
■医療安全管理委員会 

 

I. 2019 年度の目標および方針 

   患者さまに安全で質の高い医療を提供することは亀田メディカルセンターの使命です。本委員会は

委員による多角的視点からの原因究明とシステム改善を検討し、発生しうるエラーや事故に対し、組

織としての意思決定を行う場です。医療安全の視点で、とくに重要とされる IPSG 患者安全国際目標

に係わる項目の浸透を継続するために継続的なモニタリングとフィードバックを行います。 

II. 2018 年度活動評価 

2018 年度の副報告を含めたインシデントレポートは 8,322 件で、前年度より 292 件増加した。医科・

歯科が関与する件数は 373 件（全体の 4.4％）で、前年度より 28 件増加した。しかし、医師本人から

の報告は 214 件で、多くは他職種が発見者報告を上げている。毎月の部長会で月ごとのデータや留意

点などをまとめた資料を報告し、医師本人の報告推進とともに再発防止を呼びかけた。 

委員会では 28 件の事例を審議した。内訳は治療・処置に伴う合併症 8 件、薬剤関連 7 件、転倒関連

3 件、療養 3 件、医療機器 2 件、検査 2 件、ドレーン・チューブ 1 件、その他（患者誤認、針刺し）2

件、であった。改善事例を 2 に示す。 

1. 年間活動内容と実績 

医療安全管理委員会開催日時と参加状況 

・ 第 214 回 4/19 17:00～18:00（30 名出席：参加率 83％） 

・ 第 215 回 5/17 17:02～17:58（25 名出席：参加率 74％） 

・ 第 216 回 6/21 17:00～17:30（27 名出席：参加率 79％） 

・ 第 217 回 7/19 17:00～17:30（26 名出席：参加率 70％） 

・ 第 218 回 8/16  17:00～17:30（32 名出席：参加率 86％） 

・ 第 219 回 9/20  17:00～17:40（28 名出席：参加率 76％） 

・ 第 220 回 10/25  17:00～17:45（25 名出席：参加率 63％） 

・ 第 221 回 11/15  17:00～18:00（22 名出席：参加率 63％） 

・ 第 222 回 12/20  17:00～17:30（27 名出席：参加率 77％） 

・ 第 223 回  1/24 17:00～17:45（22 名出席：参加率 59％） 

・ 第 224 回 2/21 17:00～18:05（26 名出席：参加率 70％） 

・ 第 225 回 3/14 17:00～18:00（26 名出席：参加率 72％） 

2. 改善事例 

1) アナフィラキシーショック時の対応が周知されていない。 

   [原因の特定と再発防止策] 

   ジップロックに対応基準を貼り、尚且つ、アドレナリンと酒精綿、筋注用の針をセット化し、救急

カートの薬剤の引き出しに装備した。 

2) 病棟における急変対応の訓練 

   [原因の特定と再発防止策] 

   BLS 研修に参加しているものの、臨床現場におけるシミュレーションが十分ではない。３つの病棟で

定期的に訓練を開始した。他職種が参加する方向で計画していく。 



3) 患者識別誤認 

[原因の特定と再発防止策] 

入院病棟では、腕ベルトで 2 点識別を行っているが、まずは、患者に名乗ってもらい、手元の情報

を合わせる。それから、改めて腕ベルトの 2 点識別を行うことにした。入院時の案内を改訂した。 

4) 特殊浴槽への転落 

[原因の特定と再発防止策] 

使用中の浴槽は旧型で柵に不備があった。 新の特殊浴槽を購入した。 

5) 緊急放送 蘇生チームを救急スタットコールに変更 

[原因の特定と再発防止策] 

従来の蘇生チームコールでは関係者以外が多く集まり、蘇生に支障を来した。チームメンバーをス

リム化した。 

6) 身体拘束を低減するための活動 

[原因の特定と再発防止策] 

身体拘束の現状を把握し、対象者を低減する活動として、規程の改訂と委員会発足を始めた。 

7) 手術室スタイレットの老朽 

[原因の特定と再発防止策] 

挿管用スタイレットが老朽し破損した。滅菌の回数管理ができないことから、全てスタイレット付

気管チューブに切り替えた。 

3. 規程改訂 

1) 医療安全管理規程：4 回 

2) 緊急時対応規程：2 回 

3) 手術、侵襲を伴う処置における正しい部位、正しい手技、正しい患者識別のための規程・手順

書：2 回 

4) 転倒・転落予防のための規程：2 回 

5) 患者識別に関する規程：1 回 

4. 院内事故調査委員会 

本委員会は院内事故調査制度の法制化に対応し構成したもので、院内事故調査対応フローおよび医

療事故該当性チェックシートを考案し、運用に至っている。 

5. ACLS 委員会 

本委員会は医療安全管理委員会の下部組織であり、活動内容は院内急変時のコードブルー体制、救急

カート備品、除細動・AED などの医療機器管理、BLS･ACLS の教育等が検討される。BLS は発見後直ちに、

ACLS は 5 分以内に開始されることを目標に体制を整えてきた。今年度は 6 回開催し、[蘇生事例] [備品

の改訂][アナフィラキシーショックの対処法][コードブルー適応範囲]に関して議論した。2018 年度の

コードブルーは 44 件で、チーム到着まで、平均 2 分 40 秒であった。ACLS の教育と運用の改善継続が課

題である。 

6. 転倒・転落予防チーム会議 

本会議は医療安全管理委員会の下部組織であり、診療部、薬剤部、リハビリテーション事業部、看護

部で構成されている。院内の転倒・転落の低減を目指し、統計学的側面からも問題を討議している。会



議は計 10 回開催した。今年度は、外来におけるハイリスクエリアを同定して介入した。また、発生後の

観察や再評価を運用開始した。2018 年度の総合病院の発生率は 2.12‰であった。 

7. 医療安全管理委員会の活動及び委員一覧 

1) 審議事項 

・毎月第 3 木曜日 17:00 より開催 

・インシデントレポートの総数や傾向、事例のレビュー結果、改善フォローアップの必要性の検討 

・安全管理に関する教育・研修の提案、計画、実施、評価など 

2) 委員一覧（2019 年 4 月 1 日現在）を下記に示す。 

    

 

文責：髙橋静子、鈴木真 

委員長 鈴木真（医療安全管理室長）

管理部
亀田信介（病院長）、亀田隆明（経営管理本部長）、亀田省吾（クリニック院長）、
亀田俊明（理事）

品質管理部 アントニオ・シルバ-ペレス（部長）

品質管理課 富田美萌

医療渉外室 村上　聖（室長）

京橋クリニック 細川由美（看護室）

診療部
小林　収（麻酔科部長）、不動寺純明（救命救急センター長）、 堀田一樹（眼科部長）、
宮越浩一（リハビリテーション科部長）、小原まみ子（腎臓高血圧内科部長）、
松田　諭（小児外科）、伊東宏明（小児科部長）

亀田総合病院 夏目隆史（顧問）

亀田リハビリテーション病院 井合茂夫（院長）

亀田ファミリークリニック館山 宮本侑達

亀田クリニック 佐々木祐介（事務長）

卒後研修センター 片多史明（センター長）

卒後研修センター 尾形信二、小川竜弥

継続学習センター 池谷恭子（センター長）

診療部事務室 伊能幸雄（室長）、森田武彦

看護部 丸山祝子（部長）、秋葉一枝（副部長）、奥脇和男（救急外来師長）

医療技術管理部 速水昭雄（顧問）

医療技術部 高倉照彦（ＭＥ部長）

リハビリ事業部 村永信吾（部長）

臨床検査管理室 小山芳徳（病理室長）

薬剤管理部 舟越亮寛（部長）

総務部 高梨　賢（部長）、小柴武司（施設管理課課長代理）、佐藤吉行（購買管理課副部長）

情報システム部 荒井章夫（部長）

京橋クリニック 羽山幸子（薬剤室）、ハーパー佐代子（看護室）

事務局 医療安全管理室 高橋静子、金髙智子(セーフティマネジャー)、横山亜希子
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委員


