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医療事故と医療過誤の定義

医療事故
医療に関る場所で、医療の全過程において

発生するすべての人身事故
（過失、医療者の責任の有無を問わない）

医療従事者が医療の遂行におい
て、医療的準則に違反して患者に
被害を発生させた行為
（訴訟になった場合、賠償責任が

問われることがある）

医療過誤



 しっかり確認をしなかったから事故が起きた

周囲の関係者もしっかり確認していなかった
（不注意が原因で一件落着：当事者の問題である）

 私たちの病院では、こんなことはおこり得ない
（私なら，こんなことをするわけがない）

十分に注意を払いましょう！ 2重チェックしましょう！

しかしながら・・・・

日本の医療文化

『過誤とは個人の問題』いう見方をしてきた



医療事故は毎日のように・・



厚生労働省医政局総務課医療安全推進室

医療事故の見方の変遷

医療事故は
あってはならないこと

個々人の注意で防ぐことが
できる

～1990年代



アプローチ転換の重要

パーソンアプローチ
個人の責任を追及する

“非難の文化
(blame culture)” 



医療事故は
あってはならないこと

医療事故は
起こりうること

個々人の注意で防ぐことが
できる

チームや組織全体の在り方
を改善しなければ、事故は
防止できない

～1990年代 2000年以降

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室

医療事故の見方の変遷



アプローチ転換の重要

パーソンアプローチ
個人の責任を追及する

“非難の文化
(blame culture)” 

システムズアプローチ
システム(物事のやり方) に

原因を追究する



医療システムと産業システムの比較

原子力発電 航空機 医療

エラー
誘発要因

防
護
壁

事故

J. Reason



アメリカにおける死亡原因（2013）

医療事故
25万人

がん
58万人

心疾患
61万人

COPD
14万人

自殺
4万1千人

銃火器
3万4千人

自動車事故
3万4千人

全死亡数
260万人

医療事故による
死亡は全米の
死因推計第三位
＊医療事故の定義は
確立したものはない



70%

コミュニケーションエラー

医療ミスの原因分析1995-2005



一人の医師、一人の看護師の知識や技量では限界がある

24時間365日医療を提供するためには一定数以上の人
間がかかわることが必要となる。

チーム医療

全体としてのチーム 日々変わるチーム



メンタルモデル
自分の心の中に持つ

イメージ・固定観念・信念



患者さんが
ちょっと具合が
悪そうなんです
けど・・

大丈夫じゃない？
様子見てたら？

意図した通りのメッセージが相手に伝わるとは限らない

メンタルモデルの共有（状況の共通認識）



35週5日の妊婦より腹部緊満の訴えあり。
その後胎児徐脈がわかり、
超緊急帝王切開術（30分以内の娩出必要）を
実施することが決定された。

手術室、麻酔科、NICU医師、NICU看護師に連絡した。
5分後手術室到着するも
入口が施錠されており入室できなかった。

電話を受けた手術室看護師は、
「今日、緊急帝王切開があります」と聞いていた。

あるインシデントレポートより



気づく

気づく 気づかない

気づかない

人は誰でも間違える
１人ひとりのメンタルモデル

１人ひとりの限界

「気付き」を発信できるチーム作りが患者を救う



成功するチームの共通点

プロジェクト・アリストテレス
グーグル社内にある人材分析チームが行った、
チームが成功する共通点に関する研究

心理的安全性が保たれた状態



チームエラー

エラー
発生

発見 指摘

修正

エラーからの回
復

回復失敗発見の
失敗

修正の
失敗

指摘の
失敗

「気付き」の発信できるチームが患者を救う



個人のスキルアップ チームのケアのレベルアップ

個人 チーム

どちらのレベルアップも大事

専門家の集合≠専門家チーム



多職種連携と
チーム医療

医療が向上するには。



チームを基礎とした患者ケアの成果は医療ミスの減少や
患者と職員の満足度向上・患者への安全文化の改善

などがあげられる。

(Mann, 2006) 
Beth Israel Deaconess Medical Center
Contemporary OB/GYN

(Pronovost, 2003)
Johns Hopkins
Journal of Critical Care Medicine

チームトレーニングの有効性



・チーム内での情報遮断

・院内での情報遮断

・患者への情報遮断

・社会への情報遮断

情報の遮断がリスクを爆発させる



相互啓発型

独立型

依存型

反応型

安全文化の階層

チームでの取り組み

個人での取り組み

上から指示された
取り組み

事後的な取り組み

教授し合う文化

全体をシステムと捉える思考が足りない

安全への手段が現場レベルで
目的化している



外圧（ルール順守）

自律性
（プロフェッショナル
オートノミー）

患者安全文化

自律型の取り組み



１９９９年 横浜市立大学病院患者取り違え事故

１９９９年 都立広尾病院消毒薬誤注入事故

２０００年 京大病院加湿器内エタノール誤注入事故

日本における医療安全の契機①



2008年 島根県 おちハートクリニック：
血糖測定器使いまわしによる
肝炎感染事件

2008年 三重県 谷本整形外科：
点滴作り置きによる
セラチア菌集団感染事件

2009年 東京都 銀座眼科：
レーシック術による大量感染事件

日本における医療安全の契機②
小規模医療機関における医療事故



千葉県がんセンター：
腹腔鏡死亡多発事故（ 2008～2014年）

東京女子医大病院：
プロポフォールの適応外投与（2009～2014年）

群馬大学病院：
腹腔鏡死亡多発事故（2010～2014年）

日本における医療安全の契機③



病 院 ： 8,300施設（ 4.6％）
300床 以上 ： 1,463施設 （0.8％）

100～ 299床 ： 3,892施設 （2.2％）
20～ 99床 ： 2,945施設 （1.6％）

診療所 ： 102,616施設（57.2％）
1～ 19床 ： 6,644施設 （3.7％）

０床 ：95,972施設 （53.5％）

歯 科 ： 68,500施設（38.2％）

合計 ： 179,416施設

2019年度(2020年9月29日厚生労働省統計報告

医療機関の数



・施設形態が多様 ：ハイリスクな医療行為があったりなかったり
・診療行為が多様 ：安全教育が特定の領域に偏重する可能性
・施設長の認識が多様：個性的な安全感覚に左右される

・開設時教育の弱さ ：自由開設のハードルの低さ
・監視システムの弱さ ：第三者監査が不十分

・院内の低すぎる壁 ：不十分な事故抽出・自浄性の欠如
・情報公開の弱さ ：風評被害への懸念・不透明感の増加

・マンパワー不足 ：担当者を配置できない・職員の背景が多様
・コスト重視 ：安全に投資できない

中小規模医療機関の課題



・安全確保のためのルールや手順が存在しているにも
拘らず、守られていない

・確認行動や安全研修に参加することへのサイレントな
抵抗感が存在する

・安全管理者の介入に同調する人と、しない人が、
どの病院（部署）にも必ずいる

・「安全によって雑用が増え、忙しくなり、
危険になった」と考える人がいる

・インフォームドコンセントを作業と
捉えている人がいる

医療安全に対するアレルギー



“理解”と“納得”がなければ
ルールは形骸化する

「失敗学のすすめ」より



①生命倫理に関するもの
②母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの
③医療安全・救急処置に関するもの

指定医師はプロフェッショナルオートノミーを発揮し、
母体保護法の適切な運用に向けて精進すべきである。

母体保護法指定医師研修会「コアカリキュラム」



Profession
高度な教育訓練を受けた専門的職業，知的職業，専門的職業

もともとは，以下の三職種を指して用いられた

聖職者: Ministry

弁護士: Lawyer
医師: Medical Doctor

Professionに共通の側面
重要： 宗教，法律，生命
正しさ： 公正性、正当性
自治： 自立、自己規制



専門的職業（Profession）とは？

 専門的な一連の知識を有する

 自由裁量に基づいて実践し自己規制する

professional freedom & autonomy

 個人や社会に対して利他的に奉仕する

 専門的な知識やスキルを維持・拡大する責任がある

Gruen RL et al. Professionalism in Surger y. J  Am Coll Surg 2 0 0 3 ;  1 9 7 : 6 0 5 - 9 .



Medical professionalism in th e  new millennium:  
a physician’ c h a r te r

医師憲章

Lancet 2 0 0 2 ;  3 5 9 : 5 2 0 - 2 2
Ann  Intern Med 2 0 0 2 ;  1 3 6 : 2 4 3 - 4 6
J  A m  Coll Surg 2 0 0 3 ;  1 9 6 : 1 1 5 ‒ 1 1 8

基本原則
 患者の福利優先の原則

医師は患者の利益を守ること何よりも優先し，市場・社会・管理者からの

圧力に屈してはならない

 患者の自律性（autonomy)に関する原則
医師は患者の自己決定権を尊重し説明をよく理解の上、

自己決定が下せるように，患者に裁量を与えなければならない

 社会正義（公正性）の原則

医師には，医療における不平等や差別を排除するために積極的に活動する，
社会的責任がある



医師憲章

プロフェッショナルとしての一連の責務
1. プロフェッショナルとしての能力に関する責務
2. 患者に対して正直である責務
3. 患者情報を守秘する責務
4. 患者との適切な関係を維持する責務
5. 医療の質を向上させる責務
6. 医療へのアクセスを向上させる責務
7. 有限の医療資源の適正配置に関する責務
8. 科学的な知識に関する責務（科学的根拠に基づいた医療を行う責務)
9. 利害衝突に適切に対処して信頼を維持する責務
10.医療専門職の責任を果たす責務

Medical professionalism in th e  new millennium:  
a physician’ c h a r te r

Lancet 2 0 0 2 ;  3 5 9 : 5 2 0 - 2 2
Ann  Intern Med 2 0 0 2 ;  1 3 6 : 2 4 3 - 4 6
J  A m  Coll Surg 2 0 0 3 ;  1 9 6 : 1 1 5 ‒ 1 1 8



プロフェッショナルとしての能力に関する責務

医師は生涯にわたり学習し続けねばならず、

質の高い医療を供給するために必要な医学知識、

臨床的技術およびチーム医療を

その一員として行う技術を維持する責務を有する。

より広く言えば，医師全体として，

個々の医師すべてが有能であるように努め，

また有能となるための適切な仕組みを作らねばならない。



医師は、

医療の質の継続的な向上のために献身せねばならない。

この責務は、臨床的能力を維持することを課するのみならず、

医療過誤減少，患者の安全性向上，

医療資源の過剰利用（過剰診療）の最小化，

そして治療成果（アウトカム）を最も高めるために，

多職種と協力することを要求する。

個人的におよび職業団体を介して

医療の質の継続的向上に向けた仕組みを形成し

遂行する責務を果たさねばならない。

医療の質を向上させる責務



プロフェッショナル（専門職）の一員として医師は患者の治療
を最善とするために協力し、互いに敬意を払い、専門職として
の基準に合致しなかったメンバーの矯正や懲戒も含めての自己
規制の過程に参加することが期待される。

医師は、現在および将来の医師のための教育や規範を組織的
に定めねばならない。

医師は、これらの過程に個人的に、および全体として参加する
義務を有する。この義務には、専門職としての働きのすべての
面に関して内部的評価を行い、外部からの綿密な吟味を受け
入れることが含まれる．

プロフェッショナル（専門職）の責任を果たす責務



医師は教員免許をもっていない

小学校，中学校，高等学校，盲・聾・養護学校，
幼稚園 の教員及び養護教員になるには、
各学校種ごとの教員免 許状が必要
（中学校・高等学校は教科ごとの免許状）

医学(学問)の教育に問題はなかったか？
（患者本位か？医療の安全は？）

指導医は手術や手技の教育手法には問題がなかったか？

（見て学べ！、俺は教えてもらわなかった。。。）



プロフェッショナルにそぐわない態度

手術中、自制できない外科医。。。
麻酔科医・同僚・看護師・技師に対する侮辱的な言動

叫ぶ、無視する、、
手術台から手術器具を投げる

あるいは、その他の攻撃的行動

これは、
チームや組織全体にも有害な影響をもたらす



優れた手術の外科医の行動指標
スキル：外科医の器用さ，知識，および経験
精神的対応能力：外科医はどの程度対応策を用意をしているか。
認識の柔軟性：外科医が事前戦略に拘らず、切り換える準備ができ
ているか。

予知能力：外科医は潜在的リスクをどの程度意識しているか。
安全意識：外科医は安全関連のタスクを上手く扱えるか
コミュニケーションのスタイル：外科医は適切に指示や患者関連の
情報を他のスタッフに伝えているか

チームの適合度：外科医は手術チームメンバーの変化に適応できて
いるか

状況認識：手術室内で生じつつあることに関して，外科医は状況を
認識しているか。
James Reason: The Human Contribution. Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries2008



多職種連携と
チーム医療

医療が向上するには。



Team Strategies and Tools 
to Enhance Performance 
and Patient Safety

米国国防総省DoDが
米国医療研究品質局AHRQと開発した
チームワークのトレーニングプログラム

医療のパフォーマンスと
患者安全を高めるために
チームで取り組む戦略とツール

チームSTEPPS



患者状況の
メンタルモデル共有

チームのあるべき姿

･相互の信頼
･チーム志向

チームのパフォーマンス向上
（適応性・正確性・生産性・効率性・安全性）

チームSTEPPS



医師におけるチームSTEPPSの要素

スキル 要素
状況モニター 情報を収集する

情報を理解している
リーダーシップ 予測される、期待される状態を認識

オプションを考慮する
オプションを選択し、共有する
意思決定を実施し、評価する
標準を設定し維持する

相互支援 同僚を支援する
コミュニケーション プレッシャーへの対応ができる

情報交換(コミュニケーション)  
共通の理解を確立する
チームの調和を保つ



医療のグローバル・スタンダード

 透明性

 説明責任

George Annas
Michael E. Porter

 診療成績の開示(診療実績に対する説明責任)

 医師の価値を最大化できるのは個人ではなく、統合型のチーム
（外科医だけではなく、麻酔科や放射線科医、看護師、
熟練した技師などによっても左右される）

 医師はチームが機能するようにしなければならない

 直感や個人的な経験に頼るだけではもはや不十分。
診療実績、診療方法および患者属性の評価をもとに
自分自身の医療提供プロセスを向上させる責任を持つべきである



 医師集団の中で客観的な評価を行う（peer-review)  
医療技術上の問題、医療判断上の問題
医療者の労働条件・人員・心理的背景

医療事故は，当該病院や個人だけの問題ではない

 我が国の医療界にあっては，行われた医療に対して，

相互批判の精神も，そのシステムも成熟していない

医療側に有利になるような医学的評価になりがちとの批判もある

医療事故への対応



価値観から行動へ

 私たちの行動がプロフェッショナリズムの表れである
 私たちは標準に従って診療し、教えることにより
自分自身そして他者を評価することができる

 最終的な審判は社会が行う
 医師は自分たちを信頼せよと強要はできない、信頼は獲得するもの

 医師は，教育法やマネジメントについての研修を受けていない

マネジメント研修の必要性は高く なっている。

研修には診療体系全体の管理、プロセス改善、システム解析、

情報技術の管理なども含まれる



産科医療補償制度
再発防止に関する報告書について

公益財団法人日本医療機能評価機構
Japan Council for Quality Health Care

産婦人科の先進性



日本母体救命システム普及協議会 J-CIMELS Advanced Life Support in Obstetrics(ALSO)

補助経腟分娩：吸引分娩
Assisted Vaginal Delivery 

肩甲難産
Shoulder Dystocia 

産婦人科の先進性
母体救命のチームトレーニング



Same Storm, Not same boat



病院全体の有事対応を支援しつつ、
同時にそれらを俯瞰し、
医療の質を保ちながら、

患者の安全管理に全力を尽くす

コロナ禍における患者安全の役割

自分たちの役割を見失ってはならない

・「非常事態とはいえ、患者安全を疎かにしてよいものではない」
・「コロナ危機に注意を削がれ、医療ミスを多発させては私たちの存在意義はない」



ひとりひとりが安全文化の担い手になる

安全文化



医療の質と安全
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