
医療法人健美会 佐々木病院 医療安全管理指針 
 
    佐々木病院は、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供

することを通じて、地域社会に貢献することを基本理念としています。 

この基本理念の実践にあたっては、患者様と病院との相互の信頼関係に基づいた医療を構

築していく不断の努力が重要であることを全職員が認識する必要があります。 

本指針はこのような基本的考え方のもと全職員がそれぞれの立場から医療事故防止対策に

取り組めるよう、以下に示すように定めました。 
 
１ 医療安全管理に関する基本的な考え方 

    私たちは、患者様がより健康的な姿を取り戻すことに協力することを責務として医療を行

なっています。しかし現代の医療では、医療システムの複雑化、経済効率の追求、臨床現場

の多忙化と疲弊により容易に医療事故が発生しやすい環境が生じています。私たちは「人間

は誰でもミスを起こすもの」という前提に基づき、全職員が医療安全管理に対して高い意識

を持ち、業務中に生じる患者様の不利益につながる種々の医療事故、インシデント発生をな

くすよう、特に深刻な害を及ぼすものは決して起こさないような、より良い院内環境を整備

し関係する各部署及び各委員会が連携を図ることで当院における医療安全管理を推進します。 
 
２ 安全管理のための組織・体制 

安全管理のための組織として、「医療安全管理委員会」を設置。 
また、事故発生時には「医療事故調査委員会」を設置する。 
医療安全管理部門として、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管 

理責任者を置き、各部署に医療安全委員を置く。 

(１)  医療安全管理委員会 
 【委員の構成】 

    (1) 医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。 
      ① 院 長(委員会の委員長を務めるものとする) 
      ② 診療部  医 師 

      ③ 医療安全管理者（正、副）    ④ 感染対策責任者  

   ⑤ 医薬品安全管理者        ⑥ 医療機器安全管理責任者 

   ⑦ 看護部長            ⑧ 看護師長 

   ⑨ 事務部長            ⑩ 医事課長  

   ⑪ 医事係長            ⑫ 診療放射線技師 

   ⑬ 各部署の医療安全委員 
   (2)  委員長が業務を遂行できない時は、医療安全管理者がその職務を代行する。 

 【任  務】 
     医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。 

①  医療安全管理委員会の開催および運営 

②   インシデント・アクシデントレポートの収集、分析、防止策の上申を受け、具体

的対策の検討及び推進、医療事故防止のための活動の中枢として医療活動の全てに

あたって責任を遂行する 
③  医療安全管理のための研修を実施する。 



④   本指針の全職員への周知徹底 

⑤  その他、医療安全の確保に関する事項 

⑥  委員会議事録の周知徹底 
  

  【委員会の開催および活動の記録】 

     (1) 委員会は原則として、月１回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が 

招集する。 

(2) 委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を 

作成し、２年間これを保管する。 
 

  (２)  医療安全管理者及び医療安全委員 
○ 医療安全管理者 

   医療安全管理の推進のため、組織横断的に以下の業務を行う 
① 定期的に院内を巡回し、リスク報告事例の改善状況の確認、並びに各部門におけ 

る医療安全対策の実施状況を把握(チェック表にて)・分析し、医療安全確保のため 
に必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。 

   ② 医療安全管理のための職員研修を企画・実施すること。 
   ③ 各部門における医療安全委員への支援を行う。 
   ④ 医療安全対策に係る患者様・ご家族の相談に適切に応じる体制を支援する。 

 
○  医療安全委員 
  各部署における医療事故防止への各自の自覚を促すとともにインシデント・アク 
  シデントレポートの提出を指導し、事例の各部署における改善策を検討し医療安全 

管理委員会に報告する。 
 
(３) 医療事故調査委員会 

アクシデントレベル４以上発生時に召集、医療事故について事故原因、診療業務上の問 

題点、医療行為上の責任、再発防止策について調査・検討を行うため設置する。委員の 
構成は、医療安全管理委員会の判断による。 

 
３ 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善方策 

(１) 報告とその目的  
迅速な報告を求めるとともに、その原因分析は当事者の責任を追及するのではなく、シ 
ステムの問題として捉えて改善策をたて、医療の質の向上に努めることを目的とする。 

(２) 報告すべき事項 
① 医療事故、医療側の過失の有無を問わず、患者様にのぞましくない事象が生じた場合 
② 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者様に有害な影響を与えた

と考えられる事例   
③ その他、日常診療のなかで危険と思われる状況  

(３) 報告の方法 
① 前項の報告は、インシデント・アクシデント報告用紙をもって行う。ただし、緊急 

を要する場合にはひとまず口頭で報告し、患者様の救命措置等に支障が及ばない範囲 



で、遅滞なく書面による報告を行う。 
② 報告は、診療録、看護記録等、自らが患者様の医療に関して作成すべき記録に基づき 

作成する。 
③ 報告内容及び報告･集計の流れについては、「インシデント・アクシデント報告及び集

計手順マニュアル」の通り。また、重大な事故発生（アクシデントレベル４以上）時

の報告は、平日、休日、夜間帯で「重大な事故が発生した場合の報告並びに対応」の

とおり行う。 
 
４ 安全管理のための指針、マニュアルの整備 

(１) 安全管理マニュアル等 
   安全管理のため、当院において以下の指針・マニュアル等を整備する。 

１） 院内感染対策指針並びに院内感染対策マニュアル 
２） 医薬品の安全使用のための業務手順書 
３） 看護手順マニュアル 
４） 褥瘡対策マニュアル 
５） その他 

(２) 安全管理マニュアル等の作成、見直し 
１) 上記のマニュアル等は、関係部署の共通のものとして整備する。 
２) マニュアル等は、関係職員に周知し、また必要に応じて見直す。 
３) マニュアル等は、作成、変更の都度、医療安全管理委員会に報告する。 

(３) 安全管理マニュアル等作成の基本的な考え方 
安全管理マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関ることを通じて、職

場全体に日常診療における危険予知、患者様の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意

識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、

安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。 
 
５ 医療安全管理のための職員研修 

(１) 医療安全管理のための研修の実施 
１） 医療安全管理委員会は研修計画に従い、年２回程度、全職員を対象とした医療安全管

理のための研修を実施する。 
２） 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知

徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、病院全体の医療

安全を向上させることを目的とする。 
３） 職員は、研修が実施される際は、極力受講するよう努めなくてはならない。 
４） 医療安全管理委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修

項目)を記録し、２年間保管する。 
(２) 医療安全管理のための研修の実施方法 

    病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習会・研修 
会の伝達報告会又は有益な文献の抄読などの方法により行う。 

 
 
 
 



 
６ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針 

(１) 患者様の生命と安全を最優先に考え、治療に最善を尽くす。 
(２) 患者様及び家族への連絡・説明は事実を速やかに、誠意を持って行う。 
(３) 公表にあたっては、患者様のプライバシー保護に十分配慮する。 
(４) 病院全体の組織として判断を行い、医療行為の倫理性、透明性を確保し、迅速かつ 

適切な対応を行う。 
 
７ その他医療安全の推進のために必要な基本方針 
（１）本指針の周知 

内容については、院長、医療安全管理者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周

知徹底する。 
（２）本指針の見直し、改正 

見直しが必要な場合、議事として取り上げ検討し、医療安全管理委員会の決定により行

う。 
（３）本指針の閲覧 
    本指針の内容を含め、職員は患者様との情報の共有に努めるとともに本指針を病院ホー 

ムページにて公開、患者様及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じ 
るものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理者が対応する。 

（４）患者様からの相談への対応 
病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応

し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。 
相談内容は秘密を厳守し、患者・家族に相談内容で不利益を生じるようなことはしない。 

（５）外部研修への積極的な参加 
   外部研修への積極的な参加を行い、情報収集に努め、院内研修等で知識の共有を図る。 

 
                          

  平成２０年１０月 １日指針 策定 
平成２１年 ３月 １日改訂       
平成２３年 ３月 １日改訂 
平成２７年 ４月 １日改訂 
平成２９年 ４月 １日改訂 

西暦 2019 年１０月１０日改訂   
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佐々木病院 院内感染対策指針  

 

第１条 院内感染対策に関する基本的な考え方  

病気を治療するために医療施設にかかっているにもかかわらず、新たに院内感染に罹患 

した場合、患者の苦しみを増すだけでなく、患者とその家族の精神的・経済的負担も増 

大することになる。このため院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の 

速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染 

防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成する。  

 

第２条 院内感染対策委員会、組織に関する基本的事項  

１.院内感染対策委員会 

院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染活動の

中枢的な役割を担うために、病院内の各部門からの代表者で構成する委員会を次のとお

り設置する。ICT（感染制御）チームを下部組織に位置づけ、院内感染対策のための意

思決定機関として感染対策に関する事項を検討する。 

(構成員) 1.委員会は次の各委員により構成される。 

委員長 1名 

感染対策担当医師１名 

副委員長兼感染対策責任者１名 

委員２１名 

2.委員は病院長が委嘱する。 

3.委員の任期は 1年とし、再任は妨げない。 

(委員長の役割) 1.委員会に委員長を置く。（当院は、病院長が担う） 

2.委員長は会議を総括し、委員会を代表する。  

(運 営) 1.委員長は原則として月 1回（第 4金曜日 15時 30分）会議を開催し、又必要

に応じて委員会を開催し、  

 その議長となる。 

2.委員長が必要と認めたときには、委員以外の者を出席させ意見を求める 

 ことが出来る。 

(委員会の役割）委員会は、次の内容の協議・推進を行う。  

① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し  

② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知  

③ 職員研修の企画  

④ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案

し、実施するために全職員への周知徹底を図る。  

⑤ 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項  

⑥ サーベイランスの対策報告 

⑦ 当番制にて院内ラウンド（1回/月）を実施。問題解決に向けて各部署リンクナ

ースとともに協議・改善策を検討・実施。感染委員会で評価。 
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⑧ 透析室の肝炎対策 

⑨ 最終決定権は感染委員会が権限をもつ 

（感染対策責任者の役割） 

  すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。 

   ① 定期的に病院内監視を行って、現場の改善に努力する。 

   ② 重要事項を定期的に院長に報告する。 

   ③ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案 

し、実施するために全職員への周知徹底を図る 

④ 職員教育の企画遂行を積極的に行う 

⑤ 感染発生状況の集計・動向の調査、評価をし、予防対策に努める。 

（守秘義務） 

委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のもの 

は委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。  

（報告義務） 

下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律」により、法律により規定された時期に保健所長を通じて都道府県知事へ

届出る。  

① 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及

び新感染症にかかっていると疑われる者  

② 四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定

めるものの患者（後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の

無症状病原体保有者を含む。）  

③アシネトバクター含む第５類感染症の保菌者でも保健所へ連絡する。 

 

２、ＩＣＴに関する基本的事項 

(構成員) ＩＣＴは、次の各委員により構成される。 

感染対策担当医師１名（リーダー） 

感染対策責任者１名 

委員名７名 

(感染対策担当医師)  

    １．院長が指名する。 

    ２. 感染対策担当医師は会議を統括しＩＣＴを代表する。 

（運 営）１. 感染対策担当医師は原則として月１回会議（第2水曜日13時）を開催し、又

必要に応じて 臨時ＩＣＴ会議を開催する。 

     ２. 感染対策担当医師は、院長に会議決定内容を報告し意見を求める。 

     ３．院内感染対策委員会の下部組織に位置し、感染対策を実行するために 

必要な指導を行う権限をもつ。 
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（役割・任務） 

     １.1回/週の病棟ラウンド、4回/年の外来・透析ラウンド 

     ２.感染管理における問題解決の支援 

     ３.感染防止マニュアルの作成・改訂 

     ４.流行性ウィルス疾患、結核患者（疑い）、 

発生時の接触者調査、対策、評価 

     ５.アウトブレイク（疑い）時の調査、対策、評価 

     ６.各種データ管理 

      ７. 必要時、臨時会議の開催 

８.KRICT参加して感染対策向上加算１の保険医療機関主催のカンファレンス 

及び訓練に年４回以上参加する。（感染対策向上加算３算定） 

           ９.KRICT 参加して感染対策向上加算１の保険医療機関に対して年に４回以上

の感染症の発生状況報告、抗菌薬の使用状況等について報告を行う。（連携

強化加算算定）このうちの個別カンファレンスには、感染委員会所属の臨

床検査技師および薬剤師に必要に応じて参加を依頼する。 

       

第３条 職員研修  

(1) 院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図るこ 

とを目的に実施する。  

(2) 職員研修は、病院全職員対象年２回以上、新人職員研修を年３回、院外研修は希望者

が参加して年１回以上、伝達研修を実施する。  

（3）研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。  

 

第４条 院内感染発生時の対応  

(1) 感染症の発生状況の報告 

  耐性菌および市中感染症等の院内発生に伴う感染拡大を防止するため、感染委員会 

及びICTを通じて、病院職員に定期的に通知する。  

(2) 感染症の発生状況時の対応 

  院内感染が発生した部署の病院職員は、ICT・感染委員会に報告する。ICTは、状況及

び対応を院長・感染委員会に報告する。ICT及び発生部署の病院職員は、速やかに発

生の原因を究明し、改善策を立案し実施する。ICTは、発生状況及び改善策の実施結

果について感染委員会、電子メール及び紙媒体を通じて全職員に速やかに周知する。  

  

第５条 院内感染対策マニュアル  

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、対策を実施。必要時は委員会で検討し対応を

図る  
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第６条 患者への情報提供と説明  

① 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。  

② 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力 

求める。 

 

第７条 医療情報システムの安全管理に関する取り組み 

ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有す

る際は、患者の同意を得ること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報

システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応すること。 

 

第８条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進  

① 感染制御に関する質問は、北九州地域感染制御チーム(KRICT)にFAX(093-741-5887)

を行ない、助言を得る。           

② 日本感染症学会施設内感染対策相談窓口（厚生労働省委託事業）にFAX（03-3812-6180）

で質問を行い、適切な助言を得る。また、昨年の質問と回答が同学会ホームページに

掲載されているので、活用する。  

http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html  

③ その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。 

 

 

平成１９年 ４月２５日指針  

平成２４年 ４月 １日改訂  

平成２５年１０月 １日改訂  

平成２８年 ３月 １日改訂  

平成３０年 ２月２３日改訂 

平成３０年 ４月２７日改訂 

令和 元年１１月２２日改訂 

令和 ２年 ５月２２日改訂 

令和 ３年 ４月２３日改訂 

令和 ３年１０月２２日改訂 

令和 ４年 ３月２５日改訂 
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