように対応したらいいのか、分からない状

態となっていました。

医師は「手術は細かい部分になるので、若い医師にお願いしたよ」と執刀医

を紹介しました。彼はきびきびと模型を使って手術の説明を行い、後日、麻酔

担当医から説明がありますと笑顔で説明しました。しかし、懇切丁寧であった

はずの説明の殆どは頭から消えていました。若い医師が診察室を出た後、友人

の医師は大きく息を一つしてから、「分からないところとか、不明な部分があ

るよね。即答出来なくてもいいのでゆっくり考えてほしい。今の段階で分らな

いことがあれば何でも聞いてほしい」と話し始めました。私の正直な気持ちと

して、「腫瘍」という言葉を聞いた後からの説明が頭に入っていないことを伝え

ました。彼は「こういう説明は難しいね。ある程度知識がある人であっても、

いざ自分がということになると冷静ではいられないよね。自分も説明をしてい

て君の表情をみて、どう説明をすればいいかと悩んでしまう部分もあったよ。

これが全く初めて話を聞く人ならどうだろうと自分の説明が心配になるんだ

よ。『治る』と簡単に言ってしまっていいものなのかなんてね」と真剣な眼差

しで話をしてくれました。その後、「腫瘍」の説明を始め、これまでの経験や

症例などを挙げ、それほど深刻になることはないと説明を受けました。ただこ

の後のことも考え、後は予防的な薬を投与すれば問題はないだろうという話が

あり、説明を終えました。
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一通りの説明を聞いた後、私は「自分では何を言われても冷静でいられると

思っていたが、実際は何も聞き取れていない気がする。相談者には偉そうにメ

モを取とるよう伝えてもいざとなると何も出来ないね」と正直な気持ちを伝え

ました。

その後、仕事の話などをしながら「お互いに人生の３分の２は終わってし

まったよね、残りの３分の１でどう締めくくるかだね。頑張って少しでも今の

課題をクリア出来るようにしないといけないね」と話し、「聞く立場」「伝え

る立場」それぞれの立場の難しさを話しました。

帰宅後、私は相談業務でいつも話しているように、メモを見ながら、医師の

説明の中で理解できた内容、聞き逃した点、新たに生じた不明点などを確認す

る作業をしてみました。今回の経験を通じて病状説明を受けるに当たっては、

やはり一人ではなくできるだけ同行者がいた方が良いと感じました。また今後

の課題として同行者を確保出来ない人に対してのケアも見えてきました。

より良い治療のために医療者はどのように伝えるとよいのか、患者はどのよ

うに聞きとるのが良いのか、相談を受けた際に提示できるように、これからの

相談業務の中で考えていきたいと思います。

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

◎平成26年度第１回医療安全研修会が無事終了しました。

７月10日(木)第１回目医療安全研修会「患者・家族との良好な関係構築のた

めに」が開催され、無事終了しました。

当日は、大型の台風接近が重なり、開催についてご心配をおかけしました。

また、急遽プログラムを変更させていただき、申し訳ありませんでした。

ページ(3)



メルマガ69号（7月）.txt
悪天候にも関わらず当日は、400名を超えるご参加をいただき、ありがとう

ございました。

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先生を講師

としてお招きし、コンフリクトマネジメントの実際について、わかりやすく

お話いただきました。

お忙しい中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

第２回は９月25日(木)を予定しております。

詳細が決まり次第、ご案内させていただきますので、もうしばらくおまちく

ださい。

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

自宅周辺の田んぼでは稲の苗が緑の濃さを増してきました。川ではウグイが気

持ちよさそうに泳いでおり、小川の土手には今年も青くきれいなカワセミが巣

を作っています。

暑い夏、自然の中の涼しさです。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第70号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年８月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全事例 

　　◇アクシデント事例収集・共有に関する２つのウェブサイトのご紹介

  ２  医療安全情報

　　◇申し込み開始！ 平成26年度 第２回医療安全研修会(9/25)を開催します！

　　　　　

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

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

◎アクシデント事例収集・共有に関する２つのウェブサイトのご紹介

　院内の職員から提出されるインシデントレポートは、今後の医療

安全対策の改善に極めて重要なツールです。しかし、特に小規模の

医療機関では、「そんなにインシデントはない」という声をよく耳

にします。もちろん事故やインシデントが実際少ないのであればそ

れに越したことはないのですが、院内の問題点が見過ごされること

や、危機意識が薄れてしまうということは避けたいところです。
　

　そこで、今月号では、外部情報を有効に活用し、自院では大丈夫

か点検したり、マニュアル改善につなげたりするのに役立つ２つの

ウェブサイトをご紹介します。

１．医療事故情報収集等事業及びその報告書

　すでにご存じの方も多いと思いますが、日本医療機能評価機構の

事業です。
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　医療機関から提出される医療事故やヒヤリ・ハット事例を多角的

に分析し、定期的に報告書を出しています。また、多くの医療機関

で起こりうる事例を「医療安全情報」という形で公開していますの

で、参照ください。

　先日公開された第37回報告書の中で、興味を引く部分がありまし

た。

　それは、「事務職員の業務における医療安全や情報管理に関する

事例」というものです。患者の受付（同姓同名患者の取り違え、予

防接種ごとに色分けされたファイルの準備にあたり、誤った色の

ファイルを準備した、漢字の読み方を誤った等）、情報管理（患者

から依頼された書類を他の患者に渡した、個人情報保護の申請をし

ていた患者の病室を見舞客に教えた等）など、報告が多かった事例

について内容を分析しています。医療に直接関わらない場でも、医

療の結果に大きな影響を及ぼしかねないアクシデントが起こる危険

性がある、という認識が、事務職員や受付の方はもちろん、医療機

関の管理者はじめすべての方に必要です。

公益財団法人日本医療機能評価機構　医療事故情報収集等事業ホー

ムページhttp://www.med-safe.jp/

２．日本小児科学会　Injury Alert

　筆者は保健所に勤める前は小児科医をしていました。臨床を離れ

た現在でも「日本小児科学会雑誌」を購読しているのですが、中で

も、とても興味を持って読んでいるページに「Injury Alert（傷害速

報）」があります。これは、日常診療の中で小児科医が出会った傷害

事例を詳細に報告しコメントを添える、というものなのですが、内

容に教訓的なものが多く非常に役立ちます。「浴槽用浮き輪による溺

水」、「ブドウの誤嚥による窒息」、「ヘアアイロンによる熱傷」…。

どれも日常の中に潜んでいる危険ばかりです。家庭や屋外で起こっ
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た事例が多いのですが、医療機関や施設などにも置き換えて考えら

れる部分が多々あります。このInjury Alertは日本小児科学会のホー

ムページにも公開されていますので、ぜひともご参照いただければ

と思います。

日本小児科学会　Injury Alert（傷害速報）ホームページ

http://www.jpeds.or.jp/modules/injuryalert/

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

◎申し込み開始！ 平成26年度 第２回医療安全研修会(9/25)を開催します！

９月25日（木）平成26年度 第２回医療安全研修会を開催します。

今回のテーマは「地域における感染対策ネットワーク構築と課題」。

講師は　國島　広之氏（聖マリアンナ医科大学内科学総合診療内科医局長　

准教授）です。

講演の前段の第一部では、横浜市保健所から横浜市感染防止対策支援連絡会

の取組についてお話します。

日時は平成26年９月25日（木）18時30分から。

詳細、申し込みは以下のホームページからチラシをダウンロードしてご確認

ください。

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

（注）今年度の医療安全研修会は会場の都合で

　　　第２回を９月、第３回を11月に開催する予定です。

　　　各回の詳細は都度ご報告しますが、

　　　例年と開催月が異なりますので、ご注意ください。
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　■■■編　集　後　記■■■ 

　最近将棋にハマっています。まだまだコンピュータの初心者用と対
 
戦しても負けるようなヘボ将棋です。テレビの対局や、インターネッ

トでの棋譜紹介を観るだけでも、十分に楽しめます。様々な棋士によ

る解説も魅力です。

　
　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第71号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年９月18日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇相談事例から～患者さんの期待とのギャップを埋めるために～　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　◇平成26年度第２回医療安全研修会　まだまだ申込み受付中です！！　　　

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

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

◎患者さんの期待とのギャップを埋めるために

筆者が、横浜市医療安全相談窓口の相談員になってからあっという間に１年

８か月が過ぎました。今回は、当窓口に寄せられる相談の中で、患者さんと

医療従事者の間の行き違いと思われる事例について少しお話し出来ればと思い

ます。

相談事例：

市内在住男性。慢性疾患に罹患している。雑誌に自分の病気に関する名医が

載っていたので、すがるような気持ちで数か月待ちで受診した。

予約時間から２時間待ちでようやく診察室に入ったが、医師は「お待たせし

ました」の一言もなく、パソコンばかり見ており、自分とは目も合わせない

ような状態で、結局、何も新しい情報が得られず終わってしまった。

看護師も受付のスタッフも冷たい対応に思えた。指導してほしい。

コメント：
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ご本人の期待感があった分、治療の面、接遇の面などが批判的に映り、苦情に

つながったと思われる事例です。この相談事例のように、相談電話対応の中で

良く聞かれる言葉に「私の話を一切聞いてくれない」「パソコンしか見ず、私

の方は向いてくれない」「聞きたい事はたくさんあるのに忙しそうにされる

から聞きにくい」「評判がいいと聞いたのに、冷たい対応だ」などがあります。

そういった事例の共通項として、期待したほど結果がよくないことが多いよう

に思われます。

患者さんが医療従事者に期待する事は、医療の提供だけではないようです。

多くの患者さんは受診に際して不安を持っています。最終的に受診前に期待し

たような結果につながらなくても、医師や看護師、受付の方から暖かい言葉が

けや対応を受けることで、印象は大きく違います。

上の事例の患者さんも、求めた結果（新しい治療法や、治る見込み等）が得ら

れなかった方ですが、この方が「治療の面では進展がなかったけれど、やさし

い医療機関だった」と思えば、おそらく、苦情にはならなかったように思いま

す。

相談窓口の電話からは、こうした事例が少なくない印象です。

一方で、医療機関と信頼関係を築くには患者さんの側でも、努力が必要です。

横浜市医療安全相談窓口は、今年度も市民の皆様向けに公開講座として

「出前講座」を実施しております。内容は、どのように医療機関で自分の

症状を伝えるか、どのように病状説明を聞いたらよいか等のコミュニケー

ション方法をお伝えする約1時間の講座です。

「診察室に入ってだまって座っているだけではだめ、挨拶をしましょう」

「自分の症状を短い時間で端的に伝えるため、事前にメモにしてみましょう」

等、医療従事者からご覧になっても頷ける部分があるのではないでしょうか。

平成25年度は全部で９回、計273名の市民の皆様が出前講座に出席してく
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ださいました。参加された方だけでなく、そのご家族、ご友人などを通じ、

より良いコミュニケーションの取り方が、広まってくれることを期待して

います。

出前講座については、次のリンクもご参照ください。

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

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

◎平成26年度第２回医療安全研修会　まだまだ申込み受付中です！！

第２回のテーマは「地域における感染対策ネットワーク構築と課題」

講師は　國島　広之氏（聖マリアンナ医科大学内科学総合診療内科医局長　

准教授）です。

第一部では、横浜市保健所から横浜市感染防止対策支援連絡会の取組につい

てお話します。

日時は平成26年９月25日（木）18時30分から

詳細、申し込みは以下のホームページからチラシをダウンロードしてご確認

ください。

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

（注）今年度の医療安全研修会は会場の都合で

　　　第２回を９月、第３回を11月に開催する予定です。

　　　各回の詳細は都度ご報告しますが、

　　　例年と開催月が異なりますので、ご注意ください。

　

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

ようやく涼しくなり、これから食欲の秋ですね。

元々、食の細い私は、秋になったからといって、たいした量を食べられるわ

けではないのですが、うちの夫は真夏でも食欲が落ちる事無く、体重も増加

の一途！食欲の秋にダイエットは困難を極めそうです。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第72号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年10月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇出前講座のご案内

  ２  医療安全情報

　　◇平成26年度　第２回横浜市医療安全研修会を開催しました。

　　◇早くも！　平成26年度　第３回医療安全研修会を開催します！！

　　◇医療安全支援センター実践研修のご案内

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

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
★ 1. 横浜市医療安全相談事例　★
┗━━━━━━━━━━━━━━┛

●出前講座のご案内

今月は、横浜市医療安全相談窓口が実施している出前講座についてご紹介し

ます。出前講座は、先月号でも少し触れましたが、市民向けに行っている講

座です。

町内会や老人会など市民の方を対象に医療安全相談窓口の職員が伺ってお話

をさせていただきます。

過去には、医療機関が地域で開催している定期講座の一コマとしてお声をか

けて頂いたこともあります。

講座の内容は

①横浜市医療安全相談窓口のご案内

②医療制度に関する基礎知識（よくある相談事例から）

③お医者さんへの上手なかかり方(ポイントはコミュニケーション）

の３本立てです。
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②③について、少し詳しくご説明します。

②医療制度に関する基礎知識では、

・病院と診療所の違いや、医療連携などのお話。

・200床以上病院での初診や室料差額など選定療養費についてのお話。　

・夜間・休日の医療体制と救急医療機関を利用する際の注意、についてのお

話。 

・ジェネリック医薬品やセカンドオピニオンなど巷ではよく耳にするけど、

具体的にどういうものかが意外と知られていない用語についてのお話

などをお伝えしています。

医療関係者の方が聞くと、

「そんなこと知ってるんじゃない…。」

「そんなことまでわざわざやるの？」

と思われるような内容もあるかもしれません。ですが、いずれも実際の相談

の中でよく質問頂いたり、トラブルの原因となったりしている内容です。

相談窓口の相談員は、出前講座や日ごろの相談において医療関係者の「当た

り前」が患者さんの「当たり前」ではないということを頭に置きながら、基

本的な内容を情報提供するように心がけています。

③お医者さんへの上手なかかり方では、

医者にかかる10箇条（1998年厚生省研究班作成）をもとに、医師と良好な

コミュニケーションをとり、スムーズな治療を実現するために、患者さんが

どういう点に気を付けて何をすればいいか、等をお話しています。

「診察室に入ると頭が真っ白になってしまう」という患者さんも多いため、

メモの活用を呼びかけていますが、そのツールとして当窓口が発行している

リーフレット「お医者さんへの上手なかかり方」の活用をご提案しています。

ちなみにこのリーフレット、部数は少ないですが、皆様がお勤めの医療機関

へも配布しています。ご覧になったことはありますか？

横浜市医療安全支援センターのホームページからもダウンロードしていただ
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けますので、患者さんにお勧めいただけたら幸いです。

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

出前講座にご参加いただく方は、皆さん熱心に耳を傾け、ご自分と主治医と

の関係性や自分がこれまで患者としてどうだったかなど、真剣に向き合いな

がら聞いてくださいます。

より良い医療は医療従事者と患者双方の理解と努力（コミュニケーション）

があって初めて実現します。横浜市医療安全相談窓口では、患者さんへの啓

発活動も積極的に行っていきたいと思っています。

また同時に、患者さんが医療に対する知識を学べる一番身近な場所は受診し

た医療機関だと思います。

細やかなコミュニケーションにより、患者さん自身が納得して医療に向き合

える環境づくりを医療関係者の皆様にもぜひお願いします。

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

●平成26年度　第２回横浜市医療安全研修会を開催しました。

９月25日（木）関内ホールにて第２回医療安全研修会

「地域における感染対策ネットワーク構築と課題」を開催しました。

今回は、聖マリアンナ医科大学内科学総合診療内科医局長 准教授の國島広之

氏を講師にお招きし、医療機関における感染対策や地域とのネットワークに

ついてのお話をいただきました。
　
当日は、第１回に引き続き天候には恵まれませんでしたが、事前申し込み494

名のところ450名を超える方にご参加いただき、本当にありがとうございま

した。

当日配布資料やアンケート結果、参加施設名簿は横浜市医療安全支援センタ

ーホームページに掲載しておりますのでご活用ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
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●早くも！　平成26年度　第３回医療安全研修会を開催します！！

テーマ：「医療機関におけるプライバシーへの配慮と医療安全」

日時：平成26年11月27日(木）18時30分から20時30分

場所：関内ホール　大ホール

講師：日下　隼人氏(武蔵野赤十字病院　前副院長）

最近、医療安全相談窓口に寄せられるご相談・苦情で多くなっている内容の1つ

がプライバシーへの配慮についての相談・苦情です。

こうした事例をもとに医療安全推進協議会で事例検討した際に、今回の研修会

テーマを決定しました。
　　

詳細・申し込みは以下のホームページをご確認ください。

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

●医療安全支援センター実践研修のご案内

医療安全支援センター総合支援事業主催の研修会、『医療安全支援センター

実践研修』のご案内です。

医療安全支援センター総合支援事業とは、医療法に基づき各自治体に設置さ

れている医療安全支援センターへの支援を目的とした、厚生労働省の補助事

業で、東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学講座が実施しています。

日時：平成26年11月10日（月）　10時00分～16時30分

場所：東京大学弥生講堂（東京都文京区弥生１丁目１－１）

対象：医療安全支援センター職員、医療機関の安全管理部門や相談対応部門

の職員

申し込み締切：平成26年10月24日（金）

内容：実践研修については、医療安全支援センターと医療機関との連携を考

えることを目的とし、医療安全支援センター職員だけでなく、医療機関の医

療安全・患者相談部門の方も対象としたプログラムとなっております。医療
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安全施策を学ぶと共に困難事例への対応について共に考えて行く内容となっ

ています。

詳細・申し込みは以下のホームページをご確認ください。

医療安全支援センター総合支援事業　実践研修のご案内

http://www.anzen-shien.jp/training/index.html

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　「おがぐつ」　「はろりん」　「すいせんかん」

　４歳の息子が最近、発した言葉の一部です。

　それぞれ「長靴」「ハロウィン」「潜水艦」のことなのですが、

　何度言い直してもなかなか治りません。

　某国民的アニメ映画の主人公の妹の言う「とうもころし」
　
（ご存知「とうもろこし」のことですが）のように

　子どもが間違いやすい言葉や発音には何かの法則があるのでしょうか。

　キンモクセイの香りを感じながらそんな事を考える秋の通勤路です。　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第73号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 26年11月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　●横浜市の取り組む薬物乱用防止啓発事業のご紹介

  ２  医療安全情報
　　
　　●平成26年度　第３回医療安全研修会の申し込み受付中です！！

　　●平成26年度医療安全推進週間について
　　

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

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

●横浜市の取り組む薬物乱用防止啓発事業のご紹介

相談事例から：

「どうやら家族が、テレビで報道されている『危険ドラッグ』をやっているようだ。

どうしたらよいか」

横浜市医療安全相談窓口に寄せられる相談には、時折、薬物依存や乱用に関す

る内容があります。最近は、報道で目にする機会が増えたこともあってか、ご家族か

らの相談も増えてきている印象です。

相談者であるご家族は、混乱した状態で電話をかけて来られる場合が多く、相談

窓口では、まずお気持ちを受け止めることから始めます。次に医療機関への受診を

お勧めしています。

なお、横浜市こころの健康相談センターホームページ上で、リーフレット

「これって薬物依存症？」（こころ通信20号）を公開しています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokoronosodan-center/kokorotuushin.html
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ここで、横浜市の取り組む薬物乱用防止啓発事業をご紹介します。

健康福祉局医療安全課の業務には、当メールマガジン読者の皆様がよくご存知の

横浜市医療安全相談窓口や、医療法にもとづく立入検査のほかにも複数の事業

があります。「薬物乱用防止啓発事業」もその１つです。

「薬物乱用」と聞くと、最近、連日の様に報道されている「危険ドラッグ」を思い浮か

べる方も多いのではないでしょうか。

「危険ドラッグ」は、法律の規制をかいくぐって、「合法ハーブ」「お香」「アロマ」な
どと

称して販売されている薬物です。多くは、薬事法等で製造・輸入及び販売・所持等

が禁止されているものですが、法律に該当しないものでも、未知の薬物が混入され

ていることも多いと言われています。

また、普通に店舗やインターネット上などで販売されており、誰もが容易に購入する

ことができてしまいます。販売の際に「人体に使用するものではありません」などと本

来の使用方法を偽っているものも多く、規制の網がかかりにくいのが現状です。

「危険ドラッグ」は、大麻や覚醒剤などと同等以上の依存性があり、使用により多

様な臓器障害に至る可能性があります。しかし、こうした危険性については認知さ

れておらず、厚生労働省の調査では「危険ドラッグ」経験者のうち約４割が、「危険

ドラッグ」が危険なものだと思っていなかったと回答したと報告されています。

このため、「危険ドラッグ」を含む薬物の危険性についての正しい知識をより多くの

方々に理解していただき、薬物乱用を未然に防ぐことはとても重要です。

横浜市では薬物乱用防止啓発サイト「ダメじゃん！ドラッグ」

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/yakuran/

を開設するとともに、「薬物乱用防止キャンペーン」や各種講習会などを開催し、

「薬物乱用は『ダメ、ゼッタイ』」の標語のもと、薬物の正しい知識の普及と「危険ド

ラッグ」の追放を呼び掛けています。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
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●平成26年度　第３回医療安全研修会の申し込み受付中です！！
　
　テーマ：「医療機関におけるプライバシーへの配慮と医療安全」

　日時：平成26年11月27日(木）18時30分から20時30分

　場所：関内ホール　大ホール

　講師：日下　隼人氏(武蔵野赤十字病院　前副院長）

最近、医療安全相談窓口に寄せられるご相談・苦情で多くなっている内

容の1つがプライバシーへの配慮についてです。

このようなご相談は病院、診療所、歯科診療所、薬局といった医療機関

種別を問わずに寄せられています。

今回の研修会にご参加いただき、ご自院の体制を見直してみてはいかがで

しょうか。

今年度最後の医療安全研修会です。申し込み、まだまだ受付中です！！！

横浜市医療安全支援センター　医療安全研修会ホームページ

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

●平成26年度医療安全推進週間について

平成13年に開始された「患者の安全を守るための共同行動（PSA）」の

一環として、医療機関や医療関係団体等における取組みの推進を図り、

また、これらの取組みについて国民の理解や認識を深めていただくことを

目的として「医療安全推進週間」が設けられています。

今年度の医療安全推進週間は11月23日～11月29日です。

厚生労働省では普及啓発を図るためポスターを作成しています。

専用ホームページからダウンロード可能になっておりますので、皆様の

医療機関において掲示等にご活用ください。

医療安全推進週間　専用ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/torikumi/iryouanzen14.html
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　■■■編　集　後　記■■■ 

 　朝晩の冷え込みが厳しい日が多くなってきました。みなさん体調管理には

 　十分ご注意ください。風邪をひき数日間、お休みをいただいた自分が言う

 　のもなんですが。薬物乱用防止も重要ですが、健康管理も重要です。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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  横浜市医療安全相談事例 

　　●　ダブルチェックをしていますか？

  ２  医療安全情報

　　●　平成26年度　第３回医療安全研修会を実施しました。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1.医　療　安　全　事　例  　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

●ダブルチェックをしていますか？

今月は安全確認行動についてです。

毎日、病棟や外来、各部署で様々な業務をされていると思いますが、その

際、業務手順の確認を行っていますか？

病棟での注射薬の準備を例に挙げると、処方箋と薬剤を照合する、薬剤を

シリンジで吸って輸液に混注する、実際に患者さんに投与する前に、ベッ

ドサイドで患者さんと薬剤を最終確認する、輸液の速度を調節するなど、

さまざまな手順があると思います。

医療機関によって差があるとは思いますが、皆さんの職場のマニュアル上、

声だし、指さしによる確認を行うことになっている手順はどれでしょうか。

また、二人以上で、ダブルチェックを行うことが決まっている手順にはど

のようなものがあるでしょうか。ダブルチェックを行う場合、ダブルチェ

ックの方法、ダブルチェックの相手等は細かく規定されていますか？

今年度、横浜市保健所の病院定期立入検査では、マニュアル通りに業務が
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行われていることを確認する体制があるかという項目を設け、各病院にお

聞きしています。病院によっては安全管理委員会等がマニュアル通りに業

務が行われているかどうかを院内ラウンドで点検しています。しかしなが

ら確認が実施されていない病院もまだまだ多いのが現状です。

マニュアルがあってもマニュアルの通りに業務が行われていなければ、本

来行われるべきチェックが十分働かないままになってしまうことになりま

す。また、せっかくダブルチェックのシステムがあり、そのとおりに行っ

ていても、ダブルチェックが形式的なものになってしまっていることによ

って、事故が起こった例も報告されています。

一方で、医師の指示については、どうでしょうか。他職種の業務と比較し

て、マニュアル化されていないものや、ダブルチェック体制が確立してい

ない施設が多いように思います。

では医師の指示の中に思い違いがあった時には一体どうなるでしょうか。

公益財団法人日本医療機能評価機構の収集するアクシデント事例でも、医

師同士のダブルチェックがあれば防げたと分析している事例があります。

今日はそのうち２つをご紹介します。

１）化学療法の薬剤誤投与に関するひとつの事例では、医師が化学療法を

電子カルテ上に入力する際、他の医師のダブルチェックを受けず、誤って

隣のページのレジメンを入力していました。さらに、調剤にあたった薬剤

師も薬剤投与量が多いのではないかと疑義をもったのですが、経験豊富な

医師の入力であったことから、疑義照会を行わず、結果的に事故につなが

ってしまいました。

２）抗生剤の誤投与に関する事例では、医師が使い慣れない抗生剤の投与

計画をたてて患者に投与しましたが、入力の際にダブルチェックを行わず、

結果的に４倍量を投与する事故につながりました。

医療事故情報等収集事業では、全国の医療機関から報告された医療事故を

データベース化し、検索できるようにしています。上記の2事例もここか
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ら「医師」「ダブルチェック」のキーワードで検索し、出てきたものです。

http://www.med-safe.jp/

「医師の指示」もダブルチェックが必要です。特に、影響度の大きい薬剤

や使用経験のない薬剤についてはダブルチェックの必要性があるように思

われます。どのような業務について、ダブルチェックやマニュアル化を行

うか職場で話し合ってみてください。医師の方々もぜひご自身の職場を振

り返り、ダブルチェックに取り組んでいただきたいと思います。

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

●平成26年度　第３回横浜市医療安全研修会を開催しました。
　

11月27日（木）関内ホールにて第３回医療安全研修会「医療機関にお

けるプライバシーへの配慮と医療安全」を開催しました。
　
今回は、武蔵野赤十字病院　前副院長の日下　隼人氏を講師にお招きし

医療機関におけるプライバシーへの配慮と医療安全についてのお話をいた

だきました。

　
当日は、事前申し込み462名のところ、420名を超える方にご参加いただ

き、本当にありがとうございました。

アンケートでは、「日頃の患者様との対応について振り返る機会になった」

というような感想をとても多くいただき、参加された皆様の業務に対する

真摯な姿勢や高い意識を改めて感じました。

当日配布資料やアンケート結果、参加施設名簿は横浜市医療安全支援セン

ターホームページに掲載予定です。

今しばらくお待ちください。

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

今年度の医療安全研修会は今回で終了になります。
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今年度も多くの方のご参加をいただき、ありがとうございました。

来年度もまた、宜しくお願い致します。

（決まり次第、本メールマガジン他でご案内させていただきます）

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

   今年は寒さが厳しい感じがします。紅葉シーズンで紅や黄色がいつもより

 鮮やかな感じがしましたし、朝の犬の散歩でも、吐く息が日々白さを増し

 てきています。日本海の温度と大気の差が50度あったので、海の湯気が

 大雪になったとテレビが言っていました。寒いですね～。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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    ◇　【締切間近】医療安全支援センター総合支援事業主催
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医　療　安　全　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◎「良い医師」と「良い患者」との、「良い関係」

　今回は私の経験から医師と患者の「良い関係」についてお話しさせてい

ただきます。

　皆さんには「かかりつけの先生」がいますか？私は田舎の実家に住んで

いた時には、風邪でも、「盲腸」でも、何があってもとりあえず近所のかか

りつけのクリニックに行っていました。その後上京して何度か引っ越しを

し、新しい街に住むことになりましたが、何か体調不良となったらとりあ

えず近くのクリニックに行く習慣は変わりませんでした。

しかし、私の周囲にはかかりつけの先生がいない人が意外と多く、中に

はいわゆる「医者嫌い」の人も何人かいました。かかりつけの先生がいれ

ばいろいろ安心なのに、と不思議に思っていましたが、先日、その理由の

ひとつかもしれないと思える出来事に遭遇しました。

　私は昨年自宅を引っ越し、新たな「かかりつけ」の先生を探していまし
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た。その頃、私は少し体調が優れず、心理的に余裕がありませんでした。

その中で出会った、ある先生。（仮に「Ｘ先生」とします）初めて「こんな

先生のところには、二度と来るものか！」と思いました。

私の心情をそのまま書きます。

「Ｘ先生の説明は、全然わからない。質問してみよう。・・・質問したけど、

全然噛み砕いた説明になってない。そのうえ、『キミ、この程度の説

明わからないの？』という感じでニヤニヤしている。医者は世の中にアナ

タだけじゃないから、ここに来るのは今日が最後だ！」

多分、今、同じ状況になっても、そこまでの気持ちにはならないでしょ

う。今思えば、Ｘ先生は「ニヤニヤ」ではなく「微笑」をたたえていたの

だと思います。しかしその時の私は本当に余裕がありませんでした。業

務で医療安全相談窓口の電話相談を担当していると「○○医院の先生は、

態度が悪い」のようなご相談を受けることもありますが、相談者の気持ち

を実感できました。また、こういう体験を何度もした方が「医者嫌い」

になってかかりつけ医を持てなくなるのかもしれない、とも思いました。

病気や病状が深刻であればあるほど、患者は余裕のない心情で先生の前

に座ることになります。患者に気遣いをしない医師はいないと思いますが、

目の前の患者さんは、体だけでなく、心も弱っているということを頭の片

隅に置いて頂ければと思います。

　さて、先生方にばかり改善をお求めするのは不公平だ、という声も出そ

うですので、ここで、ある先生の私に対する発言をご紹介します。私が「体

調が思わしくなくても、なんとか仕事を進めなくては」と言ったことに対

する発言です。

「患者は、仕事が進まないことを症状のせいにする『権利』と、病気を治

すために全力を尽くす『義務』がある。この『権利』と『義務』との両方

を行使しなければ、治るものも治らない」

　先生のこの言葉を鵜呑みにしたら、職場で嫌われそうですね。しかし、

私を含めて「患者」と呼ばれる人たちは医師や医学に対して過大な期待を
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しているかもしれません。それは、食習慣・運動習慣・酒・タバコ等の「普

段の生活を変えず」「仕事も今までどおりに」「薬も言われたとおりに飲ま

ずに」病気を治したい、という期待。虫が良すぎるかもしれません。先生

からすれば「この人は、病気を治す気があるのか」と思うかもしれません。

　医師の態度が悪いと感じる経験を何度かした方が「医者嫌い」になるよ

うに、態度の悪い患者（この場合、「病気を治す気が感じられない患者」）

を多く見てきた先生は患者に「冷たい」先生になってしまうのかもしれま

せん。患者側も先生の指示をよく守る「良い患者」を目指す必要があるのでは

ないでしょうか。

　お互いが「良い医師」「良い患者」に近づくことにより、良い関係、良い

医療につながっていくのではないかと思います。

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

◎【締切間近】医療安全支援センター総合支援事業主催『ジョイントミーティ

ング（ＪＭ）全国大会』のご案内

　医療安全支援センター総合支援事業とは、医療法に基づき各自治体に設置

されている医療安全支援センターへの支援を目的とした、厚生労働省の補助

事業で、東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学講座が実施しています。

　ジョイントミーティング全国大会は、医療安全支援センター職員と医療機関

の医療安全・患者相談窓口担当者が集い、苦情・相談支援の活動について考え

る機会となるよう開催されています。

　本市医療安全研修会でも大好評だった長谷川　剛氏の講演や本市医療安全推

進協議会委員である佐伯　晴子氏の講演も予定されています。

　締切間近ではありますが、定員の許す限り皆様是非ご参加ください。

日時：平成27年１月27日（火）　13時30分～16時30分
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場所：東京大学　山上会館（東京都文京区本郷７－３－１）

対象：医療安全支援センター職員、医療機関の安全管理部門や相談対応部門
　　　
　　　の職員

締切：平成27年１月20日（火）まで

詳細内容、お申込みは直接下記ＵＲＬにてご確認ください。

　http://www.anzen-shien.jp/training/index.html

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　高コレステロールで通院している、メタボと呼ばれて久しい私。

　夜のラーメンを控え、スポーツジムの幽霊会員から生き返ることから

　「良い患者」を目指したいと思います。
　

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第76号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年２月13日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇薬局に関する苦情事例と、公益財団法人日本医療機能評価機構
　　　が実施する「薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業」のご紹介
　　　　　　　　

  ２  医療安全情報
　　
　　◇今回は特にありません。　　　　　

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

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

●薬局に関する苦情事例と、公益財団法人日本医療機能評価機構が実施
する「薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業」のご紹介

横浜市医療安全相談窓口には、薬局に関するご相談も寄せられています。

今月は、この中から相談事例を２つご紹介したのち、（公財）日本医

療機能評価機構が行っている「薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業」に

ついてお話しします。

【横浜市医療安全相談窓口事例①「調剤間違いをされた」】

かかりつけの薬局にいつものように処方箋を出したところ、似た名前の薬

と間違われて調剤された。実はこの薬局での調剤間違いは2度目。1度目

は、他人の薬が自分の薬袋に入っていた。行政から指導してほしい。

【横浜市医療安全相談窓口事例②「お薬手帳がないと、シールを

　渡せないと言われた」】
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自宅にお薬手帳を置いて来てしまったため、薬局で「自分で貼るので、

シールだけ欲しい」と伝えたところ、「手帳を持参しない場合はシールを

出せなくなった」と言われ困惑している。

【相談窓口の対応】

事例①については、本人の了解を得た上で、薬局を管轄している区役所の

担当部署へ情報提供しました。後日、区役所の担当が当該薬局に事実確認

を行ったとのことでした。

事例②については、このような相談は平成26年4月以降に複数の方から寄

せられました。当窓口からは、相談者に対し、診療報酬が改訂になり、お

薬手帳にシールを貼るまで薬局で行うことで管理加算がとれる制度になっ

たという説明をしました。

さらに、事例②については、個人が特定されないような配慮を行った上で、

当相談窓口の対応や地域での医療安全の推進について関係団体を含め

て協議する「横浜市医療安全推進協議会」へも情報提供しました。その

席上で委員から、「お薬手帳についての診療報酬は、お薬手帳にシールを

貼る値段なのではなく、手帳を見ることでその方の薬の状況を確認すること

が重要で（あり、そのことへの報酬である）。このようなことを（薬局）

薬剤師がよく説明をすることがのぞましい」という趣旨のコメントもいただ

きました。

（横浜市医療安全推進協議会の概要については、次のリンクをご参照ください）

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

【２つの事例から】

窓口に寄せられることの多い２つの事例をご紹介しましたが、いかがでし

たでしょうか。

ところで、こうした苦情が寄せられたり、薬局内でインシデント・アクシ
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デントが起こったとき、皆さんの薬局ではどのように対応されていますか。

インシデント・アクシデントが起こった時には、当事者個人を責めるので

はなく、事故につながるシステム上の問題点を分析し、次回以降同じよう

な事故が生じないように対策を立てることが重要と言われています。

例えば今回事例①でご紹介したような、調剤間違いという「事例」が発生

した際は「なぜ間違ったのか」を分析し、「間違わないためにはどのような

対策をたてればいいのか」を検討し周知します。薬の名前が似通っていた、

ということが原因になるならば、似た名前の薬の置き場所を工夫する、似

た名前の薬剤のリストを作成する、棚の薬剤名を目立つ文字にする、注意

喚起のポスターを作成し貼るなどです。チェック機能に問題があったと

いうことであれば、チェック方法を検証してもよいのかもしれません。

【薬局ヒヤリハット事例収集分析事業のご紹介】

１つの薬局ではあまり事例が集まらない、他の薬局での事例を役立てたい

という方には、参考となるホームページがあります。（公財）日本医療機能

評価機構の「薬局ヒヤリハット事例収集分析事業」です。この事業では平

成20年から薬局のみを対象とし、ヒヤリハット事例を収集しています。

これまで寄せられたデータを検索できる「公開データ検索」や、特に重要

と思われる事例を集めた「共有すべき事例」などもあります。薬局内の勉

強会などで活用してみてはいかがでしょうか。

「薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業ホームページ（日本医療機能評価

機構ホームページ内）」 

http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

また、皆さんの薬局での改善事例や「薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事

業」の活用事例等があれば、ぜひ、メルマガ編集部にもお知らせ下さい。

今後本メルマガを通して、読者の皆様にご紹介させていただきたいと思い

ます。

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

　今月の医療安全情報はありません。
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

  本文中でもご紹介した、横浜市医療安全推進協議会。
　
　年に3回、各関係団体の先生方が委員として参加され、相談窓口事例の対応や

　医療安全の推進に関することを協議して下さいます。
　
　メルマガ読者の皆さんが参加して下さる「医療安全研修会」も、この協議会で
　　
　決められているんですよ♪
　
　議事録は一般公開されていますので、ぜひ一度ご覧ください。
　
　相談窓口の年間統計や代表的な事例なども、一緒に掲載されています。

　推進協議会ホームページは下記です。
　
　
　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kyougikai.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.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77号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年３月13日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇歯科を受診した経験から
　

  ２  医療安全情報

    ◇今年度、本欄でご紹介した医療安全情報のレビュー
　　
　　◇（公財）日本医療機能評価機構について
　　　　　　

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

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

●歯科を受診した経験から

　病気やケガ、命に係わる大事な面では、病院（診療所）がとても

ありがたい事を痛感します。しかし、異常に怖がりの私は病院（診

療所）がとても苦手で、なるべく行かずに過ごしていました。

　特に歯医者さんが怖くて仕方なく、歯に違和感がありながらも「あ

の怖い体験をするぐらいならガマンしておこう」と、だましだまし過

ごしていました。

　しかし先日、虫歯の痛みがひどくなり、ついに歯医者さんに行って

きました。歯の自然治癒はないから早く行くしかない、とわかっては

いるのですが、怖くて行けないのです。痛みから数日、「この痛みは

気のせいだ！」と思い込む無駄な努力を続けますが、痛みが取れるは

ずもありません。「こんな状態で、飛び込みで歯医者さんにお願いし

たら怒られる。」という思いもあり、ますます足が遠のきます。
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　ついに痛みに耐えかね決死の覚悟で電話します。「そちらは初めて

だし、終了間際でごめんなさい。虫歯が痛くて…。でも治療が怖く

て…。診ていただけますか？」。冷静になると、なんて自分勝手な

お願いでしょうか。申し訳ない気持ちでいっぱいです。

　しかし事務の方、歯科衛生士さん、歯科医の先生、みなさんとても

優しく丁寧に接してくださいました。「それは大変ですね。お困りで

しょう。先生も時間は大丈夫と言ってますから、今から来られますか？」

到着したら清潔な施設で不安が軽くなった上、治療中も「これは痛かっ

たでしょう。大変でしたね。麻酔を使ってなるべく痛みがないように

します。」「今日の治療はこういう事をしました。今後はこういう治

療が必要なので、またいらしてください。今日の説明でわからない部

分はありましたか？」と、治療も応対も丁寧で、感動してしまいまし

た。

　こんなことなら、もっと早く行けばよかった…。こまめに歯の定

期検診を受ければよかった…。後悔ばかりです。歯科に限らず、医療

では、厳しい状態になってから無理をお願いする（される）ことが多

いと思いますが、それでも対応くださる医療に携わる皆さまに、深く

感謝することが度々です。

　ところで今回の経験から、日頃の自己管理の大切さを実感した私。

話は少し変わりますが、読者の皆さんのお勤め先の医療機関では、どの

ような「自己管理」をされていますでしょうか。

　必要書類の適切な作成と保管、医療安全・院内感染・接遇などの職員

研修の実施、などが相当するでしょうか。

　自己管理を怠ったことでいつのまにか増悪した、私の「虫歯」のような

ことがないといいな、と思います。

　ご自身の医療機関では、このような対策をしている、というような
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アイディアがあれば、ぜひメルマガ編集部にもお知らせください。

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

 ◇今年度、本欄でご紹介した医療安全情報のレビュー

　この「医療安全情報」欄では、主に市内を中心とした医療安全に関する研修

情報等を配信しています。

　今年度ご紹介した内容としては・・・
　
　・横浜市医療安全研修会

　（毎年度３回実施する、市内の医療機関職員対象の医療安全に関する講演会）

　　ホームページ：
　　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　

　・医療安全支援センター総合支援事業の研修会

　（厚生労働省補助事業「医療安全支援センター総合支援事業」の一環で、
　　東京大学医療安全管理学講座が実施している研修のうち、行政に加え医療機関
　　の医療安全・患者相談担当者等を対象とした、医療に関する対話について考え
　　実践につなげていく研修）

　　・ジョイントミーティング　於：平成27年1月27日（火）

　　　http://www.anzen-shien.jp/training/index.html

　　　参加者は、地域と医療現場と行政という立場からこれからの医療安全や
　　　対話について考えました。

　　・実践研修（東日本会場）　於：平成26年11月10日（月）

　　　参加者は、医療安全に関する関係機関の活動や連携について考え、「相談
　　　対応の基礎」を学びました。

　　ホームページ：http://www.anzen-shien.jp/

　　来年度も引き続きメルマガ上でご案内予定ですので、乞うご期待！です。

　◇（公財）日本医療機能評価機構について

　　最後に、公益財団法人　日本医療機能評価機構についてご紹介します。
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　　当メルマガでは、今年度、８月、12月、２月に同機構の事業を紹介しました。

　　同機構では「医療事故情報収集等事業」として医療機関から提出される医療

　事故やヒヤリ・ハット事例を多角的に分析し、定期的に報告書を出しています。

　また、多くの医療機関で起こりうる事例を「医療安全情報」という形で公開し

　ています。
　
　　さらに、「薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業」では、薬局でのヒヤリ・
　
　ハット事例を収集し分析を行っています。「医療事故情報収集等事業」同様、

　協力施設から寄せられた情報を検索できるサービスもあり、自施設での改善

　に役立てることができます。
　

　・公益財団法人　日本医療機能評価機構：
　　　
　　　・医療事故情報等収集事業
　　　　http://www.med-safe.jp/

　　　・薬局ヒヤリ・ハット事例収集分析事業
　　　　http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

  ３月になりました。まだまだ冬だなあと思いつつ、咲きかけの梅を見ると、
　「季節は動いているのだなあ」と感じる毎日です。
　今年こそは少しダイエットに挑戦したいので、春を感じながらのウォーキン
　グを頑張ってみます！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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78号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年４月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇その医療機器、点検していますか？
　　　　　　　　
  ２  医療安全情報
　　
　　◇今回は特にありません。　　　　　

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

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

●その医療機器、点検していますか？

　医療施設に調査等で伺った際、医療機器の点検状況を確認するために、

「この○○、点検していますか？」

と尋ねると、

「メーカーが点検をしています。」

と返答があり、

「それは定期点検ですね。日常点検は行っていますか？」

とさらに尋ねると、

「やっていません。」

と言われることがたびたびあります。

　平成19年に厚生労働省から「良質な医療を提供する体制の確立を図る

ための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（平成19年

３月30日　医政発第0330010号）」という通知が出ています。
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【医療機器安全管理責任者とは？】

　この通知では、病院、診療所又は助産所の管理者は医療機器に係る安全管

理の体制を確保しなければならないと決められています。また医療機器安全

管理責任者の配置が求められています。

　医療機器安全管理責任者の要件としては、医療機器に関する十分な知識を

有する常勤職員とされていて、職種は、医師、歯科医師、薬剤師、助産師

（助産所の場合に限る）、看護師、歯科衛生士（主として歯科医業を行う

診療所に限る）、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士のいず

れかの資格をもつ、医療機器安全管理責任者を配置することが必要となり

ます。なお、病院においては管理者との兼務は不可となります。

【医療機器安全管理責任者の業務とは？】

　医療機器安全管理責任者は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（旧薬事法）第２条第４項に規定する病院、診療

所又は助産所が管理する医療機器の全てに係る安全管理のための体制を確

保しなければならないとされ、医療機器安全管理責任者の業務は管理者の

指示の下に以下の業務を行うこととされています。

（１）従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

（２）医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施

（３）医療機器の安全使用のための必要となる情報の収集その他の医療機

器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

【日常点検とは？】

　先に述べた通知の中に「添付文書に記載されている保守点検に関する事

項を参照すること。また、必要に応じて当該医療機器の製造販売業者に対

して情報提供を求めること」と記載されています。一般的な添付文書の記

載例として、使用前にする点検・使用後にする点検・数ヶ月ごとに行う点

検・一年ごとに行う点検というように項目を分けて記載されています。ま

た改めて添付文書を見てみると、期間ごとや使用時間ごとの交換部品など、
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様々な情報が載っています。このような添付文書の情報から、点検の時期

及び項目が医療機器ごとに把握できます。また、その点検の実施記録を適

切に保管し実施状況等の評価をすることで、医療機器を適切に保守点検し

たり、安全に使用できると思います。

というわけで、ご自身の医療機関について、確認をお願いします。

１．医療機器安全管理者はどなたでしょうか？
（定めていなければ早急に！）

２．院内の医療機器にはどのようなものがありますか？
（まずは把握を！）

３．最後に点検したのはいつですか？
（保守点検計画をつくりましょう！）

４．医療機器の添付文書はどこにありますか？
（一括して管理しておきましょう！）

皆様の施設では使用前の日常点検、実施していますか？

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

　今月の医療安全情報はありません。

　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　桜の開花宣言が出たあたりから、すっきりしない空模様が続いています。

　また天気予報の中での花粉情報では「非常に多い」（スギ花粉の飛散量）

　が連続していた時期も落ち着いてきて、ピークは過ぎたのかなぁと感じ

　つつマスクをせずに外出する今日このごろです。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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：
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　　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79号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年５月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇　一人で生活する患者の不安

  ２  医療安全情報

    ◇　今年度（27年度）の横浜市医療安全研修会について

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

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

◇一人で生活する患者の不安

　横浜市医療安全相談窓口での仕事を始めて早いもので３年目になります。

　最近、独居あるいは親族が遠方で暮らしている等の事情で、医療を受ける

にあたり、『自分一人で対応しなければならない』のでとても不安だと言う

方が増えています。

　特に手術や入院の際、専門家の話を聞き自分で判断することを求められる

問題に直面すると、ただでさえ一人で心細いのに、どうしたらいいかと途方に

くれる方も多いです。

　「入院のための保証書や手術の同意書に、家族のサインが必要と言われたが、

書いてもらえる人がいない」というお困りの声も定期的に寄せられています。　

　遠方でも家族・親族がいるか、近隣に友人などがいて、日常的に話を聞いて

もらえたり、病状説明などの際に付き添ってもらえたりできればよいのですが、

全く誰も思い浮かばないという方もいます。
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　加えて高齢者を中心に、「医師の説明にあれこれ質問するのは失礼では」、

「せっかく説明してもらって、内容がわからなかったとは言えない」、「そも

そもどこがわからないかさえ、わからない」という方が多いのも実情です。

　「説明の際、行政の相談員に同行してもらえないか」と言われる相談もあり

ますが、当窓口では対応できませんし、現実問題、第三者が患者のサポートと

して説明に同行するというのは難しい側面が多いようです。

　少子・高齢化、核家族化が進む現状ではこうした患者はますます増加すると

思います。そうなると、患者が一人で意思決定するためにどのような支援が

必要かという視点にかわってくるようにも思えます。

　横浜市医療安全相談窓口としては、こうした相談に対して、まずは相談者の

不安を受け止め、患者として不安に思うのは当たり前であること、医師や看護

師にその気持ちを伝え、よく説明を求めるようにと助言しています。

　単身者等の場合は特に、不安ではあっても、患者であるご自身がしっかりと

治療に向き合っていくという事実を受け止められるよう、お伝えしています。

また、病院内のソーシャルワーカーや相談員（患者相談窓口）への相談を勧め

たり、高齢者の場合は、地域での生活基盤づくりのためにも地域ケアプラザを

ご案内したりしています。

　医療従事者の皆様には、患者への説明の際に一言「わからないことはないですか」

「何か不安な部分や、説明の中の言葉で難しかったことはないですか」と声をかけて

いただくことで、患者の気持ちがかなり楽になることを再度ご理解いただき、関係

構築にご尽力いただけるとありがたいです。

　また、一人で意思決定しなければならない患者への支援についての取組みやご経験が

ございましたら、ぜひ、当窓口にお寄せいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
　

【メールのあて先はこちらです】
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　kf-soudan@city.yokohama.jp

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

◇今年度（27年度）の横浜市医療安全研修会について

　医療安全研修会を今年度も３回実施します。

昨年度は、会場の関係で７月、９月、11月に開催しましたが、本年度は例年通り、

７月、10月、２月の開催を予定しています。

第１回は７月９日　18時30分から関内ホールで開催します。

内容等詳細は近日中に横浜市医療安全支援センターホームページに

掲載しますのでもうしばらくお待ちください。

横浜市医療安全支援センター医療安全研修会ホームページ

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

多くの皆様のご参加をお願いします。
　

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

新緑の緑が徐々にその色を鮮やかにし、気が付けば海の色は冬の黒っぽい色から、

碧い色に変わっています。

新しくスタートを切られた方々は新しい環境になれたでしょうか？

４月末から５月初旬にかけては急な気温の変化もあり、体調を崩された方も多かった

ようです。

６月になるとそろそろ紫陽花の花が彩りを添えてもらえます。

新緑の緑と鮮やかな花の色に癒されに行かれてみてはいかがですか？
　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

　★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。

　★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
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　★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80号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年6月17日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  業務の紹介

　　◇横浜市保健所の紹介
　　　　　　　　
　　　

  ２  医療安全情報

　　◇医療安全研修会

　　◇横浜市立病院等安全管理者会議
　　

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 業 務 の 紹 介   ★
┗━━━━━━━━━━━┛

　◇横浜市保健所の紹介

　先月の本メルマガでも話題にしましたが、昨今一世帯当たりの家族数は

減少しており単身世帯が増えています。

そのため様々な問題や困りごとが生じた際に、昔なら身近にいる（同居

している）両親、祖父母など経験のある家族に相談したのですが、最近

ではどのように対応したらよいかわからず一人で悩んでいる人が増えて

いるようです。健康的な暮らしに関することもしかりです。

特にそのような一人暮らしの方や相談する相手がいない方に向けて、保

健所（及び横浜市役所）の上手な活用や知っていると役立ちそうな項目

について、ホームページを中心に紹介します。

保健所はひとことで言えば市民の皆さんが健康的な毎日を送れるようサ

ポートする総合的なベースセンターと言えます。医師、歯科医師、獣医

師、保健師、看護師、ソーシャルワーカー、診療放射線技師、薬剤師な
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どのいわゆる専門職が集まっています（但し、医療安全相談窓口では、

必ずしも専門職が応対しているわけではありません）。

　横浜市の保健所の特徴として、指揮命令系統の一元化により広域的で緊急

的な課題に迅速に対応するとともに、その基盤となる情報を一元管理できるよ

う、18区に分散していた保健所を、平成１９年４月に１か所に集約し、健康

危機管理機能の強化を図りました。

　この１保健所のメリットを活かし、感染症・食中毒の発生や、医療機関や食品

衛生・環境衛生関係施設における事故を未然に防ぐため、市民への啓発や事

業者の監視を強化するとともに、事件発生時に保健所が一体となり、衛生研究

所と連携し、迅速かつ的確に対応することで、より安全で安心な生活ができる横

浜市を目指します。

○医療安全について

ご存知！医療安全支援センターの紹介や研修会・講習会のお知らせ
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shien-cent
er.html

○デング熱について

デング熱の病気の説明や蚊のモニタリング調査結果など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/dengue.html

○ノロウイルスについて

感染性胃腸炎の発生状況や感染予防など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/virus.html

○放射線について

放射線量の測定状況や問い合わせ先
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/hibakukenkousoudan/hibakukenk
ousoudan.html

○カビについて

苦情事例集や実物写真など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/food-inf/jirei/

○シックハウス症候群（ホルムアルデヒド）について

定義や防止対策など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/public-hygi/public-health/sickhouse/html/si
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ckhouse.html

○花粉症について

予防及び花粉・粉じん情報など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/health-inf/info/pollen1.html

○ペットについて

動物愛護センターの紹介や費用助成制度など
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/

○ネズミについて

種類や生態、駆除のポイントについて
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/public-hygi/public-health/gaichu/html/nezum
i.html

○ゴキブリについて

被害や駆除のポイントについて
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/public-hygi/public-health/gaichu/html/gokib
uri.html

　その他にも保健所の業務は多岐にわたっており、ホームページに掲載さ

れている内容はこのうちのごく一部となります。

ご不明な点がありましたら、直接保健所にお電話いただくか、窓口へご

相談ください。

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

◇横浜市内の医療提供施設の医療関係者のみなさまにお知らせ

お待たせしました！！今年度第１回目となる医療安全研修会の詳細が決まりま

したので、ご報告します。

テーマ「障害者支援の一翼として医療が担うこと
　　　　　　　～安心・安全な医療提供につながるコミュニケーション～」

日時：平成27年７月９日（木）　午後６時00分開場　午後６時30分開演

場所：関内ホール大ホール

申し込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを
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ご確認ください（こちらからダウンロードしていただけます）。

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

現在、申込受付中です。　たくさんの方のご参加お待ちしております！

◇【横浜市内の病院にお勤めのみなさまにお知らせ】

 横浜市では、市内全病院を対象に安全管理者の情報交換・研修を実施

する、「横浜市立病院等安全管理者会議」を開催しています。平成27年

年度第1回は、新たに始まる「医療事故調査制度」をテーマに、７月17

日（金）に講演会とシンポジウムを行います。

　ご希望の方は下記URLをご参照のうえ、お申し込みください。

　なお今回の募集につきましては、対象を「横浜市内の病院に勤務する

方」とさせていただきますのでご了承ください。

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

　
　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

暑さが体に慣れることを「暑熱順化」と言いますが、近年は冷房設備の普及に伴

い、暑熱順化が起こりにくくなっているようです。軽い運動などで発汗を促し、

積極的に順化を促すことで、来たるべき夏季の熱中症予防に効果があるとされて

います。運動が苦手な方においては、半身浴やサウナで汗をかくだけでも効果は

あるようですが、くれぐれも休憩と水分補給は忘れずに！ 

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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：
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　　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81号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年７月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全事例 

　　◇その個人情報、適正ですか？
　　　

  ２  医療安全情報

　　◇横浜市立病院等安全管理者会議

　　◇医療安全研修会

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

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

　●●●*** 　その個人情報、適正ですか？　 ***●●●

　　報道等でご存知の方も多いかと思いますが、本年５月に約４万８千件という

　大量の個人情報が入ったハードディスクを盗まれるという事例が、横浜市内で

　発生しました。

　研究発表等のために、患者の個人情報を病院から取得するということはよく

　あることだと思います。

　それでは何故このような事例が起こったのでしょうか？それにはいくつかの

　理由が複合的に考えられると思います。

　まず、みなさん充分に規定を遵守しているでしょうか？

　原則持ち出し禁止、やむを得ず持ち出す際の匿名化・パスワードの設定等、

　医療施設ごとに多少の違いはあるかもしれませんが、このような規定はどこの

　医療施設でも設けられていると思います。

　また、研修会などを通じ職員に対して充分に周知している医療施設も多くあり

　ます。職員の多くは、これらの規定を理解しているのではないでしょうか。

　ここであらためて考えてみたいのは「分かってはいるけど、時間が無い・面倒だ」

　等の理由で「まぁいいか・・・」とルール違反をしてしまう方はいませんか？

　次に医療施設の個人情報は、ほとんどの場合、その持ち出し（コピー）について

　施設内のどこでもできるわけではありません。ある特定の部署、権限を与えら

　れた職員のみがその作業ができるように管理されているのではないかと思います。

　しかしそれが守られていないのではないでしょうか?

　そもそも、個人情報は扱わないのが一番安全です。医療施設という組織が個人情報

　を扱わないということはできませんが、職員個人という見方なら、院外に持ち出さ

　ないのが一番安全ですし、一番適切です。しかし医師を始めとした医療従事者は

　学会などの研究発表に非常に積極的であり、そのためには個人情報が必要という

　ことは多くあります。業務も忙しい中、自宅で作業したいと思うこともあるで

　しょう。
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　しかし、ここで考えていただきたいのは、その目的のために必要な個人情報は

　どんなものなのかです。匿名化したら結果が得られないものですか？電話番号は

　必要ですか？パスワードをかけたら問題がありますか？バックアップはどの程度

　必要なのですか？

　個人情報は適正に活用されれば非常に有用な情報となります。一方で個人情報の

　流出は、患者に多大な損害を与える恐れがあるだけでなく、患者と医療機関の

　信頼関係を損ね、医療機関の信用も失うことになります。「必要最小限の情報を

　適正な形で管理する。」言うのは簡単ですが、ついつい必要以上に収集したり、

　不適切な管理をしてしまうものです。

　このような事例を参考にして、個人情報保護に関する認識を再確認し、また健全な

　情報管理を行えるように考えるよい機会にしていただければと思います。

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

　○横浜市立病院等安全管理者会議

　日時：７月17日（金）13：30～

　対象：横浜市内病院の安全管理担当者
　
　場所：横浜市技能文化会館

　内容：「新たな医療事故調査制度について」

　※詳細は以下URL参照してください。

　URL

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

　○医療安全研修会

　　去る、７月９日（木）関内ホールにて27年度第１回医療安全研修会を開催しま

　した。

　今回は横浜市健康福祉局医療安全課と障害企画課とのコラボレーションにより、
　
　「障害者支援の一翼として医療が担うこと～安心・安全な医療提供につながる

　コミュニケーション～」というテーマで開催しました。

　600名の方の事前申し込みをいただき、雨の中約500名の方のご参加をいただき

　ました。

　　また、今回は障害者関連施設の従事者の方にも多くご参加いただき、事務局と

　しても、真に「共同」を考える機会になった研修会でした。

　当日の資料や参加施設については、後日、医療安全支援センターホームページに

　掲載します。お忙しい中、ご参加いただいた皆様、有難うございました。
　　

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　「To　Err　Is　Human」（人は誰でも間違える）は、1999年に「米国医療の質

　委員会」から発表された医療事故とその防止策を提言した報告書です。

　今月とりあげた「個人情報の管理」についても、（あってはならないことですが）

　人は間違いを犯すという前提で仕組み作りをすることが、安全文化を構築していく

　こととなります。
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　「日本の食文化」や「マンガの文化」など、日本には世界に誇る文化が数多くあり

　ます。日本人の国民性（献身的、実直さ、忍耐力など）をもってすれば、

　「医療安全の文化」も世界最高水準になることを信じています。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第82号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 27年８月19日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談窓口より 

　　◇高齢者との対話
　　　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　◇27年度第２回医療安全研修会の開催

　　◇27年度第１回横浜市立病院等安全管理者会議を終えて　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全相談窓口より   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━┛

◇高齢者との対話

　『超高齢化社会を迎える日本』昨今色々な場面で見聞きし、感じることかと

　思います。

　医療機関の皆様も、単身世帯・高齢者世帯へのアプローチで、検討課題が山積み

　ではないでしょうか？

　横浜市医療安全相談窓口にも高齢者からの相談が非常に多くなっています。

　高齢者の相談の中に出てくる言葉として、「何も説明してもらっていない」

　「何を聞いても歳だからと言われる」「国の決まりだからと一括りにされた」

　「先生はパソコンばかりを見て患者のほうを向いてくれない」など、自分の話を

　聞いてもらえていないという訴えが多くあります。

　某アンケートで、「治療についての説明をきちんとしたか？」と医師に聞いた場合、

　８割以上の医師が「はい」と答えたそうです。

　同じように「治療についての説明をきちんと受けましたか？」と患者に聞いた場合、

　２割程度しか「はい」とは答えなかったとか。

　医療従事者の間で使い慣れた医療用語は患者さんの頭の中を素通りしているのかも

　しれません。

　特に高齢者においては、テンポが速いと理解が出来ない・声が聞き取れない・

　マスクをかけていると尚更聞き取れない・横文字の医療用語が出てくるとさっぱり

　わからない＝「説明してもらっていない」に集約されているように思います。

　当窓口にこのような相談があった場合には、聞きたい事・不安に思っている事を

　ノートに書きだして、次回の診察の時に持っていく事をお勧めしています。

　その中で重要な事は忘れずに聞く事・重複しないように簡潔にまとめる事・

　一度の受診でたくさんは聞かない事など、相談者によってアドバイスも様々です。

　当窓口では医療機関と患者さんとの間によい関係が作られるよう、患者さんも

　歩み寄る努力が必要であるとアドバイスもしています。

　お忙しい診療時間の中とは思いますが、今一度、高齢者との対話について

　考えてみてはいかがでしょうか。

　今よりも少しだけゆっくり話してみる・少しだけ大きな声で話してみる・
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　最後に「わからなかったところはありますか？」と声をかけてみる等々。

　少なくとも「何も聞いていない」という問題は減ってくるのではないでしょうか。

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

◇27年度第２回医療安全研修会の開催

　今年度第２回目となる医療安全研修会の詳細が決まりましたので

　ご報告します。

　テーマ「施行開始となった医療事故調査制度について」

　日時：平成27年10月22日（木）午後６時開場　午後６時30分開演

　場所：関内ホール大ホール

　10月から医療法改正に伴い「医療事故調査制度」が施行されます。

　制度施行直後の開催となる第２回研修会では、この制度を中心に医療法改正

　の趣旨や背景、医療安全の取組について考える機会としていただけるような

　内容です。

　申し込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを

　ご確認ください。

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

　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おります！

◇27年度第１回　横浜市立病院等安全管理者会議を終えて

　去る７月17日（金）上記会議を終了しました。

　通常より多くの参加者(170名以上)があり、今回のテーマ（「新たな

　医療事故調査制度について」）に多数の病院勤務者の関心があることを

　再確認しました。御参加の皆さま、お疲れさまでした。会議の内容は

　今後ホームページに掲載予定です。

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
 
　「手足口病」が２年ぶりに急増しているようです（横浜市では過去10年で

　最高、高止まりから減少傾向へ転じた状況）。

　ご存じのとおり「手足口病」はウイルス感染症で、典型症状は口腔粘膜、

　手掌及び足部に水疱性発疹が現れます。

　根治治療は無く、脱水にならないように経口補液などで水分を少量ずつ

　頻回に与えるよう指導します。

　稀ではありますが、小脳失調、弛緩性麻痺など中枢神経合併症が生じる

　場合には、髄膜炎・脳炎への進展を疑い、専門医療機関への受診を勧めます。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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
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　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　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　課　の　業　務　紹　介　　　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 薬物乱用防止の啓発

　医療安全課薬務担当です。昨年に続き、９月のメルマガを担当します。

　この時期には薬物乱用防止のイベントがありますので担当しています。

　さて、この9月13日にその大きなイベント、「薬物乱用防止

　キャンペーンin横濱」を西区みなとみらいクイーンズスクエアの

　クイーンズサークルで開催しました。

　このキャンペーンは、横浜市薬剤師会、横浜薬科大学と横浜市が共同で

　開催する薬物乱用防止啓発イベントです。今年度で4回目を迎えました。

　当日は、啓発ポスター・標語作品表彰式や薬物乱用防止教室、薬科大学の

　学生による討論会、県警音楽隊、横浜税関音楽隊の演奏やプロスポーツ

　チームのチアリーディングなどが行われ多くの方々にご参加いただき、

　盛大に行うことができました。今年は、厚生労働省の薬物乱用防止

　啓発委託事業のブースもあり、参加者のみなさんに薬物乱用防止について

　考える良い機会になったのではないかと思います。

　また、薬物乱用防止啓発の最近の話題と言えば、昨年より危険ドラッグの

　取締りが強化されました。そのかいもあってか、今年７月時点の

　危険ドラッグを販売していた店舗は、全国で０店になったという報道が

　ありました。県内においても４月１日に「神奈川県薬物濫用防止条例」が

　施行され、知事指定薬物の設置、警察機関の取締や違反者への罰則などの

　規定、薬物濫用の取締の強化や県民の責務（薬物の危険性に関する知識と

　理解を深め、薬物を濫用しないよう努めなければならないなど）が定められ

　ました。神奈川県の「薬物にクリーンな神奈川」へとの思いが伝わる内容に

　なっています。横浜市もこの取り組みに協力をして、啓発活動に努めたいと

　思います。

　ここ数年、世間を賑わせていた、「危険ドラッグ」もやや影を潜めている

　感じのある最近ですが、その販売はインターネットなどを利用したアングラ化

　していたり、顧客リストから直接販売されたりしていると言われています。

　構造の一部を変えた新しい「危険ドラッグ」も出ていると言われています。

　まだまだ、危険ドラッグをはじめ、麻薬・覚醒剤など薬物について、

　その危険性や乱用により健康に及ぼす影響を理解し、薬物乱用が
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　とても危険なものだと言うことをわかっていただく必要があります。

　薬物の乱用は、本人だけでなく家族、周辺の人達や関係のない人々に

　危害を与える可能性があります。薬物乱用は危険で命にかかわることである

　という正しい知識を理解していただき、薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　の意識を皆様にもっていただけるように啓発活動を続けていきます。

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

　27年度第２回医療安全研修会の申し込み受付中です！！

　テーマ「施行開始となった医療事故調査制度について」

　日時：平成27年10月22日　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　場所：関内ホール大ホール

　10月から「医療事故調査制度」が施行されます。

　制度施行直後の開催となる第２回研修会では、この制度を中心に医療法改正の

　趣旨や背景、医療安全の取組について考える機会としていただけるような内容を

  考えています。

　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを

　ご確認ください。

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

　まだまだ、申し込み受け付けています。

　たくさんの方のご参加お待ちしております！
　
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　■■■編　集　後　記■■■ 

　９月は防災月間です。９月１日を中心に各地で防災訓練が行われたと思います。
　
　いまいちど、病院・診療所・施設内での防災対策を検討していただきたく

  存じます。

　また、家族、親族、ご近所においても、災害時の連絡方法などを再確認する機会と

　とらえていただければとも思います。もしもの時に備えましょう！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇医療機関からの相談
　　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　◇平成２７年度　第２回医療安全研修会

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━┛
 横浜市医療安全相談窓口（以下、相談窓口）では、「医療機関からの

 相談」もお受けしています。

●●●*** 　相談の一例　 ***●●●

 自院に通院中の患者さんへの対応について相談したい。

 薬についての不安で一日に数回来院されたり、電話も２０回以上

 かかってきたりしている。

 他の患者さんの診療にも影響がでて困っている。

○○○***  相談窓口では　***○○○

 通常診療時間内の対応として苦慮される状況であることを認識した上で、

 以下のような内容をお伝えしています。

 ・なるべく丁寧な説明や対応を意識する

 ・電話や来院の時間や頻度、説明をした内容など対応経過について

 なるべく詳細に記録を残す

 （医療機関側の対応を正確に裏付けることにもつながります）

 ・口頭でご理解いただけない場合は、書面を使って説明をするなど

 説明内容を残せる対応を検討する

 （患者さんによっては言語でのコミュニケーションによる理解が

 難しい場合も考えられるため、書面が有効になる場合もあります）

 ・対応の限界性について明確に提示する

 （できること、できないこと。対応できる時間などを明確に伝える

 ことも重要です）

 ・本人以外でキーパーソンとなり得るご家族や他医療機関の受診状況等

 の情報を聞き取り、介入を依頼する

 （患者さんの同意が必要になるため、話しの切り出し方やタイミングが

 難しい場合も多いと思いますが）

 ここまで、丁寧に対応して頂いた上で

 他の患者さんやスタッフに危害の加わる恐れ等が出た場合には

 最悪、警察への相談も検討しなければなりません。

 患者さんからの相談を主として受ける当窓口としては、
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 まさに、警察に通報されてしまったという患者さんからの苦情相談も

 入ります。

 その際は、冷静に対応しているのか、当初の対応はしてもらえているのか

 を確認した上で、患者さんの過度な言動等により、医療機関の診療行為を

 妨げてしまうような状況になると、逆に迷惑行為等で訴えられてしまう

 こともあることを現実として認識していただき、患者さん自身にも

 注意してもらうよう助言をしています。

　◎◎◎***  相談窓口として思う事（お願い）　***◎◎◎

 「何とかしたい」という気持ちから、対応を早まり、

 患者さんの承諾なしに他機関等へ連絡したことで後に、

 個人情報の取扱について更なるトラブルにつながってしまった

 ケースもあります。

 当窓口への相談はもちろん、患者さんのお名前などの個人情報は

 必要ありません。しかし、迷いなく相談の際に患者さんのお名前を

　お伝えになる医療機関が多いのも事実です。

　このような状況に対応をしなければならない医療機関従事者は

　心身ともに疲れ、ご苦労されると思います。しかし、そういう時こそ

　医療機関の誠実さが問われるのも事実です。

　個人情報の管理や患者対応、危機管理について、今一度院内で

　話し合ってみてはいかがでしょうか。

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

◇平成２７年度　第２回医療安全研修会

　テーマ「施行開始となった医療事故調査制度について」

　日時：平成27年10月22日　午後６時00分開場　午後６時30分開演

　場所：関内ホール大ホール

　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを

　ご確認ください。

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

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　9月には5連休、10月は3連休と、連休づいている日々を

　過ごしている方も多いかと思います。

　連休は喜ばしいことでもありますが、休みの時にも働いている人がいる

　ことを忘れてはいけません。

　医療従事者にとっての長期連休は、業務の偏りが出たり、仕事のペースを

　乱されたりと、あまり良い印象を持たない方もいるのではないでしょうか？

　連休中にも働いている人達への感謝を忘れずに、計画的に連休を過ごしたい

　ですね。

　（ちなみに次回のシルバーウィークは、祝日法が改正されない限り、

　11年後の2026年までやって来ないようです。）

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
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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.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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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１   医療安全事例 

　　◇「思い込み」していませんか？　　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　◇平成２７年度　第２回医療安全研修会

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医　療　安　全　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
●「思い込み」していませんか？

 先日こんなことがありました。

 息子が自転車を新しく買い、翌日さっそく乗って出かけました。

 その夜、息子から電話がはいりました。　駐輪場でカギが…

 以下、電話でのやりとり、

 息子：「カギが開かないんだけど。」

 筆者：「タイヤのスポークに部品が押し付けられて、開かないことも

  あるよ。」

 息子：「そんなことではない。何度やってもカギが鍵穴に入らない。」
 
 筆者：「朝は鍵穴に入ったのか？」

 息子：「朝、乗っていったんだから、当然入った。」

 息子：「自転車が重たくて、自転車屋に持って行けない。」

 筆者：「えーっ、どうなってるの？？？？？」

 一体全体、こんなことがあって良いのでしょうか？

 電話が切れて、しばらくして再度電話がかかってきました。

 息子：「隣の隣に、自分の自転車があった。」

 全く同じ車種の自転車が近くにあり、原因は本人の思い込みでした。
 
 このような状況が背景にあったとは、筆者の方も思ってもみませんでした

 ので、取り違えの可能性をアドバイスすることができませんでした。

 さて、医療現場では様々な場面で取り違え防止策を常に心がけています。

 冒頭の事例は思い込みでこのような事が起きました。

 思い込んでいるとなかなか訂正・修正できません。

 心の中でタイムアウトをしてみましょう。

 あるいは、お互いにコミュニケーションを取り合って、行為が適切なのか

 を確認してみましょう。

 思い込みエラーをなくすために。

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

★平成27年度第２回医療安全研修会を開催しました！

 １０月２２日（木）関内ホールにて今年度第２回の医療安全研修会を開催
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 しました。

 １０月１日施行された医療事故調査制度をテーマに２名の講師の方から

 ご講演いただきました。

 当日は７３０名の参加をいただきました。

 お忙しい中、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

 資料や参加施設名簿については、近日中に横浜市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。

 もう少しお待ちください。

 第３回の開催は平成２８年２月を予定しています。

 詳細決定まで、こちらももう少しお待ちください。

 横浜市医療安全支援センター
 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

 今年の初めから、新たな変異型ノロウイルスGⅡ．17が全国で検出され始めました。

 この変異型ウイルスが広まると、例年に比して大規模に流行する恐れがあります。

 感染予防の基本は手洗いです！
 
 普段から堅実な手洗い習慣を心がけ、ノロウイルスによる感染症・食中毒を

 予防しましょう！！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第86号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                       平成 27年12月22日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  横浜市医療安全相談事例 

　　◇「ヘルスリテラシーという考え方」

  ２  医療安全情報

　　◇27年度第３回医療安全研修会

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━┛
「ヘルスリテラシーという考え方」

 リテラシーという言葉は「letter」＝文字が由来になっていて、

 文字や言葉の読み書きができる能力から、言葉を「理解する」ということで

 用いられています。

 最近は情報ツールも多様化し、そのツールの中から多くの情報を簡単に

 得ることが出来るようになりました。

 その中で「情報リテラシー」という考え方が出てきました。

 これまでの「言葉を理解する」ということだけではなく、得られた

 多くの情報から有用なもの、無用なもの、有益なもの、有害なものなど、

 個々の状況にあった情報を取捨選択出来る能力を持つという意味の言葉として

 情報リテラシーとしての考え方が定着しました。

 最近はインターネットや各種著作から、様々な医療・健康に関わる情報が

 容易に入手可能になり、そこから「ヘルスリテラシー」という考え方が

 生まれました。この考え方は、「情報を手にいれてから、どのように理解し、

 どのように評価をし、どのように活用していこうかとする意欲・能力・知識」

 を指しており、さらにその能力を「ヘルスケア」「疾病予防」

 「ヘルスプロモーション」といった幅広い領域の中で活用するには

 どのようにすればよいのかという考え方です。

 医療情報といっても単に薬剤の副作用情報であるとか、最新の治療技術と

 いったものだけではなく、古くから言い伝えられていた伝承文化の中の「情報」

 も含まれます。例えば「頭痛がする時に、こめかみに梅干を貼る」とか

 「風邪をひいたときに玉子酒」とか「微熱があるときはリンゴを擦ったものの中に

 ビールを入れて煮込んだものを飲む」などといったものも含まれます。

 科学的な根拠の有無も含めて、その「情報」がどのような理由で伝承されたか

 という文化的な背景まで情報収集することになります。

　医療安全相談窓口の相談にも、医療情報の多さで身動きが取れなくなって

 しまっている方も少なからずいらっしゃいます。

 インターネットや書籍を読み、多くの情報を手に入れたものの、その情報の中で

 自分自身が一体どのような状態になっているのか「迷子」になってしまう方も

 おり、そうなると不安の中で全てに疑念を持ってしまうことも多くなっています。
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 相談時間をかけて話を伺うと、初期段階での医師からの説明を理解しない、

 或いは出来ないまま、自分自身で多くの情報を集めてしまっているということが

 わかります。

 そこには「医師に判らないこと、不明なことを聞いては失礼にはならないか」

 という患者心理があるように思えます。
 
 しかしそこから「もういちど原点に戻って」というのは患者自身の不安も大きく

 なっており、なかなか難しい作業になります。

 ヘルスリテラシーは情報を得て、理解する能力と最初に書きましたが、

 実は情報を正確に伝える能力も含まれているのではないかと感じています。

 ヘルスリテラシーという考え方はまだまだこれからの学問になりますが、

 様々な情報が行き交う中で少しかじってみる価値はあるのではないかと思い、

 今回ご紹介させていただきました。

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

＜研修情報＞
 27年度第３回医療安全研修会を開催します。

 今年度第３回目となる医療安全研修会の詳細が決まりましたのでご報告します。

 テーマ：「医療事故」患者・家族の立場から
 日時：平成28年２月25日　午後６時00分開場　午後６時30分開演
 場所：関内ホール大ホール

 医療事故被害者遺族として広く、医療安全の普及啓発活動に尽力されている

 川田綾子氏（患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人「架け橋」副理事長）を

 講師に迎え、改めて医療安全について考える機会となるような研修会です。

 申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを
 ご確認ください。
 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

 申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おります！

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

　■■■編　集　後　記■■■ 
 「健康寿命日本一」を目指した健康づくりのために、横浜市では各種の取組を

 行っています。

 その取組の一つに、「よこはまウォーキングポイント事業」があります。

 昨年11月からスタートし、現在15万人を超える市民が登録しています。

 医療安全を担う医療従事者の方々にも、心身の健康を増進すべく、

 当事業をご利用いただければと思います。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第87号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 28年1月15日
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１   相談事例 

　　◇どの自治体の医療安全相談窓口に相談すべき？　　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　①平成２７年度　第３回医療安全研修会

　　②平成２７年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議

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

┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例   ★　 
┗━━━━━━━━━━━┛
◇どの自治体の医療安全相談窓口に相談すべき？ 

　相談窓口に寄せられる相談のなかで、横浜市に相談すべきなのか、

神奈川県庁に相談すべきなのか、その違いが分からないと言われることが

よくあります。

そこで、やや堅い話になってしまいますが、法令とともに説明してみたいと

思います。

　主に相談をされる患者さん（市民の方）は、ご自分が相談される窓口が

どこなのかという視点で。また、医療機関従事者の方は、医療安全相談窓口が

何を根拠に設置されているのかという視点で読んでいただけると幸いです。

　医療安全相談窓口は「医療安全支援センター」の機能の一部です。

医療安全支援センターは医療法第６条の13にて、「都道府県」

「保健所を設置する市」「特別区（東京23区）」が設置することと規定

されており、その区域内に所在する医療機関（病院、診療所、歯科診療所）

に関する相談に応じることとなっています。

神奈川県内では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市が保健所を

設置していますので、それ以外の地域に所在する医療機関に関する相談は

「神奈川県医療安全相談センター」に相談することになります。

同じ神奈川県内でも保健所を設置している市と、設置していない市があると

いうことが、相談者に分かりにくくしてしまっている一因かと思われます。

保健所は、地域保健法第５条にて、都道府県、指定都市、中核市、

その他の政令で定める市、特別区が設置することと定めています。

神奈川県内では横浜市、川崎市、相模原市が指定都市、横須賀市が中核市

として地方自治法にて定められ、また、藤沢市は地域保健法施行令にて

保健所を設置する市として規定されています。

これは人口などの要件によって定められており、これにより都道府県から

さまざまな権限を移譲されています。

　それでは、県外の医療機関に関する苦情の場合はどうしたらよいでしょうか。

例えば東京都では「患者の声相談窓口」が設置されていますが、

これは都内の医療機関のなかでも病院に関する相談を主とし、診療所に
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関する相談は東京23区の保健所や、多摩地域の保健所で受けているようです。

自治体による違いはホームページ等にてご確認いただけます。

（全国の医療安全支援センターは総合支援事業ホームページ参照。

http://www.anzen-shien.jp/center/index.html）

　途中まで相談内容をお聞きしても、医療機関の所在地が横浜市外の場合、

改めて県や他の市の窓口に電話をかけなおしていただくこともあります。

このようなこともあるので、相談を希望される方にはまず医療機関の所在地を

ご確認いただくことをお勧めしています。

　ここまで読んでいただき、医療安全相談窓口（医療安全支援センター）を

少しでもご理解いただけたでしょうか？

横浜市医療安全支援センターでは相談窓口以外にも医療安全研修会を

はじめとする、医療安全啓発のための種々の取組をしています。

ご興味のある方は、横浜市医療安全支援センターのホームページも

一度ご覧になってみてください。

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
①27年度第３回医療安全研修会を開催します。

　テーマ：「医療事故」患者・家族の立場から
　日時：平成28年２月25日　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　場所：関内ホール　大ホール

　医療事故被害者遺族として広く、医療安全の普及啓発活動に尽力されている

　川田綾子氏（患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人「架け橋」副理事長）を

　講師に迎え、改めて医療安全について考える機会となるような研修会です。

　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを

　ご確認ください。

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

　申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おります！

②平成２７年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議

　セミナー：届出対象事例の検討　～どのような事例が対象になるのか～
　日時：平成28年３月４日（金） 午後4時00分開始
　　　　　　　　　　　　　　　（セミナーは午後５時30分開始）
　場所：関内ホール　小ホール
　対象：横浜市内の病院職員

　取り急ぎ、主要情報のみ情報提供します（詳細は追ってお知らせします）。

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 ■■■編　集　後　記■■■
　11月の編集後記で新たな変異型ノロウイルスに触れましたが、感染性胃腸炎

の集団感染が市内各区にて流行っています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/rinji/gas/2016/gas0107.pdf

　保育園、小学校、高齢者施設、飲食店などからの報告が多いようです。

　引き続き、医療機関でもご注意ください。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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。
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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88号＞
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１   接遇事例 

　　◇とある患者さんについて…　　　　　　　　

  ２  医療安全情報

　　①平成２７年度　第３回医療安全研修会

　　②平成２７年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 接　遇　事　例　　　　　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◇とある患者さんについて…

　その方は職場の健康診断で見つかった胃がん疑いの精密検査のために、
　ご自分の家族が勤務している病院を受診し、胃がんの診断で手術を受けました。
　術前の診断でも進行がんであることがはっきりしていました。

　胃がんそのものは比較的小さめでしたが、すでに膵臓にまで達していました。
　手術は胃の三分の二を切除、膵臓の一部などを切除する大がかりな手術と
　なりました。

　手術そのものは順調に終わりました。
　しばらくの間は各種のチューブ類が腹部より出ている状態でしたが、
　次第に本数は減っていきましたが、膵臓に至るチューブはなかなか抜くことが
　できずに時間がかかり、患者さんは次第にいらだちを見せ始めるように
　なりました。

　患者さんは担当医師からチューブが抜けない理由について説明を受けていない
　ようで、食事制限があるにも関わらず、院内の売店などで好きなものを買っては
　食べるなど入院生活にも支障が出るようになりました。

　家族は思い余って担当医師と話し合い患者さんを交えて術後の状況について
　説明を受けることになりました。
　説明を受け状況に納得した患者さんは落ち着きを見せ始めましたが、
　医師による説明が遅かった点などで不信感を払しょくするまでには至りません
　でした。

　医師は患者さんの家族が病院関係者であることから、
　家族が説明してくれていると思いこんでいたようでした。
　
　患者家族の側から見れば病院関係者とはいえ、手術前に受けた説明では
　術後の状態を予測し理解することはできずにいました。
　ましてや患者さんは医療関係者ではないので通り一遍の説明で理解することは
　不可能です。

　医療に関して知識を持つ患者さんや家族に対しても、丁寧な説明や対応が
　求められる必要性があることがわかった事例でした。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
○まだまだ間に合います！！
　①平成27年度第３回横浜市医療安全研修会のお知らせ！

　テーマ：「医療事故」患者・家族の立場から
　日時：平成28年２月25日　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　場所：関内ホール大ホール

　医療事故被害者遺族として広く、医療安全の普及啓発活動に尽力されている
　川田綾子氏（患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人「架け橋」副理事長）を
　講師に迎え、改めて医療安全について考える機会となるような研修会です。

　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを
　ご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
　いよいよ来週に迫ってまいりましたが、まだまだ申込み受付中です。
　たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！
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　②平成２７年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議

　セミナー：届出対象事例の検討　～どのような事例が対象になるのか～
　日時：平成28年３月４日（金） 午後４時00分開始
　　　　　　　　　　　　　　（セミナーは午後５時30分開始）
　場所：関内ホール小ホール　（前回と場所が異なるので注意ください！）
　対象：横浜市内の病院職員

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
　■■■編　集　後　記■■■
　2か月連続の感染症情報となりますが、インフルエンザの報告が
　増加しています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/rinji/influenza/2015/rinji05.pdf

　報告された患者の半数以上は10歳未満です。
　自身のお子さんからうつされる医療従事者も少なくないかと思います。
　今話題のルーティンワークとして、まずはスタンダードプレコーション
　(標準予防策)を推奨します。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.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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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全対策情報 

　　◇診療拒否について

  ２  医療安全情報

　　◇平成27年度第３回医療安全研修会

　　　　　

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　医　療　安　全　対　策　情　報　　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆診療拒否について

　7年前の当メールマガジンでも触れていますが、あらためて取り上げたいと
　思います。

　法律用語では【応召（おうしょう）義務違反】といい、「診療に従事する
　医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを
　拒んではならない」と医師法第19条で規定されています。

　正当な事由があれば診療は拒否できるのですが、問題はどのような場合に
　正当事由があると言えるかです。

　旧厚生省の1949年通知では、診療拒否に関して、医療費の不払いなどが
　あったとしても、直ちにそれを理由として診療を拒んではならないと規定
　しています。
　同じく旧厚生省の疑義解釈通知（1955年）では、「正当な事由とは、
　基本的には医師の不在または病気などにより事実上診療が不可能な場合」
　としています。

　「医師の不在または病気など」の場合は、物理的にも診療が困難ですから、
　「正当な事由」に当たるのは当然とも言えます。
　これらはある意味当たり前であり、問題はそれ以外の場合です。

　当時と比べると、医療機関が多様化し、絶対数も増え、患者からの
　交通アクセスも相当改善された現在においては、医師の不在や
　病気以外の場合にも診療拒否の「正当事由」があるとされ、
　裁判などでも、「患者の診療の必要性、緊急性、当該医療機関の性質、
　他の医療機関での診療可能性、その他の事情」を勘案して「正当事由の有無」
　が考慮されます。

　例えば、診療の実施に当たっては医師・患者間に信頼関係が必要です。
　この信頼関係が欠落した際には、診療・治療に緊急性がなく、
　代替する医療機関などが存在する場合に限っては、医師または医療機関の
　応召拒絶に正当事由があるとする判決もあります。

　患者の権利意識が明確な昨今、応召義務に仮託して無理難題を要求してくる
　患者・家族との遭遇があるかもしれません。そのような場合に備えて、
　自院で可能なことと不可能なことをあらかじめ整理して明示しておき、
　緊急対応の要否、代替医療機関の有無やその受診の難易を念頭に置きつつ、
　毅然とした態度で対応することが求められます。

　ちなみに、この医師法第19条には罰則規定はありません（以前は罰則あり）。
　しかし、診療拒否を反復するなどの場合には、医師法第７条第２項の
　「医師としての品位を損するような行為があったときに」に該当するとして、
　戒告、医業停止その他の行政処分を受ける恐れがあります。
　また、診療を「拒否」された当該患者に対する不法行為となり、
　損害賠償を請求されることもあります。
　このため、何らかの理由で診療を断ろうとする場合には細心の注意が必要です。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
●平成27年度第３回医療安全研修会を開催しました！！

　去る、28年２月25日（木）関内ホールにて今年度 後となる
　医療安全研修会を開催しました。
　今回は、患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人「架け橋」副理事長の
　川田綾子氏を講師に招き、『「医療事故」患者・家族の立場から』という
　テーマで御講演いただきました。
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　川田氏は、2003年に心臓手術時の医療事故でお母様をなくされた遺族であり、
　ご自身の経験から医療安全の取組に係ることになる経緯など貴重なお話を
　お聞きすることが出来ました。

　お忙しい時期にも関わらず、約400名の方のご参加をいただき、
　ありがとうございました。
　当日配布資料や参加施設名簿については、準備ができ次第
　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。

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　■■■編　集　後　記■■■
　東日本大震災から５年。各地で様々な防災に関するイベントが行われています。
　この度、災害時に飲料水を確保できる「災害時給水所」のデザインが
　決定しました。
　４月以降、市内に整備している災害用地下給水タンクに、新標識は
　順次設置されます。
　職場や家の近隣の災害時給水所の位置を確認しておきましょう。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  相談事例 

　　◇相談者たちが抱える気持ちのジレンマ

  ２  医療安全情報

　　◇平成27年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議
　　◇平成28年度　第１回横浜市医療安全研修会

　　　　　

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━┓
★  1. 相　談　事　例 　★
┗━━━━━━━━━━━┛
◇相談者たちが抱える気持ちのジレンマ

　医療安全相談窓口への相談電話で「言うと医師が気を悪くするかもしれない
から」、「誰かに聞いてほしい、誰かに答えてほしい」という切り出しで相談を
始められる方がいらっしゃいます。

　窓口では診断に関わることに関しては答えられないことを説明した上でお話を
伺うことになるのですが、高齢の方に多くみられるのが、「こんな単純なことを
医師に聞いては失礼になるんじゃないか」「素人の患者がプロの医師に
質問なんかして気を悪くされやしないか」という不安を口にされる方がこちらに
お電話をいれてこられます。

　また「誰かに聞いてほしい」と切り出される方のお話をじっくり聞かせて
いただくと、やはり「医師に聞くのが恥ずかしい」とか「聞きたい内容を
上手くまとめられないので診察内では申し訳ない」などの話が出てきます。

　「患者さんがどのような症状や不安・疑問を持っているかなどは、
患者さんにしか判らないことなので、具体的な症状説明や、
どこが判らなかったのかを伝えていただかないと医師は判らないと
思いますよ」と、ご高齢の方で医師に対して恐縮し過ぎていらっしゃる方には
時々お話させて頂いています。　

　相談窓口では市民の方を対象とした「出前講座」も行っています。
横浜市の医療体制の説明と併せて「お医者さんへの上手なかかり方」と題して、
医師とのコミュニケーションをどのようにしたら円滑に進められるのかといった
お話をさせて頂いています。判らないことや不安なことをそのままにして
おかないことをお勧めしております。

　ただ患者さんからはやはり「聞きづらい」、「失礼にあたるんじゃないかしら」
といった不安も出ており、医療現場からの促しも必要不可欠ではないかと
感じています。

　コミュニケーションはどちらか一方が努力して成り立つものではなく、
双方の言葉のやり取りで成り立つものです。医療従事者からの
「何か不安なことはありますか」の一言の声掛けが患者さんの気持ちを
後押しさせるきっかけになるのではないでしょうか。

　多忙な現場で、その一言が難しい事も多々あると思いますが、
実践していただけるとありがたいです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◇多数の御参加に感謝！
　去る３月４日（金）に平成２７年度　第２回横浜市立病院等安全管理者会議が
開かれました。

　会議要綱改正や専門部会活動報告ならびに医療事故調査制度セミナーの内容で、
活発な意見交換が行われました。

　医療事故調査制度については、昨年10月からの施行ということもあり、
医療現場のみなさまにとっても関心の高いテーマとなったことと思います。

　今後も関心度の高いテーマを取り上げてまいりますので、安全管理者会議の
セミナー・講演会に是非お越しください。

　詳細は以下を参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shiryo/27-2gijiroku.pdf

ページ(1)



◇28年度第１回　横浜市医療安全研修会を開催します！

　日時：平成28年６月23日（木）　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　場所：関内ホール大ホール
　内容：第１部　障害者差別解消法について
　　　  第２部　ヒューマンファクターの基礎知識～医療安全のために～

　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを
ご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　■■■編　集　後　記■■■
新年度が始まって、異動や新入職員が入って多忙な日々をお過ごしかと思います。
4月から障害者差別解消法が施行されていますが、医療機関でも合理的な配慮が必要となります。
法施行開始後とはなりますが、横浜市医療安全研修会での内容に盛り込んでいく予定です。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★横浜市医療安全相談窓口の事例は、プライバシー保護のため、内容を若干変
　　更しています。

　★バックナンバーはこちらからご覧になれます。
　  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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  ２  医療安全情報
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医　療　安　全　事　例   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

　◇医療ADR(Alternative Dispute Resolution)って知っていますか？

　
　　市民の方々から横浜市医療安全相談窓口に寄せられる相談の中で、「医療

　過誤を疑っている」という内容のものが全体の5％弱(4,940件中240件)ありま

　した（平成27年4月1日～平成28年3月31日　相談実績）。当窓口では医療過誤

　かどうかの判断をすることはありません。また相談者の話をよく聞いてみる
　
　と、医師との間でコミュニケーション不足があったり、相談者の思い違いがあ

　ったりするケースがしばしば見られます。実際に医療過誤であることは少ない

　ようで、もう一度医療側とよく話をすることや、相談の仕方などをアドバイス

　させていただいています。ただし相談者の中にはすでに訴訟を考えているとい
　
　う方や、弁護士の連絡先を教えてほしいという方もいます。

　　医療事故が起こった場合、従来は患者側から法的に解決を求めるための方法

　として、法律家や弁護士などの助けを借りて行う民事訴訟の提起(裁判)などが

　行われてきました。

　　裁判では患者側に立証責任がありますが、医療事故をめぐる事案は高度の専

　門性を有するため、患者側にとっては診療行為の注意義務違反等を立証するこ

　とは困難です。経済的負担も大きくなる傾向があります。また医療側としては

　迅速な解決を望んだとしても、裁判所で訴訟になれば長期にわたり自らの過失

　の有無を争うことになり、やはり大きな負担を強いられることになります。

　　「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)が平成16年

　12月1日に公布され、平成19年4月1日から施行されています。ADR(Alternative

　 Dispute Resolution)とは、民事において公正な仲裁人または調停人が間に入

　って、裁判によらない当事者の合意に基づく紛争解決のことで、従来の裁判と

　違い手続きが簡単で迅速性があり、費用も低く抑えることができます。さらに

　医療ADRでは、医療について専門的な知識を持った第三者による関わりによっ

　て解決を進めることができます。患者側、医療側双方にメリットのある解決方

　法であるといえます。
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　　東京三弁護士会「医療ADR」のホームページによると、医療ADRにより話し合

　いがなされた事案のうち、約６割程度で和解が成立しているとのことです。医

　療ADRでの話し合いでまとまらなかった場合、手続きは終了し通常の裁判に移行

　することもあるようです。

　　ADRによる解決方法には様々なものがありますが、手続き構造の種類による分

　類では、調整型(民事調停、和解の仲介、調停・あっせん等)、裁断型(裁定、仲

　裁等)に分けることができます。提供主体に着目した分類では、司法型(裁判所

　内で行われるもの)、行政型(独立の行政委員会や行政機関等が行うもの)、民間

　型(民間組織や弁護士会、業界団体等が運営するもの)に分けられます。

　　申し立ての手続きなど、ADRの詳しい内容については、東京三弁護士会「医療

　ADR」のホームページ等で確認できます。

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

　◇医療安全研修会を例年通り今年度も3回実施します。

　○第1回目
　　日時：平成28年６月23日（木）　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　　場所：関内ホール大ホール
　　内容：第１部　障害者差別解消法について
　　　  　第２部　ヒューマンファクターの基礎知識～医療安全のために～

　○第2回は、平成28年10月27日

　○第3回は、平成29年 2月23日

　それぞれ予定しています。

　　申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページ掲載のちらしを
　ご確認ください。
　　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

　　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　　このたび発生した熊本県を中心とする地震により被災された皆様には、
　心から御見舞い申し上げます。

　　横浜市では、被災地の一日も早い復旧・復興に向け、熊本市などの被
　災地への支援チームの派遣等、各種支援を行っています。
　http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/h2804kumamoto/

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　「よこはまウォーキングポイント」参加者16万2千人突破！
　  ～まだまだ好評受付中！さあ歩こう ヨコハマ～

　＜お問合せ＞
　　よこはまウォーキングポイント事業（YWP）事務局
　電話：0570-080-130／045-681-4655FAX：0120-580-376（フリーダイヤル）
　MAIL：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
　受付時間：平日9:30～17:30　※土・日・休日、年末年始はお休み
    
      http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第92号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 28年6月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  相談事例 

　　◆皆さんの説明、ちゃんと患者さんに伝えられていますか？
　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報

　　◇平成28年度第1回医療安全研修会
　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療安全の改善に向けて    ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆皆さんの説明、ちゃんと患者さんに伝えられていますか？

　今回は最初に笑い話から…。

　母の友人(60代後半）の方が同じ年代の方と二人で都内に観劇に行かれました。
 その帰り道に少し休憩も兼ねて、銀座の有名なパーラーに入られました。
 メニューを見て目を奪われたのが「チョコレートババロア」。
　二人でウエイトレスに「これを二つ下さい」とメニューを指さして
 注文をしたところ、ウエイトレスは「かしこまりました」と丁寧なお辞儀をして
 テーブルを離れました。ここまでは「流石銀座のパーラーだ」と思っていた
 そうなのですが、その直後思いもよらぬ言葉が二人の耳に飛び込んできました。
「チョコババ、２名入りました！」二人はとっさに「ちょこ婆」を連想された
 ようで、二人とも顔を真っ赤にしたようです。もちろん「チョコレートババロア」
 を略したものだということはすぐに判ったのですが、何とも気まずい思いをされた
 と話されていました。

　これは笑い話ですが、医療の現場でも同じようなことがあるのではないかと
 思われます。病院内で普段特に気にせず使用している略称や符丁などを
 患者さんやご家族への説明の際に「つい」使ってしまってはいないでしょうか。

　医療安全相談窓口への相談でも、「説明を受けたけど何を言っているのか、
 意味が判らない」、「横文字が多くて理解出来ない」などのご相談を受けます。
 例えば「今度は泌尿器科で診察を受けて下さい」というところを、
 「次はウロに回って」などと伝えてしまい、患者さんはまさしく「ウロウロ」
 してしまったり、「ムンテラ」「ＩＶＨ」「ＣＴ」「ＭＲＩ」などの言葉に
 関しても理解されていないこともあります。
 最近は受診受付を「チェックインして下さい」と伝えたり、大きな病院では
「お支払いはディスペンサーでお願いします」などと受付で伝えられることも
 あります。
 体調不良で、病院を訪れる高齢者には、それだけでもかなり威圧感を
 与えてしまっているようです。

　検査結果などの説明に関しても、説明された数値がどこの何に関しての
 数値であるかがさっぱり理解しないまま、治療を続けられ、その結果、
 不明な点が不安になり、それが不信につながっているようなことも多く
 みられています。

　限られた診療時間の中でどこまで出来るのか難しいところではありますが、
 手術などの高度な判断の際も「理解できず納得できないまま」という状況を
 どのように少なくするかによって、後のトラブル回避にもつながるのでは
 ないかと感じています。

　慌ただしい診察時間の中ですが、一言「判らないことありますか？」
 「何か不明なところはありますか？」と声をかけていただければ、
 医師に質問する患者さんの気持ちを後押しできるのではないかと思います。
 特に高齢の方は「先生につまらないことを聞いたら迷惑になる」
 と考えられている方も多く、医療機関側が情報を伝えるだけではなく、
 理解の度合いを確認していくことも大切な医療現場の仕事ではないでしょうか？
　皆さん方の説明はちゃんと伝わっていますか？　
 一度皆さんの現場でも確認されてみてはいかがでしょうか？

　余談ですが、私の母は最初の話しを聞いて以来、フルーツババロアや
 チョコレートババロアは外で一切注文しなくなりました。
  いくつになっても乙女心なのでしょうか。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報   ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇平成28年度第1回医療安全研修会を実施します。

日時：平成28年６月23日（木）　午後６時00分開場　午後６時30分開演
　場所：関内ホール大ホール
　内容：第１部　障害者差別解消法について
　　　  第２部　ヒューマンファクターの基礎知識～医療安全のために～

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

　■■■編　集　後　記■■■ 

　余談ですが、私の父親が「ババロア」が好きで、よく買ってきて食べていました。
 妹はこれを「ジジロア」と言っていました。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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

　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　「よこはまウォーキングポイント」参加者16万2千人突破！
　  ～まだまだ好評受付中！さあ歩こう ヨコハマ～

　＜お問合せ＞
　　よこはまウォーキングポイント事業（YWP）事務局
　電話：0570-080-130／045-681-4655FAX：0120-580-376（フリーダイヤル）
　MAIL：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
　受付時間：平日9:30～17:30　※土・日・休日、年末年始はお休み
    
      http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第93号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 28年7月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療相談窓口より 

　　◆医療費の明細書についての相談が増えています！
　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報

　　◇平成28年度第1回医療安全研修会を終えて
　　　　　

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

┏━━━━━━━━━━━━━┓
★  1. 医療相談窓口より  　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━┛
◆医療費の明細書についての相談が増えています！

 ２年に一度の診療報酬改訂により、医療機関で従事される皆様、
さぞお忙しかった事と思われます。
　2010年4月から、患者に対する医療費の「明細書」の無償発行が、保険医療
機関等に対して原則として義務化されました。「明細書」によって、行われた検査
や処置、手術、注射、投薬、リハビリテーション、入院等に関する診療報酬を知る
ことができます。

 医療の透明化が進むことで、患者自身が治療内容を詳しく把握できるように
なったことに従い、内容についての疑問も多々生じているようです。
 今回は、当窓口に寄せられる明細書関連のご相談・苦情の中で最も多い３つの
事例についてご紹介させて頂きます。

①『領収書はくれるが、明細書はくれない。』
⇒レセプト電子請求が義務づけられた保険医療機関及び保険薬局は、領収書を
交付するに当たっては、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった
項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないことになりました。
（保険医療機関及び保険医療養担当規則改正、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則改正）
「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局とは、
(1) 明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している
保険医療機関または保険薬局
(2) 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした
場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局です。
無償発行が義務づけられる医療機関等は、院内掲示などにより患者に明示
しなければなりません。

「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局は、地方厚生（支）局に
届出を行うとともに、「正当な理由」に該当する旨及び希望する患者には
明細書を発行する旨（明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う
場合の金額を含む。）を、患者に対し院内掲示をしなければなりません。

 なお、レセプト電子請求が義務づけられていない保険医療機関及び保険薬局に
ついても、明細書発行の有無、発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う
場合の金額等について、患者に対し院内掲示しなければなりません。

②『長年、２か月に１度の受診で60日分の薬をもらっていたが、30日分しか
出せなくなったと言われた。「何故ですか？」と聞いたが、「国の決まり
ですから」としか言われなかった。』

⇒処方する投薬量
医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったもので
なければならず、30日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が
可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、
病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、「原則30日以内に再診を行う・
200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関
（200床未満の病院または診療所）に文書による紹介を行う旨の申出を行う・
患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る
処方箋を交付する。」となっています。
そのため『決まりだから、30日分しか出せない』は通用しません。

③『【○○管理料】という項目が非常に高額だ。なぜこれが請求されるのか
わからない。』
⇒特に多いのが『特定疾患療養管理料』についての相談です。
生活習慣病等の疾患を主病とする患者について、「プライマリケア機能を担う
地域のかかりつけ医が計画的に療養上の管理を行うことを評価したもの。
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治療計画に基づき、服薬・運動・栄養等の療養上の管理を行った場合に、
月２回に限り算定する。」とあります。

 いずれの場合も、保険医療機関・保険薬局からの十分な説明が必要と思われます。
患者としては「決まりですから」「国の方針」等の説明だけでは
納得いかないのではないでしょうか。
患者さんとはよい関係を構築していかなければなりませんので、細かい説明を
しなければなかなか納得してもらえません。御苦労が絶えない事とは思いますが、
できる限り丁寧にご説明頂ければと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◇平成28年度第1回医療安全研修会
　去る６月23日（木）関内ホールにて28年度第１回医療安全研修会を開催しました。
前段は横浜市健康福祉局障害企画課とのコラボレーションにより、
「障害者差別解消法」の理解を深めることができました。

　後段は「ヒューマンファクターの基礎知識」というテーマで、早稲田大学の
小松原教授より講演頂きました。
小松原先生の話は、笑いあり納得ありの、非常に興味深い内容でした。
自施設でも講演をお願いしたい旨の問い合わせが、講演後に複数ありました。

　お忙しい中、ご参加いただいた皆様、有難うございました。

　当日の資料や参加施設については、医療安全支援センターホームページを
ご参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

　　■■■編　集　後　記■■■
 メジャーリーガー・イチロー外野手が達成した日米通算4257安打目が、
ギネス世界記録として認定されました。
 地道な努力で、あます事なく才能を開花させ、偉大な記録を打ち立てました。
 地道な努力の積み重ねと準備の周到さは、小松原先生のお話の医療安全にも
通じるところがあると思われ、大いに学ぶ必要があると再確認しました。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者17万人！ 
　　　　～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～

　参加者17万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。
この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

■お問合せ先
  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
　電　　話：0570-080-130、045-681-4655　　　
ファクス：0120-580-376
　メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全対策情報 

◆患者の権利について

  ２  医療安全情報

①平成28年度　第１回横浜市病院安全管理者会議

②医療法改正に伴う留意事項について

③医療機関における患者等の安全の確保について

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　医　療　安　全　対　策　情　報 　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆患者の権利について

医療安全相談窓口にて「患者の権利」について言及する市民の方が、時折
いらっしゃいます。
 医療現場でも権利を主張する患者に遭遇したことがあるかもしれません。
 この「患者の権利」について触れたいと思います（尚、若干筆者の私見が
入ることをお断りした上で、読み進んでいただければと思います）。

 かつて医師と患者の関係は、医師の方は「病気のことは専門家である
医師に任せ、患者は黙って言われる通りにすればよい」、一方患者の方も
「医師に全てをお任せします」、というパターナリズム（父権主義）に
基づいていたと言われています。
 社会情勢の変化により、以前のような医療側と患者との関係ではこれからの
医療に対応できないことは、多くの人が認めるところです。
 生活習慣病に代表される慢性疾患が増加すると、患者の医療への積極的な
関与なしに治療をすすめることは不可能になってきました。
 医療側と患者が協力して医療に当たるためには、医療従事者が有している
情報の提供と患者自身による情報の会得が求められるのです。
 支配・保護する者とされる者という上下の関係から、対等な関係への移行
ということになります。
 そして医療従事者と対等な立場に引き上げるためにも、「患者の権利」を
保証し、患者へ情報という力を与える必要があるのです。

「患者の権利」を一言で表すならば、患者は医療側に自己の求める医療を
要求する権利を持つことになります。
「患者の権利」の権利主体は、患者自身、その家族、市民のためのものと
考えるのが素直です。
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 医療従事者にとっても大きな意味があります。患者に主体性を認め、 
 医療従事者と対等な関係であることを承認することによって、
 医療従事者側は最適なパートナーを得たことになります。
 人間は常に過ちを犯す危険があり、不完全な生き物です。
 そこで自らの不完全さを他の立場の人に補ってもらうことにより、 
 お互いに支え合いながらやっていくことができます。

 例えば、患者の協力的な行動により、医療従事者は自分たちの過ちを
事前に知ることができる場合もあるでしょう。

 患者の権利を「権利」として保証するということは、その相手方に一定の
義務を課すことになります。
 最適な医療行為を要求する権利が患者にあり、これに応じる義務が
医療側にあるとなると、一つは何が最適であるかという問題があり、
もう一つは誰が最適かを判断するのかという問題です。
 つまり、これまで医師の裁量によって与えられていた医療行為が、
果たして最適なのかどうかの判断権が患者に移行することになります。
 医療側が考える最適な医療と患者の考える最適な医療とが食い違った時には、
患者にとって最適であるかが優先されるのです。
 ここで、医療従事者は与えられた土俵の上で最善を尽くすしかなく、
現代の医療には限界があるという情報を、患者に伝えておくことは重要です。
 また、最近では最先端の医療が患者の倫理観に反することもあり、
司法で争われた事例もあります。

 最後に、患者の側にも、権利として保証されることに伴う責務が生じます。
「患者の権利」を尊重するのであれば、患者自身の義務や責任を果たすことが
前提にあります。
 米国メリーランド州で決められている「患者の義務」には、
病気に関するあらゆる情報を医師へ正確に伝えること、
他の患者や医療従事者らが最適な医療を施す責務を果たすことができるように
患者は適切に対応すること等々掲げられています。
 また、患者が自己の権利を行使した場合には、そこから生じた結果を
受け入れなければならない時があります。
 いわゆる自己責任です。
 患者自身で判断したのだから、その判断の結果には患者自身で責任を
負うということです。
 加えて、権利を行使できたのに行使しなかった場合には、
そのことによる不利益を甘受しなければなりません。
 黙っていれば、適当にいいようにやってくれる、つまりお任せで
よかったものが、お任せで済まなくなり、いちいち自分で判断しなければ
ならなくなります。
 中には、これを煩雑だと感じる人もいるでしょう。
 このように患者は、自らの権利を行使した時の責任と行使しなかった場合の
不利益を負わされることを覚悟しなければなりません。

 ただし、留意しておかなければならないことは、
医療従事者が責任転嫁のための手段として患者の権利を持ち出し、
患者へ無理に自己決定を迫るということがあってはならないということです。
 また、自身の医療ミスの責任を逃れるための免罪符として、
患者の義務の不履行を医療従事者が利用してはならないのです。
 あくまで、患者のための権利であるという本質を忘れてはなりません。
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報 　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

①平成28年度　第１回横浜市病院安全管理者会議（名称が一部変わりました！）

横浜市病院安全管理者会議は今年度から4～5回のシリーズとして、
包括的に医療安全を啓発・議論していくことを計画しています。

　今年度第１回会議は「施設・環境から考える医療安全」をテーマに、
開催します。
 当日はまず、行政の視点から医療安全を考えるうえで大切な法的根拠などを
お話した後、講演を聴講し、医療安全について改めて考えるきっかけにして
いただきたいと思います。奮ってご参加ください！

講演：物的環境から考える医療安全
　日時：平成28年９月８日（木） 午後４時30分開始
（講演は午後５時30分開始）
　場所：関内ホール小ホール
　対象：横浜市内の病院職員
※詳細は以下URL参照してください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/anzenkanrisiyakaigi2.html

②医療法改正に伴う留意事項について

６月24日に「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
という通知が、厚生労働省医政局長から各都道府県知事宛てに出されました。
 医療事故調査制度の運用改善を図るための留意事項です。
 是非ともお目通しください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/imuyakumu-jyouhou/

③医療機関における患者等の安全の確保について

７月26日各保健所設置市宛てに,厚生労働省医政局総務課からの通達が
ありました。
患者等の安全の確保に努めるよう、注意喚起ください。
以下、ご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/imuyakumu-jyouhou/

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

■■■編　集　後　記■■■
高校野球、プロ野球、リオ五輪など、連日スポーツの話題で盛り上がっている(いた)
一方、冷房の当たりすぎや寝不足によって、体調を崩す方がいるかもしれません。
夏風邪も流行っているようなので、体調管理には十分お気を付けください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/rinji/herpangina/2016/herpangina
1630w.pdf

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
★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。
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　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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者17万人！ 

～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～

　参加者17万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。
この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

■お問合せ先
よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
電　　話：0570-080-130、045-681-4655

ファクス：0120-580-376
メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第95号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 28年9月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全対策情報 

　　◆障害のある患者との診察場面でのコミュニケーションについて
　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報

　　①平成28年度　第２回横浜市医療安全研修会

    ②平成28年度　第１回横浜市病院安全管理者会議

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　医　療　安　全　対　策　情　報 　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆　障害のある患者との診察場面でのコミュニケーションについて

 障害者虐待防止法（正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律」）が2012年10月に施行され、約4年が経過しました。
そして今年4月には、障害者差別解消法（「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」）が施行されました。
 横浜市医療安全支援センターでは、6月の医療安全研修会にて、
「障害者差別解消法について」を取り上げました。
ご参加いただいた多くの方より、「障害者差別に関する理解が深まった」、
「現場にも活かしていきたい」とのご感想をいただいております。
「障害者差別解消法」とは、障害を理由にした差別をなくし、障害のある人も
ない人も共に生きる社会を目指した法律になっています。
 障害者だから優遇される、配慮される、特別扱いするということではなく、
障害があることが不利益とならない、障害があることで困っていることに
配慮すること、そして支援していくことで、その人が社会で生活しやすい環境を
整えていくことを目的としたものです。

 医療安全相談窓口では、患者と医療関係従事者とのコミュニケーションに
関する相談を主に受けております。
相談者の中には、障害をお持ちの方やそのご家族からご相談いただくことも
あります。
当然のことながら障害のある方も、一般の医療機関にかかり治療を受けられます。
外来通院のみではなく、入院治療を要する場合もあります。
その中で、以前このような話を耳にしたことがありました。
「障害があるとなかなか受けてもらえる病院がない、あっても遠くて
連れて行けない」「病院に連れて行きたいがパニックを起こしてしまいそうで、
病院に迷惑をかけてしまうのではないかと不安」「障害者だからと詳しい説明を
してくれない」など、障害がある方のご家族やその関係者からの声です。
障害がある方々にとって、医療機関にかかることはとても大変なことです。
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メルマガ95号(9月).txt
診察の場面において、障害やその状況にもよりますが、発語が困難であったり、
ご自身の病気の症状をうまく伝えられなかったり、慣れない環境や人、
医療者を前にするとパニックをおこしてしまったり、時には大声をあげて
しまうこともあります。また、治療内容や医療行為が十分理解出来ず、
そのことで不安定になってしまわれる方もいます。このような場面を病院内で
目にされた方もいらっしゃるかもしれません。
重度の障害のある方が受診される場合、たいていはご家族が付き添われ、
ご本人を代弁して病気の症状や普段の様子を診察時に伝え、その話をもとに
治療が行われるかと思います。もちろん、普段一緒に生活されているご家族が、
よりご本人の状況を把握されており、そのご家族から情報を得られることは
有効なことだと思われます。ただ個々の事情により付き添える家族がいない、
またそれが困難な場合等において、他の手段として、「重度障害者等入院時
コミュニケ―ション」という事業があることをご存知でしょうか。
こちらは、障害者総合支援法上の地域生活支援事業に位置付けられ、
各市町村事業として実施されております。
この事業は、障害のある方と医療従事者との入院時の治療上の
コミュニケーションを円滑に行うことを目的としており、ご家族以外の
日頃から関わりのある支援者が介入することで、障害がある方の独自の
自己表現や意思表示を診察場面で伝えたり、また逆に障害のある患者側が
分かる方法で、治療に関する内容を伝えられたりすることができます。
意思伝達の方法は人それぞれです。発語が可能な方もいれば、
聴覚障害や嚥下障害、視覚障害などによりその方法に配慮を要する場合もあります。
知的障害のある方などにおいては、耳から入る情報だけでは処理が難しく、
診察の手順を絵や写真等を用いて視覚的な方法で説明することが有効であったり、
また、あいまいな表現や抽象的な表現は逆に混乱を招いてしまったりすることも
あります。他にも、先の予測が出来ないことに対しての不安感が強い為、
見通しを持たせた声かけや、時間設定を設けるなどの工夫が有効な場合もあります。
言葉での説明だけでは入りにくい場合は、文字による説明、メモを持たせるなどの
工夫も有効です。

この事業の対象となるのは、障害を理由に他者との意思疎通が困難な方です。
障害を理由に発語が困難な方や、その方独自の表現方法や意思伝達手段を
お持ちの方、会話以外の方法でコミュニケーションを可能とする方、
また特定の者にのみコミュニケーションを図ることが出来るなどの場合において、
コミュニケーション支援員が間に介入して、ご本人と医療機関スタッフとの
円滑なコミュニケーションを図れるよう支援します。
普段の関わりから慣れている支援者が診察場面に同席し仲介することで、
多少環境が変わったとしても、普段の様子で診察に臨むことを可能とします。
具体的には、予め登録されたコミュニケーション支援員を入院先の医療機関に
派遣し、診察場面や病室等での医師や看護師等の医療従事者とご本人との
コミュニケーションの仲介を行います。派遣されるコミュニケーション支援員は、
主には日常的に関わりのあるヘルパーや、通所施設や入所施設の職員等と
なっております。ただ、あくまでもコミュニケーションに関する支援を
目的としておりますので、直接的な介護、介助などの支援は行いません。
また入院に限定されている事業という意味では、まだまだ不十分かもしれません。
　ただ、今年度から障害者差別解消法が施行されたことにより、医療機関の
各現場において、これから様々な対応が求められるようになるかと思われます。
各医療機関でもどのような対応が出来るか考えていく必要がある中、
今回ご紹介した事業や今ある制度をうまく活用し、より円滑なコミュニケーションが
医療機関と患者側双方で図られるようになればと思います。
※事業に関する詳しい内容は、横浜市健康福祉局障害福祉課生活支援係、
もしくは各区役所福祉保健センターの高齢・障害支援課・こども家庭支援課が
窓口となっております。
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メルマガ95号(9月).txt
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報 　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

①28年度第２回　横浜市医療安全研修会を開催します！

日時：平成28年10月27日（木）　18時30分～20時30分
場所：関内ホール　大ホール
対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者
内容：第１部　冬場の感染に備えて　感染症対策について
　　　 第２部　患者対応の基礎～心理学からのアプローチ～

申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！

②多数の参加に感謝！
去る９月８日(木)に平成28年度　第１回横浜市病院安全管理者会議が開かれました。
医療安全について包括的に啓発・議論していけるような内容で、
今年度から4～5回のシリーズとして計画・予定をしています。
　今年度の第1回では「施設・環境から考える医療安全」をテーマとし、
有意義な講演が行われました。
　後日、横浜市医療安全支援センターホームページに議事録掲載予定です。

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

　　■■■編　集　後　記■■■
９月１日は「防災の日」、多くの地域や職場で避難訓練が行われたかと思います。
今年の気象白書『気象業務はいま』は冒頭で、「この数年、雨の降り方が局地化、
集中化、激甚化している」と危険度の高い集中豪雨が多いと指摘。
課題の一つに「夜間の避難の回避」を挙げています。
横浜市は多くの河川を有しています。火災、地震のみならず、水害に対する
備えを再点検いただければと思います。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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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 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者19万人！ 
　　　　～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みも受付中～

　参加者19万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
　歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」も受付中です。
　この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

■お問合せ先
  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
　電　　話：0570-080-130、045-681-4655　　　
　ファクス：0120-580-376
　メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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修正：メルマガ96号(10月).txt
┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第96号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　 平成 28年10月21日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全対策情報 

　　◆説明責任を考える
　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報

　　平成28年度　第２回横浜市医療安全研修会

   
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　医　療　安　全　対　策　情　報 　★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 ◆説明責任を考える

  このメールマガジンでも繰り返しお伝えしていますが、
 患者さんと医療従事者の信頼関係構築は本当に難しいものです。
 今回は報道の影響についてお話したいと思います。

 しばらく前から、一部雑誌で、「飲み続けてはいけない薬」、
「やってはいけない手術」といったセンセーショナルなタイトルの記事の掲載が
 続いています。
 当相談窓口にも雑誌や新聞広告の見出しを見た方から、「なぜこんなひどい薬の
 使用を止めさせないのか。」、「過剰診療、過剰投薬をする病院を国や市は
 なぜ放っておくのか。」といったご意見をいただくことがあります。
 皆さんの医療機関でも、患者さんから同じような内容の不安の声が
 寄せられたりしていることと思います。場合によっては、治療の必要性の説明に、
 これまで以上に時間を取られ、その影響で、他の患者さんの待ち時間が延びて
 クレームにつながるといった不具合も生じているかもしれません。
 時には、患者さんとの長年の信頼関係が崩れたりするケースもあるのでは
 ないでしょうか。

 患者さんは医療従事者に比べ医療の正しい情報が届きにくく、
 病気を抱えて不安な状態にあります。
 治療を続けていても目に見える効果があらわれない時、
 当人が飲んだ薬や受けた検査のリスクなどを雑誌や新聞広告特有の見出しで
 目にすると、「自分にも当てはまる」とすぐに信じてしまうのかもしれません。

 別の雑誌では、一部報道による影響が約３割の医療機関で起こっていると報じ、
 対応に苦慮している現場の声を伝えています。
 現場は振り回されることになってしまうのですが、医療機関は治療に責任を持つ
 必要があるため、丁寧に説明を重ねるしかありません。
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修正：メルマガ96号(10月).txt
 一方、テレビでは以前から健康に関する番組の放映が盛んです。
 「昨日テレビで見たのだが、この健康法（食べ物の効果）は本当か。」、
 「テレビに出ていた先生に受診したいのだが、どこの病院の先生か。」、
 「あの治療法を受けてみたいので、やっている病院を教えてほしい。」
 などの問い合わせが相談窓口に入ります。
 テレビ局に問い合わせてほしいと思うところですが、
 聞いても詳しく教えてくれなかったという方もいて苦慮することがあります。
 健康法等については、特定の食品や健康法にも飛びつくことなく、
 バランスが取れた食事とウォーキングなど継続できる健康法をお勧めしています。
 また、転院やセカンドオピニオンについては、テレビ等で得た情報を
 上手に活用し、現在の担当医に相談することをご提案しています。

 記事や番組は、健康を考えるきっかけになり、がん検診や早期治療を促すことに
 大きく貢献しています。
 一方で、次々に新しい情報が押し寄せるため、忘れ去られやすいのも特徴です。
 医療機関もこれら報道等の影響を理解し、エビデンスに基づいた説明を行い、
 地道な努力で信頼を積み重ねていくしかないのかもしれません。

 皆様の努力には頭が下がります。これからもよろしくお願いします。

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

28年度第２回　横浜市医療安全研修会を開催します！

日時：平成28年10月27日（木）　18時30分～20時30分
場所：関内ホール　大ホール
対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者
内容：第１部　冬場の感染に備えて　感染症対策について
　　　 第２部　患者対応の基礎～心理学からのアプローチ～

申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html

たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！

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

　　■■■編　集　後　記■■■
 当相談窓口も相談者との信頼関係構築は、常に課題です。
 そして、医療情報の収集と活用のためのスキルアップは欠かせません。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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
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修正：メルマガ96号(10月).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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者20万人！ 
　　　　～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みも受付中～

　参加者20万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
　歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」も受付中です。
　この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

■お問合せ先
  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
　電　　話：0570-080-130、045-681-4655　　　
　ファクス：0120-580-376
　メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ 

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン 

  ((( ((( 

   ∩  ∩                   ＜第 97 号＞ 

  " `ワ " anzenchan                         平成 28 年 11 月 15 日 

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛ 

 

 

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

 

            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  新 制 度 の 紹 介  

 

  ◆「健康サポート薬局」 

         

  

  ２  医療安全情報 

 

  平成 28 年度 第２回横浜市医療安全研修会 

 

    

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  １. 新 制 度 の 紹 介  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆「健康サポート薬局」の表示制度がはじまりました 

 

 神奈川県には 3,770 施設の薬局があり、そのうち横浜市には県全体の 

約４割にあたる 1,517 施設の薬局があります。（出典：平成 28 年度 

薬務行政の概要（神奈川県）） 

次に薬剤師数（未就業者を含む）ですが、横浜市 9,623 人 

（全国 288,151 人・神奈川県 21,541 人）で、このうち薬局に 

従事する薬剤師数は 6,243 人（全国 161,198 人・神奈川県 13,846 人）、 

また、人口 10 万人あたりの薬局に従事する薬剤師数は、168.3 人 

（全国 126.8 人・神奈川県 152.2 人）と全国・神奈川県平均の薬局従事者数を 



上回っています。（出典：平成 26 年医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）） 

 

薬局は医療法において、医療提供施設の一つと位置づけられ、 

医療計画（医療提供体制の確保を図るための計画）の中では在宅医療への対応や 

調剤を中心とした医薬品や医療・衛生材料等の提供の拠点として、 

患者さんの住む地域で質の高い医療が安心して受けられるよう薬局機能を 

向上させることが期待されています。 

 

一方では、大病院や診療所の周りにある「いわゆる門前薬局」が乱立し、 

患者さんの服薬情報の一元的管理などの本来の薬局機能が必ずしも 

発揮できていないなど、医薬分業のメリットが実感しにくいとの指摘があります。 

また、処方せんによる調剤に偏重し、一般用医薬品や医療・衛生材料を 

取り扱わない薬局が多くなり、医薬品や医療・衛生材料の提供の拠点としての 

役割が不足しているのではないか等の意見もあります。 

 

このような状況を踏まえ、厚生労働省は医薬分業の原点に立ち返り、 

現在の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するため、 

「患者のための薬局ビジョン」の策定や「健康サポート薬局のあり方について」 

という検討会の報告書を公表しました。 

かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能として、 

１ 服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく適切な薬学的管理や指導 

２ 24 時間対応・在宅対応 

３ かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携機能の充実 

の３つが、「患者のための薬局ビジョン」で示されました。 

 

また、健康サポート（個人による主体的な健康の保持増進を支援すること） 

薬局が持つべき機能として、 

１ 地域における連携体制の構築 

（医療機関への受診勧奨やその他の関係機関への紹介） 

２ 薬剤師の資質の確保（健康サポートに取り組む薬剤師の研修と実務経験） 

３ 薬局の設備（個人情報に配慮した相談スペースの確保） 

４ 薬局における表示（健康サポート機能を有する薬局であることの表示） 

５ 要指導医薬品等の取扱い（要指導医薬品等、衛生材料、介護用品等 

について、利用者自らが適切に選択できるよう供給機能や助言体制） 

６ 開局時間 

７ 健康相談・健康サポート（健康の維持・増進に関する相談対応と 



記録の作成及びポスターの掲示、パンフレットの配布） 

などが、「健康サポート薬局のあり方について」で示されました。 

 

こうして、必要な規則の改正や基準の制定を経て、今年の４月１日から、 

かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加え、地域住民への健康づくりを 

積極的に支援する機能を備えた薬局が「健康サポート薬局」と表示できる制度が、 

開始されました。 

具体的な基準としては、 

■ 医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行う。 

■ 健康づくりに関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、 

かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介する。 

■ 地域の薬局の中で率先して地域住民の健康づくりを 

積極的かつ具体的に支援する。 

■ 地域の薬局への情報発信、取組支援等を行うといった積極的な取組を実施する。 

などが、挙げられています。 

これら以外にも健康サポート薬局に関する研修を終了し、 

一定の薬局業務の実務経験のある薬剤師が常駐している体制の整備が必要となる等、 

様々な健康サポート機能に関する基準が設けられています。 

 

このように、健康サポート薬局は、かかりつけ薬局としての基本的機能と 

積極的な健康サポート機能を備え、安心して立ち寄りやすい身近な存在として、 

地域包括ケアシステムの中で多職種と連携して、 

地域住民の皆様の相談役の一つとして機能することが期待されます。 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◇医療安全研修会 

 去る 10 月 27 日（木）関内ホールにて 28 年度第２回医療安全研修会を 

開催しました。 

前段は横浜市健康福祉局健康安全課とのコラボレーションにより、 

「冬場の感染に備えて 感染症対策について」と題して、 

感染予防対応の再確認をすることができました。 

後段は「患者対応の基礎～心理学からのアプローチ～」というテーマで、 

明治学院大学の杉山教授より講演頂きました。 

杉山先生の話は、クレーム発生のメカニズム、支援スキル、 



自分自身のメンタルヘルス、バーンアウトの予防対策、 

チームワークの大切さをはじめ、多岐にわたる内容でした。 

「また聞きたい。」、「もう一度ゆっくり聞きたい。」などの声が多くありました。 

 

当日の資料や参加施設については、後日、医療安全支援センターホームページに 

掲載します。 

終業後のお疲れの方が多かったと思いますが、 

ご参加いただいた皆様、有難うございました。 

 

 

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

 

■■■編 集 後 記■■■ 

11 月は児童虐待防止推進月間です。 

関係する医療機関では「虐待対策マニュアル」などを作成の上、 

対応いただいていることかと思います。 

平成 28 年度の標語『さしのべて あなたのその手 いちはやく』とありますが、 

ダイヤル１８９（いちはやく）で、最寄りの児童相談所に電話がつながります 

（全国共通）。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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. 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「よこはまウォーキングポイント」参加者 21 万人！  

    ～対象年齢を「18 歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みも受付中～ 

 

 参加者 21 万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、 

参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」が参加できるようになり、 

「ＷＥＢ申込み」も受付中です。 

 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

 ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
　 　┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン
　　((( (((
　　 ∩  ∩  　                ＜第98号＞
　　" `ワ " anzenchan　　                      　  平成 28年12月15日
┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛

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

　　　　　　　　　　　　□ □ □　目次　□ □ □

　１  医療安全対策情報 

　　◆説明と同意について　～どこまで説明すれば良いですか？～
　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報

　　①平成28年度　第２回横浜市病院安全管理者会議

    ②医療機関における安全管理について

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　医　療　安　全　対　策　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
●説明と同意について　～どこまで説明すれば良いですか？～

予期せぬ死亡事例の院内事故調査制度が、昨年10月に施行されました。
予期された死亡とは、あらかじめそれについて説明されたものと定義されました。
そこで「説明されたこと」が大切になってきます。

こんな例があります。

　　　　　　　　         手術同意書
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
｜私は、手術に関する意義と危険性について十分な説明を受け、｜
｜理解しました。そのうえで、手術を受けることに同意します。｜
｜                                                        ｜
｜                                   平成　 年　 月 　日  ｜
｜患者氏名：　　　　　　　 印                             ｜
｜━━━━━━━━━━━━━                              ｜
｜説明者：　　　　　　　 印                               ｜
｜━━━━━━━━━━━━━                              ｜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

この同意書を見て、皆さんはどうお感じになるでしょうか。
お気づきのとおり、上記同意書には「危険性」が具体的に記載されていません。
診療録の記載には手術の意義の記載はありましたが、「危険性の具体的な記載」が見当た
らない事例もありました。

これで十分ですか？
これでは説明したとは言えないことになってしまいます。

ページ(1)



メルマガ98号(12月).txt
他の事例として、説明書と同意書を別々の書式にしているケースもあります。
説明書は患者さんに渡したので説明書は保存していない。
さらに、説明書を渡したという記録もありませんでした。
これでは、説明をしたか不明となってしまいます。

ちなみに、同意書に次の項を設定して、同意の取り方を工夫しているところがあります。
・同意します。
・同意しません。
・翻意しても構いません。
参考にしてみては如何でしょうか？

この例は手術や麻酔の事前説明でした。
説明には事前説明と事後説明の2つがあります。
事前説明はありましたが、事後説明がどうなされていたかの記録が無いことも見かけられ
ます。

事前説明では手術等に伴うリスクが具体的に説明されていることが重要です。
どこまで深く説明するかもポイントになります。
それらのリスクが回避されたことについて、事後説明ではお伝えするべきでしょう。

いかがでしょうか？
患者さんに対する説明に、何かが少し足りないという話をしました。
院内の安全管理委員会などで議題として取り上げ、ぜひ点検してみてください。

その際、「説明と同意の病院の原則」を定めておくことも点検しましょう。
医師一人ひとりに説明を任せるのではなく、また書式を各科に任せるのではなく、「病院
の原則」を定め、確認できるようにしておくことが大切です。

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

　①平成28年度　第２回横浜市病院安全管理者会議（名称が一部変わりました！）

横浜市病院安全管理者会議では、今年度から4～5回のシリーズとして数年で、
包括的に医療安全を啓発・議論していくことを計画しています。

今年度第２回会議では、「法的に適した記録の書き方」をテーマとした講演を開催しま
す。
総会および専門部会報告から始まり、行政の視点から各種記録の法的根拠などをお話した
後、講演を聴講し、医療安全について改めて考えるきっかけにしていただきたいと思いま
す。
奮ってご参加ください！

講演：「法的に適した記録の書き方～診療録・看護記録ほか～」
講師：北浜法律事務所　 弁護士・医師　長谷部　圭司 氏

　日時：平成29年２月８日（水） 午後４時00分開始予定
（講演は午後５時30分開始）
　場所：関内ホール小ホール
　対象：横浜市内の病院職員

②医療機関における安全管理について
11月25日各保健所設置市宛てに,厚生労働省医政局総務課からの通達が
ありました。
医薬品の適切な在庫・品質管理等の対策についてのものとなります。

ページ(2)
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以下、ご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/imuyakumu-jyouhou/

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

　　■■■編　集　後　記■■■
感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）及びインフルエンザの流行が本格化してきました。
横浜市では感染症予防の基本である「手洗い」と「咳エチケット」を推奨するポスターを
作成しています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/
医療機関の皆様は、より一層の予防に取り組んでくださるようお願いします。

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者22万人！ 
　　　　～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～

　参加者22万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。
この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

■お問合せ先
  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
　電　　話：0570-080-130、045-681-4655　　　
ファクス：0120-580-376
　メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ 

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン 

  ((( ((( 

   ∩  ∩                   ＜第 99 号＞ 

  " `ワ " anzenchan                           平成 29 年 1 月 16 日 

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛ 

 

 

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

 

            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  医療安全相談事例  

 

  ◇相手の立場で考えること 

        ～相談事例と自分（相談員、患者として）の経験から～ 

         

  

  ２  医療安全情報 

 

  ①平成 28 年度 第２回横浜市病院安全管理者会議 

 

    ②平成 28 年度 第３回横浜市医療安全研修会 

 

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

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  １. 医 療 安 全 相 談 事 例 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◇相手の立場で考えること 

 ～相談事例と自分（相談員、患者として）の経験から～ 

 

 横浜市医療安全相談窓口（以下、相談窓口）で相談員として 

 

 相談を受けるようになって１年半が経ちました。 

 

 私自身、体調が悪くても医療機関へ足を運ぶことに躊躇してしまい、 



 

 受診するのは年に１回程度のため、医療機関に行くときはいつもドキドキ 

 

 してしまいます。 

 

 先日、「ん、のどが痛い…風邪かな？」と思い、市販薬を服用し様子を 

 

 見ていましたが、数日経っても良くならないので、周りの勧めもあり、 

 

 近くの医療機関を受診することにしました。 

 

 緊張しながら扉を開けると、受付の方が優しく対応してくれました。 

 

 ここで少しホッとしました。 

 

 少なからず不安な気持ちを抱える患者側にとっては、受付や案内の方々の 

 

 印象が医療機関全体のイメージにつながるものだと感じました。 

 

 待合室で名前を呼ばれ、診察室へ案内されました。 

 

「お医者さんへの上手なかかり方」（医療安全支援センター 

 

 ホームページでダウンロード可）を参考に、症状を医師に伝えました。 

 

 事前に言うことを決めていたとはいえ、体調が悪く、緊張もしていると 

 

 的確に伝えることが難しいなと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相談窓口では、年間約 5,000 件の相談をお受けしています。 

相談窓口に寄せられたコミュニケーションに関する相談は、昨年度 924 件ありました。コミュニ

ケーションに関する相談には、看護師、薬剤師、その他職員の接遇や説明に関すること等が

ありますが、医師の接遇に関するものが一番多くなっています。「話を聞いてくれない」「説明

がなかった」「専門用語の意味がわからない」等のご相談があります。 

さまざまな患者さんがいる中で、対応に苦慮されることも多くあるかと思います。治りたい一心

で、“事実”ではなく“想い”で話をする患者さんもいるでしょう。限られた時間の中で“聴く”こと

は非常に難しいことだと思いますが、「聴いてくれている」と患者さんが感じることで良い関係

性が生まれるのではないかと思います。 

 

 

 さて、診察を終え、お金を支払い帰路につきました。 

 

 支払い時には意識していなかったのですが、家で明細書を見ると、 

 

 診察の際に検査器具を使用したため思っていた以上の金額が記載されていました。 

 

 

相談窓口に寄せられた医療費に関する相談は、昨年度 451 件ありました。医療費に関する相

談には、保険外併用療養費や自費診療等がありますが、診療報酬に関するものが一番多く

なっています。「ここに点数がついているが、なぜか？」「いつもと金額が違う」等のご相談が

あります。 

医療費に関する相談のみに関わらず、疑問点がある場合は、その都度質問をするのが一番

だと相談者の方々にはお話していますが、自分自身が患者になると確認するタイミングが難

しいものだと感じています。各医療機関では相談しやすい雰囲気づくりに工夫いただいている

ことと思いますが、患者として受診した場合どう感じるかという目線で考えていただくことでさ

らに良い雰囲気になるかと思います。 

 

 

 日常のコミュニケーションにおいても、自分の伝えている意図が相手にきちんと 

 

 伝わっていなかったという場面に遭遇するのではないでしょうか。 

 

 親しい人との間でも意思疎通がうまくいかず、ケンカになったりギクシャクしたり 

 



 することがあるかと思います。 

 

 初めての出会いが多くある医療の現場では、より一層難しいかと思いますが、 

 

 ふとした一瞬でも「私が患者ならこの説明わかるかな？」「質問しやすい雰囲気に 

 

なっているかな？」などと意識いただくことで、 

 

少しでも良いコミュニケーションにつながれば幸いです。 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  2. 医 療 安 全 情 報 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━┛ 

①平成 28 年度 第２回横浜市病院安全管理者会議 

 

 今年度第２回会議では、「法的に適した記録の書き方」をテーマとした 

 

 講演を開催します。 

  

 総会および専門部会報告から始まり、行政の視点から各種記録の法的根拠などを 

 

 お話した後、講演を聴講し、医療安全について改めて考えるきっかけにして 

 

 いただきたいと思います。 

 

 奮ってご参加ください！ 

 

 講演：「法的に適した記録の書き方～診療録・看護記録ほか～」 

 講師：北浜法律事務所  弁護士・医師 長谷部 圭司 氏 

 

 日時：平成 29 年２月８日（水） 午後４時 00 分開始予定 

（講演は午後５時 30 分開始） 

 場所：関内ホール小ホール 

 対象：横浜市内の病院職員 

 

 



②平成 28 年度 第３回横浜市医療安全研修会を開催します！ 

 第２部では弁護士の平岡 敦氏よりご講演いただきます。 

 

 内容：第１部 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例と対応について 

    第２部 個人情報保護法による医療情報の取扱について 

 日時：平成 29 年２月 23 日（木） 午後６時 30 分～午後８時 30 分 

 場所：関内ホール 大ホール 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 

 申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

 たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！ 

 

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

  ■■■編 集 後 記■■■ 

 とり年の平成 29 年を迎えました。とりと言えば、鳥インフルエンザ…。 

 濃厚に接触する場合を除いて、鳥インフルエンザのウイルスは、 

 人には感染しないと考えられています。 

 大切なことは、正しい知識を持って予防に努めることです。 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/birdflu.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.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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  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） 
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 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「よこはまウォーキングポイント」参加者 22 万人！  

    ～対象年齢を「18 歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～ 

 

 参加者 22 万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、 

 参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」が参加できるようになり、 

「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。 

 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

 ■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

 ■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 

            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  医療安全相談事例  

 

  ◆医療安全自主点検チェックリストの紹介         

  

  ２  医療安全情報 

 

  ◆平成 28 年度第３回 横浜市医療安全研修会 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  １. 医 療 安 全 対 策 情 報 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆医療安全自主点検チェックリストの紹介 

 

 ある日のこと。 

 

 咳が止まらず、熱もあるので近所の内科を受診。 

 

 結構大きめの診療所。いくつかある診察室の 1 つに呼ばれ、 

 

 診察を受けて、「お薬出しておきますね。お大事に。」と言われつつ退室。 

 

 待合室でしばらく雑誌を読みながら会計待ち。 

 



 そんな時ふと・・・ 

 

 「そういえば、いま診察してくれた先生、何て名前だったかしら？ 

 

 あれっ、確認してなかった。」 

 

 後日問い合わせをしたいことができたらどうしようと心配に…。 

 

 こんなふうに診察した医師の名前がわからなかったことはないでしょうか。 

 

 患者側としては、受診時に診察医師の氏名がわかりやすく示されていて 

 

 欲しいものです。 

 

 

 医療法には、「院内掲示」と呼ばれる規定があります（医療法第 14 条の２）。 

 

 病院又は診療所の管理者は、「管理者の氏名」「診療に従事する医師又は 

 

 歯科医師の氏名」「医師又は歯科医師の診療日及び診療時間」等を 

 

 院内に見やすいよう掲示しなければなりません。 

 

 

 医療安全課では、このような診療所の遵守事項について、 

 

 医療安全自主点検チェックリストを作成し、ホームページに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 新たに開設した診療所に対しては、啓発資料とともにチェックリストを送付し、 

 

 チェックをしたものを返送していただいています。 

【医療安全等に関するお知らせ】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/imuyakumu-jyouhou/oshirase.html 



 

 チェックリストでは、「院内掲示」の他にも、「無資格者による医療行為 

 

 の防止」や「医療の安全管理体制の確保」、「エックス線装置等の管理」等、 

 

 医療法に関連した様々な項目を取り上げています。 

 

 診療所の管理者におかれましては、是非この機会に、チェックリストを活用した 

 

 自主点検を実施してみてはいかかでしょうか。 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  2. 医 療 安 全 情 報 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

 ◆平成 28 年度第３回 横浜市医療安全研修会を開催します！ 

 

 第２部では弁護士の平岡 敦氏よりご講演いただきます。 

 

 内容：第１部 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例と対応について 

 

    第２部 個人情報保護法による医療情報の取扱について 

 

日時：平成 29 年２月 23 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

 

場所：関内ホール 大ホール 

 

対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 

申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

 

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

 

たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております！ 

 

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



 

  ■■■編 集 後 記■■■ 

 横浜市医療安全メールマガジンは今号をもって 100 号を発行することと 

なりました。 

 これもひとえに読者の皆様はじめ、関係各位のご協力の賜物です。 

 この場を借りて御礼申し上げます。 

 今後とも皆さんに役立つ情報を、提供したいと思います。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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 
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「よこはまウォーキングポイント」参加者 22 万人！  

    ～対象年齢を「18 歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～ 

 

 参加者 22 万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、 

 参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 



 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」が参加できるようになり、 

「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。 

 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

 ■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

 ■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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　　◆施行迫る！改正個人情報保護法　　　　　　　　
　
  ２  医療安全情報
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  １.　制　度　変　更　の　お　知　ら　せ　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆施行迫る！改正個人情報保護法

　横浜市では、1月23日からコンビニエンスストアに設置されている

 マルチコピー機で、住民票の写し等の証明書を取得することが

 できるようになりました。

 　これまでは区役所などへ直接出向く必要があったものが、自宅や勤務先の

 近くのコンビニエンスストアで取得でき、とても便利になったと言えます。

 この住民票ですが、実は10年ほど前までは、誰でも他人のものを

 閲覧することができました。今から考えれば信じられないことかもしれません。

 プライバシーや個人情報保護への意識の高まりから、現在では公益性が高いなどの

 ごく限られた場合でのみ閲覧が認められるように住民基本台帳法が

 改正されています。

 　この住民票にみられるように、個人情報保護については

 特に変化の大きい分野です。

 一昨年からマイナンバー制度がはじまり、個人番号は「特定個人情報」として

 厳重に管理することが求められています。

　平成27年に個人情報保護法が改正されましたが、
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メルマガ101号(3月).txt
 今回の改正(平成29年5月30日施行)では「個人情報取扱事業者」の人数要件が

 撤廃され、また病歴など慎重な取扱いが求められる個人情報を新たに

 「要配慮個人情報」として規定されるなど、医療従事者にとっても

 影響が大きいかもしれません。

　医療機関は、患者や従事者に関する情報など、多くの個人情報を

 取り扱っています。

 個人情報保護に関する規程を整備すればそれで安心というわけではありません。

 変化していく患者の意識や制度に対応する必要があります。

　また、個人情報を多く取り扱う職種の人だけが把握していればいいというものでも

 ありません。

 医療機関を利用する患者にとっては、ただでさえ体の不調を抱えていて不安です。

 ほかのことで心配の種を抱くと、余計なストレスとなってしまいます。

 患者の視点からみたとき、職員の言動がどのように映っているかを再確認し、

 定期的に研修の機会を設けるなど、職員全体で取り組みましょう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
★  2. 医　療　安　全　情　報　 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
◇医療安全研修会

　去る２月23日（木）関内ホールにて28年度第３回医療安全研修会を開催しました。

 今回は、弁護士の平岡　敦氏を講師に招き、「個人情報保護法による医療情報の

 取扱について」というテーマで御講演いただきました。

　お忙しい時期にも関わらず、400名を超える方のご参加をいただき、

 ありがとうございました。

 当日配布資料や参加施設名簿については、準備ができ次第

 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。

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
　　■■■編　集　後　記■■■
　今月取り上げた個人情報保護法の改正まで、約3カ月です。

 ビッグデータの利活用に対する必要性や個人情報の大量流出事案による

 国民の不安増大などを配慮して、およそ10年ぶりに改正される運びとなりました。
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 少々難解な事柄もあるかと思いますが、各種ホームページや研修、

 セミナーなどを利用して、理解を深めましょう！

　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
　★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.
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「よこはまウォーキングポイント」参加者22万人！ 
　　　　～対象年齢を「18歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～

　参加者22万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、
 参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。
 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。
　平成28年６月からは、「18歳以上の方」が参加できるようになり、
「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。
 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。

 ■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。
 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/

 ■お問合せ先
  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局
　電　　話：0570-080-130、045-681-4655　　　
  ファクス：0120-580-376
　メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 

            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  薬 剤 関 連 の お 知 ら せ  

 

  ◆ご注意ください！！子ども・高齢者によるクスリの誤飲事故         

  

  ２  医 療 安 全 情 報 

 

  ◇平成 29 年度 第１回横浜市医療安全研修会 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  １. 薬 剤 関 連 の お 知 ら せ  ★ 
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◆ご注意ください！！子ども・高齢者によるクスリの誤飲事故 

 

 クスリを小さいお子さんの手の届く場所に置いたり、食品と一緒に 

 

 保管していませんか？ 

 

 

 子どもによる誤食・誤飲については、平成 27 年 12 月に消費者安全調査委員会から 

 

 消費者安全法に基づく事故等原因調査報告書「子供による医薬品誤飲事故」 

 

 において、また、平成 27 年３月に厚生労働省が公表した「家庭用品等に係る 



 

 健康被害病院モニター報告」において、「タバコ」を抜いて 

 

 「医薬品・医薬部外品」が報告件数１位となっています。 

 

 子どもの誤飲事故は、自ら包装を開けてクスリを取り出せるようになる 

 

 １～２歳児に多く見られ、テーブルや棚の上に放置されていたり、 

 

 保護者が目を離した隙などに発生しています。 

 

 

 一方、高齢者についても、平成 27 年９月に消費者庁から 

 

「高齢者の誤飲・誤食事故」の注意喚起がされています。 

 

 高齢者がＰＴＰ包装シート（医薬品等をアルミ等などの薄いシートと 

 

 プラスチックで１錠ずつ分けて包装したもの）のまま誤飲した事例が 

 

 挙げられており、視覚・味覚等の身体的機能や判断力の低下、 

 

 認知症などにより思いがけないものを口に入れてしまうことで、 

 

 誤飲・誤食の事故が発生しています。 

 

 

 子どもの誤飲については、保護者等への適切な管理の注意喚起のみでは 

 

 防止できない場合もあると考えられ、包装容器面でチャイルドレジスタンス 

 

（製品の構造を子どもが扱いにくいものにすることで、子どものけがや事故を 

 

 予防する考え方）からの対策や検討が進められていますが、現在のところ、 

 

 一部のＰＴＰ包装の錠剤やボトル入りの子ども向け風邪用水薬に導入されて 



 

 いるにすぎません。 

 

 

 しかし、チャイルドレジスタンス包装容器は、中高年など本来使用する者が 

 

 開封困難になるとの指摘もあり、高齢者社会を迎えつつあるなか、 

 

「高齢者が使いにくく、クスリを飲まなくなるのではないか」という懸念も 

 

 されています。 

 

 

 このような状況を踏まえ、医療機関の皆さまにおきましては、患者の家族等への 

 

 誤飲のリスクの周知や誤飲発生時の対処方法の情報提供を積極的にしていただき、 

 

 市民の皆さまにあっては、子どもや高齢者によるクスリの誤飲のリスクを認識し、 

 

 家族や周囲の者が日頃から注意を払い、適切な管理に努めていくことが大切です。 

 

 

 

（参考）医薬品を誤飲した際の相談機関 

（家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告からの引用） 

 

【相談機関】 

 中毒情報センター 中毒 110 番 

 

 一般市民専用電話（情報提供料は無料、応急手当や受診の必要性のアドバイス） 

（大  阪）０７２－７２７－２４９９ ３６５日 ２４時間対応 

（つくば）０２９－８５２－９９９９ ３６５日 ９～２１時対応 

 

 医療機関専用電話（情報提供料は一件につき 2,000 円、毒性、症状、治療等に 

関する医療情報の提供） 

（大  阪）０７２－７２６－９９２３ ３６５日 ２４時間対応 



（つくば）０２９－８５１－９９９９ ３６５日 ９～２１時対応 

 

 たばこ専用電話（情報提供料は無料、テープによる市民向け情報の提供） 

 ０７２－７２６－９９２２ ３６５日 ２４時間対応 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◇平成 29 年度 第１回横浜市医療安全研修会 

 

 第２部では医療コーディネーターの岩本ゆり氏よりご講演いただきます。 

 

 内容：「患者の目から見た医療を知る（仮）」 

 日時：平成 29 年６月 29 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分（岩本氏の講演は 19:00～） 

 場所：関内ホール 大ホール 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 

 準備ができ次第、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。 

 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

 本文の中でも出てきたチャイルドレジスタンス（CR）ですが、 

 医薬品のほか、ライターなどの製品に汎用されています。 

 1994 年からライターの CR 対応を義務化された米国では、年間で火災による 

 子どもの死傷事故がほぼ半減したといいます。ライターの CR 対応は、 

 EU で 2007 年から義務化され、我が国でも 2010 年から規制対象となっています。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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. 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

 □■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「よこはまウォーキングポイント」参加者 22 万人！  

    ～対象年齢を「18 歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～ 

 

 参加者 22 万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、 

 参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」が参加できるようになり、 

「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。 

 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

 ■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

 ■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  医 療 安 全 対 策 情 報  

 

  ◆診断書発行について ～道路交通法に関連するトピックス～         

  

  ２  医 療 安 全 情 報 

 

  ◇平成 29 年度 第１回横浜市医療安全研修会 
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★  １. 医 療 安 全 対 策 情 報  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆診断書発行について ～道路交通法に関連するトピックス～ 

 

 医師が記載しなければならない医療文書は、死亡診断書、出産証明書を 

 

 筆頭に一説には 50 種以上に及ぶと言われています。 

 

 各種文書記載業務が医師、特に病院勤務医師にとって多大な負担と 

 

 なっていることは、各都道府県医師会等が実施した労働実態調査で 

 

 明らかとなっています。 

 



 横浜市医療安全相談窓口にて「診断書」等文書類に関する相談は多く、 

 

 平成 28 年度で約 270 件(全取扱件数 4722 件)ありました。 

 

「患者の希望通りの内容で書いてもらえない。」、「患者の想像以上に 

 

 診断書代が高額であった。」など、時として、医療機関と患者との 

 

 トラブルの一因になりかねません。 

 

 

 最近の診断書にまつわるトピックスとして、改正道路交通法に対応した 

 

 認知症高齢者の診断書作成があります。 

 

 改正道路交通法（平成 29 年 3 月 12 日施行）では、75 歳以上の高齢者が 

 

 運転免許を更新する際に認知症検査で「認知症のおそれがある者」 

 

 と判断されると、医師による認知症の診断が義務付けられます。 

 

 認知症の診断を求める高齢者が急増し、専門医以外でも診断する機会が 

 

 増えることが見込まれます。 

 

 

 日本医師会では『かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に 

 

 関する診断書作成の手引き』を作成し、公表しています。 

 

 具体的な診断書の書き方を例示したほか、運転をやめた高齢者への 

 

 心のケアなど、かかりつけ医が果たす役割を盛り込んでいます。 

 

 運転免許証を失った高齢者が引きこもったり、社会活動から遠ざかること 

 



 などを懸念して、支援方法を盛り込んでおり、きめ細やかな手引きに 

 

 なっています。 

 

 認知症高齢者以外に、自動車運転に支障を及ぼすおそれのある疾患に 

 

 対しても、日本医師会ではガイドラインを作成しています 

 

（『道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を 

 

 診断した医師から公安委員会への任意の届け出ガイドライン』）。 

 

 高齢ドライバーや病気・服薬に伴う交通事故の報道が絶えない昨今、 

 

 是非ご一読いただき、診療や診断書発行の一助にしてみてはと思います。 

 

 (医師以外の職種も、医療従事者として、また一国民として、 

 

 知っておく価値あり！) 

 

 

＜参考 URL＞ 

・『かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する 

診断書作成の手引き』 

http://www.med.or.jp/doctor/report/004984.html 

 

・『道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した 

医師から公安委員会への任意の届け出ガイドライン』 

http://www.med.or.jp/people/info/ 
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★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◇平成 29 年度 第１回横浜市医療安全研修会 

 

 第２部では医療コーディネーターの岩本ゆり氏よりご講演いただきます。 



 

 内容：「患者の目から見た医療を知る（仮）」 

 

 日時：平成 29 年６月 29 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

                             （岩本氏の講演は 19:00～） 

 

 場所：関内ホール 大ホール 

 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 

申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

 ３月にも取り上げた個人情報保護法の改正が、迫っています（5 月 30 日）。 

 

 現行法では、取り扱う個人情報の数が 5,000 件以下の医療機関は 

 

 規制対象外でした。 

 

 しかし、改正法ではこうした個人情報の取扱量による規制枠は撤廃され、 

 

 全ての医療機関が個人情報取扱事業者として改正法の適用を受けることに 

 

 なりました。 

 

 その他にも内容が改正されていますので、ご確認ください。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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 
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「よこはまウォーキングポイント」参加者 23 万人！  

    ～対象年齢を「18 歳以上の方」に拡大、ＷＥＢ申込みもスタート～ 

 

 参加者 23 万人の「よこはまウォーキングポイント」！横浜市民等を対象に、 

 参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

 歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」が参加できるようになり、 

「ＷＥＢ申込み」もスタートしました。 

 この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

 ■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

 ■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 
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★  1. 医療安全事例  ～私の体験から～  ★ 
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◆ある老医師から贈られた言葉 

 

  数年前に他界した父がお世話になった病院の前院長であり、退職後も外来で 

 

 内科医として勤務されていた先生が、この度医師を引退されることとなりました。 

 

 病院自体は山間部にある内科、精神科、皮膚科から始まり、最近は高齢者の 

 

 認知症の対応を行う病院として地域密着型の病院です。 

 

 その病院で父を看取っていただいた際も、先生は診察の合間を縫って病室まで 

 

 お見えになり、「４年半かぁ、長い付き合いだったが、力が及ばす、ごめんね。 



 

 寂しくなるよねえ。」と亡くなったばかりの父の手をとって声を掛けて 

 

 下さいました。 

  

 その先生がいよいよ医師をお辞めになるということで、一度ご挨拶だけでもと思い 

 

 病院を訪ねました。診察時間が終わる頃を見計らってお伺いしたつもりでしたが、 

 

 まだ待合室には多くの患者さんがおられ、看護師さんからは 

 

「最後まで、こうなんだから」と笑いながら、もう少し時間がかかることを 

 

 連絡してくださいました。 

 

 すべての診察が終わり、コーヒーを飲みながらの雑談となりました。 

 

「まだまだこれだけ多くの患者さんに頼られているのに、どうして医師をお辞めに 

 

 なるのですか？」と尋ねたところ、先生は笑いながら「それだけ多くの患者さんが 

 

 いるから、辞めるんだよ。」と答えられました。 

 

 私が不思議な顔をしていたのでしょう。 

 

 先生は言葉を続けられ「僕ももう立派な高齢者だよ。それなりに慢性疾患もある。 

 

 それに体力・気力ということを考えると無理は出来ない。それに瞬発力というか 

 

 咄嗟の判断も遅くなっている。またもし自分が病気で寝込んだ場合、 

 

 それだけ多くの患者さんを路頭に迷わせることとなる。 

 

 医者の最後の務めは後進に患者さんが安心できる形で引き継ぐことだよ。 

 

 いつまでも医師だと言っていても、医者も人間、衰えるところは衰えるんだよ。」 



 

 とおっしゃいました。同じ診察室内にいて引継ぎを受けていた医師に 

 

 笑いかけられていましたが、まだ３０代の若い医師は照れたように笑いながら 

 

「先生の後は、荷が重すぎますよ。」と声をかけられました。 

 

 老医師は「荷が軽い患者は一人もいないよ、全部病気を抱えた患者は大きな荷物を 

 

 背負っているんだよ。その荷物を後ろから少しでも軽くなるように 

 

 手助けすることが大切なんだよ。」とおっしゃいました。 

 

 父が入院していた認知症病棟は現在も満床状態。精神科医が認知症のケアをする 

 

 一方で内科的な疾患を抱えていらっしゃる方も多く、内科医もひっきりなしに 

 

 病棟を駆け回っていました。 

 

 「診療科を超えた関係を作る事がとても大切なんだよ。」と 

 

 先生は父の入院の際に私たち家族に説明してくださいました。 

 

 最後の挨拶を交わす際に、先生からとても素敵な言葉をいただきました。 

 

 「何かをしてやろうなんて思って人と接してはだめなんだよ。 

 

 その人と一緒に何が出来るだろうかと考えて、双方が協力しないと 

 

 何も出来ないんだよ。 

 

 まして病気という怖い存在には立ち向かえない。だから協力しなきゃだめなんだ。 

 

 医者と患者といった上下関係は必要ないんだよ。それを忘れちゃだめなんだよ。 

 

 一緒に悩んで、一緒に頑張る。二人三脚なんだよ。自分はそう思って 



 

 頑張ってきた。これは医療の現場だけじゃなく、人と人が関わり合うところで 

 

 あれば、どこにでもあることだよ。それを頭の片隅に置いて仕事してみると、 

 

 見えていなかったことが見えるようになると思うよ、あんたも頑張りなさいな。」 

 

 そう言いながら肩をポンと叩かれました。 

 

 先生は今後、医師としてではなく、近くの老人会でおしゃべり相手として 

 

 活動されるようです。 

 

 「しゃべるのは毎日、何人もの患者さんと看護師の頭から角が出てくるくらい 

 

 話してきたからね。この技術だけはまだ衰えていないよ。」 

 

 そう言って、先生はお気に入りのコーヒーカップを丁寧にハンカチに包まれ、 

 

 カバンに入れられました。 

 

 肩を叩かれて、背筋がまっすぐになったような気がしました。 
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★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 
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◇平成 29 年度 第１回横浜市医療安全研修会 

 

 第２部では医療コーディネーターの岩本ゆり氏よりご講演いただきます。 

 

 日時：平成 29 年６月 29 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分（岩本氏の講演は 19 時～） 

 

 場所：関内ホール 大ホール 

 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 



 

 内容：第１部 発達障害のある方へのコミュニケーションについて 

 

    第２部 患者の目から見た医療を知る 

 

 

申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/kenshukai.html 
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

  今夏の気温、降水量の予報が、５月下旬に気象庁から出ています。 

 

 「高い気温」で、「降水量は平年並～多い」となる確率が高いようです。 

 

 冷房のある環境で過ごすだけではなく、自力で汗をかき、夏の暑さに耐えられる体を 

 

 徐々に作り上げることは、夏バテに有効と言われています（暑熱順化）。 

 

 医療機関（職場）は冷房が効いているところが多いので、皆さま体調管理にご注意 

 

 ください。 

 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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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「よこはまウォーキングポイント」参加者２３万人！  

 

 参加者 23 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 
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★  1.  医 療 相 談 窓 口 よ り  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆コミュニケーションについて思うこと 

 

 横浜市医療安全相談窓口には、主に医療機関とのコミュニケーションに 

 

 関するトラブルでの苦情相談が多く寄せられます。 

 

 よくある相談として、「○○と言われ非常に傷ついた」 

 

 「上から目線の物の言い方をされた」「厳しい言い方をされて怖かった」等、 

 



 医療者からの発言に関する内容のものです。 

 

 相談者からの一方的なお話だけを聞いていると、「それはひどいですね」 

 

 と共感する内容もたくさんあります。 

 

 ただ、前後の状況などをよくよく聞き取っていくと、その発言の背景に、 

 

 医療者側の患者への配慮や、別の意図があるのではないかと 

 

 感じられるものもあります。 

 

 説明不足や、言い間違い、言葉の選び方によっては、その発言の意図が 

 

 上手く伝わらず、双方の誤解となり、一見些細なことと思われるやりとりを 

 

 きっかけに、後に大きなトラブル、場合によっては訴訟に発展して 

 

 しまうようなこともあります。 

 

 

 こちらであった相談事例を一つ紹介させていただきます。 

 

 長年通われていた医療機関の医師に対する苦情相談でした。 

 

 相談者の話では、診察場面で、医師から「あなたは○○さん（有名人）と 

 

 同じ病気ですね」と言われたそうです。 

 

 相談者は医師の言葉を受けて「『○○さんと同じ病気』って、 

 

 ○○さんのような辛い闘病生活が待っているということですよね？ 

 

 なんで先生はそんなショックなことをあえて私に言ったのでしょうか？ 

 

 残酷です。」と医師に対する失望感から泣きながら電話をされてきました。 



 

 ここで例えとして出された有名人の○○さんは、確かに重い病気で闘病生活を 

 

 続けられていましたが、長生きをされ、人生を全うされた方でした。 

 

 相談窓口としては、相談者のお気持ちを受け止め、傾聴に努めましたが、 

 

 おそらくその医師の発言の裏には『○○さんも同じ病気でも長生きを 

 

 されています。だからあなたも乗り越えましょう。』という、励ましの気持ちが 

 

 あったのではないかと思われます。 

 

 もしこの相談者にこの後半部分の言葉や気持ちが伝わっていたら、 

 

 この医師の発言で涙を流すことはなかったかもしれません。 

 

 今回のように、医師は激励の意味で発した言葉でも、患者はその病気の 

 

 負の面だけを捉えてしまうことがあります。 

 

 そのような行き違いがきっかけで、医師に対する失望感や場合によっては 

 

 恐怖感を抱くに至ってしまったといった内容の相談は決して少なくはありません。 

 

 

 コミュニケーションのトラブルは、伝える側と受ける側どちらか一方が悪いのでは 

 

 なくて双方に問題があると思います。 

 

 立場や状況、価値観、知識量、経験も違いますので、誤解やすれ違いが 

 

 起きてしまうことは、ある意味仕方のないことかもしれません。 

 

 でも、お互いにとってマイナスにならない為にも、コミュニケーションを 

 



 確実なものにしていく双方の努力も必要なことです。 

 

 横浜市医療安全相談窓口では、市民向けの出前講座を行っています。 

 

 患者側から病気や症状等を医師にきちんと伝えていく為の工夫や、 

 

 相談方法のポイント等をお話しさせていただいております。 

 

 

 話す側は、相手の知識や理解度なども踏まえて話をすることは当然ながら、 

 

 自分が発している言葉が、その組織特有のものではないか、専門用語を使った 

 

 説明になっていないか等、気を配りながら、誤解がないよう責任をもって 

 

 発言していくことを心がける必要があると思います。 

 

 自分が何を伝えたかと同じくらい、相手にどう伝わったかということも 

 

 大事なことです。 

 

 このような丁寧な作業を心がけていくことで、双方が対等な立場で信頼関係を 

 

 築いていけるのではないでしょうか。 

 

 

 中国の古典の格言で【綸言汗の如し（りんげんあせのごとし）】という言葉が 

 

 あります。解釈としては、「天子（君主）の言葉は一度口から出されると、 

 

 汗が元の体内に戻らないのと同じ様に取り消すことは出来ない」、簡単に言うと、 

 

 「自分の言葉に責任を持ちましょう」ということだと思います。 

 

 私自身はもちろん、格言の中の「天子」という立場ではありませんが、 

 



 相談窓口で「言葉」を取り扱う者として、自らの発言の重みを意識していきたいと 

 

 思います。 
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★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 
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①平成 29 年度 第１回横浜市病院安全管理者会議 

 

 今年度第１回会議では、「医療機器の安全管理体制」をテーマに開催します。 

 

 MR 機器をはじめ医療機器を安全管理するために、必要な知識を再確認する機会に 

 

 していただければ幸いです。奮ってご参加ください！  

 

 日時：平成 29 年９月８日（金） 16 時 30 分開始 

 （講演は 17 時 30 分開始） 

 

 場所：関内ホール小ホール 

 

 対象：横浜市内の病院職員 

 

 プログラム： 

  １ 行政の立場から 「医療機器の安全管理体制について」 

         ・説明者：横浜市健康福祉局医療安全課職員  

 

 ２ 講演会 「MRI の安全管理 －安全な MR 検査に必要なことは－」 

         ・講師：日本医科大学付属病院放射線科 技師長 土橋 俊男氏 

 

 申込み及び詳細は、後日、医療安全支援センターホームページに掲載します。 

 

 ②医療安全研修会 

 

 去る６月 29 日（木）関内ホールにて 29 年度第１回医療安全研修会を開催しました。 

 



 前段は横浜市発達障害者支援センターとのコラボレーションにより、 

 

 「発達障がいのある方へのコミュニケーションについて」 

  

（演者 センター長 西尾紀子氏）の理解を深めることができました。 

 

 後段は「患者の目から見た医療を知る」というテーマで、NPO 法人楽患ねっと  

 

 副理事長 医療コーディネーター 岩本 ゆり 氏より講演頂きました。 

 

 両氏の講演共に、非常に興味深い内容でした。 

 

 当日の資料や参加施設については、後日、医療安全支援センターホームページに 

 

 掲載します。 

 

 お忙しい中、ご参加いただいた皆様、有難うございました。 
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

  来る 8 月 4 日より「ヨコハマトリエンナーレ 2017」が開催されます。 

 

 当イベントは、横浜市で 3 年おきに開催される現代美術の国際展覧会です。 

 

 11 月までの 3 か月間で様々な催しが予定されています。 

  

 少々早いですが、「芸術の秋」を先取りしてみてはいかがでしょうか？ 

 http://www.yokohamatriennale.jp/ 

 

 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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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「よこはまウォーキングポイント」参加者２４万人！  

 

 参加者 24 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 



■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  １. 医 療 安 全 課 の 業 務 紹 介   ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆薬物乱用防止キャンペーン in 横濱 

 

 平成 28 年の薬物乱用に関係する検挙者数（神奈川県警発表）は、 

 

 危険ドラッグについては平成 27 年に販売店がなくなったことを受け 

 

 大きく減少しています。 

 

 しかしながら、インターネットでの購入（密輸）や自身での製造（密造）などの 

 

 検挙者が見られ予断をゆるさない状況です。 

 



 また、覚醒剤については、１万人を超す多くの検挙者数を継続しています。 

 

 大麻については、検挙者が大幅に増加していることや、 

 

 小学生が使用するなどの若年齢化が問題になっています。 

 

 医療安全課では、神奈川県が開催する「薬物対策推進協議会」の 

 

 協議会員として、街頭でのチラシ・啓発物の配布やパネルの展示等の 

 

 薬物乱用防止啓発事業を行っています。 

 

 その一環で平成 29 年 7 月 22 日から 9 月 15 日までをキャンペーン期間として、 

 

 横浜市薬剤師会・横浜薬科大学と共催で「薬物乱用防止キャンペーン in 横濱」を、 

 

 当課では開催しています。 

 

 なかでも 9 月 10 日（日）には、西区みなとみらいクイーンズサークルで 

 

 ステージや展示のイベントを行います。 

 

 内容としては、横浜税関、神奈川県警察の音楽隊による演奏、 

 

 市内高等学校生徒による、ダンスパフォーマンスや吹奏楽、 

 

 ヨコハマ F マリノスのチアリーディング、ビーコルセアーズの 

 

 キッズチアリーディング、ポスターコンクールなど盛り沢山です。 

 

 横浜薬科大学の学生による、討論会やクイズ大会もあり、 

 

 身近にある薬物乱用について考えるよい機会になると思います。 

 

 薬物についての正しい知識を得ると共に、「絶対にかかわらない」という思いを 

 



 強く持っていただける日になると思います。 

 

 当日はより多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

 

 薬物乱用防止啓発は簡単には終わりません。 

 

 覚醒剤や大麻などの薬物について、その危険性や乱用により 

 

 健康に及ぼす影響を理解し、「薬物乱用がとても危険なものだ」ということを 

 

 わかっていただく必要があります。 

 

 薬物の乱用は、本人だけでなく家族、周辺の人達や関係のない人々に 

 

 危害を与える可能性があります。 

 

 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」の意識を皆様にもっていただけるように 

 

 啓発活動を続けていきます。      薬務担当 
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★  2. 医 療 安 全 情 報 ★ 
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◇平成 29 年度 第１回横浜市病院安全管理者会議 

 

 今年度第１回会議では、「医療機器の安全管理体制」をテーマに開催します。 

 

 MR 機器をはじめ医療機器を安全に管理するために、 

 

 必要な知識を再確認する機会にしていただければ幸いです。 

 

 奮ってご参加ください！  

 

 



 日時：平成 29 年９月８日（金） 16 時 30 分開始 

（講演は 17 時 30 分開始） 

 場所：関内ホール小ホール 

 対象：横浜市内の病院職員 

 

 プログラム 

 １ 行政の立場から 「医療機器の安全管理体制について」 

      ・説明者：横浜市健康福祉局医療安全課職員  

 ２ 講演会 「MRI の安全管理 －安全な MR 検査に必要なことは－」 

      ・講師：日本医科大学付属病院放射線科 技師長 土橋 俊男氏 

 

 ※詳細は以下 URL を参照してください。 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/anzenkanrisiyakaigi2.html  
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

  昨今、人気が高まっている「甘酒」が、俳句の夏の季語となっていることを 

 

 ご存知でしょうか。 

 

 江戸時代には、甘酒は暑気払いに よく飲まれていたそうです。 

 

 栄養成分的には、糖質、電解質及びビタミン等を含んでおり、 

 

 現代ほど栄養環境が良くなかった江戸時代において、自然食品として 

 

 これだけの栄養素が摂れるというのは素晴らしい食品（飲料）です。  

 

 しっかり食事をして、甘酒で疲労回復！ 

 

 これで「夏バテ」とは縁遠い生活を送りたいと思います。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 



 ★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 
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「よこはまウォーキングポイント」参加者２４万人！  

 

 参加者 24 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 



 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 
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★  １. 医 療 安 全 対 策 情 報  ★ 
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◆ 医療広告とホームページについて 

 

  医療広告については、以前もこのメールマガジン（第 9 号、第 42 号）で 

 

 ご紹介したことがあります。 

 

 ※参照：横浜市医療安全メールマガジン バックナンバー 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml/backnumber.html 

 

  その際にも触れていますが、医療に関する広告は、医療法により限定的に 



 

 認められた事項以外は原則として禁止されてきました。 

 

 そのため、駅などにある医療機関の看板広告は、医療機関名、診療科目名、 

 

 院長の氏名など決まった項目しか掲示できず、どの看板も似たような 

 

 レイアウトになっています。 

 

 

 その背景として、 

 

 ①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により 

 

 受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、 

 

 他の分野に比べ著しいこと 

 

 ②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は 

 

 その文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが 

 

 非常に困難であること、の２点が挙げられています。 

 

 

  このように患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により 

 

 制限されている医療広告ですが、過去何度かの規制緩和を経て、 

  

 平成 19 年の医療法改正で、 

 

 ①患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが 

 

 可能となるように、 

 

 ②患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、 



 

 従来の医療法や告示のように１つ１つの事項を個別に列記するのでなく、 

 

 一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定する、 

 

 いわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容が相当程度 

 

 拡大されました。 

 

 また、患者さんが自分の症状等から医療機関を選択しやすくなるよう、 

 

 それまでの「内科」「外科」といったものから、「ペインクリニック内科」 

 

「糖尿病内科」などの標榜、広告が可能となりました。 

 

 

  一方で、誰でも気軽にインターネット情報を閲覧できる中、 

 

 華やかなホームページの宣伝文句を契機に美容医療機関等を受診し、 

 

 断れない状況下で手術の即決を求められたうえ、高額な請求を受ける被害が 

 

 問題化していました。 

 

 インターネットのホームページは利用者自らがアクセスするもの 

 

 （自分の意思で探して見にいくもの）であるとの考えから、 

 

 医療広告とはみなされていません。しかし、この問題に対応するため、 

 

 平成 24 年に厚労省がガイドラインを作成し、自主規制を促しています。 

 

 

  このような中、平成 29 年６月 14 日に公布された改正医療法では、 

 

 広告について一歩踏み込んだ改正がされました。 



 

 この改正医療法施行後は、ホームページ上でも、虚偽広告、比較広告、 

 

 誇大広告は禁止されることになります。 

 

 施行期日は、公布の日(本年 6 月 14 日)から起算して 1 年を超えない範囲内において 

 

 政令で定める日とされています。 

 

 今後、厚生労働省が改正医療法の施行にあたって、省令や通知等を発出して、 

 

 具体的な取扱い等を示すと思われます。 

 

 改正医療法施行後は、ホームページも虚偽内容等に対しては罰則がありますので、 

 

 医療広告に関係する方は自施設のホームページが適正な表現になっているか 

 

 確認してみることをおすすめします。 

 

 

 患者さんは自分に合った医療機関を真剣に求めていますので、医療広告は 

 

 患者さんの選択に資するために、より具体的で分かりやすいものであるべきです。 

 

 しかし、不適切な広告は結果的に患者さんの不利益や不信感を生むことに 

 

 つながりますから、広告の規制が厳しいことはやむを得ないことと考えます。 

 

 患者さんにとってどのような医療広告が良いのか、 

 

 今後も医療広告のあり方の議論は継続していくものと思われます。 
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★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 
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 ①平成 29 年度 第２回横浜市医療安全研修会 

 

 日時：平成 29 年 10 月 26 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

 場所：関内ホール 大ホール 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 内容：第１部 医療施設における防犯 

    第２部 渡航感染症の基礎知識 

 

 申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

 

 ②医療安全支援センター実践研修のご案内 

 

  医療安全支援センター総合支援事業主催の研修会・ 

 

『医療安全支援センター実践研修』のご案内です。 

 

  医療安全支援センター総合支援事業とは、医療法に基づき 

 

 各自治体に設置されている医療安全支援センターへの援助を目的としています。 

 

 国が東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学講座へ委託している事業です。 

 

 日時：平成 29 年 11 月 7 日（火） 10 時～17 時 

 場所：東京大学医学部鉄門記念講堂 

 対象：医療安全支援センター職員、医療機関の安全管理部門や相談対応部門の職員 

 

 申込み、詳細は、以下の医療安全支援センター総合支援事業ホームページを 

 

 ご確認ください。 

 http://www.anzen-shien.jp/training/index.html 



 

 

 

 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

  毎年 9 月 1 日は防災の日で、防災の日を中心とした 1 週間が防災週間と 

 

 なっています。 

 

 災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が 

 

 増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始されます。 

 

 音声ガイダンスに従えば、伝言の録音・再生が可能となります。 

 

 ダイヤル「171」を「忘れてイナイ＜１７１＞」と語呂合わせで覚える人が、 

 

 多いようです。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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 
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「よこはまウォーキングポイント」参加者 26 万人！  

 

 参加者 26 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 



┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ 

   ┌─┐      横浜市医療安全メールマガジン 

  ((( ((( 

   ∩  ∩                   ＜第 108 号＞ 

  " `ワ " anzenchan                         平成 29 年 10 月 13 日 

┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┛ 

 

 

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

 

            □ □ □ 目次 □ □ □ 

 

 １  医療安全相談窓口より 

 

  『患者さんとのコミュニケーションは取れていますか？』         

  

  ２  医 療 安 全 情 報 

 

  ①平成 29 年度 第２回横浜市医療安全研修会 

 

    ②医療安全支援センター実践研修のご案内 

 

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

┏━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  1. 医療安全相談窓口より   ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━┛ 

『患者さんとのコミュニケーションは取れていますか？』 

 

 

 私は医療安全支援センターの相談員になって足かけ５年になります。 

 

 医療安全相談窓口の様々な事例を検討していく中で、 

 

 [コミュニケーションエラー]によるものが非常に多いように思います。 

 

 医療従事者にとっては当たり前の説明が、どれほど患者に理解し 



 

 受け取られているでしょうか。 

 

 

 患者は説明の内容が理解できなかった場合、『何も説明をされていない』 

 

 と感じてしまうことがあります。 

 

『何も説明をされずに手術された』『何も説明をされずに歯を削られた』 

 

 このような相談をよく受けますが、全く何も言われずに手術室に 

 

 向かうのでしょうか？ 

  

 説明もないまま口を開けて歯を削られるのでしょうか？ 

 

 事前に医師・歯科医師から説明はされているはずです。 

 

 しかし患者は『何も聞いていない』と訴えます。 

 

 このように、医療従事者側は「説明したのだからわかっているはず」 

 

 と思っていても、患者側は『わからなかったから説明されていない』と感じ、 

 

 すれ違いが発生します。 

 

 この小さなコミュニケーションエラーが、大きな事故に発展する可能性を 

 

 はらんでいるのかもしれません。 

 

 病院職員・診療所職員は、医療の専門家ではあっても、 

 

 その多くの方が医療安全に詳しいわけではないと思います。 

 

 しかし各医療機関において、医療事故が起こらないよう日々対策は 

 



 されていると思います。 

 

 事故は大きなものだけではありません。 

 

 ほんの一言が足らなかったばかりに起きてしまう『すれ違い』もあります。 

 

 それが事故につながるのです。 

 

 

 医療安全相談窓口では、患者からの相談に対し、適宜患者へ助言をしています。 

 

『何も説明されていない』と訴える場合には、 

 

「治療前に先生から何か言われましたか？」と伺うと、たいていの場合 

 

 先生から言われた事をご自身が分かったところだけ教えてくださいます。 

 

 本来、それが説明のはずなのですが、患者は『先生が何か言っていた』 

 

 と思うだけで、説明とは捉えていない事がわかります。 

 

 そのような相談を受けた場合には、もう一度医師に確認するよう 

 

 アドバイスしています。 

 

 

 皆様も患者から《何度も同じ質問》を受ける事がありませんか？  

 

 同じ質問をしている時こそ、患者が不安を抱えているのだという事を 

 

 少し思いだしていただき、「具体的にわからなかったのはどこですか？」など、 

 

 ワンフレーズを添えてみると良いのではないでしょうか。 

 

 昨年、特定機能病院の承認要件に、インフォームドコンセントに関するルールが 

 



 新たに加わっています。 

 

 説明時の同席者や標準的な説明内容に関する規程を整えることが、 

 

 求められています。 

 

 将来的に特定機能病院以外の医療機関に流布していく可能性が示唆されます。 

 

 

 ここで意外と多い相談をいくつかご紹介します。 

 

 ①『初めての医療機関に行った。 

 

 問診の時、先生はパソコンばかりで患者を一回も見ない。聴診器も当てない。 

 

 何を聞いても「年のせい」しか言わない。やぶ医者だ！指導しろ！』 

 

 この内容では、どこも指導できるものでもありませんが、患者の心情としては 

 

 自分に向き合ってもらえなかった事・具合が悪いから相談に行ったのに 

 

 年のせいにされた事に傷つき、苦情を言うだけでなく、指導をしてほしいとまで 

 

 感じてしまっているのだと思われます。 

 

 お互いに言葉が足りなかったゆえのすれ違いではないでしょうか。 

 

 ②『明細書に＜医学管理料＞というものがあったので受付に説明を求めたら、 

 

「役所の指示ですから」と言われた。役所で何を指示しているのか？』 

 

 これでは説明が大雑把すぎて患者の疑問が解決されないばかりか、 

 

 新たに誤解も生んでしまいますね。 

 

 患者が何を求めているのかを正しく理解して、わかりやすい説明を 



 

 お願いいたします。 

 

 なお、医療安全相談窓口では所管の関東信越厚生局を案内しています。 

 

 ③『ずっと同じ個所に痛みがあって受診しているが、先生は「少し様子を見て」 

 

 と言って、診察を終了させてしまった。 

 

 でも痛みがあり、これからどうしたらいいか？』 

 

 ＜様子を見て＞という言葉はよく使われていることと思います。 

 

 様子を見る＝終診なのでしょうか。 

 

 どのように様子を見るのかを具体的に説明すると納得も安心もされるのでは 

 

 ないでしょうか。 

 

 ④『説明がないまま麻酔をされて歯の神経を抜かれた。 

 

 これは傷害罪に当たらないか？』 

 

 本当に、事前に何の説明もなかったのでしょうか。 

 

 これもコミュニケーションエラーによるトラブルだと思います。 

 

 治療を行って、傷害罪に当たるかと問われたのは初めてで相談員も驚きました。 

 

 後になってからでは[言った・言わない] のやり取りしかなくなってしまいます。 

 

 

 以上、①②③については毎月、必ずと言っていいほど相談電話に入ってきます。 

 

 ④については、傷害罪とまで仰るのは珍しいケースですが、 

 



『説明がないまま～』の部分については常に相談の上位を占める内容です。 

 

 ぜひ今一度院内で、患者とのコミュニケーションについて話し合ってみては 

 

 いかがでしょうか。加えて、説明内容の記録・記載もお忘れなくお願いします。 

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  2. 医 療 安 全 情 報  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 ①平成 29 年度 第２回横浜市医療安全研修会 

 

 東京医科大学病院・渡航者医療センターの濱田篤郎教授及び神奈川県警察本部の 

 

 高木警部補を講師に迎え、渡航感染症及び防犯について知識を深める研修会です。 

 

日時：平成 29 年 10 月 26 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

場所：関内ホール 大ホール 

対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

内容：第１部 医療施設における防犯 

    第２部 渡航感染症の基礎知識 

 

 申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

 

 

 ②医療安全支援センター実践研修のご案内 

 

 医療安全支援センター総合支援事業主催の研修会・ 

 

『医療安全支援センター実践研修』のご案内です。 

 

日時：平成 29 年 11 月 7 日（火） 10 時～17 時 

場所：東京大学医学部鉄門記念講堂 

対象：医療安全支援センター職員、医療機関の安全管理部門や相談対応部門の職員 



 

 申込み、詳細は、以下の医療安全支援センター総合支援事業ホームページを 

 

 ご確認ください。 

 http://www.anzen-shien.jp/training/index.html 

 

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

   ■■■編 集 後 記■■■ 

 毎年１０月は横浜市健康づくり月間として，各区において様々なイベントや 

 

 健康に関する行事（食習慣、運動、感染症予防、がん検診等々）を行っています。 

 

 詳しくは区報又はホームページを参照ください。 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/koyoko/824/ 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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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「よこはまウォーキングポイント」参加者 26 万人！  

 

 参加者 26 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

★  1. 医療安全事例  ～私の体験から～  ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

◆患者さんの気持ち 

 

 以前、家族が入院した時のことです。 

 

 お見舞いに行った病棟では、入院中の患者さんが病衣を着てデイルームで 

 

 ご家族と歓談されていました。点滴のルートをつけたまま移動する患者さんも 

 

 いらっしゃいました。 

 



 

 でもこの風景、改めて考えると不思議な光景ではないでしょうか。 

 

 

 日常生活のなかで、病衣のような格好で家族以外の人に会うことはありますか？ 

 

 街中で、点滴のルートをつけたまま移動している人はいますか？ 

 

 

 私も病院に勤務したことがありますので、「病棟ではこれが普通」と 

 

 思っていましたが、改めて考えてみると、入院患者さん本人は 

 

 どう思われているのでしょうか。 

 

 もしかしたら病衣を「普通の服に着替えたい」と考えているかもしれません。 

 

 点滴も、治療に必要なものだから外すわけにはいきませんが、 

 

 「わずらわしい」とか「点滴のルートをつけているのをあまり人に 

 

 見られたくない」と考えている方もいるかもしれません。 

 

 病院の職員であれば見慣れた光景であっても、患者さんにとって病院は 

 

 ある意味特殊な環境であり、私たちが気づかないところでいろいろな思いを 

 

 お持ちだと思います。 

 

 

 入院患者さんは病気への不安を抱えつつ、小さな不満は 

 

「治療してもらっているから」「病院にお世話になっているから」と思われて 

 

 口にせず我慢している方が多いと思います。 

 



 入院中に限らず、医療機関ではほとんどの患者さんが、何かしらの不安や不満を 

 

 抱えていらっしゃると思います。 

 

 ですが、こういった様々な感情が積み重なった結果、 

 

 大きなクレームに発展してしまうケースもあるのではないでしょうか。 

 

 

 病院であれば、患者相談窓口（病院により名称は異なると思います）や 

 

 ご意見箱などで患者さんのお困りごとやご意見を伺う窓口が設けられています。 

 

 これらの窓口には、入院や通院中に感じた不安や疑問点など、 

 

 なかなか言いにくい思いを受け止める役割もあると思います。 

 

 診療所であれば、看護師や受付の方に相談する方もいるでしょう。 

 

 ただ、このような窓口があっても、患者さんから声に出していただけなければ 

 

 どのような不安や不満、思いを抱えられているかは分かりません。 

 

 声に出せずに我慢されている方も多いでしょう。 

 

 私も将来再び病院に勤務させていただく機会があれば、 

 

 そういった「声に出されない」患者さんの気持ちにもできるだけ気を配りながら、 

 

 対応していきたいと思っています。 
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①医療安全研修会 

 

 去る 10 月 26 日（木）関内ホールにて 29 年度第２回医療安全研修会を開催しました。 

 

 第１部は「医療施設における防犯」について、実際の件数や実例を通して 

 

 理解を深めることができました。 

 

 第２部は「渡航感染症の基礎知識」というテーマで、 

 

 東京医科大学病院・渡航者医療センターの濱田篤郎教授より講演頂きました。 

 

 よどみないお話と最近のトピックスに則した内容の濃い講演でした。 

 

 当日の資料や参加者の内訳については、 

 

 後日、医療安全支援センターホームページに掲載します。 

 

 お忙しい中、ご参加いただいた皆様、有難うございました。 

 

 

②医療安全教育セミナー2017 年度冬期 - 医療事故の原因分析と改善方法  - 

 

 国際医療リスクマネージメント学会(IARMM)より 

 

 社会人教育プログラムの参加申込の案内がありましたので、情報提供いたします。 

 

 本プログラムは、厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として 

 

 診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる 2017 年度の研修教科内容 

 

 (年間 40 時間以上)の 1 部にもなります。 

 



 また、本プログラムは学会認定「高度医療安全管理者」資格制度並びに 

 

 「高度医薬品安全管理者」資格制度での必須科目の一部ともなります。 

 

 日時：平成 30 年 1 月 22 日(月)～1 月 24 日(水) 

 場所：東京大学伊藤国際学術研究センター地下 2 階・謝恩ホール 

 対象：医療施設経営者、専従医療安全管理者、専任医療安全管理者、 

      医療安全管理者、歯科医療安全管理者、リスクマネージャー、 

      医薬品安全管理者、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、 

      臨床工学技士、放射線技師、臨床検査技師、医療事務関係者、 

     医療産業界関係者、その他の医療従事者。(定数 400 名) 

 

 申込みまたは詳細については、 

 

 下記の国際医療リスクマネージメント学会(IARMM)ホームページをご確認ください。 

 

 http://www.iarmm.org/J/PS2018Jan/ 
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 ツワブキ（石蕗と書きます）という植物をご存知でしょうか？ 

 

 11～12 月に咲く「石蕗（つわ）の花」はこの時期の季語となっています。 

 

 花言葉は「いつも笑顔で変わらない」とのことです。 

 

 公園や花壇に咲く黄色い花を探してみてはいかがでしょうか。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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。 

 

 ★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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「よこはまウォーキングポイント」参加者 27 万人！  

 

 参加者 27 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 
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◆死亡を含むリスクの説明に関すること 

 

 麻酔の説明書にこう書いてあるとします。 

 

「麻酔でアレルギー・ショックが起こることがあります。」 

 

 この書類を示して、医療者側は、「（アレルギー・ショックで）死亡する 

 

 ケースもある」と思っています。患者さんには直接言わなかった場合でも、 

 



 死亡するケースもあることが「理解されたはず」と思っています 

 

（医学的常識ですから）。 

 

 患者さんとすれば、アレルギー・ショックというこわい事が 

 

「自分には起きないだろう」、「もし起こったとしても、 

 

 この先生が助けてくれるだろう」と思うかもしれません。 

 

 まして「死亡する」とは直接言われなかった場合、 

 

 患者さんは死を想定することはないでしょう。 

 

 

 また、手術説明書に、「肺塞栓が起こることがあります。」 

 

 と書いてあったとします。 

 

 肺塞栓についても、同様なすれ違いがあるのではないでしょうか。 

 

 このように、医学用語の相方の理解度にはギャップがあることは知られています。 

 

 

 さて、予期せぬ死亡の定義についてですが、 

 

「予期していた」とは、「病院の提供する医療の中で死亡することもあると 

 

 説明した記録があること」とされています。 

 

 逆に、この記録が無いものを「予期せぬ」ことと定義しています。 

 

 その観点から上記の「麻酔説明書」や「手術説明書」をよく見てみると、 

 

 「死亡することがある」と説明した記録なのかという疑問が生じます。 

 



 

 ここで、別の事を考えましょう。 

 

「インフォームドコンセントについての当病院の原則」というような 

 

 マニュアルを読んだことがあります。 

 

 その多くには「リスクについて説明する」となっています。 

 

 ただリスクをどこまで説明するのかは書かれていないのではないでしょうか？ 

 

 つまり、「「死亡することもある」ということまで当病院は説明する」 

 

 と書き込んでいないのではないでしょうか。 

 

 そのように書きこまれていないと、説明する担当医が言うのか、言わないのか、 

 

 それぞれ個人で悩むことになってしまいます。 

 

 言ったり、言わなかったり、それが記録されなかったりされ、 

 

 「予期せぬ死亡」かどうかということに耐えられるのかという事態が 

 

 生じてきます。 

 

 

 いかがでしょうか？あらためて病院のインフォームドコンセントの方針を 

 

 点検する必要があるのではないかと思います。 

 

 各診療科の考え方に差があり、整理する必要があるでしょう。 

 

 しかし病院全体の統一ルールにしないと、類似事例が発生するたびに 

 

 事故調査委員会を開催する事態が起きることになりそうですね。 
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①平成 29 年度 第２回横浜市病院安全管理者会議 

 

 今年度第２回会議では、「病院勤務者のメンタルヘルス」をテーマに開催します。 

 

 医療福祉分野で労災申請・認定件数が増加傾向にあるなかで、 

 

 ストレス状況と事故やミスとの関係についての講演会を企画いたしました。 

 

 奮ってご参加ください！  

 

 日時：平成 30 年２月７日（水） 16 時 00 分開始 

              （メイン講演は 17 時 30 分開始） 

 

 場所：横浜市開港記念会館講堂（会場が前回と異なります） 

 

 対象：横浜市内の病院職員 

 

 講演会：「病院勤務者のメンタルヘルス  

        ～メンタルヘルスの基礎とストレスチェックの活用～」 

 

 講師：神奈川産業保健総合支援センター 森田 哲也 医師 

  

 申込みや詳細につきましては、後日、医療安全支援センターホームページに 

 

 掲載及び各方面より情報提供いたします。 

  

 

②第 4 回日本医療安全学術総会 

 

 一般社団法人 日本医療安全学会 (JPSCS)より案内がありましたので、 

 

 情報提供いたします。 

  



 日時：平成 30 年 2 月 17 日(土)～18 日(日) 

 

 場所： 東京大学 本郷キャンパス 

 

 対象：統括医療安全管理者、医療安全管理者、臨床リスクマネージャー、 

    医薬品安全管理者、歯科医療安全管理者、医療機器安全管理者、医師、 

    看護師、薬剤師、歯科医師、臨床工学技士、放射線技師、歯科衛生士、 

    医療従事者、医療産業従事者、その他の医療職 

 

 申込みまたは詳細については、下記のホームページをご確認ください。 

 http://jpscs.org/4thJPSCS/ 

 

 

③医療安全教育セミナー2017 年度冬期 - 医療事故の原因分析と改善方法  - 

 

 本プログラムは、厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として 

 

 診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる 2017 年度の研修教科内容 

 

 (年間 40 時間以上)の一部になります。 

 

 また、本プログラムは学会認定「高度医療安全管理者」資格制度並びに 

 

 「高度医薬品安全管理者」資格制度での必須科目の一部ともなります。 

 

 日時：平成 30 年 1 月 22 日(月)～1 月 24 日(水) 

 場所：東京大学伊藤国際学術研究センター地下 2 階・謝恩ホール 

 対象：医療施設経営者、専従医療安全管理者、専任医療安全管理者、 

    医療安全管理者、歯科医療安全管理者、リスクマネージャー、 

    医薬品安全管理者、医療機器安全管理者、医師、歯科医師、 

    看護師、薬剤師、歯科衛生士、臨床工学技士、放射線技師、 

    臨床検査技師、医療事務関係者、医療産業界関係者、その他の医療従事者 

 

 

 申込みまたは詳細については、下記の国際医療リスクマネージメント学会(IARMM) 

 



 ホームページをご確認ください。 

 http://www.iarmm.org/J/PS2018Jan/ 
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

 昨年 4 月に「障害者差別解消法」が施行されましたが、 

 

 今年 8 月に内閣府が実施した世論調査によると、 

 

「障害者差別解消法」を知らないと回答した人が 77.2％と、 

 

 障害者施策の周知が十分ではない現状が浮き彫りになりました。 

 

 去る 12 月３日～９日は障害者週間でしたが、横浜市では障害理解と促進のために 

 

 種々の取り組みを進めています。 

 

 各医療機関でも様々な機会を通じ、障害がある方との相互理解を一層深め、 

 

 身近な地域で共に暮らし続けていくことができるよう、ご協力願います。 
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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.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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「よこはまウォーキングポイント」参加者 28 万人！  

 

 参加者 28 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 

■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 
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◆リーフレットのご紹介 ～医療機関と患者とのコミュニケーション～  

 

 先日、近所にある医療機関を初めて受診しました。 

 

 診察の最後に、医師から穏やかな口調で「何かわからないことや気になることは 

 

 ありますか？」と聞かれました。 

 

 この一言があるのとないのとでは患者としては安心感が違うものだと感じました。 



 

 また、同じような声掛けがあったとしても口調によって印象が変わるので、 

 

 穏やかに話しかけて頂けたことはとても良い印象につながりました。 

 

 かかりつけ医療機関であればすでに信頼関係ができているかと思いますが、 

 

 初めての受診で信頼関係ができていない中では、少しの気遣いが大きな信頼に 

 

 つながると思いました。 

 

 

 さて、横浜市医療安全相談窓口では、市内の医療機関に関する相談・苦情等を 

 

 お受けしており、平成 28 年度は 4,722 件の相談がありました。 

 

 内容として多い順に３つ挙げると、医療行為・医療内容に関するものが 1,374 件、 

 

 医療知識等を問うものが 942 件、コミュニケーションに関するものが 787 件と 

 

 なっています。 

 

 この中で、コミュニケーションに関するものの相談例を挙げると、 

 

 「医師の説明が専門用語ばかりでわからない」や「医療従事者の対応・ 

 

 態度が悪い」等があります。 

 

 これらの相談はボタンの掛け違いによるものが多く、医療従事者側と患者側の 

 

 双方の意識次第で変わるのではないかと思います。 

 

 私も実際に医療機関を受診して感じましたが、患者側は不安な思いをもって 

 

 受診しています。 

 



 そのため、医師の説明でわからないことが１つあると頭が真っ白になったり、 

 

 普段なら気にならない対応が病気の時には気になったりすることがあるのでは 

 

 ないでしょうか。 

 

 

 医療安全課では『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、各医療機関へ年１回程度送付しています。 

 

 また、市民向けの啓発として、地域の方々向けに出前講座を開催していますが、 

 

 その中でもリーフレットを配付しています。 

 

 さらに、横浜市医療安全支援センターのホームページ 

 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shien-center.html） 

 

 からもダウンロードできますので、必要に応じて参考にしていただくことで 

 

 医療機関と患者とのコミュニケーションの一助となれば幸いです。 
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①平成 29 年度 第３回横浜市医療安全研修会 

 

 日時：平成 30 年２月 22 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

 場所：横浜市開港記念会館講堂 （会場が前回と異なります） 

    横浜市中区本町 1 丁目 6 番地 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 内容：第１部 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例と対応 

     第２部 インフルエンザに関する最新の話題 



 講師：けいゆう病院 小児科 菅谷 憲夫 参事 

 申込み受付期間：平成 30 年 1 月 15 日（月）～2 月 8 日（木）【先着順】 

 

 申込み、詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

 

②平成 29 年度 第２回横浜市病院安全管理者会議 

 

 日時：平成 30 年２月７日（水） 16 時 00 分～19 時 00 分 

 場所：横浜市開港記念会館講堂 （会場が前回と異なります） 

 対象：横浜市内の病院職員 

 講演会：「病院勤務者のメンタルヘルス  

        ～メンタルヘルスの基礎とストレスチェックの活用～」 

 講師：神奈川産業保健総合支援センター 森田 哲也 医師 

 

 ※申込み、詳細は以下 URL を参照してください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/anzenkanrisiyakaigi2.html 
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 ■■■編 集 後 記■■■ 

 早いもので、新しい年となり半月が過ぎようとしています。 

 

 さらに半月少々先には、節分を迎えます。 

 

 最近は恵方巻を食べる日で定着してきた節分ですが、「魔滅＝魔を滅する」 

 

 「まめまめしく働く=健康を願う」という意味合いで豆をまいたり、家の入口に 

 

 鬼の嫌がる鰯の頭を柊の枝にさしておくといった、多様な習慣があります。 

 

 物事にはいろいろな見方があることを知りつつ、年中行事を楽しみたいものです。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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 
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「よこはまウォーキングポイント」参加者 29 万人！  

 

 参加者 29 万人の「よこはまウォーキングポイント」！ 

横浜市民等を対象に、参加者には歩数計をプレゼント（歩数計送料の負担あり）。 

歩いてポイントをためて抽選で商品券等が当たります。 

 平成 28 年６月からは、「18 歳以上の方」・「市内在勤者」が 

参加できるようになりました。「ＷＥＢ申込み」もできますので、 

この機会にお得に楽しく健康づくりを始めませんか。 

 

■申込方法等の詳細は公式ホームページをご覧ください。 

 http://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

 

■フェイスブックはじめました 

 ウォーキングがもっと楽しくなるお得な情報などを発信しています。 

 https://www.facebook.com/enjoy.walking.city.yokohama/ 

 



■お問合せ先 

  よこはまウォーキングポイント事業(YWP)事務局 

 電  話：0570-080-130、045-681-4655    

  ファクス：0120-580-376 

 メ ー ル：navi-ywp@ml.city.yokohama.jp 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■ 
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◆無資格者がレントゲン照射？ 

 

 「歯科医院に行ったら、歯科医師以外の人がレントゲンのボタンを 

 

 押していると思われるのですが、いいのでしょうか…。」 

 

 

 上記のように、患者さんが自分の受けている医療行為について、 

 

 『今どのような職種の人がやっているのだろう』、 



 

 『ちゃんと資格を持った人がやっているのか』などの不安から医療安全課に 

 

 ご相談をされるケースがあります。 

 

 

 今回の例の場合、診療放射線技師法により放射線を照射する資格を持つのは 

 

 医師、歯科医師、診療放射線技師のみと規定されており、 

 

 それ以外の者が照射するというのは診療放射線技師法違反になります。 

 

 

 明らかに、（歯科）医師、放射線技師以外の人が行っていたということであれば、 

 

 行政の担当部署より医療機関へ指導することになります。 

 

 しかし、相談者の中には『ボタンを押したのは女性だったから、歯科衛生士だった 

 

 のではないか』、『無資格者が行ったのなら、自分は余計な被ばくを 

 

 したのではないか』など、対応した人がどんな職種かわからなかったために 

 

 不安を抱いたまま治療を受けているというケースもあります。 

 

 

 患者さんが医療機関を受診する際は不安でいっぱいです。 

 

 そんな時に対応してくれている人が無資格者ではないかと思うと 

 

 さらに不安は強くなってしまいます。 

 

 また、患者さんにとっては、対応してくれている人に職種を聞くことは 

 

 失礼になるのではないかと聞きづらく感じられることだと思います。 

 



 

 医療機関側が、ネームプレートで職種がわかるようにしたり、ユニフォームで 

 

 職種を区別したりすることで、患者さんは対応してくれている人の職種を 

 

 把握できます。 

 

 きちんと資格を持つ人が対応してくれているとわかれば、患者さんは安心して 

 

 その後の治療に専念できるのではないでしょうか。 
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①平成 29 年度 第３回横浜市医療安全研修会 

（※申込み受付はすでに締め切られました） 

 

 日時：平成 30 年２月 22 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分 

 場所：横浜市開港記念会館・講堂 （会場が前回と異なります） 

    横浜市中区本町 1丁目 6番地 

 対象：横浜市内の医療提供施設の医療関係者 

 内容：第１部 横浜市医療安全相談窓口に寄せられた相談事例と対応 

    第２部 インフルエンザに関する最新の話題 

 講師：けいゆう病院 小児科 菅谷 憲夫 参事 

 

 詳細は横浜市医療安全支援センターホームページをご確認ください。 

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

 

②第 7回臨床安全世界会議 2018 in スイス 

 国際医療リスクマネージメント学会 (IARMM)からのご案内です。 

 

 日時：2018 年 9 月 7日(金)～8日(土) 

 場所：スイス・ベルン 

 公用語: 英語のみ。 他言語への通訳なし。 

 一般演題(口演/ポスター)申込期間: 2018 年 2 月１日～4月 30 日   



 

 申込みまたは詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 http://www.iarmm.org/7WCCS/ 

 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

 先月 1月に某出版社から刊行された「広辞苑第七版」では、AED、iPS 細胞、 

 

 ロコモティブ症候群などの医学・医療の専門用語が、新項目として収録され 

 

 ました。医学・医療に関連する用語は、社会情勢とともに変化していきます。 

 

 技術革新や法令改正に伴い、医療関係者も時代背景・社会状況とともに 

 

 変化していくことが求められます。 

 

「広辞苑第七版」の発行を機に、あらためて感じた次第です。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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 
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◆終末期の迎え方 

 

 医療安全相談窓口の相談員になり、1 年が過ぎようとしています。 

 

 相談業務をとおして様々な場面で医療従事者側と患者側とのギャップが 

 

 気になります。 

 

 

 『高齢の母が未明に自宅で倒れました。家族は救急車を要請しましたが、 



 

 病院到着時には心肺停止の状態でした。その後処置を施され心肺機能は 

 

 戻りましたが脳死の状態になりました。日頃から母に「延命はしないで。」 

 

 と言われていました。救急車を要請した後、延命処置について聞かれることは 

 

 なかったので救急隊員や医師に任せていました。そして母が呼吸器を着けた後に 

 

 医師から母の状態について説明がありました。』という相談を受けたことが 

 

 あります。 

 

 患者自身や家族が望まない方向へ事態が進展してしまったという相談です。 

 

 なぜ、このようなことになったのでしょうか。 

 

 

 そもそも、患者や患者家族で、親や家族の死を具体的に想像したことのある人は 

 

 いったいどれぐらいいるのでしょうか。 

 

 「縁起でもない。」「親不孝者のすることだ。」という思いでタブー視し、 

 

 考えたことのない人や考えないようにしている人が大半なのかもしれません。 

 

 また現在、親を看取る世代の多くは核家族で生まれ育ってきたため 

 

 身内の死に逝く姿を見たことがない人が多い現実もあり、具体的に臨終と 

 

 どう向き合いたいのかを明確にしていないことが多いのです。 

 

 

 一方、医療従事者は何度となく死を見つめ、人の死に逝く姿を見守った経験が 

 

 あります。 



 

 医療従事者には危機にある人命を救うためには全力を尽くすという使命が 

 

 あるので、ひとたび救急要請があれば、ギャップは埋まらないまま 

 

 患者や家族が望まない方向へ事態が進展することもあるのです。 

 

 

 相談を受けて感じることですが、患者側は「肝心なことはこちらから聞かなくても 

 

 医者なんだから言ってくれるはず。」と思い込む傾向があります。 

 

 反面、医師は患者側から質問がなければ提供している医療内容は理解されていると 

 

 判断して、すれ違いが生じるのです。 

 

 このようなすれ違いからくる相談電話は後を絶ちません。 

 

 

 今回は相談員が垣間見た患者や患者家族の終末期に対する現実をお話させて 

 

 頂きました。 

 

 医療従事者の方はどのようにお感じになったでしょうか。 

 

 医療従事者と患者が互いに声を掛け合い、上手にコミュニケーションをとることで 

 

 すれ違いを回避していかれることを願っています。 
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 ①医療安全対策地域連携のための研修会 2018 

 

 一般社団法人 日本医療安全学会 (JPSCS)からのご案内です。 

 

 2018 年より厚生労働省では特定機能病院以外の保険医療機関対象として 

 

 医療安全対策地域連携加算を新設しました。 

 

 本プログラム、医療安全対策地域連携活動を実施する際に必要となる、 

 

 基本的な知識、ならびに、院内での医療安全対策地域連携研修会開催のための 

 

 基本資料を提供するものです。 

 

 日時：2018 年 5 月 12 日(土) 

 会場： 東京大学伊藤国際学術研究センター地下 2 階ホール 

 申込締切:2018 年 5 月 10 日 

 

 申込または詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 http://www.jpscs.org/MSCHIKI2018/ 

 

 ②第７回臨床安全世界会議 2018 in スイス 

 国際医療リスクマネージメント学会 (IARMM)からのご案内です。 

 

 日時：2018 年９月７日(金)～８日(土) 

 場所：ベルン（スイス） 

 公用語: 英語のみ。 他言語への通訳なし。 

 一般演題(口演/ポスター)申込期間:２月１日～４月 30 日   

 参加申込期間: (演題発表者) ４月１日～５月 31 日 

 (その他) ４月１日～８月 15 日 

 

 申込または詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 http://www.iarmm.org/7WCCS/ 



 

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

 ■■■編 集 後 記■■■ 

 

 今月号では「終末期の迎え方」を扱いましたが、いわゆる終末期医療 

 

 ガイドライン（GL）に当たる「人生の最終段階における医療の決定プロセスに 

 

 関する GL」の改訂版が、厚生労働省にて年度内に改定されます。 

 

 加えて、2018 年度診療報酬改定で「地域包括ケア病棟入院料 1」の算定要件 

 

（同 GL 等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること）に 

 

 位置づけられますので、同 GL の改訂版をご確認することを是非ともお薦めします。 

 

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ★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.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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