
第３節 良質で安全な医療の確保

１ 医療サービスの向上

医療技術の高度化や医療の内容に対する認識の高まりなどを背景として､ 医療機関に
おける診療の質や医療サービスの向上を求める声が高まっています｡ 県民が安心して､
安全で満足度の高い医療を受けられるように医療サービスの水準をさらに向上させる必
要があります｡

【現状と課題】

１ 医療機関においては､ 診療体制や看護体制､ 管理運営体制等がしっかりしているこ
とのほか､ インフォームドコンセント (十分な情報を得た上での患者の選択と同意)
の一層の推進や外来待ち時間の改善､ 院内環境の整備など､ 患者の満足と安心を高め
るための取組みが求められています｡
２ 患者のニーズに即して､ 質の高い医療を効率的に提供するには病院機能の一層の向
上を図る必要があります｡ このため､ 第三者による病院機能評価を導入し､ 病院が自
らの位置付けを客観的に把握する必要性が高まってきています｡
平成９年度から�日本医療機能評価機構が病院機能評価を実施しており､ 県内でも､
一部の医療機関で受審が行われていますが､ 今後､ その拡大が課題となっています｡

【施策の方向】

１ 医療サービスの質の向上へ向けての医療機関自らの取組みを促進します｡
２ 第三者による病院機能評価の受審を促進します｡

【具体的施策】

１ 医療サービスの質の向上に向けての医療機関自らの取組みの促進
診療体制の充実､ 患者が受診しやすい医療機関となるための研修の実施､ クリティ
カルパス (クリニカルパス) (注) の導入など､ 医療機関自らの医療サービスの質の向
上へ向けての取組みを関係団体と連携して促進します｡
２ 病院機能評価の促進
医療機関が自らの位置付けを客観的に把握することで､ 医療水準の向上を図り､ 患
者のニーズに即した医療を効果的に提供できるよう情報の把握に努め､ 第三者による
病院機能評価の積極的な受審を促進します｡

(注) クリティカルパス (クリニカルパス) とは ⇒ 医療の計画・実施の標準化と可視化を通じて医療の質

の保証と向上及び効率化を図るもので､ 医療従事者にとっては､ チーム医療の指標となるとともに､ 提

供している医療を評価する指針となるものであり､ また､ 患者にとっては､ 受けるべき医療の内容が明

確になるものです｡
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２ 医療事故・院内感染対策の強化

最近の医学､ 医療技術の進歩発展が､ 医療の細分化・機械化､ 更には医療行為の複雑
化をもたらし､ その結果､ 医療従事者には高度な知識・技術が求められるようになって
います｡
このような医療を取り巻く状況の中で､ 全国的に医療事故や院内感染の発生が多数報
じられており､ 医療の安全性に対する関心が高まってきています｡
医療事故や院内感染の対策は､ 医療従事者個人の努力だけに依存するのではなく､ 医
療システム全体の問題としてとらえ､ 組織的､ 系統的な対策 (リスクマネージメント)
が行われることが必要になっています｡

【現状と課題】

国においては､ 平成14年10月､ 医療法施行規則の一部改正を行い､ 全病院と有床診療
所に対し､ 安全管理指針の作成､ 安全管理委員会の開催､ 事故等の院内報告体制の整備､
安全管理研修の実施を義務付けました｡ 県としては､ 国の対策と連携した医療安全の総
合対策を推進していく必要があります｡
また､ 県においては､ 立入検査の際に病院内の医療事故・院内感染防止対策委員会の
活性化､ 医療事故・院内感染防止マニュアルの作成や職員への周知等について指導を行
うなど､ 医療機関における安全性の確保に向けた取組みを進めてきました｡ 今後とも､
対策委員会の定期的な開催､ 医療機関内の各部門を対象としたマニュアルづくり､ ｢事
故報告書｣ や ｢ヒヤリハット報告書｣ の作成・活用などの各医療機関における対策をよ
り一層促す必要があります｡

【施策の方向】

１ 医療機関における医療事故・院内感染防止対策を推進します｡
２ 医療事故・院内感染防止に関する情報提供の充実を図ります｡
３ 医療事故・院内感染防止徹底を喚起します｡

【具体的施策】

１ 医療機関における医療事故・院内感染防止対策の推進
医療事故・院内感染防止対策は､ 各医療機関における取組みが重要であることから､
立入検査の際の重点事項と位置付け､ 全医療機関を対象に次の内容の点検を行い､ 医
療機関の主体的な取組みを推進します｡� 医療事故防止
ア 医療事故防止対策委員会の設置及び活動状況
イ 医療事故防止マニュアルの作成状況
ウ ヒヤリ・ハット事例の収集・分析状況
エ 医療事故防止のための職員研修会等実施状況
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� 院内感染防止
ア 院内感染対策委員会の設置及び活動状況
イ 院内感染防止マニュアルの作成状況
ウ 感染防止のための職員研修会等実施状況
エ 感染が判明した場合の報告とその対応状況
オ 手指消毒､ 清掃､ 施設管理の状況

２ 医療事故・院内感染防止に関する情報提供の充実
医療事故の分析やインシデント (医療現場でヒヤリとしたり､ ハッとした体験) 事
例､ 医療事故防止等に関するガイドラインなどの国等から提供される各種の情報や全
国における先進的な取組み事例などの医療安全に関する各種情報について､ 医療機関
や医療関係団体への周知を図ります｡
３ 医療事故・院内感染の防止徹底の喚起
個々の医療従事者､ 医療機関全体､ 医療機器・医薬品メーカーなどに対して､ 医療
機器､ 医薬品等の誤使用､ 誤認を防止するための取組みを行うよう意識啓発を図って
いきます｡

３ 医療安全相談体制の確保

医療相談は､ 医療安全を推進するための環境整備の一つとして重要な意義を有してい
ます｡ 医療安全相談体制を充実させ､ 医療の安全性と信頼性を高めていくために､ 行政
をはじめ､ すべての医療関係者の積極的な取組みが求められています｡

【現状と課題】

１ 厚生労働省に設置された ｢医療安全対策検討会議｣ が､ 平成14年４月に取りまとめ
た医療安全推進総合対策において､ 今後の医療安全対策の目指すべき方向が示され､
その中で､ 医療安全を推進するための環境整備として､ 患者の苦情や相談等に対応す
るための体制整備が求められました｡ これを受けて､ 特定機能病院､ 臨床研修指定病
院に患者相談窓口の設置が義務付けられました｡ また､ これら以外の病院､ 診療所に
も患者相談窓口の設置が推奨されることになりました｡ さらに､ 患者やその家族から
の医療に関する相談に広く応じるために､ 各都道府県に医療安全支援センターの整備
が進められることになりました｡
２ 本県では､ 平成15年６月､ 県医務国保課及び各保健所に ｢医療相談窓口｣ を開設し､
患者やその家族からの医療に関する相談や苦情に対応しています｡ さらに､ 医療安全
推進協議会を通じて医療相談窓口の運営方針の検討や相談業務の実施に係る関係機関・
団体との連絡調整などを行っています｡
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【施策の方向】

１ 病院､ 診療所の患者相談窓口の設置の推進及び相談体制の充実を図ります｡
２ 医療相談窓口の相談機能の充実を図ります｡

【具体的施策】

１ 病院等の患者相談窓口の設置の推進及び相談体制の充実
患者相談窓口の設置が義務付けられた特定機能病院､ 臨床研修指定病院のみならず､
それ以外の一般病院や診療所においても､ 相談窓口の設置を働きかけます｡
また､ 既に窓口を設置済みの医療機関については､ 医療機関自らが相談体制の充実
を図り､ 寄せられた相談内容を医療現場へフィードバックするなど､ 組織として医療
安全対策に取り組む体制づくりが行われるよう働きかけます｡
２ 医療相談窓口の相談機能の充実
県医務国保課と県内各保健所等の医療相談窓口間の連携を図る一方､ 相談業務に関
する研修を通して相談員の資質の向上を図るなど窓口相談業務の充実を図ります｡ ま
た､ 患者等からの相談や苦情に関する情報を医療機関に提供し､ 医療機関における医
療サービスの向上を図ります｡
また､ 医師会､ 歯科医師会､ 薬剤師会などの医療関係団体や､ 医療機関に設けられ
た患者相談窓口との連携を図り､ 県民からの医療相談に迅速かつ効果的に対応し､ 医
療の安全性や信頼性の向上を図ります｡

４ 医療情報の提供体制の確保

県民が安心して満足のいく医療サービスを受けるためには､ 県民が安心して適切な医
療機関を選択するための医療機関に関する情報が十分に提供される必要があります｡
次に､ 医療サービスの提供に際しては､ 医師から患者に対して治療に関する説明が行
われるなど診療情報が十分に提供される必要があります｡ これにより､ 患者自身が治療
方法を選択するなど､ 医師と患者が共同して治療に取り組んでいくことが可能になりま
す｡
また､ 医師と患者とが診療情報を共有することは､ 両者の良好な関係を築き､ より質
の高い開かれた医療の提供を促進することにもつながります｡

【現状と課題】

１ 医療機関に関する情報提供
医業等に関する広告については､ 医療法第69条により制限がなされていますが､ 患
者が医療機関を選択する際の目安として役立つよう､ 逐次､ この規制の緩和がなされ
ています｡ 本県では ｢かがわ救急医療情報ネットワーク｣ により､ インターネットを
通じて､ 県民が医療機関を選択する際に必要となる医療機関名､ 診療科目等の主要な
医療機関情報を提供しています｡
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今後とも､ 県民が安心して適切な医療機関を選択できるように､ より積極的な医療
機関情報の提供が求められています｡
２ 診療に関する情報提供� 医療は､ 患者との相互理解と信頼関係に基づいて提供されるべきものであり､ 医
療法第１条の４第２項で ｢医師､ 歯科医師､ 薬剤師､ 看護師その他の医療の担い手
は､ 医療を提供するにあたり､ 適切な説明を行い､ 医療を受ける者の理解を得るよ
う努めなければならない｡｣ と規定され､ 患者への医療情報の提供を推進する考え
が示されています｡� 医療技術の発展等に伴い､ 患者の医療内容に関する意識は高まっており､ インフォー
ムドコンセント (十分な情報を得た上での患者の選択と同意) の理念に基づいた医
療が求められており､ 県内の47.2％の病院では書面によるインフォームドコンセン
トが既に実施されています｡� 医療の計画・実施プロセスの標準化と可視化を通じて医療の質の保証と向上及び
効率化を図るとともに､ インフォームドコンセントに寄与するものとして大規模病
院を中心にクリティカルパスが導入されていますが､ 県内の病院での導入率は29.2
％とまだまだ低い状況にあります｡� 自分の受ける診療について十分に理解し､ あるいは､ 自分に適した治療方法を多
くの選択肢の中から選ぶために､ 診療録開示を求めたり､ さらにその上でセカンド
オピニオンを求める患者も増えてきています｡ 現在､ 県内の36病院において患者本
人からの診療録の開示請求に応じていますが､ 患者のこのようなニーズは今後ます
ます高まると考えられ､ 医療機関側のより積極的な対応が求められています｡

表Ⅱ－１－３－(１) 患者に対する情報提供の取組状況 (単位�実施病院数)
【施策の方向】

１ 県民への医療機関に関する情報の提供を積極的に促進します｡
２ 患者への診療情報の提供の促進を図ります｡

【具体的施策】

１ 県民への医療機関情報の提供の促進� 医療機関に関する情報提供を求める県民からの要望に応えるために､ 医療機関や
関係団体等と連携しながら､ 医療機関の診療科名・診療日・診療内容､ 休日当番医
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区 分 大 川 小 豆 高 松 中 讃 三 豊 県全体

病院のホームページの開設 4 1 21 18 5 49

書面によるインフォームド・コンセント 2 1 21 20 6 50

クリティカルパスの導入 1 1 16 8 5 31

カルテの本人・保護者への開示 4 1 17 10 4 36

資料�平成15年度香川県医療機能調査



などの情報について､ インターネットなどのメディアを活用しながら効果的な提供
に努め､ 医療サービスの受け手がいつでもどこでも必要な情報を入手できる仕組み
づくりを推進します｡� 県内病院の46.2％が既にホームページを開設しています｡ 今後､ インターネット
を通じて自らの情報を積極的に提供することで､ 患者が医療に関する多様な情報に
容易にアクセスできるよう､ 医療機関におけるホームページの開設とその内容の充
実を促進します｡� �日本医療機能評価機構が行う病院機能評価の受審及び受審結果の公表を促進し､
客観的な医療機関情報の提供を通じて､ 県民の医療機関選択の利便性の向上を図り
ます｡

２ 患者への診療情報の提供の促進� インフォームドコンセントについては､ 医療技術の高度化､ 多様化が進む中で､
患者に対して診療情報が積極的に提供され､ 患者の選択や同意が適切に行われるよ
うに､ 今後とも､ 書面によるインフォームドコンセントなど､ その充実を図って参
ります｡� クリティカルパスについては､ 県内の病院における導入率がまだまだ低いことか
ら､ 今後ともその取組みを促進し､ 早期に導入されるよう各医療機関へ働きかけま
す｡� カルテ (診療録) の開示については､ 日本医師会や厚生労働省が策定した診療情
報の提供に関する指針の趣旨等を踏まえ､ 県医師会等の関係団体と連携しながら､
各医療機関における診療録開示等の診療情報提供への取組みを促進して参ります｡

５ 医薬分業の推進

医薬分業は､ 医師が外来患者を診察して処方せんを発行し､ 患者が医療機関外の薬局
で調剤してもらうもので､ かかりつけの薬局での調剤により薬歴管理に基づき､ 薬の重
複投与､ 副作用のチェックなどが可能となり､ あわせて服薬指導を行うことにより､ 薬
物治療をより安全かつ適切に行うための制度です｡ 患者をはじめ広く県民に医薬分業制
度を正しく理解してもらうことにより､ 医薬分業の推進とかかりつけ薬局の定着を図る
必要があります｡

【現状と課題】

１ 本県の医薬分業進捗状況は､ 処方せんの受取率で平成元年度3.8％ (全国平均11.3％)､
平成８年度11.1％ (同22.5％)､ 平成14年度41.8％ (同48.8％) と全国平均を下回って
いますが､ 近年､ 急速に医薬分業が進展しています｡
２ 医薬分業のさらなる推進のためには､ 医師会､ 歯科医師会及び薬剤師会が相互に一
層の協調体制を図る必要があります｡
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３ 夜間・休日診療体制に対応した調剤応需薬局の確保､ 在宅患者への対応､ 調剤用医
薬品の備蓄体制の確保､ 医薬品情報の収集・提供機能の充実､ 薬剤師研修など処方せ
ん受入体制の一層の整備を図る必要があります｡
４ 医薬分業における一番のメリットである安全な薬物治療の提供体制を確保するため
に､ 患者をはじめ広く県民に医薬分業制度を正しく理解してもらうことにより､ かか
りつけ薬局の定着を図る必要があります｡

【施策の方向】

１ 医薬分業制度の普及啓発によるかかりつけ薬局の定着を図ります｡
２ 処方せん受入体制の整備を図ります｡
３ 地域の実情にあった医薬分業体制の推進を図ります｡

【具体的施策】

１ 医薬分業制度の普及啓発等
｢薬と健康の週間｣ 等の各種行事に合わせ､ 関係団体の協力を得て薬の正しい知識

の普及や､ 医薬分業制度の趣旨の普及啓発に努め､ かかりつけ薬局の定着を図ります｡
２ 処方せん受入体制の整備
香川県薬剤師会が整備した､ 医薬品備蓄､ 医薬品情報の収集・提供､ 調剤研修機能
を備えた ｢医薬分業推進支援センター｣ を拠点として､ 薬剤師生涯教育の充実を図り､
薬局の処方せん受入体制の整備に努めます｡
３ 地域の実情にあった医薬分業体制の推進
医師会､ 歯科医師会及び薬剤師会などの協力のもとに､ これら関係団体と連携を図
り地域の実情にあった医薬分業推進方策の検討を行い､ 医薬分業の円滑な推進に努め
ます｡

● ●
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