






















院内ＣＰＲコール体制
（CPR：Cardio Pulmonary Resuscitation,心肺蘇生）

院内で多くの医師の応援が必要となるような緊急事態（エマージェ
ンシー）が生じた際に、下記のような通報手順を行ってください。
多くの担当医師が応援に行きます。

ＣＰＲコール対応の流れ

１．発生部署・・・・全館放送依頼
「こちらは、○○部署、ＣＰＲコールお願いします。」
『２１１０』 （医事課、事務当直室に電話がかかります）

＊消灯後の全館放送は適宜判断
全館放送しない場合、ＣＰＲコール依頼を受けた事務員は、
当直医師、責任者当直看護師に連絡

２．医事課（事務当直室）・・・・全館放送 2回繰り返す

「ＣＰＲコール、ＣＰＲコール
担当は○○部署へお願いします。」

（対応者：平日日中 医事課男性職員）
（対応者：夜間,休日 事務日当直者）

３．医療者・・・・現場へ急行

夜間は当直医師を中心に対処してください
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院内急変対応 

 

CPA ⇒ CPR コール 

 

非 CPA の急変（意識障害、呼吸不全、誤嚥・窒息、ショックなど） 

 

 ⇒ スタッフコール 

 

  「スタッフコール×２、担当者＊は○○病棟（外来）へ」 

 

  （＊○○病棟（外来）の勤務医+救急科医） 

 

 

・病棟、外来以外の看護師不在の部署で、CPA か否かの判断が困難な場合は、 

 

 従来通りの CPR コールで可。 

 

 

 

 

 

 

  平成３０年７月     

  救急外来委員会からの発信 

 

 

 

 

 

 

 



AED

AED付マニュアル型除細動器

マニュアル型除細動器
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AED

AED付マニュアル型除細動器

マニュアル型除細動器
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＜アクシデント発生時の対応フロー＞ 

  【病院】 
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＜民事裁判のフロー＞     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁 

原告（患者）側が裁判所へ訴状を提出 

裁判所で訴状の審査 

被告へ訴状の送達 

口頭弁論の期日指定 

 （原告・被告へ呼出通知） 

答弁書の作成 

口頭弁論の開始 

訴状・答弁書・準備書面の陳述 

証拠の申し出・証拠調査 

（証人尋問） 

（鑑定・鑑定人尋問） 和解勧告 話合い 和解 

判決 確定 

控訴 

控訴審 

判決 確定 

和解勧告 話合い 和解 

仮執行手続き（供託金の支払い） 

上告 

判決 

和解勧告 話合い 和解 

地裁 

高裁 



 

 

Ⅳ-２ 

 

異常死の対応 



  

「異状死」の届け出について 

                            平成１９年８月 

                          船橋中央病院 医療安全管理委員会 

 

 「異状死」の定義が確立していない今、「異状死」の届け出について通達することは奇異である

が、日本法医学会が「診療行為に関連した予期しない死亡」をも「異状死」とするガイドライン

を発表し、都立広尾病院消毒剤注射事件の裁判において「異状死」が広義に解釈され有罪判決が

出るに及んで、行政が医師法２１条を根拠に「異状死」届け出を義務付けたことを受け、当院で

も不測の事態に備えて、「異状死届け出」制度を制定する。 

 

 

 患者の死亡に遭遇した医師は、次のページのフローチャートに従い、届け出が必要な「異状死」

と判断したら、遅滞なく病院長又は医療安全管理委員長（副院長）に届けられたい。警察への「届

け出」が必要か否かの判断は病院長（又は医療安全管理委員長）あるいは医療安全管理委員会が

行い、後の手続きは病院長（病院）が行う。 

 

 また、現時点での異状死体の概念、根拠となる法律、法医学会ガイドライン等を付記したので、

参照されたい。 

 

 なお、今後、法的論争がすすんで状況が変わることがあれば、この規程は、その時点で速やか

に改定される。 
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届け出の手順 
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患者の死亡 

異状死ではない場合 

 

病死、自然死と判断され、 

不審な点がない 

担当医は、 

通常の死亡診断書を発行する 

異状死（その疑い）の場合 

 

○注射・麻酔・手術・検査・分娩など 

 あらゆる医療行為中、 

または比較的直後の死亡 

○診療行為自体が関与した可能性 

のある死亡 

○診療行為中あるいは直後の死で 

死因が不明の場合 

○この場合、診療行為の過誤や 

過失の有無は問わない 

 

 

（要医学会のガイドラインを参照） 

院長へ報告 

 

（不在の時は、医療安全責任医師または 

安全管理者） 

院長が最終判断をして、届け出が必要な

「異状死」と認めた場合は、所轄警察署

に届け出る 



  

ＤＯＡ（来院時死亡）の取り扱い：原則的には異状死の届け出の手順と同様 
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ＤＯＡ 

・家族の承諾があれば、

病理解剖 

・医師は、「死亡診断書」

を発行 

院長へ報告 

（不在の時は、医療 

安全管理責任医師ま

たは安全管理者） 

 

死亡状況に、 

不審点、問題点 

が残らない 

異状死と院長が最終判断をし、届け出が必要な「異状死」と認めた場合は所轄警察署に届け

出る 

＊ＤＯＡの場合は、時間的猶予がとりにくいと思われ、警察への届け出は、医療安全管理委

員長、当該医師が届け出ても可とする。 

検察官（検察事務官又は司法警察員）が検視、あるいは監察医あるいは医師が検案をする。 

 →監察医または医師は、「死体検案書」を発行 

 →必要があれば、監察医が行政解剖 

 →他殺およびその疑いのある時は、法医学者が司法解剖 

明らかな病死、自然死

と判断され、 

不審な点がない 

異状死（その疑い）の場合 

外因子又は死因が不明と判断ざれる 

 

（法医学会ガイドライン） 



  

参考資料 

１．日本法医学会「異状死」ガイドライン（平成６年５月、日本法医学会） 

  日本法医学会は、学会報告として、社会生活の多様化・複雑化に伴い、人権擁護、公衆衛生、

衛生行政、社会保障、労災保険、生命保険、その他に係る問題が重要をなってきている現在、

異状死の定義も広義でなければならないとして、病気になり診療を受けて、診断されている

その病気で死亡することが「ふつうの死」であり、それ以外は「異状死」とした。 

 

 [１] 外因による死亡（診療の有無、診察の期間を問わない） 

  （１）不慮の事故 

   Ａ・交通事故 

     運転者、同乗者、歩行者を問わず、交通機関（自動車のみならず、自転車、鉄道、船

舶などあらゆる種類のものを含む）による事故に起因した死亡。自過失、単独事故な

ど、事故の態様を問わない。 

   Ｂ・転倒、転落 

     同一平面上での転倒、階段・ステップ・建物からの転落など起因した死亡 

   Ｃ・溺水 

     海洋、河川、湖沼、池、プール、浴槽、水たまりなど、溺水の場所は問わない 

   Ｄ・火災、火焔などによる障害 

     火災による死亡（火災・一酸化炭素中毒、気道熱傷あるいはこれらの競合など、死亡

が火災に起因したもの全て）、火焔・高熱物質との接触による火傷・熱傷などによる死

亡 

   Ｅ・窒息 

     頚部や胸郭の圧迫、気道閉塞、気道内異物、酸素の欠乏などによる窒息死 

   Ｆ・中毒 

     毒物、薬物などの服用、注射、接触などに起因した死亡 

   Ｇ・異常環境 

     異常な温度環境への暴露（熱射病、凍死）、日射病、潜函病など 

   Ｈ・感電・落電 

     作業中の感電死、漏電による感電死、落電による死亡など 

   Ｉ・その他の災害 

     上記に分類されない不慮の事故によるすべての外因死 

 

  （２）自殺 

   死亡者自身の意思と行為にもとづく死亡 

   縊頚、高所からの飛降、電車への飛び込み、刃器・鈍器による自傷、入水、服毒など、自

殺の手段方法を問わない 

 

  （３）他殺 

   加害者に殺意があったか否かにかかわらず、他人によって加えられた障害に起因する死亡



  

全てを含む。絞・扼頚、鼻口部の閉塞、刃器・鈍器による障害、放火による焼死、毒殺な

ど、加害の手段方法を問わない 

 

  （４）不慮の事故、自殺、他殺のいずれかであるか死亡に至った原因が不祥の外因死、手段

方法を問わない 

 [２] 外因による障害の続発症、あるいは後遺障害による死亡 

  例）頭部外傷や眠剤中毒などに続発した気管支肺炎 

    パラコート中毒に続発した間質性肺炎・肺線維症 

    外傷、中毒、熱傷に続発した敗血症・急性腎不全・多臓器不全 

    破傷風、骨折に伴う脂肪塞栓症など 

 

 [３] 上記[１]または[２]の疑いのあるもの 

  外因と死亡との間に少しでも因果関係の疑いのあるもの 

  外因と死亡との因果関係が明らかでないもの 

 [４] 診療行為に関連した予期しない死亡、及びその疑いのあるもの 

  注射、麻酔、手術、検査、分娩などあらゆる診療行為中、または診療行為の比較的直後にお

ける予期しない死亡 

  診療行為自体が関与している可能性のある死亡 

  診療行為中または比較的直後の急死で、死因が不明の場合 

  診療行為の過誤や過失の有無を問わない 

 [５] 死因が明らかでない死亡 

  （１）死体として発見された場合 

  （２）一見健康に生活していたひとの予期しない死亡 

  （３）初診患者が、受診後ごく短時間で死因となる傷病が診断できないまま死亡した場合 

  （４）医療機関への受診歴があっても、その疾病により死亡したとは診断できない場合、最

終受診後２４時間以内の死亡であったも、診断されている疾病により死亡したとは判

断できない場合 

  （５）その他、死因が不明の場合 

     病死か外因死か不明の場合 

 

２．医師法 

 第１９条 [応招義務] 

  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。 

  ２ 診察もしくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書もしくは検案書又は出生

証明書もしくは死産証明の交付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 

 第２０条 [再診察治療などの禁止] 

  医師は自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出産に立



  

ち会わないで出生証明書もしくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交

付してはならない。但し、診察中の患者が受診後２４時間以内に死亡した場合に交付する死

亡診断書についてはこの限りではない 

 第２１条 [異状死体の届け出義務] 

  医師は死体又は妊娠４か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、２４時間以

内に所轄警察署に届け出なければならない 

 

＊異状死体の概念 

 １）刑事訴訟法：刑事訴訟法では、異状死体の定義は記載されていませんが、医師法２１条の

立法趣旨は、犯罪の発見と公安の維持を目的としたものであったとされます。それゆえ、異

状死の意味するところも狭義で、 

検案とは、医師が死体、主として外表の変化を検査することで、 

異状とは、殺人、傷害致死、死体損壊、堕胎などの犯罪の痕跡をとどめているような、外表

の変化をさしているようです。その際、最小限の所見としては、溢血点、頚部の表皮剥離、

皮下出血、筋肉内出血、骨折。臓器の破裂、血液の色などが挙げられます 

 ２）厚生労働省の定義：1990 年に厚生省（現、厚生労働省）は移植問題に関する必要から、確

実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外の全ては異状死体とした 

 

３．届け出の方法 

  届け出の方法に法的規制は無く、書面、電話、口頭のいずれでも可をされます。しかし、届 

け出の事実の記録として、別紙の書式を用いて警察に報告すると共に、カルテに保存すること 

が望ましい 

 

４．死亡診断書と死体検案書 

  死亡した患者に関して、医師が書く診断書には「死亡診断書」と「死体検案書」とがあり、

医師の立場（主治医か否かなど）や患者の死亡状況・原因によって、いずれを書くか違ってき

ます 

 「死亡診断書」は、診察している患者が亡くなったときに主治医が書くものです。（医師法第２

０条『無診察治療等の禁止』）。往診を含めて診療継続中（診療継続中とは、医師が外来による

定期的フォローアップを含め、その患者が診療管理下にあると判断した場合）の患者が死亡し

た場合も「死亡診断書」が発行できます。その際、最後に診てから 24 時間以内に死亡した場合

は、死後にその患者の体を調べなくても（死後の診察）、「死亡診断書」が書けます。最後に診

てから、24 時間以上を経過して死亡した場合には、死後の診察をして、診ていた病気で死亡し

たと判断できたときは、やはり「死亡診断書」を発行できます。 

 「死体検案書」は、診療継続中の患者以外が死亡した場合、診療継続中の患者が診療に係る疾

病と関連しない原因により死亡した場合に書くものです。従って、同じ病院の中であっても、

診察したことのない患者が死亡して、初めてその患者を診たのが死後であれば、その医師は「死

亡診断書」を書くことはできず、亡くなった患者の身体を調べ（死体検案）、「死体検案書」を 
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発行します。外因死のように「異状死」にあたる場合は警察に届けますが、外因死の検案が自

分でできない場合は、警察にその旨を申し出れば、警察の嘱託医や監察医が死体検案を行って、

彼らが「死体検案書」を発行します。 

 

５．解剖の種類 

  

 

 

 

 

 

 ○病理解剖：病死した患者の死因または病因および病態を究明し、治療効果を吟味すると共に、

臨床診断を解剖で確認することによって、医学研究の進歩と公衆衛生の向上を図るため、

主治医が病理医に依頼して行われる解剖。遺族の承諾を得る必要がある。 

 ○法医解剖：大きく分けて 2種類ある 

  司法解剖：刑事訴訟法の規定に基づいて行われるもので、明らかに犯罪によるか、または犯

罪に関係ありと疑いが持たれる死体について検察官または司法警察員が検視を行った後、

解剖の要ありとして裁判所に申請し、鑑定許可状の発行を受けてから行う解剖。 

   遺族の承諾を必要とせず、費用は司法当局の負担。法的に強制力のある解剖で、通常は大

学の法医学教室で法医学者によって行われる。 

  行政解剖：司法解剖の対象外である異状死体の解剖 

   政令で定める地域において、監察医が検案によっても死因の判明しない死体について解剖

し、その死因を明らかにすることによって、公衆衛生の向上に役立たせることを目的とし

ている。伝染病、災害、中毒または死因不明の死体を扱っている。遺族の承諾も裁判所の

許可の不要。 
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解剖には３種類あります 

病理解剖（明らかな病死） 

法医解剖（異状死） 

  司法解剖（法的問題、強制） 

  行政解剖（行政的問題、半強制） 



  

異状死の届け出書面 

 

船橋警察署署長 殿 

 

 

下記の患者死亡にあたり、異状死の疑いがありますので 

届け出いたします。 

 

１ 死亡者氏名                   殿 

 

 

２ 死亡年月日 時間     年  月  日  時  分 

 

 

３ 死亡場所      独立行政法人地域医療機能推進機構 

            船橋中央病院 

 

 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

                   船橋中央病院 

                   病院長 
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 死亡診断書（死体検案書）は二つの大きな意義を持っています。 

 

①人間の死亡を医学的・法律的に証明する。 

 死亡診断書（死体検案書）は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、死亡者本

人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に理論的に表すものです。 

 従って、死亡診断書（死体検案書）の作成に当たっては、死亡に関する医学的、客観的な事実

を正確に記入します。 

②我が国の死因統計作成の資料となる。 

 死因統計は国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として役立つとともに、医

学研究をはじめとした各分野においても重要な資料となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡診断書（死体検案書）は、以上のような重要な意義を持っており、医師、歯科医師には、

その作成交付の義務が、法律によって規定されています。 
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死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル 

１．死亡診断書（死体検案書）の意義 

（参考）疾病、傷害及び死因統計のための分類について 

疾病、傷害及び死因の統計は、世界各国の国民の健康の保持、増進に役立てるため、国際的

に比較可能なものであることが必要です。このため、国際連合の機関である世界保健機構

(WHO)が定めた「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 :International Statistical 

Classification  of  Diseases and Related Health Problems(ICD)」が国際的に了承された統

一的な分類として使用されています。現在の我が国の死因統計等は、ICD-10 に基づくもので、

平成 7 年 1 月から適用されていましたが、WHO の勧告により、ICD-10 を一部改正した

（ICD-102003 年版）を平成 18 年から適用しています。（付録②参照） 

（http//www.mhiw.go.jp/toukei/sippei/indexhtmi） 

(参考)医師法第 19 条第２項（応招義務等） 

診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明

書若しくは死産証書の交付の求があった場合には、正当の理由がなければこれを拒んではな

らない。 



  

 

 

  

医師は、次の二つの場合には、死体検案を行った上で、死亡診断書ではなく死体検案書を交付す

ることになっています。 

 ①診療継続中の患者以外の者が死亡した場合 

 ②診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合 

  また、外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として 24 時間以内に所轄警

察署に届け出が必要となります。 

 

【死亡診断書と死体検案書の使い分け】 
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はい 

はい 

はい 

２．死亡診断書と死体検案書の使い分け 

死亡者は傷病で診療継続中であった患者ですか？ 

死亡の原因は、診療に係る傷病 

と関連したものですか？ 

死体を検案して、異状(注)があると認められますか？ 

交付の求めに応じて

死亡診断書を発行 

24 時間以内に所轄警

察署に届け出 

交付の求めに応じて

死体検案書を発行 

医師（監察医等）が

死体検案書を発行 

いいえ 

いいえ 

いいえ 



  

（注）「異状」とは「病理学的異状」でなく、「法医学的異状」をしめします。「法医学的異状」 

については、日本法医学会が定めている「異状死ガイドライン」等も参考にして下さい。 

○前項の図にも示されているように、医師が死体を検案して異状があると認められたときには、

24 時間以内に所轄警察署に届け出ることが法律で義務付けられています。 

 

 

 

 

 

（注）「妊娠四月以上」は妊娠満 12 週以後をいいます。 

 

○医師には、自ら診察しないで診断書の交付、自ら検案しないで検案書の交付を行ってはならな

い等の無診察治療等の禁止が法律で規定されています。（診療継続中の患者が受診後 24 時間以内

に診療中の疾患で死亡した場合については、異状がない限り、改めて死後診察しなくても、死亡

診断書を交付することを認めています。これは、24 時間を超える場合には死体検案書を交付しな

ければならないとする趣旨ではありません。診療継続中の患者が、受診後 24 時間を超えている場

合であっても、診療に係る傷病で死亡したことが予測できる場合であれば、まず診察を行い、そ

の上で生前に診療していた傷病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行すること

ができます。ただし、死因の判定は十分注意して行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、医師法第 20 条、21 条に違反した者は、第 33 条（罰則）の規定により、罰金刑に処され

ます。 

 

 

 

 

 

 

                             2018.12 月 改訂 

（参考）医師法第 21 条（異状死体等の届出義務） 

医師は死体又は妊娠４か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、 

２４時間以内に所轄警察署に届け出なければならない 

（参考）医師法第２０条 （無診察治療等の禁止） 

  医師は自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出

産に立ち会わないで出生証明書もしくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしない

で検案書を交付してはならない。但し、診察中の患者が受診後２４時間以内に死亡し

た場合に交付する死亡診断書についてはこの限りではない 



                           2018,10 月 医療安全管理室 

            死亡事例届出用紙 

                 届出日：    年   月   日 （  ） 

届出者：                   

死亡日 ：  年   月   日（  ） 

死亡場所： □病室  □その他（                         ）  

死亡診断書の死因                                    

 

1: 死体の外表に異常があるか                              

□は い        ＊病院長または安全責任副院長へ本用紙を届け報告する 

□いいえ 

2: 死亡は予期されたものであり、事前に本人または家族に説明されていたか        

□は い              

□いいえ         ＊医療安全室へ本用紙を届ける 

3: 死亡の原因は、原病または併発症・続発症＊１の進行や悪化で説明できる           

□は い             ＊１併発症：原病とは別に併存している傷病（例：糖尿病,高血圧） 

□いいえ                  続発症：原病に関連して続発する傷病（例:糖尿病と糖尿病性腎症）           

             ＊医療安全室へ本用紙を届ける 

報告・届出が必要ではない場合死亡診断書と共にカルテに綴じる 

＊以下、病院長及び医療安全管理者等使用欄＊ 

 

 

死亡は予期していたものか                       □はい     □いいえ       

 

 

医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡か（過誤の有無は問わない）□はい   □いいえ  

  

 

＊医療事故調査制度報告対象＊       □対象       □非対象                  

 ＊死亡事例検討会対象＊            □対象         □非対象            

□術後 30 日以内の死亡事例  □侵襲を伴う処置の 3 日以内の死亡事例  □入院後 48 時間以内の死亡  □退院後 14 日以内の死亡事例 

□その他精査の必要があると思われる死亡事例 

 



 

Ⅳ-３ 

暴力対応マニュアル 

 
 

�コードホワイト体制 

�苦情対応組織体制 



 

 

暴力対応マニュアル 

 

Ⅰ．予防対策 

 

 １．入口周辺に監視カメラを設置（5 か所）し、24 時間人の出入りをチェックする。 

  事務当直室にモニターと DVD を設置。周囲の人目につくところに「防犯カメラ

設置」、入口に「警官立寄所」の張り紙をする。 

 

２．救急外来業務する日当直看護師、責任者日当直看護師、医師、事務員、病棟看

護師、医療福祉相談員、薬剤師、検査技師、放射線技師、は危険が予測される場

合は「携帯用防犯ブザー」を携帯する。 

 

３．警備員が院内および病院周辺（駐車場等）を巡回する。 

 

４．「暴力、暴言、迷惑行為は許しません！！」のポスターを各部署に掲示する。 

 

５．モンスター患者（過剰なクレームや繰り返し説明を求たり、威嚇など業務に支

障をきたす患者）、ご家族の対応で困難が予想される場合は、事前に医療安全管

理室（または総務企画課）に連絡をする。 

モンスター患者の診察・診療は男性医師が担当することが望ましい。 

 

６．「入院のご案内」に診療および看護の妨げになる行為を度々行った場合は、退

院していただくことを記載する。 

 過去、診療・看護の妨害や、他の患者に下記のような迷惑行為をした患者の診療

は、誓約書などで協力の確認後、診察をする。 

  ①過去に入院規則を守れず他の患者に多大な迷惑をかけた。 

  ②職員に暴力を振るう、暴言やセクハラ行為を認めた。 

  ③診察に協力を得られない。 

  ④故意に診療妨害した、他。 

 診察に、多大な迷惑を及ぼすことが予測される患者の診療を拒否する場合は、 

院長の承諾を得て、弁護士と相談して決める。 
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防犯警報器（ブザー）の仕組み 
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事務当直室のブザーが鳴る 

（押した部署は判る仕組み） 

警備会社に直結 

巡回警備員がかけつける。（平均約7分） 

近くにいた場合は短時間で到着する 

当該病棟に 

事務員、警備員到着 

病棟 

（各ナースステーションに設置） 

ブザーを押す 

（音は出ない） 



 

 

Ⅱ．不当要求患者の対応 

 

 不当要求及び暴力（以下「緊急事態」という。）発生時には、そのレベルの如何を

問わず、病院職員が一丸となって患者さんの診療及び療養環境を護り、また、病院職

員が安心して働くことのできる職場環境を確保するための体制である。 

 

≪緊急事態のレベルの定義≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．【レベル１】の緊急事態発生時の対応 

病院現場から多くの報告があり速やかな対応が求められている緊急事態【レベル１】

の場合には、次のように対応する。 

 

 （１）平日の場合 

           ≪概念図≫ 
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【レベル１】・過剰なクレームや繰り返しの説明を求めたりして正常な診療に妨げを 

感じるようなレベル 

      ・大声を出したり、凄んだりして身の危険を感じるようなレベル 

【レベル２】・暴力を振るったり、凶器を持ち出すようなレベル 

      （現場の判断で、それ以下でもレベル２とすることも可とする） 

【レベル３】・犯人が次々に移動して襲ったり、放火をするようなレベル 

 

緊急事態発生現場 

総務企画課 医療安全管理者 

連絡 

連絡 

現場へ急行 現場へ急行 



 

 

  

 

 

 ①総務企画課（TEL：２３００）へ連絡する。 

   （緊急事態発生に遭遇した職員への注意事項） 

    ・相手方の意図が見えたならば、過剰なクレームや繰り返しの説明に 

長時間を割かない。 

    ・穏やかであるが毅然とした態度で臨む。 

  ≪具体的な対応例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①課長又は課長補佐が現場へ急行する。 

   （注意事項） 

    ・事務部男性職員 1 名を帯同する。 

    ・課長又は課長補佐が対応できない場合は、事務部長が対応する。 

 ②医療安全管理者へ連絡する。 

 

 

 

 

 ①医療安全管理者は現場に急行する。 

 ≪現場での対応≫ 

 ・役職・氏名を名乗った上で、本件担当者（臨機応変に返答）である旨を告げる。 

 ・診療等の妨げとなることから、場所を変えて話を聞く旨を伝える。 

 ・会議室（3 階会議室以外の会議室）に案内する。 

 ・対応の総括責任者は医療安全管理者とする。 

 ・原則 3 人（総務企画課長・補佐、事務部長、医療安全管理者）以上 

で別室で対応する。 

 ※会議室での話は、必ず複数人で聞き、記録をとる。 

 ※案件によっては、医事課に応援を求める。 

 ※担当者の判断とするが（明らかな恐喝・暴力には）、警察への通報を躊躇しない。 

緊急事態発生現場 

「これまで十分ご説明をしてまいりましたが、ご理解いただけないようですので担当者

にお話をお伺いさせますので、少々お待ち下さい。」 

 

「そのような大きな声を出されては、他の患者さんへの診療の妨げにもなりますので、

場所を移して担当者がお話をお伺いいたしますので少々お待ち下さい。」 

総務企画課 

医療安全管理者 



 

 

（２）夜間・休日の場合 

≪クレーム関連の概念図≫ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ≪暴力関連の概念図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備員 

緊急事態発生現場 

事務日当直室 責任日当直看護師 

連絡 
現場へ急行 

連絡 

緊急事態発生現場 

事務日当直室 

責任日当直看護師・医師 

コードホワイト放送 

警察への通報 

現場へ急行 

現場へ急行 

連絡 

連絡 

連絡 



 

 

 

 

 

 ①事務当直室（TEL：２１１０）へ連絡する。 

   （注意事項） 

・【レベル１】であっても、身に危険を感じた時は、 

身に付けている「防犯ブザー」やナースステーションに設置されている 

「防犯警報器」（警報ブザー）を押す。 

 

 

 

 ≪クレーム関連≫ 

 ①責任日当直看護師に連絡し、責任日当直看護師が現場に急行する。 

  ※翌日、担当者が伺う旨、了解していただく。 

 

 ≪暴力関連≫ 

 ①院内警備員に連絡し、現場に急行させる。 

 ②責任日当直看護師と医師に連絡し、現場に急行してもらう。 

 ③現場からの要請があれば、コードホワイトをする。 

 ④現場からの要請があれば、事務員が警察へ通報する。 

 

 

 

 

 

 

 現場からのブザーに対して、 

  ※「防犯ブザー」を聞きつけた男性職員は、現場（ブザーの鳴っている場所）に

急行する。 

  ※「防犯警報器」（警報ブザー）は、事務当直室でブザーが鳴り、ブザーを押し

た部署が分かる仕組みになっており、院内警備員が現場に急行する。 

  ※「防犯警報器」（警報ブザー）は、契約警備会社に直結し、巡回警備員が 7 分

程度で到着する。 
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緊急事態発生現場 

事務日当直室 警備員 

＜コードホワイト＞ 

「コードホワイト、担当者は○○部署へお願します。」 

  ２～３回繰り返し全館放送する。 

※当日（夜）勤務している職員は全員が現場に急行する。 



 

 

 ≪報告≫ 

  夜間・休日の報告は原則として翌日とする。ただし緊急と思われる事態の場合に

はこの限りではない。 

※緊急と思われる事態とは、レベル３若しくは２以下であっても、 

  社会的な問題やマスコミに報道されるような事態の出来事である。 

  判断は日当直責任医師と責任看護師で協力して判断する。 

 

 

２．【レベル２】の緊急事態発生時の対応 

 （１）平日の場合 

   コードホワイトで担当者は現場に急行し、被害者を保護し、現場警戒にあたり、

警察官の到着を待つ。 

 （２）夜間・休日の場合 

   警備員・男性職員は現場からの連絡やコードホワイトで、現場に急行し、被害

者を保護し、現場警戒にあたり、警察官の到着を待つ。 

 

 

３．【レベル３】の緊急事態発生時の対応 

（１）平日の場合 

   院内放送をして患者・職員を現場から避難させる。 

   事務部長、看護部長に連絡し、副院長、院長に連絡する。 

（２）夜間・休日の場合 

  院内放送をして患者・職員を現場から避難させる。 

  事務部長、看護部長に連絡し、副院長、院長に連絡する。 
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１．発生部署・・・全館放送依頼 

「こちらは○○部署、コードホワイトお願いします」 

   

「２１１０」（緊急用赤電話：医事課・事務当直室） 

 

※消灯後の全館放送は適宜判断 

        全館放送しない場合、依頼を受けた事務員は、 

当直医師、責任者当直看護師に連絡 

 

 

２．事務室（事務当直室）・・・全館放送 

  「コードホワイト、担当者は○○部署へお願いします」 

 

３．担当者：不当請求防止責任者  医事課長 

      総務企画課課長・医事課課長及び男性職員 

      医療安全管理者 

 

※当日夜間 勤務している職員はできるだけ、現場に急行する 

Ⅲ．「コードホワイト」コール体制 

 緊急事態発生時に対応が速やかに行えるように以下の用紙を各部署に配布する。 

 

    「コードホワイト」コール体制 

暴言・暴力など、職員が何らかの身体的または心理的な【脅威】を感じた際、以下の

ような通報手順を行ってください。多くの担当者が駆けつけます。 

 

         コードホワイトのながれ 

 



 

 

Ⅳ．被害者のアフターケア 

 １．被害者や関係者に対して被害者に過失があるような言動は避ける。 

 ２．信頼できる人にできるだけ早く話すことができるように配慮する。 

 ３．上司は被害者の身体的・精神的苦痛の兆候や症状を注意深く経過を追って観察し、適切な

支援をする。 

 ４．必要があれば、専門家の心理的サポートが受けられるように配慮する。 

 

Ⅴ．その他 

 １．不審者や迷惑電話への対応 

   不審な訪問者や個人の情報の問い合わせ電話を受けた職員は、相手を確認、確証が出来な

い限り教えてはいけない。・・・ 対応の原則 

   対応例 

   「お名前とご関係、ご用件をお聞かせください。談話室（ロビー）でお待ち下さい。」 

   「当院では直接お繋ぎはしておりません。折り返しお電話さしあげますので電話番号とご

用件をお教えください。」 

 ２．暴力被害から守る法律 

 刑法 204 条 暴行罪、傷害罪 

  医療者や他の患者に対して、殴る・蹴る・小突く・胸ぐらを攫むなどの暴力行為 

  医療者に物を投げる 

刑法 261 条 器物破壊罪 

 院内の施設や備品を破壊すること 

刑法 231 条 侮辱罪 

 医療者や患者に暴言をあびせること 

刑法 176 条 強制わいせつ罪 

 医療者に対してみだりに接触すること 

刑法 234 条 威力業務妨害罪 

 わざと大声を発し、居続けて業務を妨害すること 

 院内で怒鳴り散らす等して、医療者業務を妨害すること 

 刑法 229 条 脅迫罪 

  「お前ら、ぶっ殺す」「不幸が起こるぞ」等、脅迫的暴言を吐くこと 

 刑法 174 条 公然わいせつ罪 

  卑猥な発言等、公然わいせつ的な行為をすること 

 刑法 223 条 強要罪 

  土下座させたり、謝らせる行為 

 刑法 130 条 住居侵入罪と不退去罪 

  正当な理由がないのに院内に侵入し、「退去してください」と言っても従わない 

 

 

                           2018．8 月 改訂 
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情報セキュリティ 

アクシデント対応マニュアル 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティインシデント対応マニュアル  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 8 月 14 日現在  
 

独立行政法人地域医療機能推進機構  

 
  



はじめに  
 

日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案（平成 27 年 6 月）

のように、昨今独立行政法人がサーバー攻撃の標的となっている事例が複数

判明している。係る状況に鑑み、JCHO として情報セキュリティ対策の強化

を図ることはもとより、職員に対しては情報セキュリティインシデントに対

する知識の向上及びインシデント発生時の適切な対応について求められる

ことから、これらに必要な手順等について本マニュアルに示すこととする。 
なお、本マニュアルは e メールによるインシデント対応に焦点を絞ってい

るが、情報システムに関する取扱いは、平成 26 年第 54 号独立行政法人地域

医療機能推進機構の保有する個人情報の保護に関する規程及び平成 26 年第

60 号情報セキュリティ対策規程が基本であることから、本マニュアルと併

せて遵守するよう留意ください。  
  



１．標的型攻撃メール  
 

特定の組織や人から機密情報を詐取することを目的にする「標的型サ

イバー攻撃」が深刻な脅威となっていますが、その中でも「標的型攻撃

メール」が猛威をふるっています。  
標的型攻撃メールは、不特定多数に大量に送られるウイルスメールと

は異なり、特定の組織や個人にしか送られないため、ウイルスメールの

情報が少なく、それに対するセキュリティ対策ソフトの対応に時間がか

かります。そのため、セキュリティ対策ソフトを使用していてもウイル

スが添付されたメールを受信する場合があり、被害を防ぐことが難しく

なっています。  
また、メールの受信者が不審を抱かないように、様々な騙しのテクニ

ック（例えば、業務に関係のあるような件名）が駆使されているため、

受信者宛ての本物のメールと勘違いしてしまい、ウイルス感染の仕掛け

が施された添付ファイルの開封や、メール本文に記載されたウイルス感

染の仕掛けが施されたホームページへのリンクをクリックしてしまい

ウイルスに感染する可能性があります。  
前述したとおり、標的型攻撃メールは受信者が安心してメールを開く

ような騙しのテクニックを使用していますので、知人・同僚からのメー

ルであっても次のような特徴があるメールについては、添付ファイルの

開封や URL のクリックを行う前に、送信者へ添付ファイル等の確認を

するなどの対応を行ってください。  
なお、ウイルスに感染すると、他のコンピュータシステムへのウイル

スのコピー、コンピュータ内の情報の外部への漏洩、システムの破壊と

いった大きな被害へ発展することになりますので十分ご注意ください。 
 
＜騙しのテクニック例＞  
①実在する組織・人物のメールアドレスを騙ったメール  

差出人の表記は実在する人物だが、メールアドレスはいつもの

アドレスと違う等  
②本文記載の日本語の言い回しが不自然  

翻訳ソフトなどで翻訳された日本語など  
③日本語では使用されない漢字が使用されている  

繁体字や簡体字が使用されている  
④差出人のメールアドレスと署名のメールアドレスが違っている  

  



１－２ 標的型攻撃メールの例  
 ①取材の申し込みを装ったメール  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ア－①】取材を装ったメール  
【イ－①】フリーメールアドレス（yahoo,Hotmail,gmail など）  
【ウ－②】日本語で使用されない漢字  
【エ－①】ZIP ファイルが添付されている点から慎重に対応する

必要あり  
 
  



 ②就職に関する問合せのメール  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【イ－①】就職活動の学生からのメールなのでフリーメールのア

ドレスはありうるが、【イ－②】署名のメールアドレス

と一致しないため慎重に対応する必要あり  
【エ－①】フリーアドレスから ZIP ファイルが添付されて際には、

不審メールか否かについて判断する必要がある。  
  



 ③情報の入力を要求するメール  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【イ－①】システム管理者からのアカウントの要求を装ったメー

ルであるが、差出人のメールアドレスが、フリーメー

ルである  
【ア－⑥】システム管理者がパスワード等の情報をメールで返信

するよう要求している点  
  



２．メール利用者による標的型攻撃メール対策  
 

ウイルスに感染する機会を低減するため、各職員は次の点について徹

底すること。  
 

（１）業務で使用するメールは、JCHO メールアドレスを使用し、それ

以外のメールアドレスは使用してはならない。  
 

（２）インターネットの閲覧は必要最小限とする。  
 
（３）少しでも怪しいと感じた場合は、３又は４の対応を行う。  

 
 
３．標的型攻撃メールと思われるメールを受信した際の対応  
 

（１）差出人の表記は実在する人物だが、メールアドレスはいつものア

ドレスと違う等の場合。  
 

① 添付ファイルの開封やリンクへのアクセスの前に送信者へ電

話で確認を取る。  
 
② 送信者が意図していない内容の場合は、速やかにＩＴ推進課

へ宛に該当メールを転送する。転送方法は「８．参考」参照。  
 

（２）本文記載の日本語の言い回しが不自然であったり、日本語では通

常使用しない漢字が使用されている場合。  
 

① JCHOnet セキュリティ管理者へ連絡し、メールの確認を依頼

する。  
 

  



４．標的型攻撃メールと思われるメールにより、ウイルス感染が疑われる

場合の対応  
 

（１）メールの添付ファイルを開いても何も起きない、又は複数のブラ

ウザが開いたりする等、予想しない動きがあった場合。  
 

① 即時に LAN ケーブルを抜去する。  
＊LAN ケーブルが無い場合（無線 LAN）はＰＣをシャットダ

ウンする。  
＊シャットダウンできない場合は、ＰＣの電源ボタンを５秒程

度押し続け強制終了する。  
 

② 夜間・休日であっても速やかに、JCHOnet セキュリティ管理

者へ連絡する。  
  ＊結果的に問題が無かったとしても構いません。  
 

 
 
 
 
 
 
  

JCHOnet セキュリティ管理者が不在の場合は、

JCHOnet セキュリティ責任者へ直接報告を行う。 
ま た 、 そ の 場 合 は 、 事 後 に お い て 遅 滞 な く

JCHOnet セキュリティ管理者へ報告すること。  
 



５．JCHOnet セキュリティ管理者の対応  
JCHOnet セキュリティ管理者は、緊急時を含めた連絡体制を整備し、

院内へ周知を行う。  
 

（１）不審メールを受信した場合  
 

職員からの通報等により、問題のある又は疑わしいと判断した

メールを確認した場合、ＩＴ推進課へ該当メールを転送する。  
＊転送方法は「８．参考」参照。  

 
（２）インシデントの発生又は疑いがある場合  
 

職員等から、「４．標的型攻撃メールと思われるメールにより、

ウイルス感染の疑いがある場合の対応」の報告を受けた際には、

就業時間に係わらず状況を整理したうえで「情報セキュリティイ

ンシデント（メール）報告」（様式 1）により、JCHOnet セキュ

リティ責任者へ速やかに報告を行うこと。  
＊結果的に問題が無かったとしても構いません。  

 
 
６．JCHOnet セキュリティ責任者の対応  
 

（１）不審メールの報告を受けた場合  
 

メールの内容を確認し、不審メールと判断した場合は、JCHO
セキュリティ対策システムへ受信拒否等の必要な設定を行う。  

 
（２）インシデントの発生又は疑いがある場合  
 

① JCHOnet セキュリティ管理者から、インシデントに係る報告

（疑わしい場合を含む）を受けた際は、「情報セキュリティイン

シデント報告（発生時用）」（様式 2）により、厚生労働省 JCHO
管理室へ速やかに報告し指示を仰ぐこと。  
＊様式 2 は IT 推進課が使用するため病院への配布は行わない。 
 

② JCHO 情報セキュリティ委員会へ状況報告を行うこと。  
  



７．情報セキュリティインシデント連絡体制  
 

情報セキュリティインシデント発生時は、速やかに報告を行うこと。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

職員等利用者  
セキュリティ

インシデント

発生  

 

①即時に LAN ケーブルを抜線。  
②JCHOnet セキュリティ管

理者へ連絡  
 ＊不在の際は、JCHOnet

セキュリティ責任者へ連絡  

JCHOnet セキュリティ管理者  

病院：事務部長又は事務長  
地区事務所：総務経理課長  
本部：IT 推進課長  
 
①様式 1 の作成  

JCHOnet セキュリティ責任者  

本部：IT 推進課長  
 
①様式 2 の作成  

情報セキュリティ委員会  
  ・ IT 担当理事（CIO）  

・ 本部各部長  

厚生労働省 JCHO 管理室  



８．参考  
 
（１）ＩＴ推進課へのメール転送方法  

 ① 該当メールを右クリックし表示されるメニューの「添付ファイル

として転送」をクリックする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 宛先、件名、送信者情報を入力して送信する。  
 
 
 
 
 
 
 
 

①  

宛先：it-promotion-division@jcho.go.jp 

件名：不審メール報告  

送信者情報：送信者の所属等を記載

する。  
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医療事故調査制度対応

マニュアル 

 
 



JCHO 船橋中央病院 医療事故調査制度対応マニュアル 

 

基本的な考え方 

本制度の目的は、医療法の「第３章 医療の安全の確保」に位置づけられているとおり、

医療安全の確保であり、個人の責任を追及するものではない。医療事故調査は、医療事故の

の原因を明らかにし再発防止を行うものである。 

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院においても、その基本的考え方に基づ

き、医療安全を推進するものである。本マニュアルは、本制度における対応について示す。 

 

１．医療事故の定義及び判断プロセス 

（１）医療事故の定義（医療法第３章第１節第６条１０） 

本制度の対象となる医療事故は、当該病院に勤務する医療従事者が提供した医療に 

   起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は 

死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものとされており、以下に示 

す２つの状況を満たす死亡又は死産が届出対象に該当する。 

（２）「医療に起因する（疑いを含む）」死亡又は死産の考え方 

「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し又は起因すると疑われ 

   る死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」を 

医療事故として院長が報告する。 

①「医療」（下記に示したもの）に起因し、又は起因

すると疑われる死亡又は死産 

②①に含まれない死亡又は死産 

○ 診察 

- 徴候、症状に関連するもの 

○ 検査等（経過観察を含む） 

- 検体検査に関連するもの 

- 生体検査に関連するもの 

- 診断穿刺・検体採取に関連するもの 

- 画像検査に関連するもの 

○ 治療（経過観察を含む） 

- 投薬・注射（輸血含む）に関連するもの 

- リハビリテーションに関連するもの 

- 処置に関連するもの 

- 手術（分娩含む）に関連するもの 

- 麻酔に関連するもの 

- 放射線治療に関連するもの 

- 医療機器の使用に関連するもの 

○ その他 

以下のような事案については、管理者が医療に起因

し、又は起因すると疑われるものと判断した場合 

- 療養に関連するもの 

- 転倒・転落に関連するもの 

左記以外のもの 

＜具体例＞ 

○ 施設管理に関連するもの 

-火災等に関連するもの 

-地震や落雷等、天災によるもの 

-その他 

○ 併発症 

（提供した医療に関連のない、

偶発的に生じた疾患） 

○ 原病の進行 

○ 自殺（本人の意図によるも

の） 

○ その他 

-院内で発生した殺人・傷害致死、

等 

「医療に起因する（疑いを含

む）」死亡又は死産の考え方 

  
医療に起因し、又は起因すると

疑われる死亡又は死産 
左記に該当しない死亡又は死産 

管理者が予期しなかったもの      制度の対象事案   

管理者が予期したもの     



- 誤嚥に関連するもの 

- 患者の隔離・身体的拘束／身体抑制に関連するもの 

（３）「当該死亡又は死産を予期しなかったもの」について 

当該死亡又は死産を予期しなかったものとしては、以下に示す事項のいずれにも該 

当しないと院長が認めたものとする。 

１）院長が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して、当該 

死亡又は死産が予期されていることを説明していたと認めたもの（※）
 

２）院長が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期さ 

れていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの（※）
 

    （※）一般的な死亡の可能性についての説明や記録ではなく、当該患者個人の臨床 

      経過等を踏まえて、当該死亡又は死産が起こりうることについての説明及び記 

      録であることに留意すること。 

（※）患者等に対し当該死亡又は死産が予期されていることを説明する際は、適切 

  な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めること。 

３）院長が、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該 

 死亡又は死産が予期されていると認めたもの 

（４）判断プロセス 

１）本事案における医療事故に該当すると考えられる事案が生じた場合、臨時医療安 

 全管理員会で審議し院長が判断する。 

２）判断に困った場合は、まず本部へ相談し、その上で必要に応じて、医療事故調査・ 

  支援センター、支援団体に相談する。 

（５）院内における死亡及び死産の確実な把握のための体制の確保 

各病院は、院内における死亡及び死産事例が発生したことが院長に遺漏なく速やか 

に報告される体制を確保する。 

 

２．本部、医療事故調査・支援センターへの報告及び遺族への説明 

本部への報告については、「２．関係機関への報告、連絡、相談」の「１．本部及び地 

 区事務所」参照。 

医療事故調査・支援センターへの報告については、以下のとおりとする。 

 （１）報告方法 

書面又は Web 上のシステム 

 （２）報告事項 

   １）日時／場所／診療科 

２）医療事故の状況 

・疾患名／臨床経過等 

・報告時点で把握している範囲 

３）調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項について 

 は不明と記載する。 

４）連絡先 

５）医療機関名／所在地／院長の氏名 

６）患者情報（性別／年齢等） 

７）調査計画と今後の予定 

８）その他院長が必要と認めた情報 

 （３）報告時期 

    報告事項が整い次第、速やかに報告する。 

なお法令上は、『個別の事案や事情等により、医療事故の判断に要する時間が異な 

   ることから具体的な期限は設けず、「遅滞なく」報告とする。「遅滞なく」とは、正 

当な理由無く漫然と遅延することは認められないという趣旨であり、当該事案ごとに 



できる限り速やかに報告することが求められるもの』となっている。 

 

（４）遺族への説明（医療事故調査・支援センターへの報告前） 

    遺族への説明事項       

１）医療事故の日時、場所、状況 

・日時／場所／診療科        

・医療事故の状況 

・疾患名／臨床経過等 

・報告時点で把握している範囲 

・調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項について 

は不明と説明する。 

２）制度の概要  

３）院内調査の実施計画 

４）解剖又は死亡時画像診断（Ai）が必要な場合は、その具体的な実施内容の説明と 

 同意取得のための事項 

５）血液等の検体保存が必要な場合の説明 

 

３．院内調査 

※「３．重大なアクシデント等の院内調査」参照。 

 

４．調査結果の報告（本部、医療事故調査・支援センター）及び遺族への説明 

（１）報告方法 

 書面又は Web 上のシステム 

 （２）報告事項 

１）日時／場所／診療科                  

２）医療機関名／所在地／連絡先  

３）院長の氏名             

４）患者情報（性別／年齢等） 

５）医療事故調査の項目、手法及び結果   

６）調査の概要（調査項目、調査の手法） 

７）臨床経過（客観的事実の経過） 

８）原因を明らかにするための調査の結果 

※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意する。 

９）調査において再発防止策の検討を行った場合、病院として講ずる再発防止策 

１０）当該医療の提供に係る医療従事者等や遺族が報告書の内容について意見がある 

場合等は、その旨を記載 

（３）報告書作成上の留意点 

  ※基本的な報告書作成上の留意点については、「６．重大なアクシデント等の報告書 

の作成と取り扱い」の「３．報告書作成上の留意点」参照。 

１）報告書の冒頭に、この報告書の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及 

するものではないことを記載する。 

２）医療機関が報告する医療調査の結果に院内調査の内部資料は含まない。 

（４）遺族への説明（調査結果） 

１）説明方法 

口頭（説明内容をカルテに記載）又は書面（報告書又は説明用の資料）若しくは 

その双方の適切な方法により行う。調査の目的・結果について、遺族が希望する方 

法で説明するよう努める。 

   ２）説明事項 



・「４．調査結果の報告（本部及び医療事故調査・支援センター）及び遺族への説 

明」に示された「（２）報告事項」の内容を説明する。 

・当該医療の提供に係る医療従事者等の関係者については匿名化するが、必要に応 

じて口頭で補充する等、柔軟に対応することが望ましい。 

 

【支援団体として協力を求められた場合の各病院の対応】 

本部又は各都道府県窓口から支援団体として協力を求められた場合の対応は以下のとおり。 

・各病院が支援団体として協力を求められた場合は、求められた支援内容が対応可能な状 

 況か否かを確認し協力可能な支援内容を回答する。 

 ・支援を行った場合は本部に支援の項目を報告する。 

 

 

参考）「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に 

   関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について」（平成 27 年 5 月 8 日厚生 

労働省医政局長医政発 0508 第 1 号） 
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７項目の柱 

 

１．初期行動・・・有害事象（医療事故）が発生した直後の対応について明記 

 

２．真実説明・・・「隠さない、逃げない、ごまかさない」ことが基本方針 

 

３．謝  罪・・・過誤が明らかな場合には謝罪を行う 

         ⇒必要に応じ「共感表明謝罪」＊／「責任承認謝罪」＊を行う 

 

４．調停（ﾒﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ）・・・患者と医療者の間に立ち、双方が未来に向かって行ける

よう話し合いによる紛争解決の手助けを行うメディエーショ

ンを重視し、その担い手となるメディエイターの養成講座を開

催 

 

５．根本原因分析・・・ＲＣＡ（根本原因分析法）により、現場で起きるインシデン

ト・アクシデント事例に対して、個人ではなく、システムやプ

ロセスに焦点をあて、システムの脆弱性を見出し、対策を実施

することで、再発を防止 

 

６．補  償・・・有害事象（医療事故）への責任が明確である場合やその可能性が

ある場合の医療費請求は、患者の心情を考慮し保留するなど方針

を明記 

 

７．事故報告・・・病院内報告及び全社連への報告（参考資料２参照） 

 

 

 

 

＊「共感表明」謝罪：悪しき結果が起こったことに対する共感からの謝罪。患者の期

待に添えなかったことへの申し訳なさからくる謝罪 

＊「責任承認」謝罪：過誤があり、過誤が悪しき結果を引き起こす原因となったこと

を認め、その責任をも認めることを伴う謝罪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ 基本理念 

 

 病院は、医療事故の発生・再発を防止し患者の安全と医療の質の向上を図らなければならない 

      本指針は、ハーバード大学関連病院で使用されているマニュアルに準拠し作成したものであり、

次の通りの基本方針に基づいた組織的な対策を推進することによって事故の防止を図り、患者が

安心して安全な医療を受けられる環境の整備を図ることを目的とする。 

 

 有害事象（医療事故）に対応するにあたって、本指針が示す基本理念は、①医療は安全を目指

さなければならない ②医療は患者本位でなければならないー の２点である。 

 

①医療は安全を目指さなければならない  

 病院は、「学習する組織」にならなければならない。妥協することなく自己を点検し、継続的に

改善することを自らに課し、間違った方向に進んだ場合は、被害を受けた患者のケア、そして自

分たちのシステムを変更して医療過誤の再発を防止する義務を果たさなければならない。 

 

②医療は患者本位でなければならない 

 有害事象（医療事故）後のコミュニケーションは、被害を受けた患者を支援し癒すことができ

る関係の維持を目的としている。 

 患者と家族には、有害事象（医療事故）の詳細と今後の身体状況について知る権利があり、コ

ミュニケーションにおいては、時期を逸しないこと、オープンかつ継続的であることを踏まえ「隠

さない、逃げない、ごまかさない」という姿勢で患者との関係を維持しなければならない。 

 医療者の役割は患者の悲しみを和らげ支援すること、そして、患者が心から求めることに気を

配ることであり、透明性と協調関係は極めて大切である。 

 

作成過程：本指針は、平成１９年１１月１５日に社会保険病院医療安全対策委員会で決定した方

針に基づき、同委員会マニュアル改訂ワーキンググループを設置して指針案を策定し、平成２０

年６月１３日に同委員会で承認され、社会保険病院として採用されたものである。 

 

謝辞：本指針は、ハーバード大学医学部関連病院の指針（「Ｗｈｅｎ Ｔｈｉｎｇｓ Ｇｏ Ｗｒ

ｏｎｇ」Ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ Ｔｏ Ａｄｖｅｒｓｅ Ｅｖｅｎｔ：Ａ Consensus Statemen of 

the Harvard Hospitals）（以下、ハーバード病院指針）に準拠して作成した。同指針作成者及び

関係者に敬意と謝意を表する。 

 

注釈：本指針では、実際の行動のための指針を簡潔に記載することを重視した。背景にある考え

方 な ど に 関 し て は 、 ハ ー バ ー ド 病 院 指 針 の 原 点 ま た は 翻 訳

（http://www.stop-medical-accident.net/）を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ 定義 

 

医療において、過誤や有害事象等の用語が、整理されないまま使用されていたために、しばしば

混乱を起こしてきた。こうした混乱をさけるために、この指針では下記の定義を使用する。（図１

参照）： 

 

医療事故：医療行為に起因して人に傷害を起こした出来事（adverse  events）の総称：有害事

象（重大な過誤を含む） 

 

有害事象：患者の既往症というよりも医療行為により引き起こされた傷害 

     「害」又は「合併症」とも言う。 

     有害事象には、過誤に起因する場合と、起因しない場合がある。 

     予防可能な有害事象や予防不可能な有害事象の分類は、下記を参照のこと。 

     「医療行為」とは、医師又は看護師などの行為、または決定を含む医療のすべての様

相のこと。 

 

医療過誤：計画通りに医療行為を行おうとして失敗すること、または目的の達成の為に間違った

計画を採用すること。   医療過誤は、重大な過誤、軽微な過誤、およびニヤミス

を含む。 

     （注：医療過誤には、害を起こさないケースと害を起こすケースがある。害を起こさ

ない医療過誤は、有害事象ではない。） 

 

更に、以下を定義する： 

 

重大な過誤：将来に残る傷害、又は一時的であるが命に関わる害を起こす可能性を持っている 

過誤。 

軽微な過誤：傷害のない過誤、又は傷害の可能性のない過誤。 

ニアミス：傷害を起こしたかもしれないが、未然に防げたために患者に害を及ぼさなかったもの。 

予防可能な有害事象：過誤または、個々の医療従事者やシステムの欠陥に起因してい

る傷害（又は合併症） 

 

  過誤を以下の３つのカテゴリーに区別することが有効である。 

  タイプ１：担当医による過誤  例）医療行為における技術的な過誤 

  タイプ２：担当医以外のスタッフによる過誤 

  タイプ３：個々の過誤のない院内システムの欠陥  

       例）輸液ポンプの故障により起こる過剰投与 

         システムの故障による異常な検査結果が医師に伝わって起こる事故 

予防不可能な有害事象：過誤または、システムの欠陥に起因せず、現状の科学知識でも、いつも

予防できるとは限らない傷害（又は合併症）をいい、２つの主要なカテゴリーがある。 

    タイプａ：良く知られた高リスクな療法に伴う傷害。患者はリスクを理解した上で、治療効

果を得るためにその治療を受け入れる。   例）化学療法の合併症 

   タイプｂ：通常の医療行為で、まれではあるが知られているリスクによるもの。患者は事前

にリスクを知らせられないこともある。   例）薬物の副作用、術創感染 

 



 

 

情報開示とコミュニケーション： 

  「情報開示」とは、医療者から患者や家族へ有害事象に関する情報を提供すること。 

     この指針においては「コミュニケーション」という用語を使用することで、透明性のある双

方向的な関係であることを伝えることとする。 

 

報告：内部、又は外部の適切な権限者に、有害事象または過誤についての情報を提供（報告）す

ること。 

   （報告すべき事故についての詳細は、報告に関するページを参照のこと） 
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高リスクの療法 
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本指針における医療事故などの定義 

有害事象（アドバース・イベント） 

医療事故（アクシデント） 

過誤（エラー）（予防可能） 



 

 

第１部 有害事象発生時の対応 

 

Ⅲ 有害事象が発生した直後の対応 

 １．患者を安定させ、傷害を和らげ、さらなる害を回避するために、すべての必要な行動をと

る。 

 ２．適切な対応をとることができない医療者、欠陥のある装置、危険な治療システム、不完全

な規約など、患者の安全を脅かすものは緊急に排除する。 

 ３．有害事象につながったとみられる薬、医療機（器）材、記録を速やかに保全する。 

 ４．最初の医療者が適切な対応をとることができず、治療行為が停止する場合は、速やかに代

わりの医療者を担当させ、その旨を患者や家族に伝える。 

 ５．その後の患者や家族とのコミュニケーションを一貫性のあるものにするため、すべての医

療スタッ 

フに有害事象を十分に認識させる。 

 ６．速やかに、患者と家族と有害事象についてコミュニケーションする第一責任者を決定する。 

 ７．有害事象（医療事故）に関与したスタッフの周辺状況や要因情報は、患者にとっての緊急

の治療計画を立てる上でも重要となることから、できる限り速やかに収集し整理する。 

 ８．病院管理者に、有害事象について報告する。 

 ９．有害事象の死亡例で原因が不明な場合は、必ず剖検を勧める。 

   剖検を望まれない場合は、「死因が十分解明されない可能性が高いこと」を説明する。 

   もし、剖検ができない場合は、ＭＲＩやＣＴによるＡＩ（Autopsy Imaging）を推奨すべき

である。 

 10．異状死の場合、医師法第 21 条により 24 時間以内に警察に届け出る義務がある。 

   医療死亡事故における医療安全調査委員会等への届出およびモデル事業実施地域での届出

につい 

はそれぞれの基準に従う。 

  

 

第 2 部 患者と家族への真摯な対応 

Ⅳ 医療機関と患者・家族とのコミュニケーション 

 有害事象発生時には、患者と家族に対する速やかな連絡と、心情に配慮したコミュニケーショ

ンが重要 

であるが、実際には疎かにされがちである。 

有害事象が患者と医療者に及ぼす感情的な影響から、スムースなコミュニケーションをとるこ

とは大変 

難しい。コミュニケーションの失敗は、患者の心証の悪化を増幅させるばかりか、患者に医療

訴訟を決 

心させる主要な理由になることがある。 

 

この複雑な問題は、次の３つに分けて考えられる。 

 Ａ最初のコミュニケーション（その１） 

   伝えなければならないことは何か、いつ行うのか 



 

 

 Ｂ最初のコミュニケーション（その２） 

   誰が、とのように行うのか 

 Ｃ有害事象後の追加情報の報告 

  追加報告は、いつ、誰によって行うのか 

患者・家族を対象に、法的行動の動機等を調査した報告書＊によると、「有害事象自体よりもそ

の後の対応が許せなかった」という設問に対する肯定的な回答が 71.3%に達しており、有害事

象後の対応の重要性を示している。 

             ＊参考資料「医療事故と診療上の諸問題に関する調査報告書」 

               －医療事故市民ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ・ﾒﾃﾞｨｵ 2003 年 12 月発行 － 

 Ａ．最初のコミュニケーション（その１）：「何を伝える」「いつ行う」 

  １．医療者は、患者に影響した有害事象または過誤がどんなものでも、即座に患者や家族に

知らせなければならない。 

    有害事象に対する説明が要求されるかどうかが不確かである場合は、医療安全管理者等

に相談する。 

  ２．医療者は有害事象について、患者の傷害を和らげること、そして再発防止に寄与してい

ることについて誠実かつオープンでなければならない。誠実なコミュニケーションによ

って患者に対する敬意が伝わる。 

    医療者が有害事象を認めないことは、患者にとって非常に悲惨はことであり、苦情また

は訴訟に向かう動機づけとなる。 

  ３．有害事象がはっきりと過誤によるものでない（すなわち、予防不可能な有害事象のタイ

プａ又はタイプｂ）や原因が不明な場合、医療者は遺憾であることを伝え、何が起こっ

たかの説明を行い、傷害を和らげるために何がなされるかを話し合わなければならない。 

    患者に、傷害が医療行為の失敗ではなく、もともとのリスクであると理解してもらうこ

とが重要である。 

    化学療法で、合併症のリスクが高いことが患者に良く知られているケースでは、説明し

理解してもらうことが比較的容易である（図１）。 

  ４．まれにしか起こらない予防不可能な有害事象（タイプｂ）のために、完全なインフォー

ムド・コンセントがおこなわれていたとしても、患者は、最初に「医療過誤があったの

ではないか」と考えることがある。 

    それが医療者にとって日常的であると思うことであっても、何がおこったかについて、

十分かつ忍耐強い説明を行うことが重要である。 

    患者の傷害に医療スタッフが真面目に向き合い、それが起こったことを残念であると考

えていることだけではなく、それが防止できることではなかったことを理解してもらう

ことが重要である。 

  ５．傷害が医療過誤に起因していたかどうかが明らかでない場合も有害事象を認めるべきで

あり、遺憾の意を表さなければならない。 

    また、事実が判明する前に自分自身又は別の誰かを非難し、有害事象についての責任を

取るなどといった早まった判断をしないことも重要である。 

    患者・家族には、より多くの事実が明らかになった時点での完全な調査報告を行う約束

をする。 

  ６．有害事象が過誤又はシステムの欠陥（図１の予防可能な有害事象）により起きた場合に

は、より十分な説明と謝罪、有害事象を二度と起こさないための再発防止策の説明が必

要である。 

    患者とのコミュニケーションについての主な責任は担当医にある。 

 



 

 

  予防可能な有害事象の情報を伝えるために必須な４つのステップがある。 

    

   

 

 

 

 

 

ステップ１ 起こったことを患者・家族に話す 

  １．患者が直ちに知るべき情報を医療者が伝えないことは適当でない。 

   詳細は後で構わないので、今、何が起こったかを話す。 

  ２．有害事象の原因を特定するには、慎重な分析が必要であり時間もかかるが、患者や家族

は即時の回答を望んでいる。 

  ３．有害事象のすぐ後の話し合いでは、既知の事実に限定し憶測は避けなければならない。 

  ４．憶測や予備的な結論は、患者や家族によって最終的な見解であると解釈されがちである。 

  ５．初期的調査には限界があり、初めの印象は、その後の慎重な分析により否定されること

がある。 

  ６．憶測的な情報が患者や家族と共有され、分析の結果、否定された場合、医師は自らの間

違いを強制的に正さざるを得なくなり、その後に提供される情報の信用に大きく影響す

る。 

  ７．後に有害事象の防止のために推奨されるシステム変更がなされ、この情報が公表できる

段階ならば患者や家族に伝えるべきである。 

  

ステップ２ 組織として対応する 

  １．有害事象が特定の行為に起因していたか否かにかかわらず、担当医は患者や家族に対し、

自分が対応する責任を負っていることを示すべきである。 

  ２．有害事象に関して組織として対応することは、有害事象についての情報提供における基

本的ステップである。 

  ３．患者から治療を委ねられている以上、主治医は傷害を起こす誤りを起こさなかった時で

あっても対応する責任があると思わなければならない。有害事象に対する責任と責務は

病院にある。 

  ４．病院や病院管理者は対応すべき責任を受け入れて、病院が負うべき責務を患者や家族に

伝えなければならない。 

  ５．有害事象は個別性が高いことから、病院管理者と医師は、患者や家族への情報はできる

だけわかりやすく伝えるべきである。 

  ６．医師が有害事象と直接関係なかった場合、それについて責任をとるべきことは理解でき

ないかもしれない。 

  ７．この状況で取るべき責任は、有害事象における直接的な「過失があること」を表してい

るわけではない。有害事象には、多くの要因が関わっており、それは、個人がコントロ

ールできるものではない。しかし、チームのリーダーとして、担当医は、当該患者に医

療を提供するシステムの中枢の役割を有している。 

    患者や家族は、医師が医療行為の責任者であると理解している。 

    患者は、自分の為に医師が医療行為と安心を与えてくれることを期待している。 

    患者は、誰が状況に対応する責任者であるかを知りたいと思っている。 

 

ステップ１：起こったことを患者・家族に話す 

ステップ２：組織として対応する 

ステップ３：過誤が明らかな場合には謝罪を行う 

ステップ４：有害事象防止のために、何が必要かを説明する 



 

 

  ８．医師及び病院管理者が有害事象の責任を負うことは、その後の継続的な対応を行うこと

を意味している。 

  ９．有害事象の原因を究明し、患者や家族に情報を与え、有害事象に起因するどのようなこ

とについても継続的な管理を行うべきである。 

  10．医療者は未来に類似した有害事象が発生することを防止するために、有害事象につなが

ったシステムを改善すべきである。 

    もし、医師が有害事象に直接関わっているならば、医師は自分自身の役割についての責

任を表明しなければならない。 

    また、医師は有害事象の要因を説明する際には、システムだけに責任転嫁すべきではな

い。 

 

    有害事象に関わっていたことを説明するために、次のような言葉がある。 

    「私達は、あなたの期待に応えることができませんでした。」 

    「このようなことが起こって残念です」 

    「院内のシステムに問題が発生してしまいました。私達は何が起こったかを解明し、二

度とこのようなことが起こらないように努めます。」 

    「私達は、わかったことを、すぐにあなたに知らせます。」 

 

ステップ３ 過誤が明らかな場合には謝罪を行う。 

  １．過誤があった時、医療者が患者や医療者自身を癒すために出来る最も有効な対応の一つ

が謝罪を行うことである。 

  ２．有害事象の原因にかかわらず、共感と同情の気持ちを速やかに表すこと（「共感表明」と

いう）は、過誤によって傷害を与えてしまった責任をとる上で欠かせない人間として取

るべき当然の行為である。たとえ、過誤の要因が個人よりもシステムの欠陥にあっても、

謝罪が行われるべきである。 

    有害事象の説明を行い、医療者自らの遺憾の意を伝え和解の姿勢を示すことが、患者の

傷害に続く心の痛みや憤りを和らげるために重要である。 

  ３．有害事象の原因が、有害事象直後に全てわかっているわけではない。 

    しかし、有害事象後において、患者は、気分を害しやすく傷つきやすい状況にある。 

    もし明らかな過誤が起こった場合、誰が起こした過誤であっても即座にそれを明らかに

し、謝罪し、過誤の原因究明を行うことを伝えなければならない。 

        言葉の例：「私達が過ちを起こしました。申し訳ありません。」 

  ４．個人による過誤は、通常、システム上の欠陥（特定し明らかにしなければならない）に

起因するが、ほとんどの患者はシステム上の欠陥であることを知る方法を持ち合わせて

いない。患者は個人に責任があるという考えを持ちがちである。 

  ５．過誤を起こした医療者が謝罪し、心からの謝罪を行うことはとても重要である。 

    しかしながら、過誤を起こした直後の医療者が心理面において、冷静に事態に対応でき

るかどうかを考えなければならない もし、医療者が患者との適切なコミュニケーショ

ンが取れない場合は、院内医療メディエータ等を介入させることが望ましい。 

  ６．他のスタッフによる過誤の場合でも、チーム医療であることから担当医もまた謝罪しな

ければならない。これらの場合、過誤を起こした医療者と担当医が共同で謝罪に努める

ことが賢明である。 

    すなわち、過誤を起こした医療者と担当医が一緒に、謝罪のために患者と会うことであ

る。 

多くの医師が信じているような、謝罪を行うことが医療過誤訴訟のリスクを増加させる



 

 

といった証拠はほとんどない。 

    医療過誤に関る弁護士は、多くの医療過誤訴訟は医療者が責任を取り謝罪をし、率直に

意見交換するのを怠ったために提起されていると主張している。事実、医療過誤での判

例が、そのことを示している（参考資料を参照）。 

     率直に話し合い責任を取り謝罪をすることが極めて重要であり、これらを怠ることが

患者の怒りをかうことになる。 

  ７．有害事象の真相を説明し、謝罪することが、被害者やその家族が有害事象により受けた

心の傷を癒す第一歩になる。真摯に反省する姿勢が、病院を責める被害者感情を緩和し、

両者が同じ方向を向いて再発防止策を語る準備が整うのである。 

 

ステップ４ 有害事象防止のために、何が必要かを説明する。 

  １．調査が完了し、改善策が講じられ次第その改善策を患者や家族に知らせることが重要で

ある。 

   傷害を受けた患者は、自分に起こったことが他の人に怒らないように配慮されることへの

強い関心を持っているが、医療者は患者の抱くこの感情を軽視しがちである。 

  ２．改善がなされて、自分の経験が改善に活かされたと知ることが患者や家族の苦痛や喪失

感に対処する手助けとなり、自分の受けた苦しみが無駄ではなかったと知ることは、そ

の経験に前向きな意味を持たせることとなる。 

 

Ｂ．最初のコミュニケーション（その２）：「誰」が「どのように」行うか 

 １．最初のコミュニケーションは、少なくとも患者と信頼関係のある医療者によって、または、

その医療者の同席のもとに行われるべきであり、理想的には計画を立てて治療を実行した

担当医が適任である。 

 ２．同時に、その後の治療方針を決める場合、患者や家族にとっては、その治療方針について

最も責任のある医師の出席が最良の助けとなる。 

   責任者が担当医と異なる医師である場合（ICU への移動等）は、その医師が患者の今後の

治療について責任を持つこととなるから、患者や家族に対し治療を継続することを明らか

にするために出席しなければならない。 

   もし、話し合いが複雑、又は困難になることが予測されているならば、患者自らが自分の

支援者を決め、その支援者同席で話し合いを行うことを勧めるべきである。 

 ３．患者の担当看護師が出席し、見守り、サポートすることが患者の助けとなる。 

   この初期の段階において病院管理者の出席は、非常に重大な事象を除き奨励されない。同

様に、医療安全管理者（リスクマネジャー）が最初に議論に加わることは、患者にとって

好ましくない雰囲気となる危険性がある。 

 ４．これらの状況下での患者や家族との話合いは非常に困難である。 

   院内医療メディエーター等の適切なスタッフが用意されているか、又は最初のコミュニケ

ーションを行う医療者自身が不安な時には、この経験を持つ指導医等の上級医師を付き添

わせるか又は指導すべきである。 

   医療機関として、職員に対しこれらの技術取得のために研修を行い、報告等の院内体制に

ついて整備されていることが重要である。 

 ５．有害事象を伝達するための場所の設定は、特に謝罪又は補償が必要となった場合に重要で

ある。 

   患者や家族との面談は、双方の相談により事前に時間を設定し、患者や家族の機密保持と

感情を考慮し静かなプライバシーを確保できる場所で行わなければならない。 

   病院の個室や外来診療のための個室が理想だが、患者が退院もしくは通院している場合に



 

 

は、患者宅への訪問が適切な場合もある。２人部屋や廊下、待合室などの公共の場は、プ

ライバシーの確保が困難なことから使うべきではなく、患者や家族を管理者の応接室等に

呼び出すことは威圧であり、患者や家族の精神状況を考えると好ましくない。 

 

Ｃ．有害事象後の追加情報の報告 

 １．有害事象後の追加報告は、重要な情報が入り次第すぐに設定されなければならず、それに

時間がかかる場合は、患者や家族に頻繁にその経過を伝え、遅延することを謝罪しなけれ

ばならない。 

 ２．担当医と医療チームメンバーは、追加報告の会議を必要に応じ実施しなければならない。 

 ３．特に患者に有害な又は非常に緊迫した事案の場合は、病院管理者が関与しなければならな

い。 

   上級管理者の関与は、担当医師が信頼を得ていない場合や十分なコミュニケーションが取

れていない場合に特に必要である。 

 

Ⅴ 患者と家族へのサポート 

 １．患者や家族は、有害事象のサポートチームにより傷害を受けたことによって生じる気持ち

や今後の治療や予後への不安について具体的に聴取されなければならない。 

   過誤への謝罪を受け、再発防止に向けた取り組みへの説明を受けていたとしても、有害事

象による心の傷や今後の治療への不安に対して心のケアを必要とする場合もある。 

   心理的なサポートは、患者や家族との対応を行う医療チームの評価や検討に沿って、ソー

シャルワーカーや臨床心理士、場合により精神科医によって提供されなければならない。 

 ２．合併症が患者の病気に起因していると考えられる場合でも、医師は治療によって被害を受

けたと主張する患者に対し注意深く対応すべきであり、合併症は治療行為がきっかけで起

こることから、そうした主張は真剣に考慮されなければならない。 

   患者は医療行為について完全に理解できないこともあるので、患者の心配が根拠のないも

のであるとしても、十分かつ共感的な説明は何よりの治療法となり得る。 

   いすれの場合であっても無視されることは患者にとって耐え難い苦痛である。 

 ３．傷害を与えた後の対応として重要なことは、医師がケアの継続を保証し、治療上の良好な

関係を築くために配慮することである。 

   時々、患者も医師も、お互いに距離を置きたいという感情を自然に持つことがあるが、有

害事象にあった後の患者や家族は、むしろ、医師による通常以上のサポートを必要として

いる。 

 ４．患者や家族には、質問や苦情、不安について、いつでも話せる機関の名称、電話番号、連

絡先が提供されなければならず、これらの連絡先には病院内外からのサポートやカウンセ

リング等も含まれる。経済的な懸念は精神的不安を引き起こすことから、精神的および経

済的サポートの調整については、医療ソーシャルワーカー部門等の担当者により適切に対

応されなければならない。 

このような場合でも、医療チームが患者や家族のサポートについて事前に話し合っておく

ことが大切である。 

 ５．有害事象発生後、病院の過失が明確な場合及び過失が不明確である場合は「有害事象の分

析結果が出るまでの間」の治療費の請求は、患者や家族の心情を考慮し、すべて保留する

べきである。 患者にとって、このような重大な時期に請求書を出されるということは屈

辱であり、医療者に対し失望感を抱くこととなるばかりか、有害事象に適切に対応してい

るといった病院全体の信頼も失わせることにもなる。 



 

 

Ⅵ 患者と家族へのフォローアップ 

 １．患者や家族への精神的・社会的サポートは、必要に応じて提供されなければならないこと

から、当該有害事象のフォローアップのための担当者（ソーシャルワーカーや院内医療メ

ディエーター等）は患者や家族が容易に連絡できるようにしておくべきである。 

 ２．患者や家族とのフォローアップ・プログラムは、患者の病状を確認し、内部調査で判明し

た事象と実施された改善策の最新情報を提供するために計画されなければならず、その場

限りの方法ではなく定期的に日程を決めて積極的に行われるべきである。 

 ３．特に多くのフォローアップ情報を伝えなければならない場合は、患者の意向を確認した上

で自宅訪問により行うことも考慮する必要がある。 

   また、患者や家族に病院への再来院を依頼する場合は、交通手段や食事、適切であれば宿

泊施設等、患者に必要なことを無償で提供しなければならない。 

 ４．傷害に起因する費用のための継続的な補償を提示する必要がある場合においては、その補

償が提示されなければならず、患者に責任のある補償担当者（事務部長）は、これらを効

率的に調整し対応しなければならない。 

 

第 3 部 医療者へのサポート 

Ⅶ 医療者へのサポート 

 １．病院管理者は、異常な有害事象を経験した後の、ストレスを感じている職員への援助（救

済措置）として、マンタルヘルス支援プログラムを策定する必要がある。 

   そのプログラム構築の目的は、医療者が有害事象発生後のストレスに対処できるようにし、

患者へのより良いケアを行うことができ、また、医療者も立ち直り仕事環境へ復帰できる

ようになることにある。 

 ２．医療者のニーズは多様であることから、支援システムは、個人カウンセリングとグループ

カウンセリング、短期カウンセリングと長期カウンセリングの両方を含めた、多様な提供

内容を含んだものでなければならない。 

 

 ３．管理上の方針として、医療者が立ち直るために必要であれば職責を調整し休暇を取れるよ

う（その職務遂行能力に見合った適切な職場を提供し、また希望すれば休暇できることを）

保証するべきである。 

 ４．病院管理者は、有害事象を報告するための院内体制を整備するとともに、医師に対し、日

頃から診療録に有害事象を記録させるよう指導しなければならない。 

 ５．有害事象直後の極めて感情的な時期において、患者や家族とコミュニケーションをとるよ

う指導することは、共感し合う関係と信頼関係維持のために大変重要である。 

 ６．教育プログラムは、同僚が有害事象の当事者となった時にどのような支援が可能であるか

について、部門の責任者や管理者だけではなく、医師・看護師・その他の医療者のために

開発されなければならない。 

 ７．有害事象に関与した医療者は、最終的に同業者等との相互評価や原因分析（ピアレビュー）

の過程において精神的な支援を受けることになる。 

   その支援には、分析過程でなされる指導だけでなく、有害事象そのものに対する直接的な

サポートも含まれる。 

 

 



 

 

Ⅷ 訓練と教育 

 １．病院は、“事態が悪い方向に進展したとき”に患者や家族とのコミュニケーションを行い対

処するため、以下のような教育と研修計画を備えていることが重要である。 

   これらは、医療者（医師、看護師、薬剤師など）や管理者など、それぞれのレベルに合わ

せて策定されなければならない。 

   例：①医療安全管理者養成研修…病院各部署の医療安全管理を担う者を対象として、医療

安産管理の総論から各論まで演習を交えて学ぶ 

     ②医療安全管理者研修  …病院の医療安産管理責任者を対象として、 

医療安全の新たな動向等について学ぶ（医療安全管理者養成研修の上部研修） 

     ③院内医療メディエーター養成講座…病院の患者相談窓口担当者を対象として、 

日本医療メディエーター協会の研修プログラムに従い学ぶ（基礎編、中級編） 

 ２．費用と専門的技術についての一貫性と経済効率性から、こうした教育プログラムの開発は

病院全体でおこなう。 

 ３．患者や家族との対話に関する技術的な訓練に加えて、医師や看護師は自分自身の行為が原

因となって患者に重大な傷害を負わせてしまったときに、自分自身の感情に対処するため

に必要な方法を学ぶ研修が必要である。 

 ４．管理職も含めた医療者は、同僚が深刻な有害事象の当事者となった場合に備え支援を提供

する方法を研修しておく必要がある。 

 ５．病院管理者は、患者に対する透明性と説明責任に関する自らの責務、法的対応、重要性に

ついての教育を受けることが必要である。 

 ６．一般原則や実践に関して継続的な教育コースが、すべての新人看護師、研修医を含む医師

を対象に、オリエンテーション（導入教育）の一部として実施し提供されるべきであり、

すべての職員に対しても毎年継続する必要がある。 

 ７．講義、ロールプレイ、対話型のウエブ学習などを含む、幅広い訓練方法が必要であり、医

療者と患者双方を理解するプログラムを継続教育の一部として開発していく必要がある。 

 ８．医師は多忙なため、年間講習への出席や技能維持は難しいことから、実際に危機が起こっ

ているときに「必要なときに必要なものを必要なだけ」提供できる資料（プログラム）を

揃えておくことが必要である。 

 ９．医師は重大な有害事象に遭遇したとき、誰を呼べば専門的援助を直ちに受けることができ

るかを日頃から確認しておくべきである。 

 10．医療安全管理責任者（ゼネラルリスクマネージャー）は、自らも広範囲な訓練を積み、す

べての患者が適切なケアを受け、他の人が必要となった場合は、指導・訓練を行うことを

保証しなければならない。 

 

第 4 部 有害事象の管理 

Ⅸ 病院の有害事象に対する理念 

 １．医療機関の掲げる理念と、有害事象を包み隠さず誠実に情報開示するという方針（約束）

を院内掲示等により患者・家族に伝えること。 

 ２．有害事象が発生した時に、医療者に対し、迅速に“必要なときに必要なものを必要なだけ”

の助言と指導を提供すること。 

 ３．不幸な有害事象に対処し、コミュニケーションができるよう、医療者の教育ができること。 

 ４．患者・家族への連絡が医療システムの改善報告だけではなく、医療者が患者・家族に対し



 

 

共感的で誠実なコミュニケーションを行うことを保証すること。 

 ５．必要な時には医療システムの再構築も視野に入れ、有害事象を分析し、有害事象から学ぶ

体制とすること。 

 ６．有害事象に関った医療者を、心理的、専門的、法的に支援すること。 

 ７．必要な文章や報告書を必ず作成すること。 

 ８．透明性のある一般市民とのコミュニケーションの方法を明らかにし、将来的に予想される

有害事象の発生を最小限にする医療システムが導入されていることを示して、地域社会の

信用回復に努めること。 

 ９．病院と関連施設、監督機関の両方に対し、病院がどのように報告するかについて公表基準

を含め明らかにすること。 

 

Ⅹ 有害事象の分析 

 １．有害事象の分析方法としては、現場で起きるインシデント・アクシデント事例に対して、

個人の医療者の責任追及ではなく、有害事象が起こった背景となるシステムやプロセスに

焦点をあて、一連のシステムの問題点を見出し、対策を実施する上で再発を防止する根本

原因分析法（以下：ＰＣＡ※後述）が有効である。今後の教訓に生かされるニアミス事例

も含め、適切な原因分析を行った上で現場へフィードバックすべきである。 

   有害事象により致命的かつ重大な健康被害を及ぼした事例や治療行為に付随した重大な過

誤は、優先的に分析され早急に改善策を講じなければならない。 

 ２．病院の安全管理部門は、有害事象の調査を実施または指揮し、調査過程が中立性、透明性

を保ちつつ行われているか常に注意を払い、必要に応じて院内調査委員会を組織し、外部

評価委員の招聘、事故調査委員会への届出を行う（医療安全調査委員会については、2008

年 6 月現在厚生労働省の検討委員会において法制化を含めた検討がなされている）。 

   調査委員会における議論においては、有害事象の当事者を含め、評価委員の相互評価（ピ

アレビュー）内容の機密の保護を確保すべきである。 

 ３．医療者に関する規則には、原因分析に参画する医師や医療提供者間の相互評価の保護につ

いて盛り込み、また病院の管理者および安全管理部門は、組織としての学習を促進するた

めに、調査過程の機密性とピアレビューの順守、根本原因分析の要請や実施を奨励すべき

である。 

 ４．院内調査委員会の構成は、上級スタッフをはじめとする複数の職種による委員によって推

進されるべきであり、委員は当該有害事象に直接関与しておらす、罰則を課すことを前提

としない、協力的な態度で、客観的に議論を進めていく人で構成する。 

   医療安全管理部門、医療の質を改善する部門や臨床部門のリーダーはすべて、この役割を

遂行できるように訓練されていなければならない。 

   また、外部の評価委員として各専門分野に応じた専門家、システム分析の専門家なども、

組織として、有害事象の状況を徹底して理解し、分析するために必要な場合がある。 

 ５．院内調査委員会における有害事象原因分析の参加者には、有害事象に関与した医師やその

他のスタッフを含むべきである。 

   有害事象に関与した者はすべて、有害事象の原因を考える上で、できるだけ多様な観点か

らの情報を共有しなければならないことから、管理者や部局長等、それぞれの責任を負う

人々を含む指導者も、適切な改善策が最後まで遂行されることを確実にするために参加し

なければならない。 

 ６．医療安全は進化していくものであり、最善の分析戦略と分析技術は時とともに変化するこ

とから組織は有害事象の分析と介入の基本設計に関して最善の利用可能な手法を取り入れ



 

 

るべきである。 

 ７．患者と家族は、原因分析には参加しないが有害事象の事実関係と状況について聴取される

べきであり、院内医療メディエーターなどを通じて継続的に情報提供がなされるという組

織の方針を知らされなければならない。 

 ８．深刻な有害事象とすべての原因分析の結果は、組織内で認識が浸透するための重要なステ

ップとして、病院管理部門や医療部門の責任者などに報告されなければならない。 

 ９．医療機関は、原因分析の結果が反映された改善策が実施され、その改善策に関る関係者に

情報のフィードバックがなされることを保証する仕組みを確立する必要がある。 

   すべての部門が必ずしも説明責任を果たすための良いシステムを持っていないことから、

システム的な変更が優先的に受け入れられているか、実際に変更がなされているかについ

ての追跡が行われているか、その変更の有効性に関する評価がなされているのか等につい

て、別の仕組みを確立して確保することが必要である。 

 10．有害事象分析対応の結果としてなされるシステム変更は、予期せぬマイナス効果をもたら

すことも想定されることから、いかなるシステム的な変更も、有効性とともに変更に伴い

起こり得る好ましくない影響を監視する計画がなされなければならない。 

 11．原因分析から得られたデータは、有害事象の類型と傾向を識別し、改善運動の優先順位を

つけるために集計され追跡されなければならない。 

 12．厚生労働省等への事故報告の手続きについては、モデル事業実施地域の施設にあっては、

外部調査委員会への資料提供協力を行うこと、また、医療事故事例収集事業に手を挙げ参

加している施設にあっては、データの収集が重要であることを認識し事故情報の提供を滞

りなく行うべきであり、参加を行っていない施設にあっても、国の事業への参加を積極的

に行うことが重要であることから、（株）日本医療機能評価機構への登録を行い事故情報の

提供を行うべきである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根本原因分析（ＲＣＡ）工程 

  

 

 

 

 

 

          RCA 根本原因分析法実践マニュアル 再発防止と医療安全教育への活用 著：石川雅彦：引用 

※根本原因分析法（RCA：Root Ｃause Analysis）とは 

 有害事象や「ヒヤリハット」が発生した後に、有害事象からたどって、その背景に潜む

システムの問題およびヒューマンファクターを探る方法であり、多職種のメンバーが集中

討論し原因の同定改善策を考案し追跡調査することで潜在的な問題を明らかにすることで

ある。 

その原因となる要因を特定するプロセスとして以下のような特徴があげられる。 

①事件に関わるプロセスを知る得る多職種のメンバーによるレビューである。 

②解析は個人の行動ではなく、主に組織、過程に焦点をあてる。 

③全てのプロセスが分析され有害事象の要因がわかるまで、何が、何故の質問を繰り返

し深く掘り下げる。 

④システム、プロセスを変化させることにより、医療行為を改善し有害事象や「ヒヤリ

ハット」のリスクを減少させる方法を同鄭定する。 

チーム形成 出来事流れ図 原因結果図作成 原因同定 

過去 

同種事故同定 

改善方法提案 改善期間提案 追跡 



 

 

Ⅺ 文書化 

 １．有害事象に関する臨床についての詳細事項は、医療ケアチームのなかで最も関与し熟知し

た者が記録し、その内容は次の項目を踏まえなければならない。 

   ・日時や場所など有害事象の客観的な詳細記録 

   ・有害事象発生直前の患者の容態 

   ・医療介入と患者の反応 

    

 ２．有害事象発生直後の対応について下記項目の実施日時、実施担当者、実施内容を記録する。

本記録は、迅速さや対応内容の適正さを事後評価し、業務改善するための資料とする。 

   ・有害事象の発生につながったとみられる対象の保全 

   ・担当医療者の交代 

   ・患者・家族とコミュニケーションする第一責任者の決定 

   ・有害事象に関与したスタッフの周辺状況や要因情報の整理 

   ・病院管理者への報告 

   ・解剖に関する説明（患者が死亡した場合） 

   ・警察への届出（異状死体の場合） 

   ・医療安全調査委員会への届出 

   

 ３．患者や家族との治療に関るコミュニケーション担当者は、正確な情報をできるだけ早く患

者や家族に話すべきである。 

   この窓口担当者とは、有害事象に関わった医師あるいは治療担当医師である。 

 ４．文書化には次の点を入れる必要がある。 

   ・話し合いの日時、場所 

   ・話し合いに出席した人の名前と関係 

   ・有害事象に関する話し合いの内容 

   ・患者の反応と患者が示した理解のレベル 

   ・患者、家族あるいは法定代理人と共有してきた追加的な情報（該当した場合） 

   ・援助の申し出とそれに対する返答 

   ・次第に明らかになる情報について、患者や家族あるいは法定代理人と共有することを記

した覚書 

   ・患者や医療者、医療機関のスタッフが次にとるべき措置 

   ・再面談の内容 

 ５．文書化に際して、他の医療者を侮辱するような意見や利己的な記述は避けるべきである。 

 

Ⅻ 報告と公表 

 １．有害事象が発生した場合、患者に発生した傷害を最小限にとどめるために必要な治療を、

全力をあげて行うことを優先し、第一報を素早く上司（上級医師・看護師長など）へ報告

すべきである。 

 ２．有害事象が発生し、特に死亡または重度の後遺症といった重大な結果の場合には、病院管

理者への報告を行うとともに以下の内容に留意する。 

   ①担当窓口である事務部門の担当者に早急に連絡する。 

    先ず、口頭で報告し、できるかぎり速やかに報告書を作成し、有害事象の内容・対応を

報告する。 



 

 

   ②経緯の記録をとる。 

   ③診察所見、検査結果、処置などを正確に記録する（整理は後でもよい）。 

   ④事実経過は有害事象が一段落した後、関係者が一同に介し有害事象の原因の検討、患者

側との話し合いの内容などを整理する。 

 

 ３．ＪＣＨＯへの報告 

  以下についてＪＣＨＯ本部（医療安全対策室）に報告する 

  ①有害事象により患者に重篤な影響を及ぼした場合およびニアミス等、病院として重大な事

故を判断される場合、また、マスコミ報道等が想定だれる場合は、その概要を速やかに報

告する。 

   その後、有害事象の発生状況や有害事象の原因、病院としての統一見解、今後の方針等を

まとめた段階で再び報告する。 

  ②所定の有害事象報告書を作成し報告する。 

   患者への説明を行った段階で、患者側の不満や言い分等を含めて所定の有害事象報告書を

作成し、遅滞なく報告する。 

 ４．関係各機関への報告 

  本部への報告と同様に、有害事象により患者に重篤な影響を及ぼした場合及びニアミス等の

病院として重大な有害事象と判断される場合、また、マスコミ報道等が想定される場合は、

各都道府県の医療担当課並びに保健所等へ報告する。 

 ５．公表 

   公表基準に基づいて公表する。 

   個別事例の公表については、公表基準に則って実施すべきであるが、その際は有害事象を

受けた当事者の患者・家族の了解を得らなければならない。 

 ６．報告システムはすぐ対応できるものでなければならない。 

   報告書は、その報告が今後の調査や改善措置を行う上で重要であることを認識すべきであ

る。 

 

 ７．病院管理者は、有害事象の報告者が「報告を行った事によって非難や懲罰を受けることは

ない」ことを職員全体に周知することが重要である。 

 

 ８．病院は、有害事象発生時に必要な報告体制について、日頃から整理し職員全体に周知する

ことが必要である。特に病院の広報担当部署は、報道機関の取材に対応するため迅速に知

らされる必要がある。 

 

 

  ※指針の見直し 

   医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを

行うこととする。 

 


