
新連載

　急性期病棟，回復期リハビリテーション病棟，障害者病棟の機能を持つ，256床を有する白岡市唯一の総合病院。病床稼働
率91.9％，平均在院日数15.4日，１日当たり延べ入院患者数230.6人，１日当たり外来患者数387.6人，救急受け入れ患者数
166.7人/月。職員550人。医療安全対策加算１／医療安全対策加算の注２に掲げる医療安全対策地域連携加算１取得。

渡邉幸子　医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院　医療安全管理課長
わたなべ・さちこ●医療法人橘会東住吉森本病院薬剤科長として勤務時，全国初となる薬剤師の病棟常駐体制を構築。2005年薬剤部か
ら医療安全管理部に院内異動し，専従医療安全管理者に就任。2015年医療法人社団愛友会上尾中央総合病院に就職，2019年10月人事
異動により白岡中央総合病院勤務となる。社会的活動として，消費者庁消費者安全調査委員会専門委員，厚生労働省薬事・食品衛生審議
会医療機器・再生医療等製品安全対策部会委員，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）医薬品安全使用対策検討会委員，一
般社団法人日本病院薬剤師会医療安全対策委員会副委員長，一般社団法人埼玉県病院薬剤師会医療の質・安全部会委員，医療の質・安
全学会医薬品安全委員会委員など。

病院
概要

医療安全管理者の業務の 
１丁目１番地

　2020年３月に改定された「医療安全管理者

の業務指針および養成のための研修プログラ

ム作成指針―医療安全管理者の質の向上のた

めに―」は，医療安全管理者として行うべき

業務が明確に記載され，私たち医療安全管理

者のバイブルというべきものである。その中

に，「医療安全管理者の業務」として次のよ

うに記載されている１）。

１）安全管理体制の構築
安全管理のための体制の構築としては，
次のようなことがある。

（１）�医療機関内の安全管理体制の構築お
よび推進のため，職種横断的な組織
としての安全管理委員会や安全管理
部門等の運営に参画する。また，必

要に応じて医療機関の管理者と協力
して，ワーキンググループやプロジェ
クトチーム等，事故の内容や緊急性
に応じて適宜対策を立案できる組織
体制を構築する。

　このように指針の最初に記載されているこ

とからも，安全管理体制の構築がいかに重要

であるかがうかがえる。この指針のとおり，

医療機関内には安全管理委員会などの委員会

が整備され，また必要に応じてワーキンググ

ループやプロジェクトチームなどをつくり，

医療安全管理者がその中心となって医療安全

上必要な協議を行っている。

　医療安全管理者が一人でどんなに頑張って

も，残念ながら組織全体の医療安全推進には

つながらない。職員全員が一丸となって医療

安全に取り組むことが理想ではあるが，現実

的には職種，部署，個人により温度差がある。

患者安全部会機能別チーム編成
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当然ながらどの医療機関にも安全管理委員会

は設置されているが，下部組織としての安全

部会などを構築している病院も多く，当院も

同様である。しかしながら，委員会や部会を

つくっても機能させるには仕組みと仕掛けが

必要である。すでに院内で整備されている委

員会や部会をどうすれば血の通ったものにで

きるのか，失敗も含めて経験を重ね，自分の

中で１つの形に到達したので，「白岡モデル」

と名付け紹介する。

カテゴリー別チーム編成の 
活動経験から生まれた 

機能別チーム編成
　当院における患者安全部会機能別チーム編

成の詳細を説明する。当院は，医療安全対策

委員会の下部組織として患者安全部会を設置

しており，患者安全推進者注）を中心に部署

の安全担当者など合計24人で構成されてい

る。メンバーは主任職，リーダー級の一般職

を主とした実動部隊である。この患者安全部

会を４つのチームに分け，医療安全管理者と

の連携のもと，各チームが主体的に行動し，

かつチーム同士が有機的に連携できる仕組み

を構築するため，機能別チーム「白岡モデル」

を構成した。

　一般的なチーム分けの方法は，一例である

が「転倒・転落検討チーム」「医薬品検討チー

ム」「手術・侵襲的検査検討チーム」といっ

たカテゴリー別チーム編成である。過去にカ

テゴリー別チーム編成で活動したことがある

が，その場合，「医薬品検討チーム」には薬

剤師と看護師，「転倒・転落検討チーム」に

は理学療法士と看護師というように，カテゴ

リーごとに関連の深い職種を集めてチームを

編成するのが一般的である。一職種に偏らな

いように配慮し，事務局的役割のために事務

職員を加えることもしたが，やはりある程度

は偏った職種編成となってしまう。

　チームごとに重点課題を見つけ問題提起し

協議を進めることで，最終的には大きな成果

を上げることができることから，プロジェク

トチームのような短期間の活動にはとても有

効である。しかし過去の経験から，長期的な

取り組みとしてのカテゴリー別チーム編成で

はチーム間で活動に差が生じることがある。

データ分析・集計や取りまとめが得意なメン

バーがいるチームであればスムーズに進行す

るが，そうでない場合，活動がストップして

しまうこともある。また，事務職員など，直

接医療行為を行わない職種にとってはチーム

の中で疎外感を感じることもある。機能別

チーム編成であれば，このような問題を解決

できるのではないかと考えた。

患者安全部会機能別 
チーム編成の特徴（表１，写真１）

　患者安全部会機能別チーム編成の特徴は，

カテゴリーで分類するのではなく，役割・機

能で分類していることである。チームは次の

とおりである。

①データ分析・統計，情報管理チーム
②巡視・評価・改善チーム
③教育・啓発・発信チーム
④３大インシデント（転倒・転落，薬剤，ド
レーン・チューブ）防止対策検討チーム

　メンバーを選定するに当たり，医療安全管

理者は各メンバーに，自身が得意とする分野

をヒアリングし，さらに医療安全管理者がメ

ンバーの職能やスキルを見極め，適材適所に

配置する。これにより，限られた貴重なリ

ソースを最大限に有効活用し，高いパフォー

マンスを発揮することが期待できる。チーム

注）患者安全推進者とは，医療安全管理者養成研修修了者も
しくは上尾中央医科グループで開催している患者安全推
進者養成講座修了者を指す。
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名から役割・機能がイメージできるように

なっているが，さらに具体的に示したものを

次の項で解説する。

　それぞれのチームにはチームリーダーを１

人ずつ置き，さらにその４人のリーダーを統

括する統括リーダーを１人任命した。統括

リーダーは，医療安全管理者と患者安全推進

者の両方の認定を持つ経験豊富な理学療法士

である。チーム間の調整や，上部委員会との

橋渡しなどを医療安全管理者と共に実践する

重要な役割である。さらに，チームのオブ

ザーバーとして，看護部の専任医療安全管理

者，情報システム課のSEを配置し，チーム

活動が円滑に進むように支援する。

チーム別の役割の明確化と
チーム間での情報共有

　各チームの役割，業務を明文化した。他

チームとの具体的な連携場面，方法なども明

記することで，各チームの有機的な連携をイ

メージできるようにした。チームリーダーは

お互いに情報共有し，医療安全管理者と統括

リーダーがチーム活動を調整，支援する。

データ分析・統計，情報管理チーム
　提出されたインシデントレポートから統計

出力機能によりデータ管理，分析を行う。毎

月の実績報告に向けたデータ作成，各部署の

詳細データなど依頼に応じて作成，提示する。

「患者誤認」などの重点的事例について傾向を

分析するための資料作成なども担当する。他

チームからデータ提示依頼のあったものにつ

いて，可能な限りデータを提示する。巡視・

評価・改善チームが実施した評価結果を受け

取り，入力後，分析しデータを一元管理する。

毎月の議事録作成に加え，部会員の出欠状況

を管理する。医療安全研修会のアンケート集

計，出席率の算定，その他，医療安全管理者

と連携し，当院におけるインシデント・アクシ

デントデータを含む情報管理全般を実施する。

2020年度患者安全部会チーム別職種構成表１

部会長

統括リーダー

チーム

リーダー

メンバー

オブザーバー

専従医療安全管理者（薬剤師）

理学療法士

データ分析・統計，
情報管理チーム

診療情報管理士

事務職（医事課），看
護師，臨床検査技師，
管理栄養士

専任医療安全管理者（看護師），SE（情報システム課）

巡視・評価・
改善チーム

薬剤師

臨床工学技士，診療放
射線技師，看護師，理
学療法士，事務職（総
務課）

教育・啓発・
発信チーム

診療放射線技師

事務職（地域連携課），
メディカルクラーク，
理学療法士，看護師，
臨床工学技士

３大インシデント（転倒・転
落，薬剤，ドレーン・チュー
ブ）防止対策検討チーム

看護師

事務職（医事課），理学療法
士，薬剤師，看護師３人

部会長，統括リーダー，各チームリーダー，
オブザーバーでキックオフミーティング開催写真１
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巡視・評価・改善チーム
　2019年度から継続している「転倒・転落」

「環境」ラウンド以外に，テーマラウンドを

実施する。テーマラウンドは，データ分析・

統計，情報管理チームによる集計データなど

から大幅な件数増加などが認められ調査が必

要と患者安全部会が認めたものなどのほか，

３大インシデント防止対策検討チームにより

策定された対策（再発防止策）が周知されて

いるかなど，その都度テーマを決めて行うこ

ととする。さらに，教育・啓発・発信チーム

からも，発信した内容など評価が必要な場合，

ラウンドテーマを提案できるものとする。

　ラウンド結果は，データ分析・統計，情報

管理チームに結果入力および分析を依頼す

る。チームの目的は巡視ではなく，巡視した

結果を評価し，不適切な項目について改善の

提案をすることである。短期的改善策は患者

安全部会に提案し，医療安全対策委員会承認

のもと，教育・啓発・発信チームと連携して

実施する。中長期的な改善が必要な場合は関

係チームと協力して実施する。

教育・啓発・発信チーム
　マニュアルの遵守，再発防止策を徹底する

ためには，職員への継続的な教育・啓発が不

可欠である。方策を講じても個々の職員に周

知されず，同様のインシデントが発生するこ

とは，どの病院においてもしばしば見られる

現象である。本チームは，医療安全に関する

マニュアルや再発防止策を職員に周知徹底す

ることを目的に活動する。データ分析・統

計，情報管理チームによる定量分析結果，巡

視・評価・改善チームから挙がった改善策，

３大インシデント防止対策検討チームによっ

て策定された対策などを，職員に周知する手

段を検討し実践する。

　職員に周知する具体的な手段として，勉強

会の実施や医療安全ニュース発信，ポスター

掲示などが考えられるが，どの手段によって

実践するかは医療安全管理者と協議の上，上

位委員会の承認により実践するものとする。

３大インシデント（転倒・転落，薬剤， 
ドレーン・チューブ）防止対策検討チーム
　全国的データを見ても，インシデントの上

位を占めるのは転倒・転落，薬剤，ドレー

ン・チューブ関連である。また，これらイン

シデントに最も密接にかかわる職種は，患者

に最も近い位置にいる看護師である。本チー

ムは看護師を中心として構成されるが，専門

的視点から理学療法士，薬剤師，第三者的立

場で事務職員も参画するものとする。傾向を

確認するために必要なデータはデータ分析・

統計，情報管理チームに依頼して抽出し，巡

視・評価・ラウンドチームによる定期ラウン

ドの結果なども参考にインシデント防止対策

を検討する。

　対策は医療安全管理者と連携し，患者安全

部会で提案，必要に応じ上位委員会承認のも

と実践する。具体的な手段については，教

育・啓発・発信チームと連携し実践する。対

策の周知状況については，巡視・評価・ラウ

ンドチームにより評価し，効果については

データ分析・統計，情報管理チームにより分

析されたデータからも客観的に評価する。

患者安全部会の開催形態 
～知識向上，情報共有， 

協議の場とするための仕組みづくり

　患者安全部会は，毎月１回１時間開催する。

前半は報告・連絡，情報共有，協議に加え，

10～15分の時間を割き毎月テーマを決め，「医

療安全ワンポイントレッスン」として医療安

全管理者が講義する。月別テーマは，「６月：

正しいダブルチェックとは」「７月：確認会話」

「８月：リスクコミュニケーション」「９月：

SBAR」「10月：患者確認の落とし穴～『期待
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聴取』」「11月：Safety１（安全１）とSafety

２（安全２）」「12月：後知恵バイアス」「１月：

ノンテクニカルスキル」「２月：WAI（Work-

As-Imagined）とWAD（Work-As-Done）」「３

月：レジリエンス」「４月：ガバナンス」で

ある。患者安全部会メンバーといっても，医

療安全に関する専門的知識を多く備えている

職員ばかりとは限らない。毎月のワンポイン

トレッスンで医療安全の知識を身に付けても

らい，全体の底上げを目指している。

　多くの委員会でありがちなのが，議長およ

び数人のメンバーが発言するのみで，会議中

一言も発することのないメンバーもいるとい

う現状である。患者安全部会では，後半30分

間はチームごとのグループワーク形式で活発

な協議ができるよう工夫している（写真２）。

　ITも有効活用する。上部委員会からの報告

は，患者安全部会メーリングリストでスライ

ドと概要を共有し，効率よく伝達できるよう

にした。医療安全のためのワンポイントレッ

スンのスライドは共有フォルダに保存し，部

会メンバーが自部署の伝達講習としていつで

も使えるようにした。共有フォルダにはチー

ム別フォルダも作成し，チームでの協議内容

①データ分析・統計，情報管理チーム

③教育・啓発・発信チーム

②巡視・評価・　改善チーム

④３大インシデント（転倒・転落，薬剤，
　ドレーン・チューブ）防止対策検討チーム

患者安全部会チームごとのグループワークの様子写真２
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や活動状況を共有できるようになっている。

さらに，チーム活動を計画的に進めるために

チーム別年間活動計画書＆進捗管理表を作成

し，毎月の進捗管理と必要に応じた計画修正

なども行い，形骸化した活動にならないよう

にしている（表２）。

現在の活動状況と今後の展望
　患者安全部会機能別チーム発足後２カ月以

上が経過し，すでに各チーム間の連携が始まっ

ている。データ分析・統計，情報管理チーム

には，３大インシデント（転倒・転落，薬剤，

ドレーン・チューブ）防止対策検討チームか

ら2019年度の薬剤，転倒・転落，ドレーン・

チューブ関連のインシデントの月別件数，内

容分類などのデータ提示が依頼され対応済み

である。巡視・評価・改善チームにも与薬に

関する巡視依頼が入っていると聞く。教育・

啓発・発信チームでは，「医療安全ワンポイ

ントレッスン」の内容を全職員に周知するた

めの教育動画作成が企画されている。

　部会員はその責任感の強さから，何か結果

を出さないといけないという思いも強いよう

だが，チーム活動はプロジェクトのような短

期的なものではなく長期的な活動であるため，

ノルマでもなく強制されるものでもない。患

者安全部会の活動を通して部会メンバー自身

が成長を実感し，自律した行動ができるよう

になってほしいと願っている。結果として，

医療の安全と質が向上し，それが病院全体に

波及し，安全文化が醸成されることを期待し

ている。

引用・参考文献
１）厚生労働省医政局総務課医療安全推進室：医療安全
管理者の業務指針および養成のための研修プログラム
作成指針―医療安全管理者の質の向上のために―，令
和２年３月

患者安全部会チーム別年間活動計画書＆進捗管理表（一例）表２

チーム名

主な業務内容

No.

１

２

３

４

５

●●

○○

○○

◎◎
△△
■■

◎◎
△△
■■

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

○

○

随時

必要時

○

○

７/９～

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

具体的施策 担当者 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

データ分析・統計，情報管理チーム

•インシデント定量分析，データ提示（定例委員会報告用，他チームへのデータ提示など）
•集計データから見た特徴的なインシデント傾向の提示と他チームへの提案など
•ラウンド結果の分析，集計作業など
•医療安全研修会などのアンケート集計，出席率の算定など
•患者安全部会議事録，部会出席者管理など

インシデント定量分
析，データ提示

集計データから見た
特徴的なインシデン
ト傾向の提示と他
チームへの提案など

ラウンド結果の分
析，集計作業など

医療安全研修会など
のアンケート集計，
出席率の算定など

患者安全部会議事
録，部会出席者管理
など
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