
医療安全は 
新たなステージへ 
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M&Mカンファレンスの意義と 
事故調査の進め方 

ー－－その歴史とエッセンス－－－ 
2015年8月30日 於：京都府医師会館 

小泉俊三 

一般社団法人 「医療安全全国共同行動」 専務理事 

（東光会七条診療所所長・京都下京西部医師会副会長） 

 

医療安全管理者・病院管理者向け研修 

院内事故調査の手法を学ぶ 
 



医療安全全国共同行動/自治医科大学病院医療安全対策部共催の 
「医療事故調査制度に関する講演会」（2015年5月24日）河野龍太郎氏資料より 小泉俊三 3 



「制度としては不完全だが、メリットは大きい。ここから始め
ないと何も前に進まない」（河野龍太郎氏） 

• １．「捜査」と「調査」の違いを理解する 

• ２．立場を代えて考えてみる 

• ３．人間の作った制度に完全はない！ 

•全ての人が満足のいく制度、全ての事実を明らかにできる調査
方法は存在しない。 Probable Cause しか分からない。 

医療安全全国共同行動/自治医科大学病院医療安全対策部共催の 
「医療事故調査制度に関する講演会」（2015年5月24日）にて 
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「院内に医療安全文化が根付き、病院が一丸となって医療
安全に取り組むには、病院のトップが、現場で頑張っている
職員をリスペクトする(仕事振りに敬意を表する)ことがカギ
となる」 （長谷川剛氏） 

•河野龍太郎氏、長谷川剛氏の講演資料は、「医療安全全国共同行動」ＨＰ，
「フォーラム・セミナーの報告」から閲覧できます。 

• http://partners.kyodokodo.jp/info/report/2015/150524forum.html 

医療安全全国共同行動/自治医科大学病院医療安全対策部共催の 
「医療事故調査制度に関する講演会」（2015年5月24日）にて 
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新しい医療事故調査制度：「医療事故調査等支援団体」 

•○職能団体 

•〇病院団体等（含：日本医療機能評価機構） 

•〇病院事業者 

•〇 学術団体 

•日本医学会に属する学会（内８１学会） 

•日本歯科医学会 

• （一社）日本医療薬学会 

• （一社）日本看護系学会協議会の社員である学会 

• （一社）医療の質・安全学会 

• （一社）医療安全全国共同行動 
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新事故調査制度のポイント： 
 

病院管理者の判断と行動が求められる！ 

• “予期しなかった?”、“予期できた?” 誰が判断? 
• →「医療事故調査・支援センター」への報告 

 

• （院内）医療事故調査委員会の立ち上げと開催 

•遺族への真摯な対応 

•事故調査結果の確定（「報告書」の作成） 

 

•事故調査結果の遺族への説明 
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事故原因の調査 

•医療事故が発生した場合には、速やかに真相
を究明し、原因を調査・分析して再発防止の対
策を講じる必要がある。 

•医療事故に対する緊急的な対応が終了したら、
医療機関の管理者が臨時の医療安全に関する
委員会を招集し、必要であれば事故調査委員
会の設置を検討する。 

•事例に応じて、外部有識者の意見書も取り入れ
ることを検討する。客観的な事故調査を行い、
透明性と第三者性の確保にも配慮する。 
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(財)生存科学研究所医療政策研究会 編著／上田裕一 監修 
医療機関に重大な有害事象が発生したときに，迅速・適切に対応するための実践ガイドブック 
発行時参考価格 2,000円 

 ●「院内事故調査委員会は，どんな有害事象の際に，いかに設置し，誰が，

どう運営すればよいか？」「患者・家族に対する説明責任はどう果たすべき

か？」「どうすれば公正な事故調査が可能か？」など，分かりやすく解説．  

●事故発生直後から時系列に沿って，具体的な手続きの進め方を「推奨・よ

り望ましい・行ってはいけない」3つのポイント提示でまとめた，どのような規模

の医療施設，医療現場においても役に立つ行動指針マニュアル．  

●事故の再発防止を目指すとともに，地域住民の信頼を確かなものにするた

めに必要とされる知恵と知識を整理した，すべての医療者，医療安全管理者

に必携の手引き書 
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• 1章 院内事故調査のフロー 

• 2章 院内事故調査委員会の目的と役割 

• 3章 重大有害事象発生時の初期対応 

• 4章 緊急対応会議 

• 5章 院内事故調査委員会設置基準 

• 6章 院内事故調査委員会の組織 

• 7章 院内事故調査委員会の進め方 

• 8章 院内事故調査委員会における事務局体制 

• 9章 事故調査報告書の書き方 

• 10章 事故調査報告書の取り扱いと公表 

• 11章 患者側当事者への対応 

• 12章 医療側当事者への対応 

• 13章 再発防止策の策定と実施状況の検証 

• 14章 医療安全調査委員会設置に向けての提言 

• 15章 院内事故調査の実効性を担保するための提言 
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隠さない、ごまかさない、逃げない、(上田裕一氏) 
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事故調査委員会の構成(名古屋大学病院の例) 
         (上田裕一氏(名古屋大学心臓外科教授)による) 

•外部委員を２-5名依頼する 
• 専門医2-3名 
• 弁護士・有識者1-2名 

•委員長は他科の診療科長（教授・助教授） 
• GRM看護師 1名 
• 安全管理部長あるいはGRM医師 

•外部委員主導の調査・分析で集中審議 
• 事実経過は委員会で認定し，委員長が作成 
• 再発防止の提言部分は外部委員が意見を集約 
• ２ヶ月以内に報告書を作成 

•病院長に調査結果を報告し，提言を行う 
• ６ヶ月後に改善状況を評価 
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M&Mカンファレンスの歴史： 
History of M&M conference 
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米国の場合： 

• 1910年頃：当時、マサチューセッツ総合病院(MGH)の外科医であっ
たアーネスト・エイモリー・コッドマン（Ernest Amory Codman）が、自ら
の信念であるエンド・リザルト主義に基づいて、手術症例についての
院内カンファレンスを提唱したのが始まりとされている。 

•主張が容れられず、MGHを辞したコッドマンは、自ら、エンド・リザル
ト・システム（The End Result System）を実現すべく、病院を開設した。 

• 1935年： フィラデルフィアで麻酔死亡例カンファレンス( Anesthesia 
Mortality Conference) が,開催された。 

 
• 出典：Orlander JD, Barber TW, Fincke BG. The morbidity and mortality conference: the 

delicate nature of learning from error. Academic Medicine. 2002;77(10):1001–1006. 
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ボストン生まれ。Harvard College卒業。 
Harvard Medical School (HMS)卒業。 
Massachusetts General Hospital (MGH)で研修。 
暫くの間、HMS と MGH のスタッフ。 

Ernest Amory Codman, MD, FACS,  
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コッドマンの「アウトカム・チャート」： 

コッドマン博士のオリジナル「アウトカム・チャート」を指さしているダートマス医療セン
ター外科部長兼副院長のジョン・バークマイヤー教授。 
ダートマス医療センター外科では毎週、M&M カンファレンスが開催されている。 
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E. コッドマン博士の事績： 
手術成績の追跡調査から医療の質評価指標へ 

•自ら、エンド・リザルト・システムと
エンド・リザルト病院を開設 

•米国外科学会(American College 
of Surgeons) の設立(1913)に関与 

•がん登録制度を創始 

•今日のジョイント・コミッション( JC: 
Joint Commission)につながる医療
機能評価機構の構想を提唱 

“It may take a hundred years for my ideas to be accepted.’’ 
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李啓充：「アメリカ医療の光と影」 
医療過誤防止からマネジドケアまで 

発行 2000年10月 
定価 2,160円 （本体2,000円+税8％） 
ISBN978-4-260-13870-3 小泉俊三 22 



Charles L. Bosk: Forgive and Remember:  
Managing Medical Failure (2003/10/15第2版発行) 

内容紹介：社会学者が1年半にわたって教育病
院の外科部門で過ごし、手術にまつわるエラー
がどのように扱われるかについて調査 
"Forgive and Remember" is a work about errors in the practice of 
surgery, written by a sociologist who spent 18 months with the 
surgical service of a major American teaching hospital. 

 

著者について：著者チャールズ・ボスクは、ペン
シルバニア大学教授(社会学及び医療倫理学) 
Charles L. Bosk is a professor of sociology and medical ethics at the 
University of Pennsylvania and is the author of "All God's Mistakes: 
Genetic Counseling in a Pediatric Hospital," also published by the 
University of Chicago Press. 
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「Forgive and Remember」で描かれた 
(外科部門における)古典的M&Mカンファレンス： 

•部外者の立ち入りを認めないクローズドセッション 

• 4つのエラー類型： 
• Technical Errors  技術的エラー 

• Judgmental Errors 判断上のエラー 

• Normative error 部門の規範を逸脱した場合 

• Quasi-normative Error 上司の方針から逸脱した場合 

•外科部門の規律/指導医(上司・部長など)の権威について描写 

•反省(懺悔)と告白をベースに、当時の外科医としての職業規範、即ち、
(古典的プロフェッショナリズム)を内面化させる場として機能 
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今日の外科M&Mカンファレンス： 
症例(事例)の把握(UCLAの場合) 

• (1970～80年代の古典的)M&M 
• 外科レジデントからの報告(M&Mの全症例) 

• アテンディング(指導医)からの検討要求症例 

• チーフレジデントが集約して提示症例を決定 

• (今日の)M&M (上記に加えて、)  
• NSQIP, NSQIP-QITI に参画して得られる情報 

• インシデント・レポートで得られる情報 

• リスク・マネジメント部門からの要請 

• EMR(電子カルテ)から抽出される情報 

• 他の病院委員会からの情報(要請) 

 

 NSQIP(National Surgical Quality Improvement Program 
NSQIP QITI(NSQIP launched Quality In-Training Initiative  小泉俊三 25 



M&M報告様式(UCLA外科) 
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外科のM&M症例は、

伝統的な外科医の報
告よりも、NSQIPに基づ

く看護師レビュアーの
報告によって特定され
ることのほうが有意に
多かった。 
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今日の外科M&Mカンファレンス： 
教育と質改善の視点(UCLAの場合) 

• SBARに基づいてプレゼンの質を高める 
• SBAR(Situation, Background, Assessment, Recommendations)  

• S  問題点の定式化：診断、手技、偶発症 

• B  関連する臨床情報：病歴、手術手技の詳細、術後経過と対応 

• A  エラーの分析：何が、どうなってしまったのか? 根本原因分析 

• R  推奨される改善点：文献レビュー、教訓の抽出、再発防止 

 

 

 

【参考】 1983年： ACGME は、各外科公認研修プログラムに対して、 
      毎週、M&Mカンファレンスを開催することを必修とした。 
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故ジョン・アイゼンバーグ博士を記念して、2003年に創刊 
患者安全と医療の質について討論するオンラインジャーナル 

 
（１） エキスパートが匿名の読者から寄せられたエラー症例を分析 
（２） 患者安全に関する双方向の学習モジュール("Spotlight Cases") 
（３） 「視点」記事(Perspectives on Safety)  
（４） CME 取得可 
（５） 編集チームは、UCSFのエキスパート 

患者安全や医療の質向上のツールとしてのM&Mカンファレンス 
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患者安全回診（カンファレンス）（米国の例） 

2003年から2006年までの4年間にわたって、 
患者安全回診（症例カンファレンス）の13症例が、 
Annals of Internal Medicine 誌に連載された。 

患者安全や医療の質向上のツールとしてのM&Mカンファレンス 
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進化するM&Mカンファレンス： 

古典的外科部門のM&M 

•対象：外科手術症例 

•事象の把握（確認） 

•外科医(研修医・指導医)のみ 

•外科医が過ちを認め、赦される 

•個人の修練(再研修など) 
• 知識・技術 

• プロフェッショナリズム再確認 

質・安全のためのM&M 

•対象：すべての有害事象 

•事象の把握（確認） 

•医療チームの全職種を含む 

• システム改善の方策を探求 
• 勤務体制（勤務環境）の見直し 

• (ヒューマン・ファクターズ) 

• コミュニケーションの改善 
• ノンテクニカル・スキル 

• (Team-STEPPSなどの導入) 

•組織のミッションを再確認 
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“good doctor”(良医)とは： 

•自立(独立不羈) 

•常に患者の傍らに 

•百科事典的知識 

• ケアの達人 
  

•（知識・判断力に加えて；） 
•EQが高い 

•診療科間連携/多職種協調 

•情報収集に長けている 

•質改善志向がある 

•パブリック・レポーティング、ＥＢＭ、
ガイドラインを、 患者一人一人に、
患者中心の共感的態度で活用できる 

Cottage Industry to Postindustrial Care — The Revolution in Health Care Delivery 
山小屋工業からポスト産業時代のケアへ医療提供における革命 
Donald M. Berwick 他 January 20, 2010, at NEJM.org. 
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•赦しについて 

•安易な赦し（Cheap Grace )は受け入れ難い。 

•当事者（Second Victim)をどうサポートするか。 

•組織としての謝罪のありかた。 

•組織における｢安全文化｣の醸成。 

•組織のリーダーシップが問われる。 

To err is human, to forgive divine.  (An Essay on 
Criticism; circ. 1711) 

Alexander Pope, English poet & satirist (1688 - 1744) 
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長谷川剛氏（上尾中央病院）の 
プライマリ・ケア医のための医療安全セミナー 
における資料（2014年11月、大阪）をもとに作成 

Nancy Berlinger: After Harm  
Medical Error and the Ethics of Forgiveness 
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Implementing RISE(Resilience In Stressful Events):  
A Second Victim Support Structure at Johns Hopkins 
Edrees, H.; Connors, C.; Norvell, D.; Paine, L.A.; Wu, A. 

• 1. Increase awareness of the “second victim” phenomenon 

• 2. Provide multi-disciplinary peer support in a non-judgmental environment 

• 3. Equip managers & employees with healthy coping strategies to promote 
well-being 

• 4. Reassure & guide employees to continue thriving in their role 

Mission: “To provide timely support to employees who encounter 
stressful, patient-related events” 

ジョンズホプキンスの Second Victim 支援体制 
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M&Mカンファレンス：名古屋大学病院の例 
上田裕一氏(心臓外科教授)による 

•各診療科医師，看護師，臨床工学技士ほか 
• 研修医の参加を義務化している：安全教育 

•根本原因分析 
• 当該科から報告，院内複数科の参加のよる検討 

• 責任追及ではない 

• 公正な客観的評価を行う 

• システムとしての原因・問題点を究明する 

•再発防止策の提言 
• コンセンサスを得て， 院内ルールを策定 

• 院内に周知徹底する 
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行動目標7 事例要因分析から改善へ 
M&Mカンファレンスのプログラム化 

• どのような事例が対象となるか? 

• Never Event (29事象、NQF, 2011) 

• カンファレンスの形式 

•診療科毎のM&Mカンファレンス 

•診療科合同によるM&Mカンファレンス 

•特別な事例に関するM&Mカンファレンス 
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Never Events (NQF, 2009)の頻度： 
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行動目標7 事例要因分析から改善へ 
M&Mカンファレンスのプログラム化 

•基本的な進行基準の策定 

• カンファレンスのメンバー決定 

• カンファレンスの準備 

•事例提示及び検討 

•再発防止策改善策の策定 

•報告書の作成及び改善策の実施 
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行動目標7 事例要因分析から改善へ 
M&Mカンファレンスのプログラム化 

•事象の把握 
• 初期情報収集 
• 現場・機器・物品確保 
• 検体保存 
• 職員からの情報収集･一次インタビュー 

• M&Mカンファレンス開催のタイミング 

• リスク感覚と観察力の養成 

•職員全体が改善の必要性を認識する 

•特に、病院トップの姿勢 
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