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患者中心の医療の提供
ー特定機能病院復帰までの取り組みー

群馬大学医学部附属病院
塚越聖子（前看護部長）
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2014年 6月 院内調査開始（腹腔鏡手術後の死亡例複数について）

11月 新聞報道（読売新聞朝刊） 腹腔鏡手術患者死亡事故報道

2015年 1月 厚生労働省・前橋市 医療法上の立入検査実施

5月 厚労大臣による特定機能病院の承認取消し

8月 第三者組織の医療事故調査委員会設置

2016年 6月 患者遺族が遺族会を結成

7月 第三者組織の医療事故調査委員会による報告書公表

11月 病院改革への取組み、改革工程表公表

2017年 3月 厚生労働省関東信越厚生局監査結果 行政措置「戒告」

2018年 1月 遺族説明会

病院会改革の数々の報告会 (約３０回）

6月 群馬大学病院 患者参加型医療推進委員会発足（4回/年）

遺族による講演会

2019年 4月
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特定機能病院 再承認
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コピー機10台レンタル
段ボール箱約200個

１．保険診療取消し
２．業務停止
３．戒告

特定機能病院 再承認



「医療事故調査委員会報告書」 2016.7.272016年

長年にわたり死亡事例が続発していたにもかかわらず、それが見過ごされ、
対応されてこなかった種々の要因が明らかとなった。

• 独立した診療科体制に問題

• 手術後の死亡例が続いた・振り返りがない

患者の死から教訓を得ていない

• インフォームドコンセント・診療録記載が不十分

• 医療安全報告システムが不十分

• 倫理審査の徹底不足

• 保険診療上の不当請求

• 病院として認識していない（管理体制に問題）

組織としての統一性がとられていない

本質的な問題点

患者中心

でない！

ガバナンス（管理・運営）の不備 コンプライアンス（法令遵守）の低下



群大病院の改革への取り組み

１．診療体制の再構築
外科・内科の統合、病床配分、死亡症例検証、ICの改善など

２．医療安全管理体制強化と倫理の充実

３．意識（風土）改革と教育体制の見直し

４．労務管理の適正化

５．質評価・患者参画の推進

６．ガバナンス及び組織体制の見直し
チーム医療、安全管理強化、報告体制の強化など

信頼回復
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患者中心の医療



職員一丸となっての取組み

• 改革工程表作成

• 周知徹底・全体説明会
病院長による説明会（12回開催）

改革推進委員会メンバーによる全部署（21部署）への訪問説明会

（副病院長、看護部長、病院長補佐、医療安全管理部長等）

診療記録の積極的開示に向けた学習会・冊子配布（職員約1600人）

（診療録や看護記録の記載方法や表現についてあるべき姿等）

患者会、遺族による講演会

• 改革への取組み
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・インフォームド・コンセントについて
インフォームド・コンセントの同席

インフォームド・コンセントの録音、希望者にはCDを渡す

・説明同意文書
院内統一のフォーマットで作成（約800）し、個別性を踏まえた説明

IC後、患者さんへのアンケート

・患者カルテ共有（診療録の自由閲覧）
患者さんが主体性をもって医療に参加できる

・多職種によるカンファレンス

・患者参加型医療推進委員会
メンバー：外部委員（患者遺族含む）、病院職員（医師・看護師・事務）

・医療安全週間
職員が患者安全を第一に考え、安全安心の医療を

患者さんやご家族とともに進めていくために6月の

第3週目を医療安全週間とする

・誓いの碑
「・・・この医療事故を風化させることなく、二度と・・・」 7

患者参加型の促進に関する主な取り組み



看護部の取り組み

安心と信頼

改革
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看護部の体制強化
1. 組織の一員であることの自覚強化と適切な情報提供

看護部の委員会・研修会で繰り返し情報提供

（事故の経緯や行政処分、改革への取組みと工程表）

2. 安心・安全な看護と チーム医療の強化
インフォームドコンセントにおける看護師の役割と同席・記録の充実

多職種とのカンファレンスによる情報共有

3. 看護部からの情報発信と報告体制の強化
看護師の気づき等、積極的な報告と問題提起

2015年（H27）．3月 作成

患者サービス
向上改善計画
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看護部の委員会・研修会で
医療事故についての正確な情報提供と
改革への取組みについて繰り返し説明

組織の一員であることの自覚強化と適切な情報提供

看護師全員に配布

機関誌

委員会

研修会
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計画 1  



具体的な改革目標 看護部

① ルールを守り、安全・安心の看護を提供する
・医療安全・感染対策基本ルールを守る
・事故の再発防止

② 患者に寄り添い、信頼回復を目指した
患者サービスの向上に努める
・患者の意思決定支援とICの充実
（看護職の役割、ICの同席、記録など）

・接遇の強化

③ チーム医療を推進し、看護職の役割を果たす
・多職種との連携強化（多職種カンファレンスの参加等）

・チーム医療の推進役としての役割
（報告体制強化：看護師の気づき、看護師の立場での意見）

安心・安全な看護とチーム医療の強化
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計画 2 



①インフォームド・コンセントに関する指針の見直しと周知

②IC同席調査

③IC時の評価（患者評価・医療者評価）

同席調査

インフォームド・コンセントの充実
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【IC同席の定義】
・特に侵襲性の高い、ハイリスクな医療行為の説明
・治療方針の検討、決定において患者家族の意思決定が重要な場合
・患者家族への心理的支援や医師との情報共有が特に重要である場合等の
内容説明時、看護師が同席し患者家族の反応を観察し記録した場合、
ICの同席とみなす。
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看護師による医師の評価看護師の自己評価

医療者評価
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医師・看護師ともに説明内容・話し方・態度等
インフォームドコンセントに対する意識が

高まった

・患者さんやご家族が十分理解できたかを確認し
たか

・質問はいつでもしてくださいと伝えたか 等

12項目

・説明は聞き取りやすかったか
・手術の内容やリスクの説明はわかりやかったか
・他の選択肢についても伝えられたか
・よく考えて決定してくださいと伝えたか 等

24項目

IC時の評価



患者評価

当院のインフォームド・コンセントに対する患者からの評価
調査期間：平成29年7月～平成31年3月に1か月間の調査を計5回実施した。

調査方法：独自でアンケートを作成し、無記名の自記式質問紙による回答とした。
アンケート配布枚数：576枚 アンケート回収枚数：443枚 回収率 76.9 ％

2019年11月29日(金)～30日(土)京都国際会議場 第14回医療の質・安全学会 学術集会 示説発表抜粋

・病気や治療についての説明はわかりやすかったですか
・治療がうまくいく確率について具体的に説明がありましたか
・別の治療の選択肢について説明がありましたか 等

１７項目
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IC時の評価

大変解りやすかった, 53%
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治療のリスクについての説明治療の説明の解りやすさ
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説明文書内の解りにくい言葉

課題： 適切なIC同席と記録の見直し・ICの質の向上
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当事者の報告システム
インシデント事例発生

各師長
・インシデントレポートの
提出の有無にかかわらず、
安全上問題と思われる事例。
・気になる事例や疑問点など。

担当副部長 看護部長 医療の質・安全管理部
もしくは、病院長

課題：通常の報告システムに加え、現場の師長や看護師の「気づき」や
「問題提起」を反映させる報告体制を強化する

強化改善策

看護部からの情報発信と報告体制の強化
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計画 3 



群馬大学附属病院の現在
・ 特定機能病院の承認取消し （発効：H27.6.1)

・がん診療連携拠点病院の指定不更新（発効： H27.4.1)

・肝胆膵外科学会認定修練施設の取消し（発効H27.4.20)

・ 厚生労働省関東信越厚生局「戒告」（発効： H29.3.29)

・ 保険医療機関指定に係る共同監査の実施

・ がん対策関連補助金（国）の見送り （H26・H27)

・ 臨床研究中核病院整備事業補助金（国）の見送り (H26～H29)

・ 総合特区推進調整費（課題解決型医療機器等開発

事業）の見送り （H26・H27)
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2017年6月
日本肝胆膵外科学会高度技術
専門医修練施設 再認定

2019年7月
がん診療拠点病院

再指定

2019年4月
特定機能病院

再承認

再スタート



医療安全週間

カルテ閲覧後の患者さんの声
・いろんな職種が自分のためにこんなに情報を
共有している

・説明されたことがみんな書いてある
・素晴らしい取り組みだ 等

・操作が難しい
・見てもわからない
・説明を聞いているから見る必要はない 等

新たな取り組みもスタートライン

患者参加型医療
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新聞報道
2019年11月

患者さんの声が変化（投書・電話等）
・群大附属病院は変わった
・説明が丁寧になった
・改革していることが伝わるなど
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当院の課題

平成31年（2019年）4月1日
特定機能病院再承認

課題 改革を継続すること！

誓いの碑 令和２年（2020年）6月



ご清聴ありがとうございました


