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私が発表する今回の演題について開示すべきＣＯＩはありま
せん。

演題名： かかりつけ医の質・医療安全

演者名： 新田 國夫、川﨑 志保里

日医かかりつけ医機能研修制度 平成29年度応用研修会

ＣＯＩ開示



かかりつけ医の質

•かかりつけ医機能

•かかりつけ医の医療

•かかりつけ医の倫理的諸問題
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日本の医療がもたらしたもの

男性 女性

日本は世界トップクラスの長寿国に！

出典：平26.10.1 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会



健康寿命の延伸
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若年世代からの
予防・健康づくり

「健康寿命の延伸」がもたらすもの

健康な高齢者
の増加

生涯現役社会
の実現

社
会
保
障
制
度
の
堅
持

（雇用延長による）
・税収増

・社会保障財源の確
保 等

・医療費・介護費の
伸びを軽減 等

（新産業の創出による）
・雇用拡大
・経済成長（国の財政安定化）

・税収増

・社会保障財源の確
保 等
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かかりつけ医の重要な役割

1.かかりつけ医は高齢社会における生活機能の維持、向上のマネジメン
トに重要な役割を果たす

2.暮らしの場でQOLの向上を支援する

3.総合的な診療能力を有することはかかりつけ医の持つべき要件であり、
地域医療の大半を支える。

3.地域においては特定の疾患、科の専門だけではなく、総合的な診療能
力を持ち、幅広い視野で地域を診る医師

4.地域住民が生まれてから死に至る間に患者が抱える様々な医療的問
題をカバーする

5.患者や家族の人生も相手にする

6.認知症、リハビリテーション、がん緩和ケア等にかかわる

7.在宅医療は外来医療のその先の医療
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 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続
的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ
医やかかりつけ歯科医の機能を評価。
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「かかりつけ医」の浸透

 複数の慢性疾患を持つ患者に適切な医療を提供しつつ、外来医療の機能分化・連携を更に
推進するため、以下の事項について検討を行う必要がある。
・ 診療所や中小病院における主治医機能の評価
・ 大病院の専門外来の評価
・ 大病院の紹介外来を更に推進する方策 等

 介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくためには、（中略）自
宅だけでなく、高齢者住宅に居ても、グループホームや介護施設その他どこに暮らしていても
必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかりつけ医の役割が改めて重要
となる。

 大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談すること
を基本とするシステムの普及、定着は必須。

平25.8.6 社会保障制度改革国民会議報告書（抜粋・要約）

平25.12 平成26年度診療報酬改定の基本方針（抜粋）

平27.12 平成28年度診療報酬改定の基本方針（抜粋）



施設 中重度 ⇒ 要介護 ＋ 要医療 入院

介護保険 医療保険

認知症

軽 　度 ⇒  ロコモ

 フレイル

在宅  サルコペニア 在宅
（住まい） （住まい）

　一体的提供必要

高齢者医療と介護の一体化とかかりつけ医の役割の拡大

地域包括ケア

まちづくり

医療
介護

診療所

有床診療所

中小病院

地域支援

事業

総合事業

在宅医療・介護連携推進事業

栄養福祉 障がい者・子ども支援

子育て支援 → 次世代の育成

日
常
生
活
圏
域

郡
市
区
医
師
会

リハビリ

かかりつけ医急性期大病院

元気高齢者の就労・社会参加

生活支援

介護予防

保健健康寿命・健康経営

入院

外来

在宅

もっと地域・社会へ！
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日医かかりつけ医機能研修制度

【目的】
今後のさらなる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される「かかりつけ医機

能」のあるべき姿を評価し、その能力を維持・向上するための研修を実施する。

【実施主体】
本研修制度の実施を希望する都道府県医師会

【かかりつけ医機能】
１．患者中心の医療の実践
２．継続性を重視した医療の実践
３．チーム医療、多職種連携の実践
４．社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践
５．地域の特性に応じた医療の実践
６．在宅医療の実践

平成28年4月1日より実施
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１９９０年代以後 北米やヨーロッパで推進される
日本では１９９５年頃からEBMという言葉が広がる

臨床研究の結果が日常の診療に十分に生かされない状況を改善する動き
日々の診療で出てくる疑問をエビデンスの高い情報を使って解決し、早く治る、
死亡率が減る、患者さんの苦痛が少ない、満足度が高い等、質、効果の高い
医療を提供することで日々の診療ででてくる疑問を解決する

１９９１年 Guyatt 鉄欠乏性貧血が疑われる患者に対して臨床疫学の考え方
を基本としてMEDLINE をオンライン検索し、その結果をもとに患者の治療方針
を決定する方法を紹介

医療の質について

参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン
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EBMの3要素

最善の医療

Clinical Expertise
医師の専門性

Research
Evidence

科学的データ

Patient
Preferences
患者の希望

Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM(2nd  ed.)
by Sackett  DL;Churchill Livingstone. 2000
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EBMの背景

• 医療費の増加

• より効果的な診療を行う必要性

• 診療に役立つ情報収集の必要性

• 患者の権利に対する意識変化

知る権利 自分の体、病状、病気 可能な選択

治療方法を選択する権利

• 情報量の増加と通信技術の進歩

情報の迅速化

情報の共有化

情報が増えたためにより効果的な収集手段が必要となる
参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン
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EBM の重要性

• 臨床で必要な情報を選ぶ時の判断基準が明確となる

• EBM の手法で情報を得ていればとっくに有効性が証明
できていた治療法

• 有効性がないこと、かえって害があることが証明できて
いた治療法

• あらゆる診療行為に対して質の高いエビデンスが存在
していない

• 実際の診療現場ではエビデンスのみを頼りに診療を行
うことは不可能

参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン
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EBM 批判

• 臨床判断においては、質の高いエビデンスのみを参考にするといった
単純なプロセスでなく、すべての関連エビデンスを解釈、統合するもの
であり、エビデンスの質の高さよりも妥当性、説得性により価値が与え
られる Swales

• 倫理的側面から多くの重要なアウトカム（疼痛 公平、生活の質など）
が測定不可能

• 様々な立場のからの対立する意見を調整できない

• ランダム化試験を実施可能な対象領域が限られている

• 臨床試験の結果を適用することに不利益を被る患者が存在

• 資源配分に利用する際に、ある医療技術についてエビデンスが不在で
ある場合、あたかもその医療技術が無価値であるかのごとく取り扱わ
れる

• 有効性に関するエビデンスと経済効率性に関するエビデンスが対立し
た場合、どのように対応すべきか、答えがない

Jenicek,1997
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Evidence never tells you what to do.

EBMを提唱したマクマスター大学のGuyatt氏は、著書の中
で“Evidence never tells you what to do”と述べていた[1]。

＊EBMが提示していることは「医学の不確実性」であり、確
かにエビデンスがあった方が蓋然性が高くはなるが、常に
「確率論」の限界から逃れることはできない。それゆえに、どう
することが「最善」なのか、それだけで「決める」ことはできな
いという意味で、エビデンスは臨床判断を「助けるもの」であ
る。

[1] Guyatt, G.H.,Evidence-based medicine, ACP Journal Club.1991 Mar-April,pp.114.

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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「生命・医療倫理」の歴史的背景

１．1970年代 「生命倫理bioethics」の誕生

自律尊重

autonomy

無危害

non-maleficience

善行・仁恵

beneficience

公正・正義

justice

4原則(4 principles)
↓↓↓

「4原則」は、国際的にも一応のコン

センサスは得られているとはいえ、
実際の臨床現場で遭遇する倫理的
ジレンマに対し、これらの原則を当て
はめたとしても、かえって混乱するこ
とも少なくない。

２．1980年代 「医療倫理medical ethics」の混乱期
自律尊重を原則とする「自己決定権（Ｉ．Ｃ）」をめぐっても、現場では「決められない」「決めたくな

い」患者の存在や、「自己決定」の内容が、医療専門職としては受け入れがたい場合（人工呼吸器
の取り外し等）も少なくない等の多様な倫理的ジレンマが出現。

板井孝壱郎、医学・医療の進歩と倫理、pp.68-70.

日本医学教育学会 倫理・行動科学委員会編、人間学入門、南山堂、2009．

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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「生命・医療倫理」の歴史的背景

板井孝壱郎、医学・医療の進歩と倫理、pp.68-70.

日本医学教育学会 倫理・行動科学委員会編、人間学入門、南山堂、2009．

先端医療
の倫理

ケアの倫理

環境倫理

医療倫理
臨床倫理

日常臨床での 
の医療倫理

生命倫理

３．1990年代

「臨床倫理clinical ethics」の登場

抽象的な倫理原則や倫理学説を、上から現場に「当ては

める」（トップダウン・アプローチ）ではなく、具体的な個々

の臨床ケースにボトム・アップでアプローチ(case-based

approach)することを試みる。

＜臨床倫理 clinical ethics の エンド・ポイント＞

日常診療の現場で生じた倫理問題を同定、分析し、具体

的な解決策を提示することを通じて、医療の質を向上させ

ること。

⇒「倫理問題は会議室で起こってるんじゃない！現場

で起こってるんだ！！」

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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医療専門職（医科学者）がよく犯す誤謬
「事実(fact)」と「価値(Value)」の混同

CPR成功率は１０％以下である

ゆえに

施行すべきではない

⇒ 「事実」命題
＊価値判断は含まない

⇒隠された「価値」
判断がある。

⇒ 「価値」判断
×単なる「感情」表現？

×「直観」で判断可能？

↓↓↓

何を根拠に、どのように
「判断」したのか？

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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医療専門職（医科学者）がよく犯す誤謬
＜「倫理的推論 ethical reasoning」のトレーニング不足＞

＜ゆえに＞に隠された「価値」判断とは何か？
・「成功率が１０％“しかない”CPRを、患者さんにやるのは、医学的

に無益（medical futility）だから。」
・「医師は、救命の義務や専門職としての使命感で決断・行動す

べきである。」 etc…
・・・でも、患者さんや家族にとって見れば、

１０％“しかない” ではなく、

１０％“もある” という

という「価値」判断 があり、そこには必ず＜不安＞という心情が伴ってい

る。

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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「倫理的に考える」ために大切なこと

１．日常の臨床現場で起きている倫理的問題に気づくこと。

＊「モヤモヤした感じ」に注意。

＊「何かおかしいのでは？」という気持ちを大切に。
↑↑↑

これが「倫理的感受性/感性（ethical sensitivity）」

でも、「倫理的に感じる」はあくまでも「スタート」であって、大切なことは、

２．その「感性（≒感情）」のレベルにあるものを、論理的に整理し、「考える力」 ＝「倫

理的推論（ethical  reasoning）」へ高めていくことです。

※「倫理的」であるためには、「論理的」であることが必要！！

※「かわいそうだ」とか「気の毒だ」といった「感情」のレベルで「感じる」こと

だけでは、「倫理的であること」としては不十分なのです。

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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「目的意識」を明確にするために大切なこと

＜どのような「目的意識」を持つのか？＞

１．それぞれの問題点について、チームで話し合う。

※「4分割表」は、書くこと（記録すること）自体が 目的ではなく、「頭の中を

整理するためのツール（道具）」であることを忘れない！

２．話し合う際には、倫理原則を「押し付けない」！

※特に自分の「価値観」が独善的なものになっていないかどうか、

倫理的推論（reasoning)のプロセスをしっかりと辿れるように、

できるだけ多くのスタッフといっしょに行うこと。

※決して「独り」で抱え込まないこと！

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
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＜倫理的推論・推理（ethical reasoning)のポイント＞

• 最も重要な点は、

• 「患者さんご自身が、今この状況で、何をどうしたいと思っておられる
か、いっしょに考えましょう(=SDM:Shared Decision Making)」に立脚し
てアプローチする視点。

⇒ 厚労省「人生の最終段階ガイドライン」2-(2)「患者の意思が確認できない場合」

「※ 患者の意思決定が確認できない場合には家族の役割がいっそう重要になります。その場合にも、患者
が何を望むかを基本とし、それがどうしてもわからない場合には、患者の最善の利益が何であるかについ
て、家族と医療・ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要です。」

↑↑↑

患者本人の生きてきた「人生という名の物語（narrative）」に寄り添い、家族と医療従事者が共
に、この先の「物語」をいっしょになって紡ぎだそうとする姿勢

≒ Advocacy skills （自分自身のことを言葉にして表現することが困難な状況にある人の想いを
代弁するアドボカシー・スキル）

≒Mediation skills （感情的混乱にある中でコンフリクト解決を見い出すために必要なメディエー
ション・スキル）

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様
図21



オンタリオのプライマリ・ケアにおける継続的な質改善の文化
を醸成していく上で欠かせない5つの価値

• 日常の活動に組み込まれた、終わりのない継続的な質の改
善の文化、さらには変化を検証するPlan-Do-Study-Act
（PDSA）サイクルを適用することができる。

• ベスト・プラクティスの視点から、自らの診療がどの地点にい
るかを評価し行動を起こすことを可能にする。自己省察のプ
ロセス。

• 強制されるのではなく、自発的にそのような評価を行うこと。

• 患者や利用者を巻き込むこと。

• 多職種チームを構成し機能させること。

家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林

【かかりつけ医についての質 海外（カナダ）の例】

図22



家庭医療の活動の共通要素を
具体化した8つのカテゴリー

A) 患者中心性(Patient-Centered)

B) 公平・公正性(Equitable)

C) 適時性と近接性(Timely and Accessible)

D) 安全性(Safe)

E) 効果的な診療(Effective Clinical Practice)

F) 効率性(Efficient)

G) 統合ケアと継続性(Integrated and Continuous)

H) 適切な診療所リソース(Appropriate Practice Resources)

家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林 図23



PDSA
P

計画

A
改善

D
実施

S
評価

Plan 計画 ： 質改善のための計画を練る

Do 実施 ： 最初は小さな規模で計画を実施する

Study 評価 ： 計画を確定、または修正するためにフィードバックを
得て評価する

Act 改善 ： 計画を定着させる、または修正を行う
家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林
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○ 平成１８年３月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が

活発化。

○ 平成１９年、厚生労働省に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」を設置し、回復の見込みのない末

期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理することとした。

○ パブリックコメントや、検討会での議論を踏まえ、平成１９年５月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を

とりまとめた。

※平成２６年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に改称。

１ 人生の最終段階における医療及びケアの在り方

○ 医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による

決定を基本として終末期医療を進めることが重要。

○ 人生の最終段階における医療の内容は、多専門職種からなる医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基

に慎重に判断する。

２ 人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続

○ 患者の意思が確認できる場合には、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その

内容を文書にまとめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じてその都度行う。

○ 患者の意思が確認できない場合には、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者に

とっての最善の治療方針をとることを基本とする。

○ 患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容について合意が得られない場合等には、複数の専門家からなる委員

会を設置し、治療方針の検討及び助言を行うことが必要。

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」

策定の背景

ガイドラインの概要

出典：厚生労働省 図25



家族が患者の
意思を推定できる

十分な
情報の
提供

人生の最終段階における
医療とケアの方針決定

患者の意思が
確認できる

患者と医療従事者とが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

・病態などにより
医療内容の決定が困難

・家族の中で意見が
まとまらないなどの場合

→複数の専門家で構成する
委員会を設置し、
治療方針の検討や助言

患者の意思が
確認できない

患者の推定意思を尊重し、

患者にとって最善の治療方針をとる

・家族が患者の
意思を推定できない

・家族がいない

患者にとって最善の治療方針を、

医療・ケアチームで慎重に判断

（※家族がいる場合は十分に話し合う）

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
方針決定の流れ（イメージ図）

人生の最終段階における医療およびケアについては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、
それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進めることが最も重要な原則

出典：厚生労働省 図26



アドバンス・ケア・プランニング（ACP）:定義

advance care planning : ACP（自らの意向が表明できなくなることに備えて）

advance : 前もって

care      : 医療やケアについて

planning  : 計画すること

人生の最終段階の治療・療養について、（話し合いの時期は人生の最終段階に

限ることなく、）患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス

 患者の同意のもと、話し合いの結果が記述され、定期的に見直され、ケアに関わる人々の間で

共有されることが望ましい

 ACPの話し合いは以下の内容を含む

• 患者本人の気がかりや意向

• 患者の価値観や目標

• 病状や予後の理解

• 治療や療養に関する意向や選好、その提供体制

http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/AdvanceCarePlanning.pdf

出典：平成28年度厚生労働省委託事業
人生の最終段階における医療体制整備事業 研修資料一部改変
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◆ 早すぎるACPは望んでいない

・病状の悪化や大きな身体機能の低下があった時

・治療の変更時

・早すぎると利益より害が多い

・複数に分けて、適切な時期に適切な話題を

◆ 患者は医師とのACPを望む

・自分を最もよく知っている医師

– オンコロジスト

– 担当医

– 家庭医 Dow LA．J Clin Oncol．2010.

Johnson S．Psycho−Oncology 2015

いつ、誰に、誰が行うのか？

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料
図28



アドバンス・ディレクティブ（AD）事前指示：

意思決定能力が低下・消失した時に備えて、予め
以下のことについての意向を指示しておく こと

 代理意思決定者

 リビング・ウィル（LW）

• してほしい／してほしくない治療・
ケア

• 人工呼吸器

• 人工栄養（胃ろうなど）

• 心肺停止時の蘇生処置（心臓
マッサージなど）の意向（希望しな
い場合はDNAR）

ACP、AD、LW、DNARの関係

ACP
（話し合いのプロセス）

リビング・ウィル
（LW）

DNAR

話し合いの
結果として

アドバンス・ディレクティブ（AD）、リビング・ウィル（LW）、DNARは基本的に文書として表さ
れることが目的。それに比べ、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）は、話し合いのプロセ
ス自体を指す。

アドバンス・ディレクティブ（AD）
＝LW ＋ 代理意思決定者の選定

話し合いから得られるもの
相互理解・信頼関係

（AD、ACPのいずれも、意思表示が難しい状態となった場合に、患者の意向を尊重した医療を行う
ことを目的としている。ACPで話し合われる内容はADと変わらない。大きな違いは、事前指示書
（AD）に焦点が当たっているのか、話し合いのプロセス（ACP）に焦点が当たっているのかということ。）

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料 図29



歴史的変遷

アドバンス・
ケア・

プランニング
（ACP）

◆代理意思決定者の選定

◆リビング・ウィル（LW）

アドバンス・
ディレクティブ（AD）

The SUPPORT study

• 米国で行われた、9000名の患者を対象とした臨床試験

• 熟練した看護師が病状理解を確かめ、AD（どのような治療を受けたいか、延命治療の希望など）を聴取。
その情報を医師に伝えた

• 集中治療室の利用、DNAR取得から死亡までの日数、疼痛やつらさ、患者の希望したことの遵守、医療コ
スト、患者・家族の満足度に差異は見られなかった

書類があっても役立たない？ ADからACPへ

【ACPの効能】

・患者の自己コントロール感が高まる

・死亡場所との関連（病院死の減少）

・代理決定者-医師のコミュニケーションが改善

・より患者の意向が尊重されたケアが実践され、

患者と家族の満足度が向上し、遺族の不安や

抑うつが減少

【ADの限界】

代理意思決定者が、事前に患者や医療従事者と

患者のADの内容やその背景、理由などについて

十分話し合っていないために、ADに沿った意思決定

ができない。

患者の意思が確認できない場合に、患者の考えや価値

が共有されていることによって、患者の意思を推定する際
の貴重な道しるべになる。

出典：平成28年度厚生労働省委託事業
人生の最終段階における医療体制整備事業 研修資料一部改変
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【背景・課題】
 高齢化が進展し、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療のあり方が大きな課題となる。
 人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、

患者本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「人生の最終段階に
おける医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年策定、平成26年改称）を策定し、周知を図ってきた。

 しかしながら、平成25年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階におけ
る医療に関する研修も十分に行われていない状況である。

【事業内容】

 人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる体制を強化するため、平成26、27年度のモデル事業の成果を踏
まえ、平成28年度から、医療・ケアチーム（医師、看護師等）の育成研修を全国８ブロックで実施。平成29年度は、平成28年度に実
施した人材育成研修を継続するとともに、国民への普及啓発のための取組みを行う。

プログラム 主旨、構成内容

講義１ 倫理的な問題を含む意思決定をどう進めるか？

講義２
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに
関するガイドライン」の解説

講義３ アドバンス・ケア・プランニングとは

講義４ 臨床における倫理の基礎

講義５ 意思決定に関連する法的な知識

講義６ 患者・家族の意向を引き継ぐには

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組

人生の最終段階における医療体制整備事業

・人生の最終段階における医療に関する意思決定に携わっている医師を含む多職種チーム
（診療所、訪問看護ステーション、介護老人福祉施設が連携し、多職種チームとして参加することも可能）

研修対象者

プログラム

プログラム 主旨、構成内容

ロールプレイ１ もしも、のときについて話し合いを始める

ロールプレイ２ 代理決定者を選定する

ロールプレイ３
治療の選好を尋ね、最善の選択を支援する代理
決定者の裁量権を尋ねる

グループディスカッション１ 多職種カンファレンスを効果的に行うには

グループディスカッション２ 明日への課題

開催実績／予定

平成28年度予算 61百万円
平成29年度予算 66百万円

・平成26年、27年度は、モデル事業として実施。平成26年度10か所 24名、平成27年度５か所 25名が研修を終了。
・平成28年度は、214チーム、751名が研修を受講。

出典：厚生労働省
図31



かかりつけ医のための
医療安全の取り組み
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２．インシデントレポートの入力

３．医療安全研修会(セーフティーレクチャー)の出席

４．リスクマネジメントニュースレターの確認

１．医療安全管理体制について

医療安全の取り組み項目

図33



医療安全の更なる充実を目的として、「医療安全管
理室」、「感染対策室」および「病院健康管理室」を設
置する。

更に、上記３室をとりまとめる上部組織として「医療
安全推進部」を設置し、総合的な医療安全及び事故
発生時の緊急対応について組織全体が効果的、効
率的に機能するよう、一元管理を図る。

１．医療安全管理体制について

医療安全推進部の発足

図34



医療安全推進部

医療安全管理室

感 染 対 策 室

病院健康管理室

図35



医療事故防止体制の委員会組織図（例）

管理者（院長）

医療安全管理委員会

ＲＭ（リスクマネジメント）全体委員会

全診療科・部署のリスクマネジャーが出席

与
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１３ ＲＭ（小）委員会（例）
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ＳＥ対策チームについて
(ＳＥ : Sentinel Events)

ＳＥ対策チーム一覧（例）
（１）医療安全管理室長
（２）看護師長
（３）事務部長
（４）（管理者）

○事故発生時の緊急連絡網で24時間365日体制で対応
するシステム

○重大事故発生時は、ＳＥ対策チームが事故の詳細を
確認し状況に応じて管理者に報告する。

図37



２．インシデントレポートの入力

①２４時間以内に入力する。

②死因にかかわらずすべて死亡例は提出する

④臨床研修医用の報告書あり。

③合併症も報告する。
研修医用インシデントレポート

図38



手書きインシデントレポート表（例）

図39



手書きインシデントレポート裏（例）

図40



３．医療安全研修会（セーフティーレクチャー）の出席

①年間２回以上の出席が義務

②出席時に配付された出席のシールを出席表
に貼り付けて可視化する

図41



４．リスクマネジメントニュースレターの確認

①毎月、医療安全管理室より発行

②確認後、周知状況報告書に氏名の記入、
サインの記入をしてもらう

図42



ニュースレター（例）
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ＡＤＲとは何か

メディエーション
ＡＤＲ

院内メディエーション

院内ＡＤＲ

ADR(Alternative Dispute Resolution)

裁判外紛争解決手続き

図44
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事故
経過
（良）

経過
（悪）

訴訟（ー）

訴訟（＋）

訴訟（＋）

訴訟（ー）

経過
（良）

経過
（悪）

訴訟（ー）

訴訟（＋）

訴訟（＋）

訴訟（ー）

事故

ミス

ミス

（＋）

（ー）

訴訟の流れ

図47



ＡＤＲの実際

第三者的な立場で
学会の座長の役割

★明らかに医療ミスが存在して100％
医療側が認めている場合

★明らかに医療ミスがないにもかかわらず
クレームがついている場合

図48



ADRから得られた結果
患者側 医療上の過誤の存在 100%

医療側
通常の医療の結果
合併症
偶発症 88.5%

別の要因で医療への不信、感情的対立 約80%

患者側の感情
責任 謝罪 補償
時間的、身体的制裁
溜飲を下げる

ADRが法的手段への訴えを
予防できる唯一の手段 図49



病院 診療所

患者

信頼関係

医療従事者

医療従事者、医療施設と患者との信頼関係

図50


