
日時：平成30年2月20日（火）18:00～
場所：WEST１９ ２階 大会議室

平成29年度 第２回

札幌市医療安全推進協議会 基幹会議



市民相談結果の概要について

資料１
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１ 月別相談件数

H29年度（H29.4～H30.1）の相談件数：1,737件
※H28年度（一年間）の相談件数：2,089件

H28.4～H29.1の相談件数：1,688件
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対応方法別の相談件数（H29.4～H30.1）

２ 相談の内訳（対応方法別）

区分
総数

件数 割合(%)

施設への立入調査・指導 16 0.9

その他の方法による調査・指導 23 1.3

原因施設へ要望・要請 175 10.1

他機関に照会，調査依頼 13 0.8

他機関を紹介 376 21.8

医療機関を案内 154 8.9

アドバイスで終了 943 54.6

その他 28 1.6

合計 1,728 100.0

【立入検査実施施設数】

病院 1施設
一般診療所 1施設
歯科診療所 6施設
薬局 8施設
施術所 2施設

※対応中の相談は除く。
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２ 相談の内訳（対応方法別）

○立入検査の内容の具体例

【相談】病院で、薬局から病棟に一包化されていない状態の薬が届き、
それを看護助手が利用者ごと・朝昼晩ごとに小分けする。
小分けした薬は資格職が確認することなく、患者に飲ませている。

4

【状況】

• 薬局では、服用回ごと（朝、昼、晩、寝る前）にホチキスでまとめた薬を
カートに入れ、 2週間ごとに病棟に払い出している。

• 病棟では、各日の夜勤の看護リーダー（看護師）が患者全員分の翌日の
薬を準備し、別の看護師がチェックすることになっている。
これは、看護リーダー業務マニュアルの中に記載されている。

【検査結果】看護助手が薬の小分けを行ったという事実は確認できなかった。

×全患者分

≪病棟≫

朝 昼 晩

≪薬局≫

晩昼朝

×2週間分×全患者分



２ 相談の内訳（対応方法別）

○立入検査の内容の具体例

【相談】歯科診療所で、ブラッシングや歯石除去を歯科助手が行っている。
タービンの滅菌は夜にオイルライザーで行っているが、日中は行わず、
アルコールで拭いて紫外線ライトのある保管庫に入れているだけである。
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【状況】スケーリング・歯石除去・印象とり・ブラッシング指導は歯科衛生士が
行い、歯科助手はバキューム持ち、道具の準備・片付け、受付業務を行って
いる。日中、タービンが足りなくなった時はアルコール清拭しか行えていない。

【相談】調剤薬局で、外見上は蛇口を設置しているが、実際には使えず、
構造施設基準に違反している。

【助言内容】歯科衛生士と歯科助手を見分けられるようにしてはどうか。
アルコール清拭のみで再使用するのは感染防止上好ましくないため、
ハンドピースの本数を増やすよう検討していただきたい。

【状況】ここ1～2年水が出ず、調剤に使用する道具の洗浄や手洗いは
薬局外の給湯室を利用している。水剤の取扱いはない。

【指導内容】水剤の有無に関わらず、道具の洗浄・手洗いで水を
使うのであれば、調剤室内の水道設備を復旧すること。



対応方法別の相談件数（H29.4～H30.1）

２ 相談の内訳（対応方法別）

区分
総数

件数 割合(%)

施設への立入調査・指導 16 0.9

その他の方法による調査・指導 23 1.3

原因施設へ要望・要請 175 10.1

他機関に照会，調査依頼 13 0.8

他機関を紹介 376 21.8

医療機関を案内 154 8.9

アドバイスで終了 943 54.6

その他 28 1.6

合計 1,728 100.0

※対応中の相談は除く。

6



照会・紹介先

【北海道厚生局に情報提供した相談の具体例】

• 医療機関で処方箋を渡されるときに、「ビルを出て左の薬局に
行ってください」と言われた。薬局の誘導にあたるのではないか。

２ 相談の内訳（照会・紹介先）

区分 件数

救急安心センターさっぽろ 122

北海道厚生局 57

保健所内 48

弁護士会・札幌医療事故問題
研究会

35

医療ADR 23

道庁 15

精神保健福祉センター 13

薬剤師会（おくすり情報室含む） 10

その他 66

合計 389

診療報酬制度に関する質問、
医療費請求に関する疑義など

医療過誤に対する責任の追及など

医療機関との話し合いの希望など
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医療安全講習会の実施結果について

資料２
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１ 結果報告

⑴ 日時・対象施設

【病院・一般診療所】
平成29年10月20日（金）19：00～20：30

【歯科診療所】
平成29年10月25日（水）19：00～20：30

⑵ 会場

WEST１９ ５階 講堂（札幌市中央区大通西19丁目）

⑶ 内容及び講師

• 弁護士から学ぶ医療事故
札幌弁護士会 田端 綾子 弁護士

• 札幌市医療安全相談窓口に寄せられる相談事例について
札幌市保健福祉局保健所医療政策課医務係 西澤 美幸
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医療安全講習会の実施結果について



患者側弁護士の立場から
• 医療事故裁判の現状
• 弁護士への相談から訴訟までのプロセス
• 紛争化を防ぐためには

を紹介した。
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相談窓口に寄せられた相談事例から
• 患者への説明のポイント
• 医療機関の管理上のポイント
• カルテ開示制度について

を説明した。

弁護士から学ぶ医療事故

札幌市医療安全相談窓口に寄せられる
相談事例について

参考資料１

参考資料２



⑷ 参加者数の増加に向けた取組

近年、１回あたりの受講者数が減少し続けていたことを受け、
下記ア、イを実施した。

ア 昨年度のアンケート結果を基にした日程設定

• 医科は金曜日、歯科は水曜日開催の要望が多かったため、
今年度は金曜日（医科）、水曜日（歯科）に開催した。

イ 受講証明書の発行

• 講習会の案内文に、受講証明書を発行する旨を記載した。
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医療安全講習会の実施結果について



⑸ 参加者数及び参加率

参加者総数：842名（参加施設数836施設）
開催日 対象 参加者数 参加施設 対象施設 施設参加率

10/20 病院・一般 407 401 1,589 25.2％

(内訳) 病院 66 66 202 32.7％

一般診療所 341 335 1,387 24.2％

10/25 歯科 435 435 1,240 35.1％

合 計 842 836 2,829 29.6％

※参考（昨年度実績）
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開催日 対象 参加者数 参加施設 対象施設 施設参加率

9/30 歯科 402 402 1,241 32.4％

10/7 病院・一般 385 384 1,563 13.8％

(内訳) 病院 85 85 204 41.7％

一般診療所 300 299 1,359 22.0％

合 計 787 786 2,804 28.0％

医療安全講習会の実施結果について
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医療安全講習会の実施結果について

２ 当日アンケート結果

参考になる

62.9％

あまり参考に
ならない

2.7％

やや
参考になる

33.8％

参考にならない

0.4％ その他

0.2％

96.7％

おおむね
分かった

55.3％
よく分かった

40.4％

あまり
分からなかった

3.7％

分からなかった

0.2％ その他

0.4％

95.7％

⑴ 今後の業務の参考になるか ⑵ 内容は分かりやすかったか
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医療安全講習会の実施結果について

医療事故
防止に向けた
具体的対策

18.5％

医療機器安全管理

7.3％

医療事故と
法律

15.3％
札幌市医療安全相談窓口

の相談事例

11.6％

その他

0.2％

接遇について

21.8％
医療事故分析の技法

5.2％

医薬品安全管理

8.1％

院内感染対策

12.2％

２ 当日アンケート結果

１.接遇について
（クレーム対応、インフォームドコンセント）

２.医療事故防止に向けた取組

３.医療事故と法律
の希望が多かった。

⑶ 希望するテーマ
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医療安全講習会の実施結果について

２ 当日アンケート結果

事例報告

43.5％ 講演

54.5％

討議・討論

2.1％

⑷ 研修会の形式

【自由記載欄より】

• やはり講演会形式の方が良い。
• 人数を絞って討論会形式はどうか。
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医療安全講習会の実施結果について

• 説明と態度が大事だと改めて認識した。
• 1時間では短すぎる。
• もっといろんな事例を紹介してほしい。
• 札幌市の事例紹介は必要ないのではないか。
• 可能な範囲で講演で使用したスライドデータをHPからダウンロード
できるようにしてほしい。

ささいなことから医療機関とすれ違いが生じ、
患者が不信感を持った事例を中心に紹介した。

２ 当日アンケート結果

⑸ 参加者コメント
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医療安全講習会の実施結果について

総数

2,829施設

参加

836施設

３ 出欠返信状況

当日欠席

90施設

定員オーバー

178施設

返信なし

1,530施設

会場スペースの都合でお断りし、
資料を送付した。

欠席 195施設
• 時間が合わなかった 191施設
• 希望するテーマではなかった 4施設

HP等を通じて、
情報提供していく



院内感染対策セミナーの実施結果について

資料３
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院内感染対策セミナーの実施結果について

１ 結果報告

⑴ 日時
平成29年11月16,17,21,22日（計4回） 18:00～20:00

⑵ 対象者
• 札幌市内の在宅医療支援病院、在宅医療支援診療所及び
在宅療養後方支援病院で在宅医療に従事している看護師

• 札幌市内の訪問看護ステーションで従事している看護師

⑶ 会場
ＷＥＳＴ１９ ２階 研修室AB（札幌市中央区大通西19丁目）

⑷ テーマ
在宅医療における感染対策

⑸ 講師（全４回担当）
佐藤 由美子 感染管理認定看護師（手稲渓仁会病院）

⑹ 参加者

計77名（医療機関25名、訪問看護ST52名）



在宅医療は、状況がさまざまな現場で、
どのように感染対策するかという応用力が重要。

○感染対策の基本の考え方

• 感染経路の種類と感染経路別予防策
• 主な感染症の紹介
• 在宅医療の感染対策は
「持ち込まない」「持ち出さない」が基本

○演習：グループ内のディスカッション

を行った。
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在宅医療における感染対策 参考資料３



参考になる

95.8％

やや参考になる

4.2％

100％

おおむね
分かった

12.5％

よく分かった

86.1％

その他

1.4％

98.6％
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院内感染対策セミナーの実施結果について

２ 当日アンケート結果

⑴ 今後の業務の参考になるか ⑵ 内容は分かりやすかったか
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院内感染対策セミナーの実施結果について

⑶ セミナーの中で最も興味深かったパートは

２ 当日アンケート結果

講義

66.3％

ディスカッション

27.2％

質疑応答

5.4％
その他

1.1％

【自由記載欄より】

• ディスカッションすることで知識の再確認ができた。
• 他の訪問看護STの在宅の状況、感染予防策を知ることができた。
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院内感染対策セミナーの実施結果について

２ 当日アンケート結果

⑷ 感想及び要望

• 在宅での工夫等、たくさん聞きたいと思いました。
• 施設内でも情報を共有していきたい。
• 日々の業務で見直すべき点がたくさんあった。
• 日々業務につきながらも、感染予防策には自信がなかった。
実践可能な助言を頂けた。

• これからも現場で参考となる研修を増やしてほしい。
など
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感染性胃腸炎等院内発生報告状況について

資料４
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感染性胃腸炎等院内発生状況

(1) 同一の感染症による又はそれらによると疑われる
死亡者又は重篤者が１ 週間内に２ 名以上発生した場合

(2) 同一の感染症の患者又はそれらが疑われる者が
10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

(3) 前二号に該当しない場合であっても、
通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、
特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告基準（任意報告）

報告概要（～H30.1.31）
病原体名 発生件数 報告感染者数

MRSA 0件（1件） 0名（27名）

ノロウイルス 3件（2件） 61名（18名） うち、患者48名、従事者13名

インフルエンザ 11件（14件） 209名（433名） うち、患者144名、従事者65名

セレウス菌 1件（0件） 12名（0名） 患者12名

カッコ内は平成28年度
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インフルエンザ院内発生報告 抜粋

感染拡大の要因（医療機関の自己分析）

• 時期外れ（5月）に流行し、職員のワクチン効果が切れていて
拡大した。

• 転院元の医療機関での流行状況を情報共有していれば、
リスクを事前に把握することができた。

• 高熱・全身症状のない医療従事者の出勤停止が遅れた。
※リハビリ部門等の職員を介して、病棟横断的に感染が
拡大したとみられる報告が複数あった。

• 入院患者が多く、感染発生初期での隔離が非常に困難だった。

• マニュアルの内容が職員に十分周知されていなかった。
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今年度発生した院内感染事例について

資料５

（医療機関の個別事例のため非公開）
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来年度の講習会・セミナーについて

資料６
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来年度の講習会・セミナーについて

（参考）近年の開催テーマ

平成23年度 ①院内暴力・セクハラ・ストーカー対策 ②感染対策

平成24年度 クレーム・不当要求対応

平成25年度 クレーム対応と医療訴訟における判例動向

平成26年度 医療機器における火災、感電事故防止のための電気安全

平成27年度 院内感染対策に向けた取組

平成28年度 医療事故防止に向けた取組

平成29年度 弁護士から学ぶ医療事故

１ 来年度の医療安全講習会について

⑴ 基調講演の来年度のテーマについて（案）

アンケート結果及び近年の開催テーマを踏まえ、

• 「接遇について（インフォームド・コンセント、クレーム対応）」

• 「薬剤耐性（AMR）対策について」
をテーマとして実施したいと考えている。



２ 来年度の院内感染対策セミナーについて

⑴ セミナー形式

• 受講者に大変好評であったことから、来年度も
具体的な感染対策について、実習、グループワーク及び
ディスカッションを中心とした内容で実施することとしたい。

• 実習等を中心とするため、今年度と同様に
少人数制（1回最大20名）で４回実施することとしたい。
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来年度の講習会・セミナーについて

⑵ テーマ（案）

• 院内でのインフルエンザ対策、感染性胃腸炎対策について

発生してからの対策だけでなく、

院内感染対策委員会のあり方や院内ラウンドのポイント等、
日ごろの病棟管理について紹介したり話し合ってもらう。

（対象：感染対策加算を取っていない病院、有床診療所）



院内感染対策セミナー実施テーマ
年度 一般型（急性期）病院向け 療養型・精神型病院向け

2011
院内感染対策の改善方策

（北海道大学病院 ICN看護師長・副看護師長）

2012
院内感染対策の改善方策

（北海道大学病院 ICN看護師長・副看護師長）

2013
感染対策の基本である標準予防策に関する知識と手順

（手稲渓仁会病院 ICN）

2014
感染対策の基本である標準予防策に関する知識と手順

（定山渓病院 ICN）

2015
感染対策の基本である標準予防策に関する知識と手順

（定山渓病院ICN、手稲渓仁会病院ICN）

2016
「ＭＲＳＡ、ＥＳＢＬ、ＭＤＲＰ感染対策」及び「針刺し事故防止」

「カテーテル血流感染対策」及び「尿路感染対策」
（札幌西円山病院ICN、市立札幌病院ICN）

2017
在宅医療における感染対策
（手稲渓仁会病院ICN） 31



札幌市医療安全推進協議会（第６期）の委員任期は、
平成30年3月31日までです。
委員の皆様には、今期協議会の運営にご協力いただき

深く感謝申し上げます。

今後、次期協議会委員の選任手続きをいたします。
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任期満了に伴う委員改選について


