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はじめに

今回の研修教材は2011年に日本看護協会から発行された「医療安全推進のための標準テキスト」

を基に以下の成果を期待して作成しました。

１．新人職員にとって視覚効果により理解しやすくなる。

２．担当者の資料作成の負担軽減ができる。

３．各医療機関の規模に関わらず、標準的な医療安全を推進することができる。

４．「医療安全推進のための標準テキスト」を活用し、その内容を普及することができる。

５．地域全体の医療安全文化の醸成ができる。

６．協会会員数の増加につなげることができる。

この教材を活用し各医療機関の医療安全推進活動に寄与できれば幸いです。

＜本教材の無断複写・転載を禁じます＞
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◆ 大項目の最後のシートにも、目次に戻るアイコンを表示しています。



１．医療安全に関する用語
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１） 医療事故とは

医療従事者が行う業務上およびそれに起因

する事故の総称。過失が存在するものと、

不可抗力（偶然）によるものの両方が含ま

れる。



２）医療過誤 とは

医療従事者が行なう業務上およびそれに起

因する事故のうち、過失の存在を前提とし

たもの。



３）インシデント（ヒヤリハット）とは

具体的には、ある医療行為が
① 患者には実施されなかったが、仮に実施さ
れたとすれば何らかの被害が予測される場合

② 患者に実施されたが、結果的に被害がなく
またその後の観察も不要であった場合

"ヒヤリ"

"ハッ"



4) アクシデントとは

アクシデントとは、医療事故に相当
する用語である。

インシデントに気づかなかったり、

適切な処置が行われないと傷害を引

き起こし医療事故となる。



５）インシデントレポートとは

目的＊個人を罰することではなく

事故の再発防止に活用する

意義＊事象における問題を分析、改善

することで医療事故を未然に防ぐ



インシデントレポートの意義

患者安全の確保
病院が速やかに介入することで、事象後患
者に最適な治療を施すことができる

リスクの分散
報告した時点で、個人の問題から病院の管
理問題となる

透明性の確保
報告していれば、少なくとも隠すつもりは
なかったことの証明になる

正式な支援
報告症例の治療、補償などに関して、病院
からの全面的なサポートが得られる

システムの改善
報告をきっかけに、コストのかかる再発予
防策などにも取り組むことができる

名古屋大学附属病院 長尾教授 患者安全推進ジャーナル№33P13一部改編



医療事故による影響度分類

影響レベル 傷害の継続性 傷害の程度 内容

レベル0 － －
エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、
患者には実施されなかった

レベル1 なし －
患者への実害はなかった
（何らかの影響を与えた可能性は否定できない）

レベル2 一過性 軽度
処置や治療は行わなかった
（患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、

安全確認のための検査などの必要性は生じた）

レベル3a 一過性 中等度
簡単な処置や治療を要した
（消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など）

レベル3b 一過性 高度
濃厚な処置や治療を要した
（バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手
術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など）

レベル4a 永続的 軽度～中等度
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や
美容上の問題は伴わない

レベル4b 永続的 中等度～高度
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容
上の問題を伴う

レベル5 死亡 － 死亡（原疾患の自然経過によるものを除く）

イ
ン
シ
デ
ン
ト

ア
ク
シ
デ
ン
ト

医療安全管理協議会で定めた「影響度分類」
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２．医療安全の歴史
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医療安全対策のはじまり

1999年1月:横浜市立大学病院
心臓手術患者と肺手術患者を誤認し、
誤った部位の手術を実施

1999年 2月: 都立広尾病院
血液凝固阻害剤と消毒薬の血管内誤注入による死亡

2000年 2月: 京都大学医学部附属病院
人工呼吸器加湿器への蒸留水とエタノールの
誤注入による中毒死

マスコミや警察介入

医療不信の嵐

医療安全への取り組みが推奨されるようになった



医療事故の見方

医療事故は
あってはならない

⇓
個人の注意不足

1999年まで
2000年以降

医療事故は
誰でも起こりうる

⇓
チームや組織全体の

あり方を改善
しなければ防げない



ヒューマンエラーの発生のメカニズム

ヒューマン
エラー

時間切迫



看護職が最後の砦

危険【事故発生の経緯】

即発的エラー
による穴

患者

アラーム

防御装置
医師

指示・処方間違い

薬剤師ダブルチェック

看護師間のダブルチェック

実施した看護師 潜在的原因に
よる穴

日常診療:看護師のあとに防護壁はない

＜ スイスチーズモデルの概念を基に作成 ＞

事故



ヒューマンエラーに関係する人間の特性

①生理学的特性
(例：寝不足や疲労が蓄積すると間違える)
(例：夜明け前・加齢)

②心理学的特性
(例：権威勾配等があると間違えを指摘できない）

③認知的特性
(例：類似するものが近くにあると取り間違える)

これらの特性と、人間を取り巻く環境が適切に合致し
ない場合に結果としてヒューマンエラーが発生する。

※ 河野龍太郎：医療におけるヒューマンエラーなぜ間違える どう防ぐ 医学書院 Ｐ34 2004



日本医療評価機能機構 ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業
2015年1月－12月（平成27年 年報分） 全医療機関発生件数情報報告

薬剤

32.9%

療養上の世話

22.3%

ドレーン・チューブ

15.4%

その他 11.1%

検査 8.9%

治療・処置

5.7%

医療機器等

3.1%
輸血0.6%



全員参加の医療安全管理活動

 医療安全の取り組みは、患者が最善の医療を受ける権利の

保護であり、最善の医療を提供するという医療関係職の基

本的な姿勢である

 患者の安全を守るために

組織横断的に医療安全管理活動に取り組む

 患者・家族や連携している外部組織なども含め、

全員参加で医療安全管理活動を推奨する

 安全や質を担保するには

「ノンテクニカルスキル」の向上を行い実践する
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３．医療安全の組織体制について
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医療機関等における医療安全管理体制の整備

1）医療機関等としての目標設定

2）医療安全管理に携わる人員の配置

3）医療安全管理のための組織体制の整備

4）医療安全管理に関する指針・マニュアル類の整備

5）医療安全に関する医療機関における報告制度の整備

6）患者相談窓口等との連携

7）研修体制の整備



１）医療機関等としての目標設定

医療安全を組織全体の行動目標として設定
し、具体的な取り組みに反映させる

患者さまの権利を尊重し、

安全と信頼の医療を

提供します



２）医療安全管理に携わる人員の配置

①4部門の管理責任者の配置

2006年

医療法改定

医療安全管理責任者

感染管理責任者

医薬品安全管理責任者

医療機器安全管理責任者
②専従または専任医療安全管理者の配置

③各部門の医療安全推進者の配置



３）医療安全管理のための組織体制の整備①

出典：日本看護協会,医療安全推進のための標準テキスト,平成25年10月31日の図を一部改変
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職、医療対話推進者、など
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・・・
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医療安全推進会議

各診療科 各病棟 薬剤師 事務局

診療部 看護部 薬剤師 事務局
患者
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・・・
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３）医療安全管理のための組織体制の整備②

病 院 長

医療事故対応
委員会

医療事故調査
委員会

経営幹部会議

医療安全推進委員会

リスクマネジャー
連絡会

事例審議会

中
小
規
模
医
療
機
関
の
例

出典：日本看護協会,医療安全推進のための標準テキスト,平成25年10月31日の図を一部改変



４）医療安全に関する指針・マニュアル類の整備

医療機関等は、医療法施行規則で規定された医療

に係る安全管理のための指針・マニュアルを作成

し、全部署に配備し、定期的に見直すことが必

要。



５）医療安全に関する医療機関における
報告制度の整備

1

29

300

【ハインリッヒの法則】

1件の重大事故の背景には
29件の同様の軽微な事故、

さらに300件の異常が存在する

インシデント報告の収集が重要



報告・連絡・相談と確認の定義

• 仕事の経過や結果を上司や先輩に知らせること

• 報告までが仕事
報告

• 関係者に仕事上の事実や情報を伝えること

• 適切に、確実に
連絡

• 判断に迷うときや意見を聞いてもらいたいとき
などに上司や先輩に意見を聞きアドバイスをも
らうこと

相談

• はっきり認めること

• そうであることをはっきりと確かめること ⇒
「安全を確認する」

確認



６）患者相談窓口等との連携

気軽に
ご相談下さい



７）研修体制の整備

◆全職員を対象に、医療安全を確保するための

研修を開催することは、医療法上の医療機関の

責務である

◆年に2回程度実施する

目次へ



４．医療現場における医療安全
推進のための取り組み
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１）組織で醸成する安全文化

①「報告する文化」

②「正義の文化」

③「柔軟な文化」

④「学習する文化」

潜在的な危険に直接触れる現場が、自ら
すすんで報告しようとする組織文化

急変時など状況に応じて、指揮命令系統
の明確な階層型組織と迅速に対応できる
フラット型組織に組織が柔軟に再構成さ
れる文化

正しい情報から結論を導きだす意思と
能力、大きな改革を実施する意思を持
つ文化

安全に関する正しい知識や情報をもとに
許容できる行動と出来ない行動の境界を
明確に理解し行動できる文化

1) J･リーズン:組織事故 起こるべくして起こる事故からの脱出、日科技連出版社、pp.271-314.1999



２）看護実践における安全確保の取り組み

日本看護協会では、看護実践における責務について
「看護職は対象者が安心できるように、安全第一に考えた
看護実践を行う」と看護業務基準で定めています。

取り組み事項

「指示だし・指示受けの標準化」

「患者誤認防止」

「誤薬防止」

「転倒・転落防止」

「医薬品・医療機器の安全使用」等



指示だし・指示受けの標準化

原則的には、

口頭による指示受けは望ましくないが緊急的

などやむを得ない場合に限り、院内の手順に

従って指示を受ける。指示内容が不明確な場

合は、指示を出した医師に再度確認し、十分

納得した上で実施する。



患者誤認防止

患者誤認防止することは、安全な看護ケア提供の基本

①医療現場では、同姓患者が存在するため
「フルネーム」による患者確認を行う

②診療録・処方箋・各種書類など手元にある患者の
氏名情報と一致しているか確認

大阪花子です

お名前をフルネーム

でお願いします



患者誤認防止

リストバントの活用
氏名を記載したリストバンドを装着し、患者確認を
行うことが有用です。



誤薬の防止

与薬に関する事故は、医療事故の中でも頻度が高く、
対象患者、薬剤・目的、用量(経路)・投与時間の間違い
によるものがある

誤薬防止のための6R

Right Patient 正しい患者

Right Drug 正しい薬

Right Purpose 正しい目的

Right Dose 正しい用量

Right Route 正しい用法(経路)

Right Time 正しい投与時間



転倒・転落の防止

転倒・転落アセスメントシートの活用



医療品・医療機器の安全使用

医療機器の安全使用では、機種の統一、保守
点検、研修などの取り組みが進められている

医薬品の安全使用では、危険薬や持参薬、救
急カート内の薬品の管理方法の標準化が推奨
されている



ダブルチェック

ダブルチェック

2名で同時に確認

1名によるチェック後
他者が時間差で確認

※ どの方法を用いるのか、明確にして、行動統一を図る



指さし呼称確認

指さし呼称とは、操作・確認対象を「指さし」、名前を「呼称
して」確認する一連の作業をいう。ヒューマンエラーに有効

行動は正確になり、何もしない場合に比べ指差し
呼称すると誤りの確率が6分の1になる

よく見る

口筋を使う

ヨシ！

医療安全で
いこう！



３）チームで行う医療安全のための取り組み

ＫＹＴとは

• ・Ｋ：ｋｉｋｅｎ（危険）

• ・Ｙ：ｙｏｃｈｉ（予知）

• ・Ｔ：ｔｒａｉｎｉｎｇ（トレーニング）

の頭文字をとったものその名の通り危険を予知し訓練する活動



KYT の効果

①危険への感受性を高める

②危険に対する集中力を高める

③問題解決能力を高める

④実践への意欲を強める

⑤安全先取りの職場風土づくり



チームで行う医療安全のための取り組み

不要なモノ
は思い切っ
て捨てる

使いやすい
ように配置

する

きれいにす
ると共に点
検・整備す

る

ゴミなし、
汚れなしの
環境を保持

ルールを守り
実行を習慣化

５S活動

医療安全

整
理

整
頓

清
掃 清

潔

し
つ
け



４）患者参加による取り組み

患者参加の方法 現在行われている活動（方法）の例

患者・家族自身の医療への参加
看護職と一緒に氏名および薬剤の確認

自分の疾病や治療についての学習

他の患者のための患者参加
事故被害者への支援

闘病記の執筆、Webへの掲載

国や地域の医療を支えるための

患者参加

医療行政の委員会に患者の立場から参加

医療事故防止に関する講演会の講師

「患者参加」の種類による取り組み例の一部

参考）山内桂子著 三浦利章,原田悦子編：事故と安全の心理学――リスクとヒューマンエラー，東京大学出版会，
p.227，2007
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５．医療事故発生時の対応
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重大事故発生への備え

事故発生時には、患者の生命および健康と安全を
最優先に考え、医療事故発生時の対応を周知する
ことが大切

院内緊急コール
☎ ○○○○

救急カートの整備と配置
医療事故発生時の
対応マニュアル



１）事故被害の最小化

救急処置が必要な場合初期対応

事故発生
患者の状態を把握
リスクレベルの判断

直ちに
救命処置を開始

他の職員への応援依頼
院内コール



２）事故発生直後の対応と報告

（１）事実確認

医療事故に関連した正確な情報を収集し、事実を確認す
る。

医療事故にかかわった各医療スタッフから、
可能な限り時系列で情報収集し、それらを統合して、正確
な事実をまとめる。

（出典：日本看護協会,医療安全推進のための標準テキスト,平成25年10月31日）

日頃より基準となる時計を定め、定期的に時刻を
合わせておく。
医療機器の時間も保守点検などで合わせる。



（２）現場保全

出典：医療に起因する予期せぬ死亡又は死産が発生した際の対応
公益社団法人日本看護協会,平成27年9月1日



（３）報告

当該職員

夜間・休日

看護師長 看護部長 診療部長 病院長

医療安全管理責任者

当該職員
夜勤

看護師長
当直医師 診療部長 病院長

看護師長 看護部長 医療安全管理責任者

重大事故発生時の報告経路の例

出典：日本看護協会,医療安全推進のための標準テキスト,平成25年10月31日



３）医療事故発生時の記録

これらを

客観的・

経時的に

記載する

★日ごろから定期的な時刻合わせが重要

＜初期対応時の記録＞

治療・処置・ケアについて

・いつ・どこで・誰が・何を・どのように実施したか

・患者の反応、状態

・患者、家族への説明内容とその反応

・指示者および実施者の氏名

＜初期対応終了後の記録＞

・患者の状態が安定するまでは経時記録を続ける



記録の原則

1. 事実のみを客観的かつ正確に記録する

2. 誤解のない表現を用いる（「～と思われる」
「～ように見える」といったあいまいな表現
はしない）

3. 患者・家族への説明や、やり取りを記録する

4. 記録を修正する場合は、院内の取り決めに
則った方法で行う

5. 記録の途中で行を空けない

6. 記載者の責任を明確にするために、記録を終
える毎に、署名と

日付と時刻を確認する
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６．法的責任
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医療者に問われる法的責任

‹法的責任の類型›

１）民事上の責任：被害者の救済に重きをおき、個人の受けた損害を

賠償する

２）刑事上の責任：社会の秩序を維持するための規範に違反した場合に

刑罰を科される責任

３）行政上の責任：法により免許を与えられた者が不適切な行為をした

場合に監督行政機関から処分を下される責任

４）服務規程等による処分

：従業員が組織の秩序に違反する行為をした場合に

課される制裁罰



結果予見義務と結果回避義務

結果を予見できる可能性があるにもかかわらず、

結果の発生を回避するための行為を怠ること

「するべきことをしなかった」
「してはいけないことをした」

注意義務違反とは

過失
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７．まとめ

医療や看護を安全に提供するために必要な
基本的な考え方や具体的な取り組み、
医療事故発生後の対応を示すものです。

参考文献
「医療安全推進のための標準テキスト」
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医療安全に関する参考文献等
本文中、それぞれの項で掲載している引用・参考文献のほかにも、参考となる文献等の
例として下記のようなものがある。

■書籍等
・ 飯田修平，柳川達生：シリーズ医療安全確保の考え方と手法 RCA の基礎知識と活用

事例，日本規格協会，2011
・ 釜英介：「リスク感性」を磨くOJT，日本看護協会出版会
・ 川村治子：ヒヤリ・ハット11,000 事例によるエラーマップ完全本 ， 医学書院，2003
・ 佐々木司：ルールがわかれば変わる 看護師の交代勤務，看護の科学社，2011
・ 杉山良子：ナースのための危険予知トレーニングテキスト，メディカ出版，2010
・ 相馬孝博監訳：患者安全のシステムを創る─米国JCAHO 推奨のノウハウ，医学書院、2006
・ 中島和江，児玉安司編：医療安全ことはじめ，医学書院，2010
・ 中島和江，児玉安司編：ヘルスケアリスクマネジメント―医療事故防止から診療記録開

示まで，医学書院，2000

・ 森本剛，中島和江，種田憲一郎他編著 日本医学教育学会／医療の質・安全学会合同
ワーキンググループ教材作成部会監修：医療安全学，篠原出版新社，2010

・ C.Vincent 著 池田俊也監訳：患者安全学入門，エルゼビア・ジャパン，2007
・ J. リーズン著 高野研一・佐相邦秀訳 塩見弘監訳：組織事故， 日科技連，1999
・ J. リーズン，A. ホップズ著 高野研一・弘津祐子・佐相邦秀他訳：保守事故─ 

ヒューマンエラーの未然防止のマネジメント，日科技連，2005
・ M.St.Pierre, G.Hofinger, C.Buersshaper 著 澤智博監訳：急性期医療の危機管理

チーム医療とヒューマンファクター，シュプリンガー・ジャパン株式会社，2009



■テキスト
・ 上泉和子：系統看護学講座 統合分野 看護管理─看護の統合と実践1，医学書院，2011
・ 川村治子：系統看護学講座 統合分野 医療安全─看護の統合と実践2，医学書院，2011
・ 佐藤エキ子編：新体系 看護学全書37 看護の統合と実践① 看護実践マネジメント

医療安全，メヂカルフレンド社，2009

■用語集・辞典
・ 日本病院管理学会監修：医療安全用語事典，エルゼビア・ジャパン，2004
・ 長谷川敏彦編：医療安全管理事典，朝倉書店，2006

医療安全に関する参考文献等

・ 飯田修平，飯塚悦功，棟近雅彦監修：医療の質用語辞典，日本規格協会，2005



作成者

■公益社団法人大阪府看護協会
平成28年～30年度
医療安全対策委員会 ものづくりグループ

足立 智花
五十嵐 美幸
伊藤 克樹
江口 博美
大久保 綾乃
筧 弘恵
酒井 洋子
丹治 恵子
当田 かおり
中上 紀子
濱田 潤子
福井 香織
堀井 裕子
山田 裕子 (50音順)

ナレーション： 箕面自由学園 放送部
後藤卓也

イラスト ： Tan tan
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