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   平成２３年度 札幌市医療安全推進協議会(基幹会議) 議事録(発言要旨) 

項目 発言者 発言趣旨 

報告事項(1) 

平成 22年度札幌

市医療安全推進

協議会専門会議

の実施報告につ

いて 

 

事務局 

(鈴木職員) 

ア：専門会議(情報提供)についての実施報告 

・ 札幌市医療安全支援センター事業概要の発行につい

て、相談事例の検討を行った。 

・ 医療安全講習会についての助言があった。 

イ：専門会議(院内感染防止)についての実施報告 

・ 感染性胃腸炎院内発生報告調査の概況、今後の報告

体制の方針等について説明し、意見があった。 

・ 多剤耐性菌に関する最近の動向について現状報告を

行った。 

ウ：専門会議(医療事故防止)についての実施報告 

・ 医療事故、調剤過誤関連の相談事例についての検討

を行った。 

・ 医療安全講習会の実施結果について概要報告を行っ 

 た。 

事務局 

(鈴木職員) 

ア：平成 22年度市民相談結果の概要（資料２－１～２

－５）について説明。 

イ：平成 22年度医療安全講習会の実施報告（資料３）

について説明。 

山口委員 ・ 資料 2－１の施設別相談内容で、その他というのが 

すごく増えている印象だが、どういった施設があるのか

と、前年度と比較すると 100 件程増えているので、そ

の原因を教えてほしい。 

事務局 

（永井係長） 

・ まず、どういった項目・施設とかが入ってくるかと 

いうと、施術所や当所の所管外である整体・カイロ・エ

ステに関するもの、介護福祉施設等に関するものがあ

る。また、施設分類に該当しない相談というのがあって、

例えば医療機関の問合せなどが多くなっており、健康相

談のようなものもある。 

・ それから、これが一番多いのだが、匿名性が高い相 

談で、施設名を言わない相談例が多々あり、この中から

内容より判断して病院・一般診療所と考えられるものが

252件ある。これを病院とか一般診療所の分に上積みす

ると、その他がすごく増えたというわけではないという

ことになると思う。 

川畑委員 ・ 資料２－２で、看護体制に関することという項目が 

あるが、具体的にどのような中味なのか。 

事務局 

（永井係長） 

・ 患者への処遇といったような形で、例えば入院患者 

さんに対する医療従事者の対応が不十分ではないだろ

うかといった内容のものが大部分である。 

川畑委員 ・これは、病院なのか、施設には大差があるのか。 

報告事項(2) 

平成 22年度医療

安全推進事業に

ついて 

事務局 

（永井係長） 

・大体、入院患者さんについての相談が多いので、やは 

り病院関係が多いかと思う。 
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中田委員 ・ 資料の２－２と２－３同じような内容なのだが、イ                                                                                                                                                                   

ンフォームドコンセントの数字をどう評価していい

のか、例えば私どもでは、まだまだきちんと説明し

て、理解して、納得してというのだけれども、これ

でいくとかなり数値が低いので、いい感じにコミュ

ニケーションとれて説明等がよくなされていると評

価してよいのか。 

・ もう１点は、従事者の対応・態度に関すること、こ

れはコミュニケーションとか色々な接遇も入ってく

るのかわからないのですが、結構数値的に高いので、

これもどういうふうに評価していくのか。 

事務局 

（永井係長） 

・項目をどのように分類するのかは、難しいと思うのだ

が、従事者の対応・態度の中にはインフォームドコンセ

ント不足と言った例も多々あり、どちらが重点的なのか

ということで相談員が判断して分類している。インフォ

ームドコンセント、これで見ると少ないように感じるの

ですが、例えば複数項目選ぶとすると、一緒にインフォ

ームドコンセントが入ってくるといったような感じに

なっている。 

松家議長 ・ １人の人で何件も質問する人がいるので、それ１件 

でどちらかというと非常に偏るので、複数選択にして、

中心になる一つ二つを選んでメインでやった方がどん

な内容があるかわかりやすくなるので、もし可能であれ

ば、早いうちにやれば統計的に意味があると思う。 

事務局 

（永井係長） 

・ 今回載せなかったのだが、実は重複選択というのも 

統計はとっている。今回はそれが漏れていて申し訳ない

が、次回、そういった形でも併せて載せたいと思う。 

本郷委員 ・ 先ほどの看護体制だが、7対 1とか 10対 1、あるい 

は療養型の施設とか様々あると思うのだが、そういった

施設によっての質問状況というのは違いがあるのか。 

事務局 

（永井係長） 

・ 相談中に、患者さんにどういった病床とかいうこと 

は聞いていないし、こちらが療養型かなとわかる場合も

あるのだが、ちょっと区別がつかないところもあって、

病院の種類ごとにどちらが多くてというような統計の

取り方は、していない。 

本郷委員 ・ 薬事に関する相談で、薬剤師等の資格に関すること 

という質問があるが、医務については医師の資格とか歯

科医師の資格とかいった質問はないのだが、具体的にど

のようなことを質問されるのか。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（永井係長） 

 

・ 今回の統計の中には、総合でいうと、医療従事者の 

資格に関することの中に、例えば医科系のところでの無

資格者による医療行為とかいったものが入ってくる。薬

事のほうは、薬剤師さんと特定されるので、薬剤師でな

い方が、ちょっと薬剤師がいないときに調剤してしまっ

たりといったような相談事例がある。 
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本郷委員 ・薬剤師がいないときに、それ以外の方が調剤されてい

るような気がするみたいな。 

事務局 

（永井係長） 

・そうですね。わかるようにバッジとかつけている場合

もあるのですが、そのようなものがなくてわからなかっ

たりとか、あと時間的にちょうどいない時があって、そ

こにたまたま行った方が、あれ、いないんじゃないのと

いう相談がある。 

五十嵐委員 ・薬剤師の資格に関しての話が出たが、調剤した行為を

見たとか。それから投薬をしたという、いろいろなパタ

ーンがあると思う。その辺の細かい統計は特別出てはい

ないのか。 

事務局 

（永井係長） 

・ 薬剤師の資格に関することで、これが薬事全体で６ 

件なのだが、そのうち薬局だけを取り上げると３件とい

うことで、これが無資格者ではないかという例である

が、その判断をしたのが、投薬のときなのか、調剤のと

きなのかというのは、その時々によって違っていた。 

五十嵐委員 ・それは特定の薬局とかではなく、ばらばらと考えてよ

いか。 

事務局 

（永井係長） 

・ばらばらで。 

五十嵐委員 ・資料２－５の中で、調剤過誤が１件上がってきている

が、これは結果として調剤過誤が疑われたのか、それと

も調剤過誤であったのか。 

事務局 

(永井係長) 

・この１件というのが、昨年度の医療事故防止に関する

専門会議の中の、調剤過誤で出させていただいた例であ

り、診療所側と薬局側の確認不足で、結果的に小児の量

ではなく成人の量を処方してしまった例である。 

山田委員 ・ 資料２－４だが、歯科の場合。治療費が総合の約３ 

倍ということですが歯科医師会でやっている電話相談

では、治療費に関することはこれ程高くはない。これは、

治療には満足しているが治療費が高いということなの

か、それともこんな治療でこれだけ高くとられるのかと

いう感じなのか。 

事務局 

（永井係長） 

・ 多いのは、単純に自分が思っていたより高かったと 

いうものと、治療の途中で納得がいかないので、治療を

やめて返金を希望する例があるのと、治療は受けたが、

結果的に治ってないじゃないかとか、入歯を作ったけど

うまくできていないじゃないかということで成果がな

いのでお金を支払いたくないといったような相談が寄

せられている。 

 

山田委員 

 

・ もう１点情報公開に関することですが、これは主に 

領収書のことが多いのでしょうか、どうしても歯科の場 

合、医科よりちょっとまだ遅れている部分があるので。 
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事務局 

（永井係長） 

・ 領収書ではなくて、やっぱりカルテの開示である。

例えば口腔外科とか手術が入ったような場合に、そ 

の結果、思わしくなかったというようなときに、カルテ

を開示してほしい、だけどなかなか開示してもらえない

とか、そういった相談が多いと思います。 

松家議長 ・治療費は、医科でもだんだん委任契約と委託契約と勘

違いしている方がいるので、保健所の方で、医療とか歯

科は普通の契約が準委任契約であるというようなこと

を啓発していただくと、余りトラブルにならないのでは

ないかと思う。 

小山田委員 ・資料２－２と２－３の院内感染についてですが、時期

的なものがあるのか、例えば冬季に関わるものが多いの

か、それとも全体的に昨年は多剤耐性菌の問題等があっ

たので、そういった関連のものが多いのか。 

事務局 

（永井係長） 

・去年ちょっと多いと思ったのが疥癬。特に疥癬につい

ては、冬場だけということではなくて、夏場からも相談

があった。あと一般的に多いのはノロウイルスとかは冬

場に多いという傾向はある。 

 

事務局 

（永井係長） 

・そうですね。大体多くは療養型とか、高齢者の方が多

いところ。 

事務局 

（永井係長） 

・平成 23年度札幌市医療安全推進協議会の運営方針（資

料４）について説明。 

・札幌市医療安全相談窓口の運営方針（資料５）につい

て説明。 

・医療安全講習会の実施（資料６）について説明。 

・本年度初めて実施する医療安全アドバイザー事業（資

料７）について説明。 

・こちらも初めて実施する市民講座（資料８）について

説明。 

松家議長 ・協議会の運営方針について、基幹会議を年３回にする

と、専門会議もそんなに時間かからないと思いますの

で、これでいいかと思います。 

議事(1) 

平成 23年度札幌

市医療安全推進

協議会の運営方

針について 

 

議事(2) 

平成 23年度医療

安全推進事業に

ついて 

 

 

松家議長 ・次に相談窓口の運営方針ということで、今年度はホー

ムページの中に医療機関を受診する際の注意事項と、よ

くある市民相談Ｑ＆Ａを入れてみたいということだが、

何か意見はあるか。 

・ 日本全体の医療安全センターのホームページを見て 

みたが、結構、実際の相談内容の事例集を出していると

ころが多い。ＨＰを見たとき、医療機関にしてみれば、

患者さんはこういうことでクレームを感じていると、患

者さんからすると、こんなことを相談してもいいんだと

いうふうになって、もっと相談件数が増えるのではない

かと思うので、次回からでも結構ですが、札幌市でも 
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松家議長 

 

こういうのをちょっと載せてあげればと思う。そうする

と相談窓口が活発化するというか、ここで少しでも患者

や市民の不安がとれれば医事紛争が減ってくると思う

のですよ。 

事務局 

（永井係長） 

・ＨＰの市民向けの充実する内容、まだ詳細については

検討しておりませんので、他都市の事例も参考にして、

内容を詰めていきたいと思います。 

松家議長 ・医療安全講習会、院内感染対策セミナーについて、特

に意見がなければ、これで進めさせていただきたいと思

います。市民講座は、南須原先生がインフルエンザとの

ロをやって、賢い患者になりましょうはどなたがやるの

ですか。 

事務局 

（田森課長） 

・前段の①は私の方で、患者啓発の色合いの濃いお話を

させていただいて、その後、南須原先生に主に感染症、

呼吸器の専門としてお話していただく中で、一部先生の

外来での御経験等を踏まえて、患者さんにお願いしたい

こととかを少し盛り込んでいただこうと思っている。 

松家議長 ・何名くらい予定しておりますか。 

事務局 

（田森課長） 

・ 保健所の講堂を会場とするので、約 300名位を目標

と考えている。 

事務局 

（永井係長） 

・逆にちょっと質問させていただきたいが、今回、市民

講座は始めての試みで、どれ位人が集まるのか不安なの

だが、例えばどういった所にチラシ置いたらたくさん来

るとか、もしお心当たりの所があれば、教えていただく

と、大変助かる。 

松家議長 ・札幌市で家庭医学講座をやっているのですけれども、

それで何を見て来ましたかというアンケートをとって

いるので、それを参考にするとよいと思う。広報さっぽ

ろとか新聞とか、チラシというのは意外と見ていない。

札幌市医師会もたくさんチラシを作っているのですが、

なかなか難しい。データがありますので。 

  

山口委員 ・私、清田区の方で在宅ケア連絡会の幹事をやっている

関係で広告等を地域に出しているのだが、人が集まると

所でいうと、区民センターとかやっぱり役所関係にまず

置かせてもらうということ。あとは、町内会につながっ

ているような地域包括支援センター、福祉のまちづくり

センターとか、本当に確実に渡るような方法をその地域

の中では選んでやっている。 

 

議事(3) 

平成 23年度事業

計画案について 

 

 

事務局 

（永井係長） 

・平成 23年度事業計画案（資料９）について説明。  
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松家議長 

 

・資料３の医療安全講習会の参加率が３割弱なのだが、

医療安全の研修は年２回やらなくてはいけないですよ

ね。こういう講習会に出て、それを持ち帰って職員たち 

に話せば、１回研修になるということを診療所の立入検

査のときに言っていただきたい。これを使うのもいいよ

と。医師会でもやって、合わせて年２回になって、その

資料を職員たちと共有すれば 2 回の研修になりますの

で。 

 議事(4) 

その他 

松家議長 ・他に協議事項がなければ、これで議事を終了とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


