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3　広告規制の緩和に関する事項について

（1）広告することができる事項について

医療に関する情報提供を推進し、患者、その家族又は住民が自分の病状等に

合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、患者等に対して必

要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、従来の法や告示の

ように一つ一つの事項を個別に列記するのでなく一定の性質を持った項目群

ごとにまとめて、「00に関する事項」と規定するいわゆる　r包括規定方式」

を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大したこと。（法第6条

の5及び6条の7関係）　　　　　　　　　　　　　　　．

（2）間接罰制への移行

広告規制の違反事例について、行政機関による報告徴収、立入検査及び広告

の中止等の改善措置を命ずる規定（法第6条の8）を新改するとともに、命令

に従わない場合に罰則を適用する制度（法第73条第3号）、すなわち間接罰

が適用されることとなったこと。

ただし、内容が虚偽にわたる広告については、引き続き、直ちに罰則が適用

（法第73粂第1号）されるものであること。

（3）広告の方法及び内容に関する基準

内容が虚偽にわたる広告と同様の考えから、法第6条の5第4項の規定によ

り、広告の方法及び内容に関する基準が定められ、次の広告は禁止されるもの

であること。（新省令第1条の9関係）

①　他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨の広告

②　誇大な広告

③　客観的事実であることを証明することができない内容の広告

⑥　公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告

4　医療広告ガイドラインについて

広告規制の緩和に係る改正規定の円滑な施行に資するため、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助昔として、

r医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及

び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）j（平成19

年3月30日付け医政発第0330014号）を策定したので、当該指針に沿っ

た運用をされたい。

第2　医療の安全に関する事項　　　　　　　　　　　　・

1医療の安全を確保するための措置について

病院等の管理者は、法第6条の10及び新省令第1条の11の規定に基づき、

次に掲げる医療の安全管理のための体制を確保しなければならないものである

こと。ただし、新省令第1条の11中、安全管理のための委員会の開催について

の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所さ
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せるための施設を有しない助産所については適用しないこととするものである

こと。

（1）医療に係る安全管塵のための指針

新省令第1条の11第1項第1号に規定する医療に係る安全管理のための

指針は、次に掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、同項

第2号に規定する医療に係る安全管理のための委員会（以下r安全管理委員会」

という。）を詮ける場合には、当該委員会において策定及び変更することとし、

従業者に対して周知徹底を図る．こと。
●

①　当該病院等における安全管理に関する基本的考え方

②　安全管理委員会（委員会を設ける場合について対象とする。）その他の当

該病院等の組織に関する基本的事項

③　医療に係る安全管理のための従業者に対する研修に関する基本方針

⑧　当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改

善のための方策に関する基本方針

⑤　医療事故等発生時の対応に関する基本方針

⑥　医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針（患者等に対する

当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。）

⑦　患者からの相談への対応に関する基本方針

⑧　その他医療安全の推越のた桝こ必要な基本方針

（2）医療に係る安全管理のための委員会

新省令第1条の11第1項第2号に規定する医療に係る安全管理のための

委員会とは、当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のた桝こ設け

るものであり、次に掲げる基準を清たす必要があることふ

①　安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められていること。

②　重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。

③　重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立

案及び実施並びに従業者への周知を図ること。

⑥　安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見
●

直しを行うこと。

⑤　月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催する

こと。

⑥　各部門の安全管理のための責任者等で構成されること。

く3）医療に係る安全管理のための職員研修

新省令第1条の11第1項第3号に規定する医療に係る安全管理のための

職員研修時、医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策につい

て、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業

者の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員とし

ての意識の向上等を図るためのものであること。

研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うもの
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であることが望ましいものであること。

本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、年2

回程度定期的に開俸するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施

内容（開催又は受揖日時、出席者、研修項目）について記録すること。ただし、

研修については、患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を

入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外での研修

を受講することでも代用できるものとし、年2回程度の受誅のほか、必要に応

じて受講することとすること。

（4）当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善の

ための方策

新省令第1条の11第1項第4号に規定する当該病院等における事故報告

等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に係る措置は、以下

のようなものとすること。

①当該病院等において発生した事故の安全管理委員会への報告等を行うこ

と（患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるた

めの施設を有きない助産所については、管理者へ報告することとすること。）

②あらかじめ定められた手順、事故収集の範囲等に関する規定に従い事例を収

集、分析すること。これにより当該病院等における問題点を把握して、当該病

院等の組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、当該病院等

においてこれらの情報を共有すること。③重大な事故の発生時には、速やかに

管理者へ報告すること。また、改善策については、背景要因及び根本原因を分

析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。

なお、事故の報告は診療録、看護記録等に基づき作成すること。

また、例えば、助産所に、従業者が管理者1名しかいない場合などについて

は、安全管理委員会の開催、管理者への報告等については、実施しなくても差

し支えないものであること。

2　医療施設における院内感染の防止について

（1）病院等における院内感染対席について

病院等の管理者は、法第6条の10及び新省令第1条の11第2項第1号の

規定に基づき、次に掲げる院内感染対策のための体制を確保しなければならな

い。ただし、新省令第1条の11第2項第1号ロの院内感染対策のための委員

会の開催についての規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所及

び妊婦等を入所させるための施設を有しない助産所の管理者については適用

しないこととすること。

なお、次に示す院内感染対策に係る措置については、新省令第1条の11第

1項に規定する医療の安全を確保するための措置と一体的に実施しても差し

支えないこととすること。

①　院内感染対策のための指針
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新省令第1条の11第2項第1号イに規定する院内感染対策のための指

針は、次に掲げる事項を文書化したものであること。また、この指針は、新

省令第1条の11第2項第1号ロに規定する院内感染対策のための委員会

（以下「院内感染対策委員会」という。）の儀を経て策定及び変更するもの

であることとし、当該指針は従業者へ周知徹底すること。ただし、患者を入

院させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるための施設

を有しない助産所においては、院内感染対策委員会の議を経ることを要しな

いこととすること。

ア　院内感染対策に関する基本的考え方

イ　院内感染対策のための委員会（要員会を設ける場合を対象とする。）そ

の他の当該病院等の組織に関する基本的事項

ウ　院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

工　感染症の発生状況の報告に関する基本方針

オ　院内感染発生時の対応に関する基本方針

力　患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ　その他の当該病院等における院内感染対策の推進のた桝こ必要な基本
ヽ

方針

②　院内感迩対策のための委員会

新省令第1条の11第2項第1骨ロに規定する院内感染対策のための委

員会とは、当該病院等における院内感染対策の推進のために設けるものであ

り、次に掲げる基準を満たす必要があること。

ア　管理及び運営に掬する規程が定められていること。

イ　重要な検討内容について、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者

への対応状況を含め、管理者へ報告すること。

ウ　院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立

案及び実施並びに従業者への周知を図ること。

エ　院内感染対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調

査し、見直しを行うこと。

オ　月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催す

ること。

カ　委員会の委員は職種横断的に構成されること。

③　従業者に対する院内感染対策のための研修

新省令第1条の11第2項第1号ハに規定する従業者に対する院内感染

対策のための研修は、院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策に

ついて、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々

の従葉音の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチー

ムの一員としての意識の向上等を図るものであること。

当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるもの

であること。
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本研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回

程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施

内容（開催又は受醜日時、出席者、研修項目）．について記録すること。ただ

し、研修については、患者を入所させるための施殻を有しない診療所及び妊

婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外

での研修を受律することでも代用できるものとし、年2回程度の受講のほか、

必要に応じて受講することとすること。

⑥　当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推

進を目的とした改善のための方策

新省令第1条の11第2項第1号こに規定する当該病院等における感染

症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のため

の方策は、院内感染の発生状況を把握するため、当該病院等における感染症

の発生動向の情報を共有することで、院内感染の発生の予防及びまん延の防

止を図るものであること。

また、重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生

した場合、又は発生したことが疑われる場合には、地域の専門家等に相談が

行われる体制を確保することが望ましいものであること。

さらに、「院内感染対策のための指針」に即した院内感染対策マニュアル

を整備する等、その他の院内感染対策の推進のた齲こ必要な改善兼を図ると

ともに、それらを定期的に見直すことが望ましいものであること。

（2）特定機能病院における院内感染対策について

特定機能病院における院内感染対策については、従前より医療法施行規則

（昭和23年厚生省令第50号ふ以下「省令j　という。）第9条の23第1項

第1号イからハに規定する体制の一環として実施されてきたところであるが、

今般、新省令第1条の11において安全管理のための措置に院内感染対策のた

めの措置が含まれることが明確化されたことを踏まえ、今後も引き続き院内感

染対策のための体制の充実強化に取り組んでいただきたい。

なお、省令第9条の23第1項第1号口及びハに規定する安全管理の体制に

ついては、新省令第1条の11における安全管理の措置と同様に、院内感染対．

策に関するものを含むものであり、医療の安全を確保するための体制の整備と

一体鰍こ実施しても差し支えないが、イについては引き続き専任の院内感染対

策を行う者を配置するものとすること。　　　　　　　・

3　医薬品の安全管理体制について

病院等の管理者は、法第6条の10及び新省令第1条の11第2項第2号の規

定に基づき、医薬品の使用に際して次に掲げる体制を確保し、医薬品に係る安全

管理のための体制を確保しなければならないものであること。

（1）医薬品の安全使用のための貴佳肴

病院等の管理者は、新省令第1条の11第2項第2号イに規定する医薬品の
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安全使用のための責任者（以下「医薬品安全管理責任者」という。）を配置す

ること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可とすること。

医薬品安全管理責任者は、医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員であ

り、医師、歯科医師、薬剤師、助産師（助産所の場合に限る。）、看護師又は歯

科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る。）のいずれかの資格を有し

ていること。

医薬品安全管理費任者は、病院等の管理者の指示の下に、次に掲げる業務を

行うものとすること。なお、病院及び患者を入院させるための施設を有する診

療所においては、．安全管理委員会との連携の下、実施体制を確保すること。

①　医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成

②　従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施

③　医薬品の業務手順書に基づく業務の実施

⑥　医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全

確保を目的とした改善のための方策の実施

（2）従業者に対する医薬品の安全使用のための研修

新省令第1条の11第2項第2号ロに規定する、従業者に対する医薬串の

安全使用のための研修の内容については、具体的には次に掲げる事項が考え

られる。また、研修の実施については必要に応じて行うことと．し、他の医療

安全に係る研修と併せて実施しても差し支えないこととすること。

①　医薬品の有効性・安全性に関する情報、使用方法に関する事項

②　医薬品の安套使用のための業務に関する手順書に関する事項

③　医薬品による副作用等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機関

への報告等）に関する事項　　　　　　　　　　　●

（3）医薬品の安全使用のための業務に関する手順書

新省令第1条の11第2項第2号ハに規定する医薬品の安全使用のための

業務に関する手順書（以下「医薬品業務手順書」という。）については、医薬

品の取扱いに係る業務の手順を文書化したものであること。

病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所における医薬品業務

手順書の作成又は変更は、安全管理委員会において協轟した上で行うこと。

医薬品業務手順書には、病院等の規模や特徴に応じて、次に掲げる事項を含

むものであること。

①　病院等で用いる医薬品の採用・購入に関する事項

②　医薬品の管理に関する事項●（例＝医薬品の保管場所、薬事法（昭和35年

法律第145号）などの法令で適切な管理が求められている医薬品く麻薬・

向精神薬、覚せい剤原料、毒薬・劇薬、特定生物由来製品等）の管理方法）

③　患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項（例＝患者情報（薬

剤の服用歴、入院時に持参してきた薬剤等）の収集、処方せんの記載方法、

調剤方法、処方せんや調剤薬の鑑査方法）

⑥　患者に対する与薬や服薬指導に関する事項
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．°

⑤　医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集、提供等）に関する事項

⑥　他施設（病院等、薬局等）との連携に関する事項

医薬品業務手順書は、作成後も必要に応じて見直しを行う必要があること。

なお、病院等において医薬品業務手順書を策定する上で、別途通知する「医

薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルj（平成19年3月30日

付け医政総発第0330001号、医薬総発第0330002号）を参照のこ

と。

（4）医薬品業務手順書に基づく業務

新省令第1条の11第2項第2号ハに規定する当該手順書に基づく業務の
°

実施については、医薬品安全管理責任者に対して、従業者の業務が医薬品業務

手順書に基づき行われているか定期的に確認させ、確認内容を記録させること。

（5）医薬品の安全使用のた桝こ必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を

目的とした改善のための方東

新省令第1条の11第2項第2号昌に規定する医薬品の安全使用のために

必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための

方策の実施については、医薬品安全管理責任者に対して、医薬品の添付文書の

情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌等からの情報を広く収集

し、管理させるとともに、得られた情報のうち必要なものは当該情報に係る医

薬品を取り扱う従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図らせること。

また、情報の収集等に当たっては、薬事法において、①製造販売業者等が行

う医薬品の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力する

よう努める必要があること等（薬事法第77条の3第2項及び第3項）、②病

院若しくは診療所の閑散音叉は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、

医薬品について、当該品日の副作用等の発生を知った場合において、保健衛生

上の危事の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働

大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていること（薬事法第7

7条の4の2第2項）に留意する必要があること。

4　医療機器の保守点検・安全使用に関する体制について

病院等の管理者は、法第6条の10及び新省令第1条の11第2項第3号の規

’定に基づき、医療機器に係る安全管理のための体制を確保しなければならないも

のであること。

なお、当該医療機器には病院等において医学管理を行っている患者の自宅その

他病院等以外の場所で使用される医療機器も含まれる。

（1）医療機器の安全使用のための責任者　　・

病院等の管理者は、新省令第1条の11第2項第3号イに規定する医療機器

の安全使用のための貴任着く以下r医療機器安全管理責任者」という。）を配

置すること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可とすること。

医療機器安全管理責任者は、医療機器に関する十分な知織を有する常勤職員



であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師（助産所の場合に限る。）、看護師、

歯科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る。）、診療放射線技師、臨床

検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。

医療機器安全管理責任者は、病院等の管理者の指示の下に、次に掲げる業務

を行うものとすること。なお、病院及び患者を入院させるための施設を有する

診療所においては、安全管理委員会との連携の下、実施体制を確保すること。

①　従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

②　医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施

③　医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の

安全使用を目的とした改善のための方策の実施

（2）従業者に対する医療機器の安全使用のための研修

医療機器安全管理責任者は、新省令第1条の11第2項第3号ロの規定に基

づき、以下に掲げる従業者に対する医療梯器の安全使用のための研修を行うこ

と。

①　新しい医療機器の導入時の研修　　　．

病院等において使用した経験のない新しい医療機器を導入する際には、当該

医療機器を使用する予定の者に対する研修を行い1その実施内容について記録

すること。

②　特定機能病院における定期研修

特定機能病院においては、特に安全使用に際して技術の習熟が必要と考えら

れる医療機器に関しての研修を定期的に行い、その実施内容について記録する

こと。

研修の内容については、次に掲げる事項とすること。なお、他の医療安全に

・係る研修と併せて実施しても差し支えないこととすること。また、上記①、②

以外の研修については必要に応じて開催すること。

ア　医療機器の有効性・安全性に関する事項

イ　医療機器の使用方法に関する事項

ウ　医療機器の保守点検に関する事項

工　医療機器の不具合等が発生した喝合の対応（施設内での報告、行政機関

への報告等）に関する事項

オ　医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項
tl

（3）医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検

医療機器安全管理責任者は新省令第1条の11第2項第3号ハに定めると

ころにより、医療機器の特性等にかんがみ、保守点検が必要と考えられる医療

機器については保守点検計画の策定等を行うこと。

①　保守点検計画の策定

ア　保守点検に関する計画の策定に当たっては、薬事法の規定に基づき添付

文書に記載されている保守点検に関する事項を参照すること。また、必要

に応じて当骸医療機器の製造販売業者に対して情報提供を求めること。
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イ　保守点検計画には、機種別に保守点検の時期等を記載すること。

②　保守点検の適切な実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ア　保守点検の実施状況、使用状況、修理状況、婦人年等を把握し、記録す

ること。

イ　保守点検の実施状況等を評価し、医療安全の観点から、必要に応じて安

全面に十分配慮した医療機器の採用に関する助音を行うとともに、保守点

検計画の見直しを行うこと。

ウ　医療機器の保守点検を外部に委託する場合も、法第15条の2に規定す

る基準を遵守すること。なお、外部に委託する際も保守点検の実施状況等

の記録を保存すること。

（4）医療機器の安全使用のた齲こ必要となる情報の収集その他の医療機器の安全

使用を目的とした改善のための方策

新省令第1条の11第2項第3号こに規定する医療機器の安全使用のため

に必要となる情報の収集その他の医療機器の安全確保を目的と’した改善のた

めの方策の実施については、次の要件を満たすものとする。

①　添付文書等の管理

医療機器安全管理費任者は、医療機器の添付文書、取扱税鳴音等の医療機

器の安全使用・保守点検等に関する情報を整理し、その管理を行うこと。

②　医療癖に係る安全性情報等の収集

医療機器安全管理責任者は、医療機器の不具合情報や安全性情報等の安全

使用のために必要な情報を製造販売業者等から一元的に収集するとともに、

得られた情報を当該医療機器に携わる者に対して適切に提供すること。

③　病院等の管理者への報告

医療機器安全管理責任者は、管理している医療機器の不具合や健康被事等

に関する内外の情報収集に努めるとともに、当該病院等の管理者への報告等

を行うこと。

また、情報の収集等に当たっては、薬事法において、①製造販売業者等が行

う医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力す

るよう努める必要があること等（薬事法第77条の3第2項及び第3項）、②

病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者

は、医療機器について、当該品目の副作用等の発生を知った場合において、保

健衛生上の危事の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚

生労働大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていることく薬事

法第77条の4の2第2項）に留意する必要があること。

第3　病院等の管理に関する事項

1地域医療支援病院に係る報告書の公表について

都遺府県知事は、法第12条の2第2項に基づき、省令第9条の2第1項各


