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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 総括研究報告書 

情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

研究代表者 秋山昌範 （東京大学政策ビジョン研究センター 教授） 

研究要旨 

エビデンスに基づいた医療安全対策を行うためには、医療事故・ヒヤリハット情

報の利活用が不可欠である。医療事故・ヒヤリハット情報は、医療安全上のリスク

を検証する上でも最重要のデータである。本研究では、医療事故情報を構造化する

ことで、情報を集積、再解釈し、事故の原因や医療安全の向上のために改善すべき

点を明らかにすることを目的としている。本研究は、安全・安心な医療のための事

故情報の利活用に関する研究と事故情報を個人のプライバシーを侵害しない形で

利活用するための制度設計に関する研究を合わせたものである。前者においては、

自然言語処理やネットワーク解析などの情報工学的手法を用いて、事故情報の構造

化を行い、それを医師・看護師・薬剤師の協力の基に、解析を行った。今年度は、

大阪市立大学で 2007年- 2010年に収集したインシデントレポート 18,353件に対

して自然言語処理を用いて解析を行い、文書の特徴語がどのようなつながりがある

かの可視化を行った。さらに、それぞれのインシデントレポートの類似度を出現単

語の類似性から決定し、それぞれの文書に対してネットワーククラスタ解析を行っ

た。以上の解析および現場の医療従事者のインタビューの結果、薬剤、患者管理（転

倒転落）に関してはエキスパートが行ったカテゴリーと同様の結果を得たが、他の

部分に関しては一部エキスパートの決定したカテゴリーとは異なる結果を得てい

た。 

後者に関しては、こういった利活用が、医療従事者・患者のプライバシーを侵害

しないための技術的担保策と法的枠組みについて議論を行い、情報の利活用を促進

する制度設計を試みた。これら 2次利用のための技術・解析手法に関する検討と制

度設計を合わせて議論することで、事故情報利用・情報の 2次利用に関するモデル

ケースとなることが期待される。 

分担研究者 

後 信 

財団法人日本医療機能評価機構 理事・

医療事故防止事業部部長 

佐藤 智晶 

東京大学政策ビジョン研究センター特任

助教 

嶋森 好子 

東京都看護協会会長 

清水 佐知子 

大阪大学大学院医学系研究科助教 

種田 憲一郎 

国立保健医療科学院 医療・福祉サービ
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ス研究部 上席主任研究官 

土屋 文人 

国際医療福祉大学附属病院 薬剤統括部

長・教授 

朴 勤植 

大阪市立大学大学院医学研究科 准教授 

藤田 桂英 

東京大学大学院工学系研究科総合研究機

構 特任研究員 

古川 裕之  

山口大学付属病院 薬剤部長・教授 

松尾 豊 

東京大学大学院工学系研究科総合研究機

構 准教授 

山口（中上） 悦子 

大阪市立大学大学院医学研究科  

病院講師 

 

Ａ．研究目的 

 本研究の目的は、医療事故情報、ヒヤ

リハット情報などのデータを構造化するこ

とによって、利活用の進展に繋げ、医療安

全の向上に寄与することである。現在、財

団法人医療機能評価機構を中心に、医療事

故やヒヤリハットの情報を収集する事業が

進展している。これらのデータは、当初、

標準化されておらず、またフリーテキスト

データを含んでいるため、利活用の用途は

制限されていた。そこで、本研究では、オ

ントロジーなどの技術を用いて、事故・ヒ

ヤリハット情報を構造化し、解析を試みる。  

具体的には、構造化の手法により、諸概念

の関係性やユースケース毎の分類に基づい

て情報を集積、再解釈することで、事故の

原因や医療安全の向上のために改善すべき

点を明らかにする。また、これらの利活用

が効果的に実現されるための基盤構築とし

て、利活用の際の技術的課題や法的課題の

検証にも取り組んだ。さらに、米国や世界

保健機関（WHO）での取り組みや日本の事

例を検討し、国際的な連携や応用可能性を

検証する。 

 

Ｂ．研究方法 

１）事故情報の構造化手法の検討と情報

工学的検討（特に自然言語処理、ネットワ

ーク解析） 

研究資料・研究フィールドとしては、日

本医療機能評価機構が実施する医療事故情

報等収集事業によって収集された医療事故

情報、ヒヤリハット事例データを使用した。  

このデータは、2010年度より一般公開が

決定されており、公開に関しては、病院・

患者団体からの同意を得ている。公開デー

タは、匿名化されたものを本研究で用いた。

事故・ヒヤリハット情報の利用に関しては、

後信（日本医療機能評価機構）の協力のも

と事業を進めた。 

具体的には、オントロジーなどの情報工

学的な手法を用いて、自然言語による事故

情報に構造を与え、視覚化を行った。また、

他分野で行われているオントロジーを参考

に、事故情報のオントロジーに関するモデ

ル構築を試みた。また、WHO の患者安全

部や欧州の研究者らと連携を図り、本研究

解析結果を患者安全における国際分類であ

る ICPS また、 (International Classifi- 

cation for Patient Safety)の概念設計フレ

ームワークとの比較により、国際的公表・

標準化への検討を進めた。
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まず、TF-IDF という指標を用いて、文

書の特徴語を抽出する。TF-IDF は文書に

頻繁に出現し、文書の内容を適切に表現す

る単語に関して、高い値を決定する指標で

ある。次に、抽出した特徴語の関係を調べ

るため、特徴語のネットワークを単語の共

起情報から作成する。また、トップダウン

型のレポートカテゴリとボトムアップ型の

レポートカテゴリを比較する。 

 ボトムアップ型のレポートカテゴリは、

まず特徴語の発生頻度等から文書の特徴づ

けを行う（特徴ベクトルの抽出）。次に、各

文書の特徴語の発生頻度から各文書の類似

度を測定する（Jaccard指標による類似度

の測定）。最後に、文書をノード、類似性を

エッジとして文書のネットワークを作成し、

クラスタ解析を行い、可視化する。以上の

操作でボトムアップ型のカテゴリーを決定

する。クラスタ解析の結果出力された各ク

ラスタの名称は複数人の医療従事者が決定

した。 

 

２）安全・安心な情報の利活用に関する制

度設計－EHRという制度への信頼を向上

させるための基礎 

EHR という制度への信頼を向上させる

ための方法として、主に米国における議論

を参考にして、自己情報コントロール権の

内容やその他の手段について検討ため、日

本および諸外国で公刊された新聞記事、研

究文献、法律、および判例などを参照しつ

つ考察を加えた。 

 

３）看護師の薬剤関連業務における業務中

断頻度及び業務中断の業務遂行時間への影

響調査 

 他計式タイムスタディ調査データを利用

して看護師の薬剤関連業務における業務中

断頻度及び業務中断の業務遂行時間への寄

与を検討した。循環器治療を専門とする急

 

Fact

Fact

Fact

（インシデント・

アクシデント
に関する事実）

XML

Scheme

Report

Report

Report

（報告）

Outcome
Knowledge

いかに客観的な
Factを収集する

か。
• 事実と原因、
結果の区別
• 自動収集

オントロジーを用
いた構造化。

解析の目的に応
じて、データを切
り取る

外部利用・集積す
ることにより発生す
るプライバシーの
問題に配慮
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性期病院1施設の4病棟を対象とした。内服

外用薬，注射薬に関連する看護業務はナー

スステーションで発生する。そこで事前の

インタビューに基づき業務が発生する箇所

を24時間ビデオ撮影し，動画像情報のみ記

録した（翻訳者様：音声記録してないとい

う意味）。 

 得られた動画像から事後的に当該病棟看

護師長が業務記録データをおこした。業務

は，タスク毎に開始時間，終了時間，実施

者を記録した。研究者によりビデオ記録と

業務記録を再確認することでおこしたデー

タの妥当性を確認した。 

 

４）医療事故情報の国際標準化に関する検

討 

 World Health Organization（WHO）は

国際的に医療事故情報の標準化を推進する

ため、ICPS（International Classification 

for Patient Safety、患者安全国際分類）を

開発している。このカテゴリーは先進国の

みならず、発展途上国および移行国を含む

全ての国々の医療現場で医療可能であるこ

とが求められている。現時点では主として

先進国がその開発に関わっているが、途上

国でのインシデントの情報収集の状況やそ

の内容についても理解し、ICPSの活用・応

用を検討することが必要である。 

 途上国の一つであり、医療安全に対して

関心をもって取組み始めているベトナムで

の状況を調査し、ICPSの活用の可能性につ

いて検討した。ベトナムにおいて医療安全

を担当するベトナム保健省医療サービス

局、ベトナム看護協会、中核となってい

る医療機関を訪問・視察し、ベトナムにお

ける現状・課題等について調査し、新聞

記事等に掲載されている医療事故に関わ

る情報収集も行った。 

（倫理面への配慮） 

 本研究においてはあくまで先進的な医療

情報・地域連携の枠組みと事例を検討する

ことが主眼であり、実際に個人情報の運用

は行っていないため、倫理面での問題はな

いと考えられる。また、大阪市立大学付属

病院のデータに関しては、倫理委員会の承

認を受けた。 

 

Ｃ．研究結果 

１）事故情報の構造化および情報工学的検

討 

本年度は、昨年度のオントロジー・ネッ

トワーク分析による事故情報の構造化手法

の検討と専門家による事故情報分類に関す

る検討、事例検討を踏まえた上で、具体的

な病院内の生のヒヤリハット報告の解析を

行った。 

オントロジー・ネットワーク分析による

事故情報の構造化手法の検討としては、医

療機能評価機構の事故情報等収集事業の事

故情報・薬局ヒヤリハット情報を自然言語

処理、ネットワーク分析により、分析を行

った。その結果、事故・ヒヤリハット情報

内で関係性の高い単語のワットワークを構

築した。そこで示された特徴語は全て実デ

ータをもとに選出されたものである。これ

らの特徴語の類似度から得られたネットワ

ークは全文書に共通する類似性の効果を排

除し、2文書間の独立した類似度の大局的

な組合せから形成される。このようなネッ

トワークはボトムアップに特徴語を抽出す

ることにより初めて実現される。トップダ

ウンにチェックすべきキーワードを決めた 
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Fig.1: トップダウン型カテゴリーとボトムアップ型カテゴリーの比較 

 

場合には、そのキーワードが分類を行う上で有効

なキーワードである保証はなく、上記のように特

徴的な類似性のみでつながった文書のネットワー

クを得られない場合がある。 

まず、TF-IDFの特徴語抽出において、「薬剤」

や「ルート」など薬剤・輸血に関する単語が多く

抽出された。また、「トイレ」や「ベッド」など転

倒転落がおこりやすい場所に関する単語や、「朝」

や「前」「後」など順序や時に関する単語も見られ

た。単語の関係に関しては、薬剤、ルートに関す

る単語関係や転倒転落に関する単語関係が抽出さ

れた。 

 Fig.1はトップダウン型カテゴリーとボトムア

ップ型カテゴリーの比較を示している。薬剤・輸

血に関するカテゴリーは、トップダウン型、ボト

ムアップ型の両方において見られた。一方、患者

管理に関してはほとんど転倒に関する報告であり、

トップダウン型においては一部その他に分類され

ていた。他のカテゴリーに関してはボトムアップ

解では明確に判定できなかった。 

 また、ジュネーブにおいてWHOの患者安全部

と意見交換を行い、海外における事 

故情報の分類・解析に係る事例について情報収集

を行った。その結果、我々の検討結果が、ICPS 

(International Classification for Patient Safety)

の概念設計フレームワークに反映され、国際標準

化に用いられることになった。 

 

２）安全・安心な情報の利活用に関する制度設計－

EHRという制度への信頼を向上させるための基礎 

 本研究では、EHRを導入するにあたっての信頼

性確保の手段として、主に自己情報コントロール

権について扱う。EHRという制度 を構築する際

には、まず制度の透明性を高め、制度への信頼を

向上させる必要がある。そして、いわゆる「自己

情報コントロール権」は、実は EHRという制度へ
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の信頼を向上させるための一手段、として整理す

ることができる。では、自己情報コントロール権

を保護するとして、EHRという制度への信頼を向

上させるためには、少なくともどのような具体的

内容の権利が保護されるべきか。我が国では、こ

れまで自己情報コントロール権の重要性は説かれ

る一方、いかなる権利をどのようにして守るのか、

という踏み込んだ論稿は乏しかった。 

 合衆国最高裁判決に基づく医療情報に関するプ

ライバシーの利益とその保護手段として、1977年

のファーレン対ロー事件 

合衆国最高裁判所は、合衆国憲法上の医療情報に

関するプライバシーの利益について、限定的に判

断したことがある 。合衆国最高裁は、1977年の

ファーレン対ロー事件において、開示されると精

神的苦痛を覚えるような医療情報を公共の利益の

ために収集して利用するという政府の権限には、

情報の不正な漏洩を回避するための制定法または

行政規則上の義務が伴う、という一般論を明らか

にした 。 

 EHRという制度を構築するために自己情報コン

トロール権を保護しなければならないとすれば、

その理由は、自己情報コントロール権なしには得

られない追加的な利益から説明されることになる。

自己情報コントロール権を確保することは、それ

なしには獲得することができない制度への信頼を

得て、さらに安全で良好な医療を実現するという

目的から正当化できるに過ぎない。ここでは、さ

まざまな医療機関に存在している医療情報につい

て患者本人が一定の利益を持つことを明確にし、

それによって関係者が信認に基づいて必要な情報

を収集、蓄積、伝達、開示、秘匿等できるようす

ることが目的、ということになる 。 

 ところが、電子化された医療情報は、紙媒体と

比べて権利関係が明確でないことから、医療情報

の収集、蓄積、そして利用への投資が不十分にな

っているという 。さらなる問題は、上記目的を実

現するための手段である。ファーレン事件では、

州の法令によってさまざまな措置が講じられてい

た。EHRという制度の透明性を高め、制度への信

頼性を向上させるための何らかの手段が必要とな

る。 

 例えば、アメリカとオーストラリアでは、連邦

の法律によってプライバシーの保護が拡充されは

じめている。アメリカの連邦議会は、2009年に『米

国再生・再投資法』という新しい法律を可決成立

させた 。新しい法律では、全米で医療情報の電子

化と利用を進めつつ、患者の医療情報を適切に保

護することなどを目的として、診療情報等の売買

を規制し、売買によって損害を被った者を救済す

る、という新たな枠組みが提示された 。具体的に

言えば、規制対象者は個人識別可能な診療情報等

を売買することが禁止され（同意がある場合に加

えて、研究、公衆衛生、および診療目的について

は例外）、販売促進目的の利用も制限され、さらに

はアクセス記録の保管、記録の本人開示、違反の

本人通知を義務づけられた 。 

 『米国再生・再投資法』の一部による規制は、

少なくとも次の 3点において、患者に医療情報に

アクセスする機会をすでに認めていた従来の規制 

を拡充するものである。第１に、米国再生・再投

資法の規制対象者には、従来対象外であった医療

機関以外の州際通商（interstate commerce）に従

事する組織と個人まで含まれている 。第 2に、米

国再生・再投資法では、州の司法長官による取り

締まりが認められ、違反時の課徴金は原則として

違反行為１つにつき 100ドル、違反の程度によっ

ては年間最大 150万ドルとされた 。第３に、米国

再生・再投資法では、連邦保健省に支払われた課

徴金の分配によって、被害を受けた者の救済まで

図られるようになった 。 

 他方、オーストラリアでは、治療の時点で患者

本人の IDがないことや、さまざまな医療機関に保

管されている既往歴のデータを入手できないまま

の治療に伴う医療安全上のリスクなどに鑑み 、ID

を設けて EHRを運用するための連邦の法律が２

０１０年６月末に可決成立し、７月１日から施行

された 。 

 この法律によれば、IDの利用状況を監視する体

制が整備されている。本人がアクセス・ログを閲

覧できることはもちろん 、IDの利用状況の監視と

あらゆる苦情対応のために、制度運用主体とは異

なる者(Federal Privacy Commissioner)の役割が

規定された 。さらに、IDを不正に利用または開示

した場合、および法律上の守秘義務に違反した場

合には、２年間の禁固または罰金、もしくはその

両方の罰則が設けられている 。 

 このように、アメリカとオーストラリアでは、

EHRに関連してプライバシー保護を拡充する動き

がある 。アメリカの新しい法律では、情報取扱者

の守秘義務、本人がプライバシー侵害の通知を受

ける権利、そして損害を被った場合の被害者の救
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済まで認められている。また、オーストラリアの

新しい連邦法でも、本人は IDの利用状況を確認で

きる。本人が情報にアクセスできることを認めて

いる点で、両方の法律では本人にとってより透明

で、しかも信頼しやすい制度が志向されている。 

 もちろん、わが国でアメリカやオーストラリア

と同じ方法を採用すればよい、ということでは決

してない。むしろ、諸外国の事例を参照しつつ、

わが国における現在の技術水準などの制約のもと

では他の選びうる合理的な代替の制度がない、と

いうことを提示した方が、本人としては EHRとい

う制度を信頼しやすいのではないかと考えられた。 

 

３）看護師の薬剤関連業務における業務中断頻度

及び業務中断の業務遂行時間への影響調査 

 業務分類に関して、ナースステーション内での看

護師の薬剤関連業務は，内服外用薬と注射薬に大別

され，それぞれ「整理」「準備」「片づけ」の段階

を有する．段階別の頻度を見ると、4病棟各24時間

で観測されたタスク数は，内服外用薬業務で371件，

注射薬業務で623件であった。 

 業務内容の内訳では，注射薬業務では薬液の溶解

が最も業務量が多く，内服外用薬では，照合作業が

最も業務量が多かった．照合作業の全薬剤関連業務

に占める割合は，4病棟の平均で40.7%であり，最も

割合が低い病棟で29.3%，最も割合が高い病棟で53.

8%であった。 

 作業中断の頻度は，最も少ない病棟で4回（全タ

スクに占める割合が１％）であり，最も多い病棟で

は16回（10％）であった。最後に作業中断が業務遂

行時間に及ぼす影響をは，内服外用薬業務，注射薬

業務それぞれについて中断が無かったタスクと，中

断が1回以上あったタスクについて業務遂行時間（T

ime on Task:TOT）の累積度数分布を描くことによ

り、内服外用薬業務，注射薬業務いずれも，業務中

断がある場合，業務遂行時間が延長していた。 

４）医療事故情報の国際標準化に関する検討 

 途上国の一つでありＷＨＯやＪＩＣＡなどが支

援する医療安全に関わる様々なプロジェクトが進

められている、ベトナムにおける医療安全に関わ

る取組み、とくに事例の報告システムに関わる現

状について ICPS の活用の可能性の観点から検討

した。 

現地の医療機関における視察や新聞記事からは、

医療事故が少なくとも起きていて社会問題となっ

ていることがわかった。これに対して、行政は医

療安全を優先的課題の一つとして制度等を整えつ

つあるが、その一方で国立病院の評価においては、

医療事故があった際にはマイナス評価となってい

るようで、正直に報告するのが困難な現状となっ

ている。実際にいくつかの医療機関では、インシ

デントを報告するための「ノート」を作成してい

るが、ほとんどが活用されていないようであった。 

また看護協会のメンバーによる事例分析の分類

項目をみると、事故に関わった医療者を批難した

り、責めたりするような表現になっている。報告

されたあとに適応される分類項目の表現とはいえ、

このような表現で結果が示された際には、現場の

スタッフにとっては報告しにくいと考えられる。 

項目の内容として、事例の「原因」と推定され

る内容と、事例の「結果」と思われる内容とが混

合されていることも課題がある。具体的には「エ

ラーが起きた後の患者の状態」という項目には、

エラーが起きたかどうかの判断とその結果とし

ての患者の状態との両方の判断が一緒になって

いる。本来は事例の原因としてのエラーの有無

に関しては判断が難しいことがあり、その結果

に関しての項目とは区別することが望ましいと

思われる。 

 

Ｄ．考察 

現在、医療事故・ヒヤリハットの情報は、自然

言語（フリーテキスト）の状態で報告が行われて

いるが、これを類似性や関係性、発生した場所、

原因毎で解析を行っていく必要がある。本研究で

は、関係性を発見し、構造化する手法であるオン

トロジーを用いて、事故情報の構造化を試みた。

また、医療行為をユースケース分類し、医療事故

をその中に位置づけることで、各医療行為のどの

ようなプロセスで事故の原因が発生しているかを

検証する。医療事故のエビデンスは、これらの自

発的な報告に頼っており、質の向上のためには、

事故情報の構造化は必須の作業である。また、自

発的な報告に依存している現状では、これらの情

報が個人の特定に繋がるものであれば、有意義な

報告を集めることが出来なくなる。情報が利活用

されても、個人が特定されないように、利活用を

行う際の技術的・法的課題を検証することは重要

である。 

重大事故の陰に 29倍の軽度事故と、300倍のニ

アミスが存在する」。この法則は当時アメリカの損

害保険会社で技術・調査部の副部長を務めていた
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Herbert William Heinrichにより 1929年に報告

されたものである。事故発生の本質を突くこの法

則は失敗学・安全工学・人間工学・認知心理学・

信頼性学といった多分野においても取り上げられ、

事故防止のためにはそれに付随する軽度災害”ヒ

ヤリハット”の分析が重要であることが認められ

ている。 

医療機関においては医療ミス根絶のために科と

科の垣根を取り払いヒヤリハットの収集・分析を

行い対策が練り上げられている。その中で、日本

では厚生労働省が 2001年より Project to Collect 

Medical Near-Miss/Adverse Event Information

を開始した。同事業ではヒヤリハット報告の収

集・分析・公開を行っている。分析においては、

関連診療科、発生要因、時間帯等の分類ごとに集

計を行い、事故発生の原因を探る指針を示してい

る。 

一方、患者安全に関して、ヒヤリハット分析の

今後の展開の指針がWHOの International 

Classification of Patient Safety (ICPS)に示され

ている。ICPSの中では、第一に上述のようなヒヤ

リハット事例の分類の妥当性の検証、第二にその

分類を十分に反映するヒヤリハット表現手法、す

なわちオントロジーの構築の必要性が述べられて

いる。本研究では、WHOの指針に沿って、Project 

to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event 

Informationにおいて収集された事例の分類の妥

当性、およびオントロジー構築を目標とした記述

の傾向に関する分析を行った。 

Project to Collect Medical Near-Miss/ 

Adverse Event Informationにおいて提供される

データでは一つの事例に対し概要、背景、解決策

の 3項目が自由作文の形式で記述されている。ま

たそれぞれの事例には、treatmentの分類と

operationの分類が付与されている。ここで付与さ

れている分類が、文書の各項目の特徴と一致して

いるかどうかの検証を行う必要がある。上記の目

的を達成する為に本研究では自然言語処理とネッ

トワーク分析の技術を用いた。 

内容及び改善策の２項目については、オントロ

ジーから求まる関連性が比較的所与のカテゴリー

を反映しているが、背景の項目では、オントロジ

ーの視点からみると数ステップの近傍にある案件

でも、内容及び改善策の分類としては全く異なる

可能性がある。すなわち、背景の情報から発生す

る事故を予測することが困難である。従って、再

発防止の視点からは、背景の項目の記述の内容が

不十分であることを示している。一方インシデン

トレポート報告者は内容、改善策、背景の違いに

よらず、最大限、実態を正確に表現するような記

述を心がけていたはずである。現場の報告者に適

切な示唆を与えるような分類法が必要である。背

景の記述に関するオントロジー構築が強く求めら

れているといえる。 

一方、ネットワーク分析を用いず、二つの文書

のみの類似性を考察することは、1ステップ内のノ

ードの類似性を見ることと等価となる。その場合、

背景、内容、改善策間でほぼ同一の値を取るため、

三つの区分の記述の表現力に関する差異は見られ

ない。背景の記述が不十分であることの発見は事

例のネットワーク化により大局的な類似性の考察

を行ったことで初めて可能となったことである。 

以上、自然言語処理を用いることにより記述の

傾向を把握し今後のオントロジー構築の指針を得

ることができる。またそこから得られた文書をネ

ットワーク化することにより、2つの文書のみの比

較からは発見することの出来なかった大局的な関

連性の発見が期待される。 

また、起きた医療事故から学び再発予防につな

げるためには、事故の原因が個人のエラーではな

く、そのエラーを引き起こす「根本的な原因」が

背後にあることの理解がなければ、個人が批難さ

れやすく、起きた事故の報告は困難である。さら

に報告された際にも、エラーを引き起こした背景

にある要因についての原因究明ができるような報

告システム、分析項目がなければ、やはり再発予

防につなげることは困難であると思われる。具体

的な分析項目としては、なぜエラーが起きたと思

われるか、に関わる項目が必要であるが、途上国

における検討で、ベトナム看護協会の提案する項

目の中にはそれに言及できる項目はなさそうであ

る。 

 これらの課題の解決には、国際的にも人間工学

的な考え方がなければ表面的な分析のみの報告と

なり、結果として事故に関わった個人が避難され

て、報告もされなくなることが懸念される。この

ことは日本の医療機関における多くの報告システ

ムでも同様と思われる。即ち報告内容が表面的で、

事例の原因の記載などが個人としての注意不足な

どに終始し、システムとしての改善による再発予

防にはつながりにくい内容となっていると思われ

る。したがって、現場の職員からの多数の報告は
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大変貴重ではあるが、この報告だけでは再発予防

に資する適切な分析は困難と思われる。 

 そこで、国際的な取り組みである ICPSが、収集

事例情報から知識を得る一つのツールとなり、途

上国においてもそれをガイドとして示すことが有

用である可能性がある。さらにオントロジーの技

術が活かされて、報告された事例の記述から、自

動的に適切な分類ができれば、大きな支援となる

と思われる。 

 

Ｅ．結論 

本研究によって、事故情報・ヒヤリハット情報

を web 工学的手法で解析することで、これらの情

報を医療安全のためのエビデンスとして、活用す

ることが容易になると考えられる。これらの情報

を、システムを用いて構造化し、適切な利活用を

進めることでリスクとして重点的に対策する課題

を浮かび上がらせることが可能である。また、こ

のオントロジーを用いた解析を繰り返すことで、

事故・ヒヤリハット情報の標準化に繋がり、さら

なる利活用の進展と医療安全の向上が望まれる。

また、原子力や交通事故など他の事故・インシデ

ント情報の利活用への応用も期待される。これら

の分野においても、事故情報の利活用は不十分で

あり、本研究においてモデルを提供することで、

これらの分野での安全の向上も望まれる。また、

情報の利活用・2次利用に関しては、プライバシー

の保護の観点から、現在大きく制約されている。

本研究では、公開に同意を得られている実際のデ

ータを利活用することで、情報の 2 次利用に関す

る技術的・法的課題を克服しながら、医療安全の

向上というメリットを示すモデルケースとなるこ

とが望まれる。 
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 
       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 

              研究分担者 後  信 

 

研究要旨 

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している医療事故情報収集等事業は、

法令に基づく全国規模の医療事故報告制度であり、同時にヒヤリ・ハット情報の収

集や、任意参加の医療機関からの同様の情報収集、薬局からのヒヤリ・ハット事例

収集も行っている。同事業で公表している医療事故やヒヤリ・ハット事例の情報が

本研究の基礎をなし、他の分担研究者により情報の構造化が行われることから、本

研究の推進のため、継続的な事業運営や情報の公表を行った。この情報を本研究班

の資料として利用することにより、制度の高い医療事故の連関や分類の作成に寄与

すると考えられた。また、この情報を活用して、名称類似薬の販売名が変更される

などの効果も見られた。 

 

Ａ．研究目的 

公益財団法人日本医療機能評価機構が運

営している医療事故情報収集等事業は、法

令に基づく全国規模の医療事故報告制度で

あり、同時にヒヤリ・ハット情報の収集や、

任意参加の医療機関からの同様の情報収集

も行っている。同事業で公表している医療

事故やヒヤリ・ハット事例の情報が本研究

の基礎をなすことから、本研究の推進のた

め、継続的な事業運営や情報の公表を行う

ことを目的とする。また、類似事業である

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業や

産科医療補償制度における報告事例や原因

分析報告書も本研究の参考になるものであ

り、継続的な事業運営と情報の公表を行う。 

 

Ｂ．研究方法 

医療事故情報は、報告義務医療機関及び

任意参加の医療機関である参加登録申請医

療機関より収集している。ヒヤリ・ハット

事例は、全て任意参加の医療機関から収集

している。 

報告義務医療機関とは、医療法施行規則

により医療事故報告が義務化されている医

療機関のことであり、具体的には、国立高

度専門医療研究センター及び国立ハンセン

病療養所、独立行政法人国立病院機構の開

設する病院、学校教育法に基づく大学の付

属施設である病院（病院分院を除く）、特

定機能病院である。任意参加している医療

機関とは、本事業の事業要綱に基づき任意

で参加を希望する医療機関のことであり、

参加登録申請医療機関という位置づけで登

録されている。 

医療事故として報告していただく情報の

範囲は、医療法第十六条の三第一項第七号 

に規定する厚生労働省令で定める事項、と

して医療法施行規則第九条の二十三に規定

されており、次のとおりである。 

 

13



① 誤った医療又は管理を行ったことが

明らかであり、その行った医療又は管

理に起因して、患者が死亡し、若しく

は患者に心身の障害が残った事例又

は予期しなかった、若しくは予期して

いたものを上回る処置その他の治療

を要した事例 

② 誤った医療又は管理を行ったことは

明らかでないが、行った医療又は管理

に起因して、患者が死亡し、若しくは

患者に心身の障害が残った事例又は

予期しなかった、若しくは予期してい

たものを上回る処置その他の治療を

要した事例（行った医療又は管理に起

因すると疑われるものを含み、当該事

例の発生を予期しなかったものに限

る）。 

③ ①及び②に掲げるもののほか、医療機

関内における医療事故の発生の予防

及び再発の防止に資する事例。 

 

収集した情報を集計、分析し、本事業の

成果物である定期的な報告書（四半期毎）

や年報、医療安全情報、及びホームページ

上における個別事例情報の提供により、情

報公開を行った。また、平成２３年１月に、

医療安全情報が５０号となったことを契機

として、医療安全情報の解説と第１－５０

号を取りまとめた、医療安全情報集を作成

し、ホームページに掲載した。 

同様の方法で、薬局から収集したヒヤ

リ・ハット事例の集計、分析、個別事例の

情報提供を行った。 

産科医療補償制度では、診療録、助産録、

検査データ等に基づき、詳細な原因分析報

告書を作成し、その要約版を継続的にホー

ムページに掲載した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本事業や薬局ヒヤリ・ハット事例収集・

分析事業では、事業要綱において、個人情

報は報告しないこととなっているため、個

人情報が取り扱われたり、公表されたりす

ることはない。また、個別医療機関名や個

別薬局名も公表しないこととなっているた

め、患者や医療者を特定できる可能性を可

能な限り低くするよう配慮している。 

 産科医療補償制度においても、公表する

要約版では個人情報、個別医療機関名は掲

載せず、また、分娩日時、医療機関の病床

数など、個人情報になる可能性の低い情報

も、個人情報の保護に慎重に配慮する観点

から非公表としている。 

 

Ｃ．研究結果 

 平成２２年度は、定期的な報告書を４回

（第２５－２８回報告書）、平成２２年年

報、医療安全情報１２件を作成、公表した。 

また、今年度も、報告された医療事故や

ヒヤリ・ハット事例を、本事業ホームペー

ジ（http://www.med-safe.jp/）の、「公開

データ検索」（http://www.med-safe.jp/mp

search/SearchReport.action）のページにお

いて公表した。同ページでは、絞り込み検

索が可能であり、医療事故とヒヤリ・ハッ

トの別、発生年月（ヒヤリ・ハット事例検

索のみ）、事例概要の絞り込み（薬剤、輸

血、治療・処置、医療機器等、ドレーン・

チューブ、検査、療養上の世話、その他）、

全文検索用キーワードの設定、が可能であ

る。現在、医療事故情報は累計で約５，０

００件、ヒヤリ・ハット事例は累計で約１
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３，０００件が検索、閲覧可能である。 

さらに、事例の集計や分析に活用し易い

ように、PDF、XML、CSVファイル形式による

ダウンロードができる。 

 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

では、現在、累計で約２２，０００件の情

報を公表している（http://www.yakkyoku-

hiyari.jcqhc.or.jp/phsearch/SearchReport.

action）。 

 平成２４年１月には、本事業のデータベ

ースに掲載されている事例を引用して、長

く知られていた名称類似薬で取り違えを生

じている組み合わせである「アルマールと

アマリール」について、製薬メーカーより

再度注意喚起の文書が医療機関宛発出され

るとともに、「アルマール」の名称が変更

されることとなったことが公表された。 

産科医療補償制度では、累計で９２件の

原因分析報告書要約版を公表している（htt

p://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outline/repo

rt.html）。 

 

Ｄ．考察 

 本事業は、平成１６年に事業を開始して

以降、毎年報告件数が増加しており、平成

２３年は、報告義務対象医療機関から２，

４８３件、参加登録申請医療機関から３１

６件、合計２，７９９件の報告があった。

これらを全てホームページにおいて公表し

ている。ヒヤリ・ハットの事例も報告され

た事例のうち処理が可能であった事例を公

表した。今後も可能な限り事例を公表し、

本研究の資料として利用して情報の構造化

を行うことにより、制度の高い医療事故の

連関や分類の作成に寄与すると考えられた。 

一方で、任意参加の医療機関からの報告件

数は、平成２２年が５２１件でそれまでの

年に比較して最も多かったが、平成２４年

は３１６件であり、減少した。報告義務が

課せられている医療機関数は２７３施設、

任意参加医療機関数は６０９施設（平成２

３年１２月末現在）であることを考えると、

任意参加の医療機関による報告を促すこと

が今後の重要な課題のひとつであると考え

られた。 

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

の情報公開も同様の方法により行った。薬

局では、医療機関の薬剤部門で発生するヒ

ヤリ・ハット事例と共通の事例、例えば調

剤に関する事例のほかに、医薬品の販売に

関する事例や疑義照会に関する事例など薬

局に特徴的な事例の報告があることから、

情報の薬局に特徴的な医療事故の発生を予

防するために有用な情報になると考えられ

た。 

 本事業のデータベースの事例を活用して、

医薬品の名称が変更されることとなったこ

とが公表された。これによって、よく知ら

れた名称類似による取り違えの問題が解消

されることとなり、本事業の成果のひとつ

であると考えられた。「アマリールとアル

マール」の組み合わせは、平成１９年３月

に医療安全情報において事例が報告されて

いることを注意喚起している。また、厚生

労働省も平成２０年に、通知「医薬品の販

売名の類似性等による医療事故部押し対策

の強化・徹底について（注意喚起）」の中

で、「アマリールとアルマール」の組み合

わせに関する事例が報告されていることを

注意喚起している。医療現場でもこの組み

合わせは、長い間よく知られた名称類似に

より取り違えを生ずる事例であった。この
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ような組み合わせが、名称変更により解消

されることになる契機や根拠として、本事

業のデータベースや事例が使用されたこと

は、１）中立的第三者機関による情報収集

及び公表の信頼性、２）全国規模の情報収

集事業であること、３）事例の具体性、な

どの性質が働いたものと推測される。 

産科医療補償制度の原因分析報告書は、

上記の事例収集事業のいずれと比較しても、

１報告書あたりの情報量は多い。一方で、

分析に時間をかけているため、公表件数は

少ないが、情報の構造化の精緻化を考える

にあたり、今後有用な資料になるものと考

えられた。 

 

Ｅ．結論 

 平成２３年度も、本研究に必要な事例を

ホームページ上で提供することができた。

このことにより、本研究班の今年度の研究

の推進に寄与することができた。また、本

事業のデータベースを活用し、長く知られ

ていた名称類似による薬剤の取り違えを生

じていた組み合わせについて、医薬品の名

称が変更されることにより解消されること

となり、本事業のデータベースの有用性が

示唆された。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表など 

 

１） 後  信、医療事故情報収集等事

業の成果とは？、ケアの根拠（第２

版）看護の疑問に答える１８０のエ

ビデンス、（株）日本看護協会出版

会、２３ページ、２０１２ 

２） 後 信、眼科領域の医療事故につ

いて、眼科と経営 第１１６号（１

０月号）、プリメド社、２０１１年 

2. 学会発表など 

ア） 国内 

 

１） 後 信、医療事故情報収集等事業

と最近の話題、第６回国家公務員共

済組合連合会医療安全管理者研修、

２０１１年６月、東京 

２） 後 信、医療事故情報収集等事業

と産科医療補償制度について、医療

の質・安全学会主催 医療安全管理

者養成研修、２０１１年７月、東京 

３） 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハッ

トの情報収集による原因分析、再発

防止と無過失補償による紛争の解

決について、日本病院会 医療安全

管理者養成講習会第2クール、２０

１１年９月、東京 

４） 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分

析事業について、京都府薬剤師会 

医療安全研修会、 ２０１１年１０

月、京都 

５） 後 信、日本医療機能評価機構に

おける医療安全に関する取り組み、

日本医師会・医療安全推進者養成講

座、２０１１年１１月、東京 

６） 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハッ

トの情報収集による原因分析、再発

防止と無過失補償による紛争の解

決について、医療安全全国共同行動

「医療安全全国フォーラム」、２０

１１年１１月、東京 

７） 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハッ

トの情報収集による原因分析、再発

防止と無過失補償による紛争の解

決について、全日本病院協会 医療
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安全対策講習会、２０１１年１１月、

東京 

８） 後 信、産科医療補償制度の現況

について、長崎県産婦人科医会 産

科医療補償制度に関する研修会、２

０１１年１１月、長崎 

９） 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハッ

トの情報収集による原因分析、再発

防止と無過失補償による紛争の解

決について、東北厚生局 第23年度

東北ブロック医療安全に関するワ

ークショップ 、２０１１年１２月、

仙台 

１０） 後 信、産科補償制度の

見直しに向けて～（公財）日本医療

機能評価機構の立場から～ 、大阪

府医師会平成２３年度 第３回 周

産期医療研修会 パネルディスカッ

ション 、２０１１年１２月、大阪 

１１） 後 信、医療事故・ヒヤ

リ・ハットの情報収集による原因分

析、再発防止と無過失補償による紛

争の解決について、船橋市保健所 

第１回医療安全研修会、 ２０１１

年１２月、船橋 

 

イ） 海外 

 

１） Shin Ushiro、The International

 Society for Quality in Healt

h Care (ISQua)、第２８回国際会

議、Projects carried by JCQHC 

and their achievements to pro

mote patient safety and ease 

conflict（個人レベルの説明の

み）２０１１年９月、香港 

２） Shin Ushiro、 Nationwide adver

se event reporting system and

 no-fault compensation/causal

 analysis system to promote p

atient safety and ease confli

ct、2011 China-ASEAN Forum on 

Reform and Administration of 

Public Hospitals ２０１１年１

１月、北京 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 1. 特許取得 

なし。 

 2. 実用新案登録 

なし。 

 3.その他 

なし。 
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J C
Q

H C

Japan
Council 
for
Quality
Health
Care

情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・

ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究

公益財団法人日本医療機能評価機構公益財団法人日本医療機能評価機構公益財団法人日本医療機能評価機構公益財団法人日本医療機能評価機構
医療事故防止事業部医療事故防止事業部医療事故防止事業部医療事故防止事業部

産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部

後後後後 信信信信

J C
Q

H C

Japan
Council 
for
Quality
Health
Care

内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について
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J C
Q

H C

Japan
Council 
for
Quality
Health
Care

内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について

2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

事業に参加している医療機関

＊2011年9月３０日現在
診療所約１００施設を含む

義務 参加する 123 78 71 272

任意 参加する 278 172 151 601

873

393

1,266

401

170 219 -

医療事故報告

参加しない

473 222

250 222

参加する 合計

合計

ヒヤリ・ハット報告

参加しない

発生件数
発生件数・
事例情報

登録状況

1,044

571 ＊
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２３年

（１－９月）

報告件数 1114 1296 1266 1440 1895 2182 1982

医療機関数 272 273 273 272 273 272 272

報告件数 151 155 179 123 169 521 237

医療機関数 283 300 285 272 427 578 601

２１年 ２２年参加形態 年 １７年 １８年

義務

任意

１９年 ２０年

報告件数（医療事故）

ホームページおける公開件数（平成２１年１月以降累計）：４，２１２件
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第２５回 第２６回 第２７回 合計 参考：22年度
（１）薬剤 44398 55315 56037 155750 186,424
（２）輸血 962 992 1177 3131 3090
（３）治療・処置 6485 7902 7955 22342 27,015
（４）医療機器等 4020 5061 4779 9081 16,687
（５）ドレーン・チューブ 23111 26213 26577 75901 90,797
（６）検査 10970 12920 12964 23890 42,417
（７）療養上の世話 33870 36899 37406 108175 127,918
（８）その他 15011 18897 18114 52022 65,676

合計 138827 164199 165029 468055 560,024
再掲

【１】薬剤の名称や形状に関連する事例 3791 4330 4105 12226 12,540

【２】薬剤に由来する事例 17077 21600 20759 59436 69,129

【３】医療機器等に由来する事例 1863 2532 2508 6903 8,195

【４】今期のテーマ 1778 1839 4159 7776 2683

報告医療機関数 457 463 466

病床数合計 184204 191558 192306

報告件数
（ヒヤリ・ハット～発生件数情報）
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参考

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ２２年

事例情報参加登録

医療機関報告数

事例情報参加登録

医療機関

25,305

571

23,346

560 562 565 567 569 571 572 572

2,556 2,393

2011年
合計

3,301 1,637 2,271 3,518 1,924 2,550 3,196

報告件数
（ヒヤリ・ハット～事例情報）

ホームページおける公開件数（平成２１年１月以降累計） ：１１，７７２件
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報告書・年報の作成

� 報告書２7回、年報５回

� 構 成

・事業概要

・集計分析

・テーマ分析

・再発・類似事例の発生状況

21



2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

今年度取り上げた新規テーマ

薬剤の施設間等情報伝達に関連した医療事故

食事に関連した医療事故

医療用照明器の光源により発生した熱傷に関連した医療事故

集中治療室（ＩＣＵ）の入室時の薬剤の指示に誤りがあった事例

画像診断報告書の内容が伝達されなかった事例

薬剤処方時の検索結果としての画面表示に起因した医療事故
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今年度取り上げた再発・類似事例

薬剤の取り違え

誤った患者への輸血

ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出

清拭用タオルによる熱傷

製剤の総量と有効成分の量の間違

ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み

ベッドのサイドレールや手すりに関連した事例
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平成２３年度に提供した

医療安全情報

配信医療機関数（１１月現在）：４，６０５施設（※）

※診療所、約１００施設を含む。
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体位変換時の気管・気管切開
チューブの偶発的な抜去
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2010年に提供した医療安全情報
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2010年に提供した医療安全情報
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2010年に提供した医療安全情報
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2006年から200９年に提供した
医療安全情報
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2006年から200９年に提供した
医療安全情報
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専用ホームページ
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公開データ検索

事例の検索機能
（医療事故／ヒヤリ・ハット）
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ファイルのダウンロード機能
（医療事故／ヒヤリ・ハット）

CSVファイル形式

のダウンロードが可
能になりました

28



2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

事業
区分

医療
の実
施の
有無

治療
の程
度

事故
の程
度

概要
関連
診療
科

患者
の数

患者
の年
齢

患者
の性
別

事故
に直
接関
連す
る疾
患名

発見
者

当事
者

当事
者職
種_1

当事
者職
種経
験（年
数）_1

当事
者職
種経
験（月
数）_1

事故
の内
容

事故
の内
容_そ
の他
（記
述）

実施した医療行為の目的 事故の内容
発生要因_当事者の行動に関わ

る要因
事故の背景要因の概要 改善策

事故
実施
あり

濃厚
な治
療

障害
残存
の可
能性
があ
る（高
い）

療養
上の
世話

内科
整形
外科

1人
80歳
代

女
腰椎
圧迫
骨折

当事
者本
人

1人
看護
師

30年 9ヶ月 転倒
骨折前は、歩行器を使用しての歩行ができていたが、手術をしないと寝たきり
になること、疼痛軽減のために手術が望ましいことと手術についてのリスクを
説明し、家族、本人の納得と同意の上、整形外科病院へ転院となった。

患者の看護師を呼ぶ声に訪室するとベッド横に座り込んでいた。痛み、発
赤、腫脹、打撲等の症状を確認するも異常なかった。その後のおむつ交換、
朝の食事介助時も痛みの訴えなし。その後「足が痛い」と臥床し、徐々に痛み
が増強した。レントゲン撮影しレントゲン上右大腿部頸部骨折を確認した。病
棟師長より家族へ連絡し転倒について説明、主治医より家族へ、手術は必要
であることを説明し、家族の了承を受け、整形外科病院へ転院となった。

報告が遅れた（怠った） 判断を
誤った

腰痛の為歩行困難があり入院時より転倒のリスクは高いとして計画立案実施
できていた。リハビリの進行にあわせ、評価・見直しも実施できていたが、看
護師に連絡せず一人で移動することに対し、ベッド柵を固定したことで安心
し、観察と注意喚起が不足した。患者が今までベッド柵の固定を外したことが
なかったため看護師は対応できなかった。

転倒・転落アセスメントスコアシートを使用して評価と計画実施していても、患
者は看護師の予測できない行動を起こすことがあり、カンファレンス時に離床
センサーや衝撃吸収マットの使用についても適時検討していく。

事故
実施
あり

濃厚
な治
療

障害
残存
の可
能性
があ
る（低
い）

療養
上の
世話

精神
科

1人
60歳
代

男
統合
失調
症

他患
者

2人
看護
師

1年
10ヶ
月

転倒 ・精神症状の把握・身体症状の把握・家族への情報提供・再発の防止

朝の体重測定時、記録室出入り口前の椅子に座り、呼びかけに対応し立ち
上がった時、フラツキ転倒したことを他患者から報告を受けた。患者は、バイ
タルBP=80/60  P=60/分　意識鮮明、身体外傷は認めないが左大腿部痛訴
えた。当直医報告し、診察後骨折の可能性が高いためベッド上安静にし、主
治医に他科受診依頼をするよう指示を受けた。整形外科受診、X―Pの結果
骨折は無いと診断を受け帰院した。その後ベッド上安静を保持し、移動時に
は車椅子を使用した。

観察を怠った
転倒の原因として現在考えられる事に、血圧変動（低血圧）及び低血糖症
状、てんかん発作等が挙げられる。

原因を追究するために、起立時と臥床時の血圧値の変動、血液検査結果か
ら異常値があるかを確認し、てんかん発作状況の観察を行う。原因を明確に
し今後の援助計画を立案していく。歩行時にはヘッドギア装着、リハビリ
シューズを必ず履き移動するように観察を行い、ベッド周辺の危険物を除去し
安全な環境を設定する。毎朝の体重測定については、飲水傾向を観察し体
重変動が少ない場合、測定時間を変更していく必要がある。

事故
実施
あり

軽微
な治
療

障害
残存
の可
能性
があ
る（低
い）

療養
上の
世話

小児
科

1人 0歳代 女

重度
脳性
マヒ
（植物
状態）

その
他

2人
看護
師

19年 9ヶ月

その
他の
療養
上の
世話
の管
理・準
備・実
施に
関す
る内
容

骨折
の発
見

不明

1.朝、おむつ交換の際、右下肢腫脹を発見した。2.その後、おむつ交換の際、
右下肢全体腫脹あり、右大腿部の膨隆認め、医師に診察を依頼した。3.医師
が診察し、レントゲン撮影の指示あり実施。4.レントゲン撮影の結果、右大腿
骨頚部骨折と診断された。

1.重度脳性麻痺で植物状態、人工呼吸器管理、全面介助の患者である。2.関
節の屈曲・拘縮があり、骨折のリスクがあるため、体位変換・ポジショニング
は、理学療法士と相談しながら実施していた。3.入浴介助は、複数で移動・介
助を行っている。4.おむつ交換は、看護師一人で実施している。5.排尿困難な
時は、腹部圧迫を実施している。6.拘縮予防のため、リハビリを定期的に実施
している。

1.骨折のリスクが高い根拠を明確にし、周知徹底する。2.介入方法について、
理学療法士と共に見直しを行い、安全な介入方法を決定する。決定した内容
は、看護計画に挙げ、周知徹底・実施・評価を行う。3.今まで以上に、全身の
観察を行い、異常の早期発見ができるようにする。

事故
実施
あり

なし

障害
残存
の可
能性
があ
る（低
い）

療養
上の
世話

呼吸
器内
科

1人
70歳
代

女 肺癌
当事
者本
人

1人
看護
師

19年 8ヶ月 転倒 肺癌の治療

１７時１０分頃、患者がトイレに行こうと１人で手摺りにつかまりながら歩いて
いた。廊下を渡ろうとして手摺りから手を離したときに滑って転んだところを通
りかかった看護助手が発見し看護師に知らせた。転倒の際、口唇に傷が生じ
出血が見られた。また、左下肢の疼痛を訴えた。口唇の出血は圧迫により止
血した。医師が診察しベッド上安静で経過観察した。左下肢の疼痛があるた
めレントゲン撮影後整形外科を依頼した。左大腿骨転子部骨折と診断され
た。主治医と整形外科医師が検討し、患者の心肺機能の問題から手術せず
に安静保持とリハビリを行う方針となった。

患者への説明が不十分であっ
た（怠った） 判断を誤った

１．患者は筋力の低下による歩行時のふらつきがあったが、トイレへ自力歩
行していた。
２．看護師は患者に歩行時のふらつきがあることを知っていたが、歩行時の
介助の必要性を患者に十分説明していなかった。
３．歩行時は必ず看護師が付きそうなどの具体的な援助計画が立てられてい
なかった。
４．患者はサンダルを履いていた。

１．患者の行動に合わせた具体的な援助方法を計画する。
２．履物は踵のある履きやすい靴を指導する。
３．歩行器の使用を検討する。

事故
実施
あり

濃厚
な治
療

障害
残存
の可
能性
があ
る（低
い）

療養
上の
世話

循環
器内
科

1人
70歳
代

女
心不
全

当事
者本
人

1人
看護
師

1年
11ヶ
月

転倒 入浴介助

心不全、右下腿血腫によるベッド上臥床のため、下肢筋力低下を認め、歩行
時は必ず付添いをしていた。シャワーチェアーを使用し入浴介助を行い、脱
衣所に移動した。シャワーチェアーを降り、立位で体を拭いていた。立位にな
るところまで介助し、患者に側を離れると説明し、ドライヤーを取りに行った。
脱衣所に戻ると臀部を床について座り込んでいる患者を発見した。近くにあっ
た脱衣かごにつかまりながら下着を履こうと片足で立った際に右臀部から尻
餅をつくように転倒したと話した。レントゲンにて骨折は明らかでなく、CTにて
右大腿骨頚部骨折と診断された。手術施行、現在リハビリ中。

判断を誤った
下肢筋力低下のある患者の入浴介助中の判断の誤り、転倒リスクのある患
者のADL援助の未熟さ

歩行以外のADL援助方法を立案、実践する。転倒を予防するための患者指
導を計画的に実施する。

事故
実施
あり

濃厚
な治
療

障害
残存
の可
能性
があ
る（低
い）

治療・
処置

精神
科

1人
70歳
代

女
統合
失調
症

当事
者本
人

1人

作業
療法
士
（OT）

22年
10ヶ
月

診察・
治療・
処置
等そ
の他
の取
り違
え

1.ディケアプログラム（テニス）のウォーミングアップのラリー中、返球の際、バ
ランスを崩し右側方へ転倒、すぐに立ち上がり本人「大丈夫です」と言われ、
練習を続けていた。
2.しばらくして再度、バランスを崩し前方へ転倒、「膝が少し痛い、おしりも
ちょっと」と言われる。
3．休む事を勧め、疼痛（＋）のため主治医の診察を受けた。
4.患部のレントゲン撮影にて異常所見は見当たらず、本人は家族（弟）と連絡
を取り、タクシーで帰宅することとなる。
5.病院からタクシーを呼び、弟へ電話連絡にて今回の状況を説明するととも
に、独居であるため帰宅場所を確認した。今後、体調の変化があれば整形外
科へ受診して頂くよう併せて依頼した。
6.疼痛のため他院を受診して右大腿部の骨折が判明し入院
7.右大腿部骨置換術の手術

同上
観察を怠った 患者への説明が
不十分であった（怠った） 判断を
誤った

1.高齢であったが元来、体を動かすことを好み、糖尿病に罹患していたため
「ディケアで運動ができたら」と言う思いもあり、スポーツプログラムには参加
していた。
2.昨年の胃がんの手術後、約1年間は運動を控えており、今年になってから
再開した矢先であった。
3.他の運動には対応できていたが、広い範囲に素早く動かなければならない
種目であったため対応できずに転倒に至ったと思われる。
4.メンバーの参加者の減少に伴い、プログラムの内容がメンバー毎の体力や
運動能力に合わせた種目を実施する事ができず無理が生じたと思われる。

1.最初の転倒の際、「大丈夫」と言われていたが、再転倒のリスクを考え休憩
を促すことが必要であった。
2.メンバー毎の体力に合ったグループ分けや運動内容の工夫が必要である。

事故
実施
あり

軽微
な治
療

障害
残存
の可
能性
なし

治療・
処置

呼吸
器内
科 リ
ハビ
リ
テー
ション
科

1人
80歳
代

男
ＣＯＰ
Ｄ

当事
者本
人

1人

理学
療法
士
（PT）

0年 5ヶ月

患者
体位
の誤
り

リハビリテーション

患者は、作業療法開始となり、コルセットを装着して、バランス機能評価のた
め端座位にて片手ずつ前方・側方に手を伸ばすとバランス機能の低下が見ら
れたが、腰痛の訴えはなかった。翌日、前日の訓練後の変化を確認したとこ
ろ、痛みの訴えがなかったため、病室のベッド上にて端座位で両手を前方に
伸ばし、体幹30度にしながら輪入れを行うと腰痛が発生した。片方ずつで同
様の活動を行うと軽い痛みのみあり、左右9回ずつ行い終了した。痛みにつ
いて病棟看護師には伝えなかった。終了後、患者の痛みは軽度であったが
夜間に痛みが増強した。患者は前屈みが限界だったけれど、もっと伸ばせと
言われたと話していた。

確認を怠った 観察を怠った 報
告が遅れた（怠った）

患者は既往歴として腰痛があり、コルセットを装着していた。過去に転倒を繰
り返しており、リハビリを始める3日前にも転倒したにもかかわらず、バランス
機能の評価・訓練に着眼し、腰痛への配慮が不十分であった。安全な動作観
察を実施することを優先せず、腰椎への負担が大きい体幹前屈を伴う上肢の
リーチ動作を行った。痛みが発生した時点で中止せず片手での動作訓練を
継続した。訓練中の痛みを病棟看護師に伝えなかったため、症状が増悪して
から観察と治療が開始された。患者は以前からプレドニン５mgを内服してい
た。83才の高齢であるが骨粗鬆症を予防する薬剤は投与していなかった。リ
ハビリテーション依頼票には易骨折状態の情報記載欄はない。骨折画像の
新鮮さと臨床症状から、痛みが起った時点で骨折したと考えられる。

・リハビリテーション中に症状が出現した場合は、病棟看護師に伝達し、その
後の経過を依頼する。・リハビリテーション依頼票にステロイド服用について
の記載欄を新たに設ける。

医療事故情報（CSV形式の出力）

１件の事例

事故の内容

患者の看護師を呼ぶ声に訪室するとベッド横に座り込んでいた。痛み、発
赤、腫脹、打撲等の症状を確認するも異常なかった。その後のおむつ交換、
朝の食事介助時も痛みの訴えなし。その後「足が痛い」と臥床し、徐々に痛み
が増強した。レントゲン撮影しレントゲン上右大腿部頸部骨折を確認した。病
棟師長より家族へ連絡し転倒について説明、主治医より家族へ、手術は必要
であることを説明し、家族の了承を受け、整形外科病院へ転院となった。

朝の体重測定時、記録室出入り口前の椅子に座り、呼びかけに対応し立ち
上がった時、フラツキ転倒したことを他患者から報告を受けた。患者は、バイ
タルBP=80/60  P=60/分　意識鮮明、身体外傷は認めないが左大腿部痛訴
えた。当直医報告し、診察後骨折の可能性が高いためベッド上安静にし、主
治医に他科受診依頼をするよう指示を受けた。整形外科受診、X―Pの結果
骨折は無いと診断を受け帰院した。その後ベッド上安静を保持し、移動時に
は車椅子を使用した。
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海外の類似情報媒体
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（参考）英国NHS･National Patient Agencyの
Patient Safety Alert
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(参考)米国JCAHO*のSentinel Event Alert

*JCAHO :The Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations
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報告書類・年報

医療安全情報
（英語版）
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Blood transfusion to Wrong Patient
(No.11)
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Canadian Patient Safety Institute (CSPI)

協力依頼があった、WHOとの協同

プロジェクト

“Global Patient Safety Alerts”
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Global Patient Safety Alertsのホームページ

Contributing Organizationのリスト

http://www.globalpatientsafetyalerts.com/English/Pages/default.aspx
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“Global Patient Safety Alerts” Project

Japan Council for Quality Health Care 

“Medical Safety Information”
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本事業の課題

事業への参加

報告件数の増加

報告の質の向上

事業への参加

報告件数の増加

報告の質の向上

収集事例の活用

最初の５年間
（2004.10-2009.９）

これからの５年間
（2009.10-2014.9）
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内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について

2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

平成２２年年報の構成

集計結果集計結果集計結果集計結果

テーマ分析テーマ分析テーマ分析テーマ分析

事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介
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事業参加薬局数（都道府県別）

都道府県都道府県都道府県都道府県 薬局数薬局数薬局数薬局数 都道府県都道府県都道府県都道府県 薬局数薬局数薬局数薬局数 都道府県都道府県都道府県都道府県 薬局数薬局数薬局数薬局数 都道府県都道府県都道府県都道府県 薬局数薬局数薬局数薬局数

北海道 ４５６ 東京都 ３３２ 滋賀県 ５６ 香川県 ８２

青森県 １０９ 神奈川県 ２８３ 京都府 １０２ 愛媛県 ７６

岩手県 ５８ 新潟県 ２０８ 大阪府 ３４１ 高知県 ９０

宮城県 ４７ 山梨県 ３８ 兵庫県 ２２７ 福岡県 ３８５

秋田県 ５５ 長野県 ８２ 奈良県 ５３ 佐賀県 ８４

山形県 ５４ 富山県 ３３ 和歌山県 ２７ 長崎県 ６４

福島県 １０９ 石川県 ２５ 鳥取県 ２４ 熊本県 １５９

茨城県 ４９ 福井県 １６ 島根県 ４２ 大分県 ６５

栃木県 １２８ 岐阜県 １０１ 岡山県 ４７ 宮崎県 ３３

群馬県 ９５ 静岡県 １５４ 広島県 １１７ 鹿児島県 ６１

埼玉県 ８２ 愛知県 １５５ 山口県 ３１５ 沖縄県 ３４

千葉県 １１５ 三重県 １００ 徳島県 ３１ 合計 ５，３９９

（201１年１０月１８日現在）

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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ヒヤリ・ハット事例の概要
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疑義照会のヒヤリ・ハット

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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疑義照会のヒヤリ・ハット
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疑義照会に関するヒヤリ・ハット

� 処方箋に「ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg１ｶﾌﾟｾﾙ／分１朝食後、28日分

、ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg2ｶﾌﾟｾﾙ／分２、12時間毎、28日分」

と記載されていた。

� その通りに服用すると、休薬期間もなく、毎日服薬すること

になるため、過量投与となる可能性が推測された。

� そのため、処方医に疑義照会を行ったところ、処方箋の記載

ミスとわかり、実際には「ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg１ｶﾌﾟｾﾙ／分１

朝食後、4日分、ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2ｍｇ2ｶﾌﾟｾﾙ／分2、12時間

毎、4日分」であり、服用方法は4週にわたって、「毎週金曜

の朝と夕に１ｶﾌﾟｾﾙずつ、12時間後の土曜の朝に１ｶﾌﾟｾﾙ」で

あった。
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抗リウマチ剤(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ)の過剰投与に
伴う骨髄抑制(第２報)
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（平成２２年年報より）

1. 名称類似に関するヒヤリ・ハット

2. 薬効類似に関するヒヤリ・ハット

3. ハイリスク薬に関するヒヤリ・ハット

4. 一包化調剤に関するヒヤリ・ハット

5. 疑義照会に関するヒヤリ・ハット

6. 個別薬剤に関するヒヤリ・ハット

①抗悪性腫瘍剤に関する事例

②テオフィリン製剤に関する事例

平成２２年年報分析テーマ

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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薬局ヒヤリ・ハット分析表
（再び報告があった名称類似医薬品）
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名称類似に関する

ヒヤリ・ハット
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先頭２文字が一致する医薬品の
ヒヤリ・ハット事例

処方された医薬品 主たる薬効 間違えた医薬品 主たる薬効

ユリユリユリユリノーム錠２５
ｍｇ

痛風治療剤 ユリユリユリユリーフカプセル
４ｍｇ

その他の泌尿生殖器
官及び肛門用薬

ユリユリユリユリノーム錠２
５ｍｇ

痛風治療剤 ユリユリユリユリーフ錠４ｍｇ
その他の泌尿生殖器
官及び肛門用薬

ユリユリユリユリノーム錠５０
ｍｇ

痛風治療剤 ユリユリユリユリーフ錠２ｍｇ
その他の泌尿生殖器
官及び肛門用薬

ユリユリユリユリノーム錠５
０ｍｇ

痛風治療剤 ユリユリユリユリーフ錠４ｍ
ｇ

その他の泌尿生殖器
官及び肛門用薬
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先頭２文字が一致する医薬品の
ヒヤリ・ハット事例

○全て「ユリノーム」と「ユリーフ」の組み合わせ
であった。

○「ユリノーム」の主たる薬効は「痛風治療剤」、
「ユリーフ」は「その他の泌尿生殖器官及び肛門用
薬」であり、薬効が異なっていた。

○特に「ユリーフ」は前立腺肥大症に伴う排尿障害
の治療に投薬されるため、性別としては男性に処方
されるはずであるが、女性に処方されたヒヤリ・
ハット事例もあった。

○ユリノームの「錠剤」とユリーフの「カプセル」
を間違えた剤形間違いのパターンが１通りあった。

4ユリ
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平成２２年にも報告された
医薬品の組み合わせ

薬効 件数

マグマグマグマグミット錠３３０ｍｇ マグマグマグマグラックス錠３３０ｍｇ 10

ベザベザベザベザテートＳＲ錠２００ ベザベザベザベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 4

ＭＳＭＳＭＳＭＳ冷シップ「タイホウ」 ＭＳＭＳＭＳＭＳ温シップ「タイホウ」 2

メバメバメバメバロチン錠５ メバメバメバメバン錠５ 1

ムコムコムコムコダイン錠５００ｍｇ ムコムコムコムコスタ錠１００ｍｇ 6

クラクラクラクラビット錠 クラクラクラクラリシッド錠２００ｍｇ 1

ユリユリユリユリノーム錠２５ｍｇ ユリユリユリユリーフ錠４ｍｇ 1

クラリクラリクラリクラリス錠２００ クラリクラリクラリクラリシッド錠２００ｍｇ 6

プレドプレドプレドプレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドプレドプレドプレドニン錠５ｍｇ 5

ノイロノイロノイロノイロトロピン錠４単位 ノイロノイロノイロノイロビタン配合錠 4

スロースロースロースローケー錠６００ｍｇ スロースロースロースローフィー錠５０ｍｇ 1

ツムラツムラツムラツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 2

ツムラツムラツムラツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 2

ツムラツムラツムラツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 1

同じ

異なる

その他

医薬品の組み合わせ

２文字のみ一致（２５件）

同じ

異なる

３文字以上一致（２１件）
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ユリーフとユリノームの取り違え
（2011年9月の注意喚起）
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ユリーフとユリノームの取り違え
（2011年9月の注意喚起）
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漢方製剤のうち頭文字が３文字以上
一致しているもの

処方された医薬品 製品番号 間違えた医薬品 製品番号 備考

ツムラツムラツムラツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 1 ツムラツムラツムラツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 41 同色

ツムラツムラツムラツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 1 ツムラツムラツムラツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 68

ツムラツムラツムラツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 7 ツムラツムラツムラツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 17 同色

ツムラツムラツムラツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 9 ツムラツムラツムラツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用） 9 同色

ツムラツムラツムラツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 12 ツムラツムラツムラツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 11

ツムラツムラツムラツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 14 ツムラツムラツムラツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 16

ツムラツムラツムラツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 15 ツムラツムラツムラツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 25 同色

ツムラツムラツムラツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 16 ツムラツムラツムラツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 14

テイコクテイコクテイコクテイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 16 テイコクテイコクテイコクテイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 14 ー

ツムラツムラツムラツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 16 ツムラツムラツムラツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 107

ツムラツムラツムラツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 16 ツムラツムラツムラツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 6 同色
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販売名が類似し、製品番号や帯の色が
同じ漢方製剤の組み合わせ
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製品番号や帯の色が同じ漢方製剤に
関する事例

販売名〈製品番号〉 事例の内容等

○処方された医薬品
ツムラツムラツムラツムラ当帰当帰当帰当帰芍薬散エキス顆
粒（医療用）
〈製品番号：２３２３２３２３〉

○間違えた医薬品
ツムラツムラツムラツムラ当帰当帰当帰当帰建中湯エキス顆
粒（医療用）
〈製品番号：１２３２３２３２３〉

【【【【事例事例事例事例のののの内容内容内容内容】】】】
　ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（製品番
号２３）のところ、ツムラ当帰建中湯エキス顆粒
（医療用）（製品番号１２３）で調剤した。
　患者が薬を服用した際に誤りに気付いた。

【【【【背景背景背景背景・・・・要因要因要因要因】】】】
　ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）の薬の箱
にツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）が混入し
ていた。
　以前に調剤した際、薬を箱に戻し間違えた。
　調剤時に当該薬がそれぞれ販売名が「当帰」、お
よび包装が「黄緑の帯」であったため、思い込みを
してしまった。

【事例１】
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薬局ヒヤリ・ハット分析表
（再び報告があった名称類似医薬品）
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事例の検索機能

公開データ検索
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事例の検索機能

検索語：ワーファリン
検索結果（９８事例）

�事例概要を選択
�検索語を入力
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重要事例の情報提供
（共有すべき事例）

共有すべき事例

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

●事例の内容
●背景・要因
●改善策
●その他の情報
●事例のポイント
（総合評価部会委員の指摘）

重要事例の情報提供
（共有すべき事例）
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重要事例の情報提供
（共有すべき事例）
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薬局ヒヤリ・ハット分析表

薬局ヒヤリ・ハット分析表
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薬局ヒヤリ・ハット分析表

年報中に掲載した
重要な図表から作
成した分析表
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抗悪性腫瘍薬の処方に疑義があると
判断した理由
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医療事故情報収集等事業との連
携

医療事故情報収集等事業
（薬剤関係）

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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医療安全情報

医療機関－薬局 連携のページ
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医療安全情報のうち、
薬剤に関する情報を掲載

医療機関－薬局 連携のページ

メトトレキサートの過剰投与の事例

J C
Q

H C

Japan
Council 
for
Quality
Health
Care

内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について
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基本的な考え方

紛争の防止・早期解決紛争の防止・早期解決紛争の防止・早期解決紛争の防止・早期解決 産科医療の質の向上産科医療の質の向上産科医療の質の向上産科医療の質の向上

補償の機能 原因分析・再発防止の機能

分娩に関連して発症した
脳性麻痺の児と家族の
経済的負担を速やかに補償

脳性麻痺発症の原因
分析を行い､再発防止
に資する情報の提供
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未加入機関：診療所7機関、助産所１機関

分娩機関数 加入分娩

機関数

加入率(%)

病院 1,200 1,200 100.0

診療所 1,699 1,692 99.6

助産所 441 440 99.8

合計 3,340 3,332 99.8

制度加入状況

（平成23年１１月１日現在）
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１．分娩機関が運営組織に対し補償申請

４．原因分析・再発防止

５．事例情報の公開、産科医療の質の向上

３．補償金の支払い

２．運営組織にて補償対象の可否を審査

審査・原因分析・再発防止

申請書類

事例情報の
整理､蓄積
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審査の実績
（平成２３年１１月審査分まで）

※異議審査の件数を含む。

補償対象外 再申請可能

２０００
ｇ以上か
つ３３週

155 145 4 5 1

２８週以
上かつ所
定の要件

18 12 6 0 0

合計 173 157 10 5 1
２０００
ｇ以上か
つ３３週

84 82 0 1 1

２８週以
上かつ所
定の要件

7 7 0 0 0

合計 91 89 0 1 1
２０００
ｇ以上か
つ３３週

1 1 0 0 0

２８週以
上かつ所
定の要件

0 0 0 0 0

合計 1 1 0 0 0

265 247 10 6 2総計

H22

補償対象外
継続審議

H21

H22

児の生年
補償対象

基準
審査件数 補償対象
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分娩機関分娩機関分娩機関分娩機関

原因分析の流れ（全体）

第一部会第一部会

第四部会第四部会

第二部会第二部会

第五部会第五部会

第三部会第三部会

第六部会第六部会

児・家族児・家族児・家族児・家族

６つの部会

原因分析委員会原因分析委員会原因分析委員会原因分析委員会
診療録、助産録、

検査データ等

診療体制等の
追加資料

� 妊娠・分娩の経過

� お産について感じたこと、
疑問や知りたいこと

� その他ご意見

運営組織運営組織運営組織運営組織

本委員会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
概
要
版
を
公
表

報告書
案

報告書****
****

*概要版を含む。

報告書

「事
例
の
概
要
」
の
作
成
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原因分析報告書マニュアル

�基本的な考え方

�報告書の構成

�医学的評価に使用

する用語

�家族からの疑問・

質問に対する回答

などをまとめたもの
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報告書の構成

1. はじめに

2. 事例の概要

１）妊産婦等に関する基本情報 ２）今回の妊娠経過

３）分娩のための入院時の状況 ４）分娩経過

５）新生児期の経過 ６）産褥期の経過

７）診療体制等に関する情報 ８）児・家族からの情報

3. 脳性麻痺発症の原因

4. 臨床経過に関する医学的評価

5. 今後の産科医療向上のために検討すべき事項

6. 関連資料

（産科医療補償制度 原因分析委員会原因分析マニュアルより）
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原因分析の考え方（１）

1. 原因分析は、責任追及を目的とするの
ではなく、「なぜ起こったか」などの
原因を明らかにするとともに、同じよ
うな事例の再発防止を提言するための
ものである。

2. 原因分析報告書は、児・家族、国民、
法律家等から見ても、分かりやすく、
かつ信頼できる内容とする。

（産科医療補償制度 原因分析委員会原因分析マニュアルより）
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3. 原因分析にあたっては、分娩経過中の要因

とともに、既往歴や今回の妊娠経過等、分

娩以外の要因についても検討する。

4. 医学的評価にあたっては、検討すべき事象

の発生時に視点を置き、その時点で行う妥

当な分娩管理等は何かという観点で、事例

を分析する。

（産科医療補償制度 原因分析委員会原因分析マニュアルより）

原因分析の考え方（２）

（プロスベクティブな分析）
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５．原因分析報告書は、産科医療の質の向上

に資するものであることが求められており、

既知の結果から振り返る事後的検討も行っ

て、再発防止に向けて改善につながると考

えられる課題が見つかれば、それを指摘す

る。

原因分析の考え方（３）

（レトロスベクティブな分析）

（産科医療補償制度 原因分析委員会原因分析マニュアルより）
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医学的評価に用いる表現

�報告書の表現の
ばらつきをなくす
ためにマニュアル
内に例示。

（産科医療補償制度 原因分析報告書作成
ﾏﾆｭｱﾙ平成22年2月9日版より抜粋）

医療水準 表現・語句

・優れている

・適確である

・医学的妥当性がある

・基準内である

・一般的である

・選択肢のひとつである

・選択肢としてありうる

・医学的妥当性は不明である（エビデンスがない）

・医学的妥当性には賛否両論がある

・選択されることは少ない

・一般的ではない

・基準から逸脱している

・医学的妥当性がない

・劣っている

・誤っている

高い

低い

例）
・優れている
・一般的である
・基準から逸脱している
・劣っている
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原因分析報告書の公表

� 要約版

ホームページに公表

� 全文版（マスキング済）

手続きを経て申請者に開示

要約版

全文版

１．１．１．１．

２．２．２．２．

１．１．１．１．

２．２．２．２．

３－４ページ

２０－３０ページ
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原因分析報告書の公表（要約版）

ホームページの「制度概要」の中に掲載しています。
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わかりやすい報告書のために
「医学用語の解説」

ご家族には「医学用語の解説」を
同封して送っています。
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原因分析の実績

承認 条件付承認 再審議 保留

89件 36件※1 52件※2 1件 ０件

審議件数
審議結果

計

■承認　

■条件付き承認

■再審議

■保留 審議未了となった報告書

【審議結果区分】

修正なしまたは修正内容が確定した報告書

修正なしまたは修正内容が確定した報告書

部会において修正後、再度審議をする必要がある報告書

※1　再審議分として審議を行った9件を含む

※2　再審議分として審議を行った1件を含む

2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

再発防止に関する情報の流れ
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再発防止に関する検討再発防止に関する検討再発防止に関する検討再発防止に関する検討

審査
委員会

原因分析
委員会 再発防止委員会再発防止委員会再発防止委員会再発防止委員会

事務局事務局事務局事務局
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約６ヶ月～１年 国民国民国民国民

分娩機関分娩機関分娩機関分娩機関

関係学会関係学会関係学会関係学会

行政機関等行政機関等行政機関等行政機関等

に提供に提供に提供に提供

・ホームページでの公表・ホームページでの公表・ホームページでの公表・ホームページでの公表

・報告書の配布・報告書の配布・報告書の配布・報告書の配布

原因分析報告書
の内容を入力・
蓄積

再発防止に関する

基本方針の決定

・報告書案

・産科事例情報(仮称)案

の審議

産科事例情報(仮称)
案

報告書案
・数量的・疫学

的分析

・テーマに沿っ
た分析
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再発防止報告書
～産科医療の質の向上に向けて～

平成２３年8月に

第１回再発防止報

告書を公表
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再発防止報告書 目次
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数量的・疫学的分析とテーマ分析

数量的・疫学的分析のページ（例） テーマ分析のページ（例）
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４つの分析テーマ

① 分娩中の胎児心拍数聴取について

② 新生児蘇生について

③ 子宮収縮薬について

④ 臍帯脱出について
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新生児蘇生について
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重度脳性麻痺児の予後に関する
医学的調査報告書
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全脳性麻痺児生存率
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脳性麻痺児発生率の年次推移
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�平成２１年１月１日より制度開始

�遅くとも５年後を目処に、本制度の内容に
ついて検証します。

� 補償対象者の範囲、補償水準、保険料の変更、
組織体制等について、適宜必要な見直しをしま
す。

※制度開始以降の分娩を対象とします。

創設時期および見直し
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� 産科の枠を超え、医療全体を視野

に入れた公的な補償制度の設立を

目指していくことが望ましい。

将来的には

64



2011.12.202011.12.202011.12.202011.12.20厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第2222回班会議回班会議回班会議回班会議

１．趣旨

本検討会においては、患者・家族（遺族）の救済及び医療関係

者の負担軽減の観点から、医療の質の向上に資する無過失補償

制度等のあり方や課題について、幅広く検討を行うために開催

するものである。

２．検討課題

（１）補償水準、範囲、申請、審査、支払、負担及び管理等の仕組

みの在り方について

（２）医療事故の原因究明及び再発防止の仕組みのあり方について

（３）訴訟との関係について

（４）その他

医療の質の向上に資する無過失補償制度等の
あり方に関する検討会【厚生労働省】
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学会・医療団体主催研修会、国際会議
発表等（２３年度）

1. 後 信、医療事故情報収集等事業と最近の話題、第６回国家公務員共済組
合連合会医療安全管理者研修、２０１１年６月、東京

2. 後 信、医療事故情報収集等事業と産科医療補償制度について、医療の
質・安全学会主催 医療安全管理者養成研修、２０１１年７月、東京

3. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、日本病院会 医療安全管理者養
成講習会第2クール、２０１１年９月、東京

4. 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について、京都府薬剤師会 医療
安全研修会、 ２０１１年１０月、京都

5. 後 信、日本医療機能評価機構における医療安全に関する取り組み、日本
医師会・医療安全推進者養成講座、２０１１年１１月、東京
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6. 後 信、 Nationwide adverse event reporting system and no-
fault compensation/causal analysis system to promote patient 
safety and ease conflict、2011 China-ASEAN Forum on 
Reform and Administration of Public Hospitals ２０１１年１１月、
北京

7. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、医療安全全国共同行動「医療安
全全国フォーラム」、２０１１年１１月、東京

8. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、全日本病院協会 医療安全対策
講習会、２０１１年１１月、東京

9. 後 信、産科医療補償制度の現況について、長崎県産婦人科医会 産科医
療補償制度に関する研修会、２０１１年１１月、長崎

学会・医療団体主催研修会、国際会議
発表等（２３年度）
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10.後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、東北厚生局 第23年度東北ブ
ロック医療安全に関するワークショップ 、２０１１年１２月、仙台

11.後 信、産科補償制度の見直しに向けて～（公財）日本医療機能評価機構
の立場から～ 、大阪府医師会平成２３年度 第３回 周産期医療研修会 パ
ネルディスカッション 、２０１１年１２月、大阪

12. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、船橋市保健所 第１回医療安全
研修会、 ２０１１年１２月、船橋

13.後 信、The International Society for Quality in Health Care 
(ISQua)、第２８回国際会議、Projects carried by JCQHC and their 
achievements to promote patient safety and ease conflict（個人
レベルの説明のみ）２０１１年９月、香港

学会・医療団体主催研修会、国際会議
発表等（２３年度）
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書籍など

1.後 信、医療事故情報収集等事業における取

り組み、看護管理学習テキスト第２版 第３巻 看

護マネジメント論、（株）日本看護協会出版部、

２０１１

2.後 信、眼科領域の医療事故について、眼科

と経営 第１１６号（１０月号）、プリメド社、

２０１１年
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ま と め（１）

� 医療事故情報収集等事業は、平成２３年度に、これまで定

期報告書３回、年報１回（英訳作成中）、医療安全情報９

回を公表した。また、ホームページにおける事例公表を行

い、現時点で合計、医療事故４，２１２件、ヒヤリ・ハッ

ト事例１１，７７２件、を公表した。

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業では、平成２３年

度に、これまで集計報告１回、年報１回を公表した。また、

ホームページにおける事例公表を行い、現時点で合計、薬

局ヒヤリ・ハット事例２０，００７件を公表した。

� 事例の内容は、PDF、XMLファイル形式によるダウンロー

ド機能に、CSVファイル形式も追加した。
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ま と め（２）

� 産科医療補償制度の原因分析報告書の作成、公表（要約
版）を行った。現時点で７７件（PDFファイル形式）公表
している。

� 原因分析報告書における事例の医学的評価の標準化を図る
ため、医療の質のレベルに応じた表現を標準化して使用す
るなどの取り組みを進めている。

� ８月には、第１回 再発防止報告書を作成、公表した。
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J C
Q

H C

Japan
Council 
for
Quality
Health
Care

情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・情報の構造化による医療事故・

ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究ヒヤリ・ハット情報の利活用に関する研究

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構
医療事故防止事業部医療事故防止事業部医療事故防止事業部医療事故防止事業部

産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部産科医療補償制度運営部

後後後後 信信信信

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

2011.12.7(2011.12.7(2011.12.7(2011.12.7(水水水水) ) ) ) 厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第23232323年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演

内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について
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医療事故情報収集等事業の目的

医療機関から事故情報及びヒヤリ・ハット情報を収集し、

さらに学会等からも幅広く事故防止に有用な情報を収集し、

それらについて分析を加えた上で改善方策等を広く社会に

提供し、また医療機関からの相談に応じて必要な助言・支

援を行うことにより、医療事故の発生予防・再発防止を促

進することを目的とする。

再発防止を志向する事業

情報は匿名化して取り扱う

懲罰的な取り扱いをしない
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情報収集・分析～成果の還元

目目目目 的的的的

事故の発生予防・再発防止事故の発生予防・再発防止事故の発生予防・再発防止事故の発生予防・再発防止

（責任を追及しない）（責任を追及しない）（責任を追及しない）（責任を追及しない）

①報告義務①報告義務①報告義務①報告義務

大学病院

ﾅｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰ

国立病院機構

の病院 など

②任意参加②任意参加②任意参加②任意参加

国国国国 民民民民

医療機関医療機関医療機関医療機関

関係学会・関係学会・関係学会・関係学会・

団体団体団体団体

行政機関行政機関行政機関行政機関

などなどなどなど

((((公財公財公財公財))))日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構

報告書報告書報告書報告書
年報年報年報年報

ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ
((((発生件数情報発生件数情報発生件数情報発生件数情報

事例情報事例情報事例情報事例情報))))

医療事故医療事故医療事故医療事故

研修会研修会研修会研修会
(RCA演習演習演習演習)

医療安全医療安全医療安全医療安全
情報情報情報情報

①任意参加①任意参加①任意参加①任意参加

事例事例事例事例
データベースデータベースデータベースデータベース

①選択項目

②記述項目

医療機関医療機関医療機関医療機関
医療事故情報収集等事業医療事故情報収集等事業医療事故情報収集等事業医療事故情報収集等事業

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

総合評価部会総合評価部会総合評価部会総合評価部会

分析班会議
(専門家・

ﾒｰｶｰ)

事務局事務局事務局事務局

Web報告

訪問調査

（任意）

医療行為の目的

事故の内容

背景・要因

改善策
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事業に参加している医療機関

＊2011年１２月３１日現在
診療所８４施設を含む

義務 参加する 123 79 71 273

任意 参加する 281 175 153 609

参加する 合計

合計

ヒヤリ・ハット報告

参加しない

発生件数
発生件数・
事例情報

登録状況

1,051

573

医療事故報告

参加しない

478 224

254 224 882

393

1,275

404

169 224 -

＊
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報告件数 1114 1296 1266 1440 1895 2182 2483

医療機関数 272 273 273 272 273 272 273

報告件数 151 155 179 123 169 521 316

医療機関数 283 300 285 272 427 578 609

義務

任意

１９年 ２０年 ２３年２１年 ２２年参加形態 年 １７年 １８年

医療事故の報告件数

ホームページおける公開件数（平成２１年１月以降累計）：４，９２２件※

※２０１１年１２月３１日現在
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報告件数
（ヒヤリ・ハット～発生件数情報）

第２５回 第２６回 第２７回 ２８回 合計 参考：22年度

（１）薬剤 44398 55315 56037 52266 208016 186,424

（２）輸血 962 992 1177 1217 4348 3090

（３）治療・処置 6485 7902 7955 7692 30034 27,015

（４）医療機器等 4020 5061 4779 4753 18613 16,687

（５）ドレーン・チューブ 23111 26213 26577 25728 101629 90,797

（６）検査 10970 12920 12964 12957 49811 42,417

（７）療養上の世話 33870 36899 37406 38013 146188 127,918

（８）その他 15011 18897 18114 16489 68511 65,676

合計 138827 164199 165029 159115 627170 560,024

再掲

【１】薬剤の名称や形状に関連する事例 3791 4330 4105 3393 15619 12,540

【２】薬剤に由来する事例 17077 21600 20759 17957 77393 69,129

【３】医療機器等に由来する事例 1863 2532 2508 2305 9208 8,195

【４】今期のテーマ 1778 1839 4159 3011 10787 2683

報告医療機関数 457 463 466 456

病床数合計 184204 191558 192306 190831
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参考

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ２２年

事例情報
参加登録

医療機関
報告数

事例情報
参加登録

医療機関

2011年

571

3,966 2,111 2,126

573 573 573569 571 572 572560 562 565 567

2,556 2,393 31,549 25,305

合計

3,301 1,637 2,271 3,518 1,924 2,550 3,196

報告件数
（ヒヤリ・ハット～事例情報）

ホームページおける公開件数（平成２１年１月以降累計） ：１3，340件※

※２０１１年１２月３１日現在
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報告書・年報の作成

� 報告書２８回※ ・事業概要

・集計分析

・テーマ分析

・再発・類似事例の発生状況

※第２８回報告書は３月２２日公表予定
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今年度取り上げた新規テーマ

薬剤の施設間等情報伝達に関連した医療事故

食事に関連した医療事故

自己管理薬に関連した医療事故

医療用照明器の光源により発生した熱傷に関連した医療事故

集中治療室（ＩＣＵ）の入室時の薬剤の指示に誤りがあった事例

画像診断報告書の内容が伝達されなかった事例

薬剤処方時の検索結果としての画面表示に起因した医療事故

術後患者の硬膜外腔に持続注入すべき薬剤を静脈に注入した事例

研修が単独でインスリンの単位を誤って調整し患者に投与した事例
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今年度取り上げた再発・類似事例

薬剤の取り違え

誤った患者への輸血

ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出

清拭用タオルによる熱傷

製剤の総量と有効成分の量の間違

ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み

ベッドのサイドレールや手すりに関連した事例

入浴介助時の熱傷

「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ

PTPシートの誤飲
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平成２３年度に提供した

医療安全情報

配信医療機関数（２月現在）：５，３０６施設（※）

※診療所、８４施設を含む。
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インスリン含量の誤認（No.1）
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変更前変更後

（平成２１年１月 製薬団体連合会「インスリン製剤の販売名変更について」より改変）

医療安全情報の影響
（インスリン製剤の販売名の変更②）
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抗ﾘｳﾏﾁ剤(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ)の過剰投与に
伴う骨髄抑制(No.2)
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必須注意表示の追加
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事例データベース

検索語：食道食道食道食道
検索結果（１７８件１７８件１７８件１７８件）

�医療事故／ヒヤリ・ハット
を選択

�発生年月を入力（ヒヤリ・
ハットのみ）

�事例概要を選択
�検索語を入力
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（参考）英国NHS･National Patient Agencyの
Patient Safety Alert
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Canadian Patient Safety Institute 

“Global Patient Safety Alerts” Project

協力国リスト

Japan, Australia, 
Canada, Denmark, 

Hong Kong, 

England and 

Wales, European 

Union, United 

States

医療安全情報（英語版）の

国際的な共有
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“Global Patient Safety Alerts” Project

Japan Council for Quality Health Care 

“Medical Safety Information”
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本事業の課題

事業への参加

報告件数の増加

報告の質の向上

事業への参加

報告件数の増加

報告の質の向上

収集事例の活用

最初の５年間
（2004.10-2009.９）

これからの５年間
（2009.10-2014.9）

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

2011.12.7(2011.12.7(2011.12.7(2011.12.7(水水水水) ) ) ) 厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第厚生労働省東北厚生局「第23232323年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演年度東北ブロック医療安全に関するワークショップ」講演

内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について
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事業参加薬局数（都道府県別）

（2012年１月31日現在）

都道府県 薬局数 割合 都道府県 薬局数 割合 都道府県 薬局数 割合

北海道 464 20.5 長野県 89 10.4 岡山県 70 9.1

青森県 114 19.6 富山県 34 9.0 広島県 119 7.4

岩手県 64 11.1 石川県 30 7.1 山口県 354 44.1

宮城県 77 7.0 福井県 16 6.4 徳島県 66 17.2

秋田県 60 11.4 岐阜県 125 13.1 香川県 87 17.5

山形県 54 10.3 静岡県 169 10.1 愛媛県 82 16.1

福島県 115 13.2 愛知県 198 6.7 高知県 93 23.1

茨城県 55 4.7 三重県 118 16.1 福岡県 423 15.4

栃木県 150 18.8 滋賀県 61 12.2 佐賀県 103 19.7

群馬県 126 16.6 京都府 113 12.9 長崎県 75 10.7

埼玉県 122 4.9 大阪府 403 11.2 熊本県 169 22.0

千葉県 124 5.7 兵庫県 275 11.4 大分県 66 12.2

東京都 352 5.8 奈良県 61 12.3 宮崎県 62 11.1

神奈川県 394 11.4 和歌山県 29 6.6 鹿児島県 62 7.5

新潟県 211 19.6 鳥取県 24 9.0 沖縄県 36 6.6

山梨県 46 11.1 島根県 50 17.0 合計 6,190 11.4

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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平成２２年にも報告された
医薬品の組み合わせ

薬効 件数

マグマグマグマグミット錠３３０ｍｇ マグマグマグマグラックス錠３３０ｍｇ 10

ベザベザベザベザテートＳＲ錠２００ ベザベザベザベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 4

ＭＳＭＳＭＳＭＳ冷シップ「タイホウ」 ＭＳＭＳＭＳＭＳ温シップ「タイホウ」 2

メバメバメバメバロチン錠５ メバメバメバメバン錠５ 1

ムコムコムコムコダイン錠５００ｍｇ ムコムコムコムコスタ錠１００ｍｇ 6

クラクラクラクラビット錠 クラクラクラクラリシッド錠２００ｍｇ 1

ユリユリユリユリノーム錠２５ｍｇ ユリユリユリユリーフ錠４ｍｇ 1

クラリクラリクラリクラリス錠２００ クラリクラリクラリクラリシッド錠２００ｍｇ 6

プレドプレドプレドプレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドプレドプレドプレドニン錠５ｍｇ 5

ノイロノイロノイロノイロトロピン錠４単位 ノイロノイロノイロノイロビタン配合錠 4

スロースロースロースローケー錠６００ｍｇ スロースロースロースローフィー錠５０ｍｇ 1

ツムラツムラツムラツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 2

ツムラツムラツムラツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 2

ツムラツムラツムラツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラツムラツムラツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 1

同じ

異なる

その他

医薬品の組み合わせ

２文字のみ一致（２５件）

同じ

異なる

３文字以上一致（２１件）
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ユリーフとユリノームの取り違え
（2011年9月の注意喚起）

Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)
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ユリーフとユリノームの取り違え
（2011年9月の注意喚起）
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内 容

� 医療事故情報収集等事業について

� 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

について

� 産科医療の補償制度について
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分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で
争われる傾向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一つ。

産科医療の無過失補償制度(2009-)

「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」
自民党医療紛争処理のあり方検討会（平成18年11月29日）より抜粋

無過失補償 原因・再発防止

紛争の防止・早期解決、産科医療の質の向上

補償金
支払い

審査
委員会

過失の有無を問わない過失の有無を問わない過失の有無を問わない過失の有無を問わない

分娩機関分娩機関分娩機関分娩機関
① 診療録、助産

録、検査データ
等

② 診療体制等の
追加資料

家族家族家族家族
疑問・質問

報告書
１．１．１．１．

２．２．２．２．

２０－３０ページ

補償
申請

書類
審査
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未加入機関：診療所7機関、助産所1機関

分娩機関数 加入分娩

機関数

加入率(%)

病院 1,201 1,201 100.0

診療所 1,698 1,691 99.6

助産所 440 439 99.8

合計 3,339 3,331 99.8

制度加入状況

（平成23年１１月４日現在）

（分娩機関数：病院・診療所は日本産婦人科医会調べ、助産所は日本助産師会調べ）
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審査の実績
（平成２３年１１月審査分まで）

※異議審査の件数を含む。

補償対象外 再申請可能

２０００
ｇ以上か
つ３３週

155 145 4 5 1

２８週以
上かつ所
定の要件

18 12 6 0 0

合計 173 157 10 5 1
２０００
ｇ以上か
つ３３週

84 82 0 1 1

２８週以
上かつ所
定の要件

7 7 0 0 0

合計 91 89 0 1 1
２０００
ｇ以上か
つ３３週

1 1 0 0 0

２８週以
上かつ所
定の要件

0 0 0 0 0

合計 1 1 0 0 0

265 247 10 6 2総計

H22

補償対象外
継続審議

H21

H22

児の生年
補償対象

基準
審査件数 補償対象
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原因分析の実績

承認 条件付承認 再審議 保留

89件 36件※1 52件※2 1件 ０件

審議件数
審議結果

計

■承認　

■条件付き承認

■再審議

■保留 審議未了となった報告書

【審議結果区分】

修正なしまたは修正内容が確定した報告書

修正なしまたは修正内容が確定した報告書

部会において修正後、再度審議をする必要がある報告書

※1　再審議分として審議を行った9件を含む

※2　再審議分として審議を行った1件を含む
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再発防止報告書
～産科医療の質の向上に向けて～

平成２３年8月に

第１回再発防止報

告書を公表
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４つの分析テーマ

① 分娩中の胎児心拍数聴取について

② 新生児蘇生について

③ 子宮収縮薬について

④ 臍帯脱出について

2011.2011.2011.2011.03030303....08080808 厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第3333回班会議回班会議回班会議回班会議

新生児蘇生について

86



2011.2011.2011.2011.03030303....08080808 厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第3333回班会議回班会議回班会議回班会議

１．趣旨

本検討会においては、患者・家族（遺族）の救済及び医療関係

者の負担軽減の観点から、医療の質の向上に資する無過失補償

制度等のあり方や課題について、幅広く検討を行うために開催

するものである。

２．検討課題

（１）補償水準、範囲、申請、審査、支払、負担及び管理等の仕組

みの在り方について

（２）医療事故の原因究明及び再発防止の仕組みのあり方について

（３）訴訟との関係について

（４）その他

医療の質の向上に資する無過失補償制度等の
あり方に関する検討会【厚生労働省】
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原因分析・再発防止体制の
充実に向けて

対象とする診療科

分
析
の
個
別
具
体
性

医療事故情報

収集等事業

産科医療補償制度

無過失補償無過失補償無過失補償無過失補償

事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

２００４～

２００９～

医療の質の向上のために、それぞれの事業の特徴を
どのように組み合わせるかが課題

多い少ない

低
い

高
い
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� “2010 International Patient Safety Reporting 

System Conference”, Sep 27-18, 2010., 

Taipei, Taiwan

� “2011 China-ASEAN Forum on Reform and 

Administration of Public Hospitals”, Nov 18-19, 

2011., Beijing, China

招待講演（海外分）
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学会・医療団体主催研修会
発表等（２３年度）

1. 後 信、医療事故情報収集等事業と最近の話題、第６回国家公務員共済組
合連合会医療安全管理者研修、２０１１年６月、東京

2. 後 信、医療事故情報収集等事業と産科医療補償制度について、医療の
質・安全学会主催 医療安全管理者養成研修、２０１１年７月、東京

3. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、日本病院会 医療安全管理者養
成講習会第2クール、２０１１年９月、東京

4. 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について、京都府薬剤師会 医療
安全研修会、 ２０１１年１０月、京都

5. 後 信、日本医療機能評価機構における医療安全に関する取り組み、日本
医師会・医療安全推進者養成講座、２０１１年１１月、東京
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6. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発
防止と無過失補償による紛争の解決について、医療安全全国共同行動
「医療安全全国フォーラム」、２０１１年１１月、東京

7. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発
防止と無過失補償による紛争の解決について、全日本病院協会 医療安
全対策講習会、２０１１年１１月、東京

8. 後 信、産科医療補償制度の現況について、長崎県産婦人科医会 産科
医療補償制度に関する研修会、２０１１年１１月、長崎

9. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発
防止と無過失補償による紛争の解決について、東北厚生局 第23年度
東北ブロック医療安全に関するワークショップ 、２０１１年１２月、
仙台

学会・医療団体主催研修会
発表等（２３年度）

2011.2011.2011.2011.03030303....08080808 厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究厚生労働省科学研究____地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成地域医療基盤開発推進研究事業（秋山班）平成23232323年度第年度第年度第年度第3333回班会議回班会議回班会議回班会議

10.後 信、産科補償制度の見直しに向けて～（公財）日本医療機能評価機構
の立場から～ 、大阪府医師会平成２３年度 第３回 周産期医療研修会 パ
ネルディスカッション 、２０１１年１２月、大阪

11. 後 信、医療事故・ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析、再発防止
と無過失補償による紛争の解決について、船橋市保健所 第１回医療安全
研修会、 ２０１１年１２月、船橋

12.後 信、The International Society for Quality in Health Care 
(ISQua)、第２８回国際会議、Projects carried by JCQHC and their 
achievements to promote patient safety and ease conflict（個人
レベルの説明のみ）２０１１年９月、香港

学会・医療団体主催研修会
発表等（２３年度）
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書籍など

1.後 信、医療事故情報収集等事業の成果と

は？、ケアの根拠（第２版）、（株）日本看護

協会出版会、２０１２

2.後 信、眼科領域の医療事故について、眼科

と経営 第１１６号（１０月号）、プリメド社、

２０１１年
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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
 分担研究報告書 

 

 

EHR という制度への信頼を向上させるための基礎 

佐藤智晶 東京大学・政策ビジョン研究センター・特任助教 

 

 

 

研究要旨 

本研究では、EHR という制度への信頼を向上させるための方法として、主に米国における

議論を参考にして、自己情報コントロール権の内容やその他の手段について検討する。制

度の透明性を高め、制度への信頼を向上させるための手段として、自己情報コントロール

権の確保を含めてあらゆる手段の可能性を模索することによって、本人が情報を信じて託

す関係、本人と政府の間の信託的な関係を生み出すことが可能になると思われる。
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A. 研究目的 

本研究では、EHR という制度への信頼を向上

させるための方法として、主に米国における議

論を参考にして、自己情報コントロール権の内

容やその他の手段について検討する。 

 

B. 研究方法 

日本および諸外国で公刊された新聞記事、研

究文献、法律、および判例などを参照しつつ考

察を加えた。 

 

（倫理面への配慮） 

基本的にすべて公知の資料を利用しており、

個人情報を扱うものではないため、本研究にお

いては特別の倫理的配慮の必要性は低いと考え

られる。 

 

C. 研究結果 

D. 考察 

E. 結論 

 

１．はじめに 

本研究では、EHR を導入するにあたっての信

頼性確保の手段として、主に自己情報コントロ

ール権について扱う。 

EHRという制度1を構築する際には、まず制度

の透明性を高め、制度への信頼を向上させる必

要がある。そして、いわゆる「自己情報コント

ロール権」は、実はEHRという制度への信頼を

向上させるための一手段、として整理すること

ができる。では、自己情報コントロール権を保

護するとして、EHR という制度への信頼を向上

させるためには、少なくともどのような具体的

                                                   
1 EHRという制度については、中安一幸「我が国に

おけるEHRに向けた一考察－社会保障カード構想

を通じて－」海外社会保障研究172号（2010年秋

号）42－56頁を参照。 

内容の権利が保護されるべきか。我が国では、

これまで自己情報コントロール権の重要性は説

かれる一方、いかなる権利をどのようにして守

るのか、という踏み込んだ論稿は乏しかった2。 

以下では、主にアメリカ合衆国におけるこれ

までの議論を参考にして、EHR という制度への

信頼を向上させるための方法として、主に自己

情報コントロール権の内容やその他の手段につ

いて検討する。 

 

2．合衆国最高裁判決に基づく医療情報に関する

プライヴァシーの利益とその保護手段 

  

（1）1977年のファーレン対ロー事件 

合衆国最高裁判所は、合衆国憲法上の医療情

報に関するプライヴァシーの利益について、限

定的に判断したことがある3。合衆国最高裁は、

1977年のファーレン対ロー事件において、開示

されると精神的苦痛を覚えるような医療情報を

公共の利益のために収集して利用するという政

府の権限には、情報の不正な漏洩を回避するた

めの制定法または行政規則上の義務が伴う、と

いう一般論を明らかにした4。 

                                                   

2 中安、前掲注1）47頁では、自己情報コントロ

ール権の具体的内容を明らかにして実効性を持た

せることの重要性について、次のように説明され

ている。「・・・収集、蓄積、伝達、開示等のそれ

ぞれのプロセスにおいて、自己情報をコントロー

ルしようとするならば、それが憲法に保障された

権利であるからというばかりでなく、具体的な請

求手続きなどについて別に法に定めるなどの措置

が必要となろう。ここでもEHRが法制上どう位置

づけられるか、公共の利益のために構築を目指す

情報基盤の在り方と、個人のプライバシーに関す

る権利の保障と行使の方法をどのように整理する

かという問題に行き当たる。」 
3 See, e.g., Mark A. Hall, Mary Anne Bobinski, 

& David Orentlicher, Bioethics and Public 

Health Law 562-63 (2005). 
4 Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977). 
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合衆国最高裁は、いわゆる「医療用麻薬」を

処方された患者等を特定できる情報を含む処方

せんを州厚生省に届けるように義務づけるニュ

ー・ヨーク州制定法（New York State Controlled 

Substances Act of 1972）について、合衆国憲

法第14修正に文面上違反するものではない、と

いう判決を下した。合衆国憲法第14修正は、州

の行為から合衆国市民の生命、自由、および財

産を保護する条項である。 

ニュー・ヨーク州在住の医師と患者は、合衆

国憲法第 14 修正に基づいて州制定法の執行差

し止めを求める訴えをニュー・ヨーク地区連邦

地裁に提起した。第１審のニュー・ヨーク地区

連邦地裁は、合衆国憲法に違反することを理由

に州法の執行差し止めを命じたものの、合衆国

最高裁は第１審の判決を破棄した。合衆国最高

裁は、危険な医薬品の不正利用を防止するとい

う目的のために、当該医薬品を処方された個人

を特定するという手段が不合理とは認められず、

プライヴァシーに関する利益を保護するための

措置が州法に基づいて実際に講じられているこ

とから、ニュー・ヨーク州制定法を合憲（合衆

国憲法上の合憲）とした。 

合憲性が争われたニュー・ヨーク州制定法で

は、法令に基づいてさまざまな情報セキュリテ

ィ対策が講じられていたものの、患者は個人識

別可能な医療情報にアクセスする権限を付与さ

れていなかった。具体的に言えば、処方医は、

緊急時を除く医療用麻薬の処方について自らの

氏名、調剤者の氏名、処方薬の名前と量、処方

された患者の氏名、住所、および年齢が記載さ

れた処方せんのコピーを州厚生省に送付する（3

部のうち、1 つは処方医、もう１つは調剤者、

最後の１つは州厚生省が保管する）。州厚生省に

送付された処方せんは、特別の部屋（receiving 

room）で付番され、電子記録のための別の部屋

に移され、再び付番のための特別の部屋で法定

期間の5年間保管した後に廃棄されることにな

っていた。付番のための特別の部屋には、不正

侵入警報器が装備されていて、磁気テープは金

庫で保管されている。さらに磁気テープの利用

は、外部からのアクセスを遮断されたコンピュ

ーターで行われることはもちろん、個人情報を

故意に漏洩させることは州の法令によって禁止

されていた。違反した場合には、１年以下の自

由刑または2000ドルの罰金の刑に処せられる。 

ファーレン事件では、データの利用状況も明

らかにされた。ニュー・ヨーク州法のもとでは、

データへのアクセス権限が一定の者にのみ与え

られていて、しかもアクセス・ログが記録され

ており、不正なアクセスやデータの利用が監視

されていた。具体的にいえば、14名の州厚生省

職員がデータにアクセスし、24名の調査官が医

薬品の不正使用の調査のためにデータを解析し

ていた。そして、データの解析によって、医薬

品の不正使用が2件判明したという。 

 以上の事実関係に基づいて、合衆国最高裁は、

「自己に関する情報の流れをコントロールする

権利」については言及することなく、ニュー・

ヨーク州制定法を合憲とした。 

合衆国最高裁は、プライヴァシーを保護して

いると扱われている事件について、少なくとも

次の２つに分類できるという。１つは、私事を

公表されない利益で、もう１つは重要な事項に

ついて独自に判断できる利益である5。そして合

衆国最高裁は、危険な医薬品の不正利用を防止

するという目的にとって、当該医薬品を処方さ

れた個人を特定するという手段が不合理とは認

められず、しかも州がプライヴァシーに関する

利益を考慮して適切に保護している（少なくと

も個人情報の漏洩、制定法上のプライヴァシー

                                                   
5 Id. at 598-99. 
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保護の機能不全、または、個人情報の漏洩の可

能性をおそれて患者が治療を受けられなくなっ

ているなどの悪影響が実際に生じていない）こ

とから、ニュー・ヨーク州制定法を違憲とは認

められない、と判示した。要するに、プライヴ

ァシーに関する利益を脅かす具体的な危険が生

じていない段階では、合衆国憲法違反を理由に

州法の執行差し止めを命じることはできない、

ということである。 

 

（2）ファーレン事件の考察 

ファーレン事件によれば、国（州）は、法律

に基づいて正当な目的、とりわけ医薬品の不正

利用から市民の健康を守るために個人識別可能

な医療情報を保管し、利活用することができる

ものの、その際には、法令に基づいてプライヴ

ァシーに関する利益を保護するための合理的な

措置を講じる必要がある。以下では、ファーレ

ン事件から得られる示唆を3点挙げる。 

第１に、ファーレン事件の分析枠組みは、法

律の目的の正当性と手段の合理性を比較衡量す

る、というごく一般的なものである。とりわけ、

合衆国最高裁がプライヴァシーの利益を脅かす

具体的な危険が生じていないことを理由にニュ

ー・ヨーク州法を合憲とした点は、平成20年の

住基ネットにかかる我が国の最高裁判決と類似

している。扱われている情報は異なるものの、

付番された情報を使う関係者が少ないという点

について、ファーレン事件と住基ネットにかか

る最高裁判決は等しい。そのためか両事件は、

具体的な危険についても考え方は似ている。合

衆国最高裁によれば、具体的な危険とは、個人

情報の漏洩、制定法上のプライヴァシー保護の

機能不全、または、個人情報の漏洩の可能性を

おそれて患者が治療を受けられなくなっている

などの悪影響である6。 

第2に、ファーレン事件では「自己に関する

情報の流れをコントロールする権利」について

特別の言及がない。ファーレン事件は、この点

についても平成 20 年の住基ネットにかかる最

高裁判決と類似している。 

しかしながら、ファーレン事件は、1970年代

に争われた事件であった。当時のアメリカでは、

医療機関等において電磁的記録による医療情報

の蓄積や、蓄積された医療情報を関係者間で適

切に共有する、という事態まで十分に想定され

ていない可能性が高い7。そのため、ファーレン

事件を参照する際には、現在の情報セキュリテ

ィの技術水準、医療情報の共有に関与する医療

機関以外の者の役割、関係者の責任配分などの

追加的な事情を考慮しなければならないだろう。 

EHRについて考えてみると、キーとなるID自

体の秘匿性は、ファーレン事件で利用されたID

よりも高くなる可能性がある。EHR では、 ID

により連携して活用される情報の範囲が、ファ

ーレン事件で問題になった「処方に関連する個

人情報」よりもさらに広範になるおそれがある。

また、ファーレン事件では、IDを利用する関係

者は州の厚生省の職員に限定されているのに対

し、EHRでは、IDを利用する関係者も多岐に渡

ることになるだろう。 

第3に、ファーレン事件で重要なのは、合衆

国憲法において「自己に関する情報の流れをコ

ントロールする権利」が認められるかどうかで

はなく、州法上のプライヴァシー保護によって

                                                   
6 Id. at 601-603. 
7 2008年に入っても医療情報の電子化はそれほど

進んでいない、という報道がある。See, e.g., 

Steve Lohr, Most Doctors Aren't Using 

Electronic Health Records, N.Y. Times, June 19, 

2008, at C0 (全米の約半数の医師が勤務している

規模の医療機関では、わずか9パーセントの医師

が電子カルテを使用しているにとどまる). 
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患者に実際の悪影響が生じていないことを前提

にして、危険な医薬品の不正利用を防止するた

めに個人情報の収集と利用を認めた、という点

にある。 

 

3．手段としての自己情報コントロール権 

EHR という制度を構築するために自己情報コ

ントロール権を保護しなければならないとすれ

ば、その理由は、自己情報コントロール権なし

には得られない追加的な利益から説明されるこ

とになる。自己情報コントロール権を確保する

ことは、それなしには獲得することができない

制度への信頼を得て、さらに安全で良好な医療

を実現するという目的から正当化できるに過ぎ

ない。ここでは、さまざまな医療機関に存在し

ている医療情報について患者本人が一定の利益

を持つことを明確にし、それによって関係者が

信認に基づいて必要な情報を収集、蓄積、伝達、

開示、秘匿等できるようすることが目的、とい

うことになる8。 

ところが、電子化された医療情報は、紙媒体

と比べて権利関係が明確でないことから、医療

情報の収集、蓄積、そして利用への投資が不十

分になっているという9。 

さらなる問題は、上記目的を実現するための

手段である。ファーレン事件では、州の法令に

よってさまざまな措置が講じられていた。EHR

という制度の透明性を高め、制度への信頼性を

                                                   
8 Mark A. Hall, Property, Privacy, and the. 

Pursuit of Interconnected Electronic Medical 

Records, 95 Iowa L. Rev. 631, 649-51 and 662-63 

(2010). 
9 Mark A. Hall & Kelvin A. Schulman, Ownership 

of Medical Information, 301 (12) J. Am. Med. 

Ass'n 1282 (2009); Marc A. Rodwin, The Case for 

Public Ownership of Patient Data, 302 (1) J. Am. 

Med. Ass'n 86, 88 (2009) (患者の権利が及ぶの

は、個人識別可能な情報に限られる). 

向上させるための何らかの手段が必要となる。 

例えば、アメリカとオーストラリアでは、連

邦の法律によってプライヴァシーの保護が拡充

されはじめている。アメリカの連邦議会は、2009

年に『米国再生・再投資法』という新しい法律

を可決成立させた10。新しい法律では、全米で

医療情報の電子化と利用を進めつつ、患者の医

療情報を適切に保護することなどを目的として、

診療情報等の売買を規制し、売買によって損害

を被った者を救済する、という新たな枠組みが

提示された11。具体的に言えば、規制対象者は

個人識別可能な診療情報等を売買することが禁

止され（同意がある場合に加えて、研究、公衆

衛生、および診療目的については例外）、販売促

進目的の利用も制限され、さらにはアクセス記

録の保管、記録の本人開示、違反の本人通知を

義務づけられた12。 

『米国再生・再投資法』の一部による規制は、

少なくとも次の3点において、患者に医療情報

にアクセスする機会をすでに認めていた従来の

規制13を拡充するものである。第１に、米国再

生・再投資法の規制対象者には、従来対象外で

あった医療機関以外の州際通商（interstate 

commerce）に従事する組織と個人まで含まれて

                                                   
10 Health Information Technology for Economic 

and Clinical Health Act, HITECH in the American 

Recovery and Reinvestment Act, ARRA of ２００

９ (Pub. L. No. 115-5, 123 Stat. 115 (2009)). 
11 See, e.g., American Medical Association, H.R. 

1, the American Recovery And Reinvestment Act 

of 2009 Explanation of Privacy Provisions 

(2009); C. Stephen Redhead, The Health 

Information Technology for Economic and 

Clinical Health (HITECH) Act, CRS Report R40161, 

Feb. 23, 2009. 
12 American Recovery and Reinvestment Act of 

2009 §§13402 and 13405 (2009). 
13 HIPAA Standards for Privacy of Individually 

Identifiable Health Information, 45 C.F.R. 

Parts 160 and 164. 
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いる14。第 2 に、米国再生・再投資法では、州

の司法長官による取り締まりが認められ、違反

時の課徴金は原則として違反行為１つにつき

100 ドル、違反の程度によっては年間最大 150

万ドルとされた15。第３に、米国再生・再投資

法では、連邦保健省に支払われた課徴金の分配

によって、被害を受けた者の救済まで図られる

ようになった16。 

他方、オーストラリアでは、治療の時点で患

者本人のIDがないことや、さまざまな医療機関

に保管されている既往歴のデータを入手できな

いままの治療に伴う医療安全上のリスクなどに

鑑み17、IDを設けてEHRを運用するための連邦

の法律が２０１０年６月末に可決成立し、７月

１日から施行された18。 

この法律によれば、IDの利用状況を監視する

体制が整備されている。本人がアクセス・ログ

を閲覧できることはもちろん19、ID の利用状況

の監視とあらゆる苦情対応のために、制度運用

主 体 と は 異 な る 者 (Federal Privacy 

Commissioner)の役割が規定された20。さらに、

IDを不正に利用または開示した場合、および法

律上の守秘義務に違反した場合には、２年間の

                                                   
14 American Recovery and Reinvestment Act of 

2009 §§13401, 13404, and 13408 (2009). 
15 Id. §§13410 (a), (b), (d), and (e). 
16 Id. §13410 (c). 
17 Healthcare Identifiers Act, 2010, § 3 

(Austl.)  See also Australian Department of 

Health and Aging, Healthcare Identifiers 

Service – Frequently Asked Questions, at 

http://www.health.gov.au/internet/main/publi

shing.nsf/Content/5137E02F08412623CA2575ED00

8386B8/$File/Updated%20Website%20FAQs.pdf 
18 Fran Foo & Mitchell Bingemann, Two-year wait 

for e-records, The Australian, June 29, 2010 at 

31. 
19 Healthcare Identifiers Act, 2010, §§ 10 

and 18 (Austl.) 
20 Id. §§ 28-30. 

禁固または罰金、もしくはその両方の罰則が設

けられている21。 

このように、アメリカとオーストラリアでは、

EHR に関連してプライヴァシー保護を拡充する

動きがある22。アメリカの新しい法律では、情

報取扱者の守秘義務、本人がプライヴァシー侵

害の通知を受ける権利、そして損害を被った場

合の被害者の救済まで認められている。また、

オーストラリアの新しい連邦法でも、本人はID

の利用状況を確認できる。本人が情報にアクセ

スできることを認めている点で、両方の法律で

は本人にとってより透明で、しかも信頼しやす

い制度が志向されている。 

もちろん、わが国でアメリカやオーストラリ

アと同じ方法を採用すればよい、ということで

は決してない。むしろ、諸外国の事例を参照し

つつ、わが国における現在の技術水準などの制

約のもとでは他の選びうる合理的な代替の制度

がない、ということを提示した方が、本人とし

てはEHRという制度を信頼しやすいのではない

か。 

 

4. 結びにかえて 

EHR という制度を構築するための第一歩は、

制度の透明性を高め、制度への信頼を向上させ

ることである。どのような手段を用いたとして

も、少なくともEHRが本人のために運用される

                                                   
21 Id. § 26.  罰金は、１２０penalty unitsと

されている（法人に対する罰金の最高額は、６０

０ penalty units）。 
22 オーストラリアの立法については、法的な十分

な議論が尽くされていないことや、違反の本人通

知に関する規定がない点などについて懸念を指摘

する学者がいる。  See Danuta Mendelson, 

Healthcare Identifiers Legislation: A Whiff of 

Fourberie, 17 J. L.& Med. 660 (2010); Graham 

Greenleaf, A National ID system to put health 

privacy at risk, Cyberspace Law & Policy Centre 

(2010). 
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ことを制度で担保できなければ、誰も信頼して

使うことができない。制度の透明性を高め、制

度への信頼を向上させるための手段として、自

己情報コントロール権の確保を含めてあらゆる

手段の可能性を模索することによって、本人が

情報を信じて託す関係、本人と政府の間の信託

的な関係を生み出すことができるかもしれない

23。 

 

 

 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

なし 

 

 

H. 知的所有権の取得状況 

なし 

 

                                                   
23 信託的な関係については、樋口範雄『入門：信

託と信託法』（弘文堂・2007）22－23頁を参照。

EHRに関連した論稿として、中安一幸「我が国に

おけるEHRに向けた一考察－社会保障カード構想

を通じて－」海外社会保障研究172号（2010年秋

号）42－56頁（EHRのような制度は、「プライバシ

ー上の不安」という不愉快さとトレードオフに、

個々人の健康の増進という個の益、医学研究や医

療政策、医療経済などがよくなるという公の益を

もたらすことを目論むものである。それならば、

自己情報コントロール権を確保する責任も個と公

の対立的構造から導くものではなく、受益者を本

人と政府とした信託における受託者の忠実義務 

の一つであるというように考えるわけにはいかな

いものだろうか）49頁引用。 
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 

       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 
 

分担研究：医療安全管理者から見た、“事故やヒヤリハットの利活用に関する研究”成果
     の現場適応における課題の検討 
 

                    研究分担者 嶋森好子 

研究協力者 荒井有美（北里大学病院） 甲斐由紀子（宮崎大学医学部附属病院） 

木村眞子（和歌山県立医科大学附属病院）  

佐々木久美子（医療法人財団 野村病院）  

佐藤景二（静岡市立静岡病院） 杉山良子（武蔵野赤十字病院） 

團寛子（大阪大学医学部附属病院）寺井美峰子（聖路加国際病院） 

古田康之（亀田総合病院）山元惠子（富山県福祉短期大学） 

山内桂子（東京海上日動メディカルサービス株式会社） 

研究要旨：医療機関で働く医療安全管理者が、“事故やヒヤリハットの利活用に関

する研究”について理解を深め、その成果を現場に活用するに当たって問題となる

点を検討し、本研究を実践現場に生かす上での課題を明らかにすることを目的とし

た。第 6回医療の質・安全学会（平成 23 年 11 月、東京ビックサイトにて開催）の

医療安全管理者ネットワーク会議に出席した医療安全管理者 87 名を対象に、本研

究の代表者から、研究についてのプレゼンテーションを行い、その後、任意のグル

ープを作ってディスカッションを行った。最後に全員の前で簡単に意見の報告を行

い、その後、参加者各自に感想を書いてもらった。その感想文を分担研究者が整理

してまとめた。 

 

Ａ．研究目的 

 医療安全管理者が、“事故やヒヤリハッ
トの利活用に関する研究”についての理解
を深め、その成果を活用する上での課題と
なる点について、検討し、本研究を実践現
場で生かすための課題を明らかにする。 
 
 
Ｂ．研究方法 
 第6回医療の質・安全学会学術集会におけ
る医療安全管理者ネットワーク会議に出席
した医療安全管理者が「事故やヒヤリハッ
ト事例の利活用に関する研究」の成果につ
いて、研究代表者からの講演を聞き、その
現場への適応における課題について、意見
交換をし、その後、感想を記入してもらい、
その意見をまとめた。 
 

倫理面への配慮） 
 ネットワーク会議の参加者および発言内

容については匿名化して個人が特定されな
いように配慮した。今後研究に協力可能な
参加者には自主的に連絡先を提出してもら
った。 
 

 

Ｃ．研究結果 
 
1.医療安全管理者ネットワーク会議参加者
の背景 
医療施設における医療安全管理の専従も

しくは専任者として業務を行っている医療
安全管理者で、第6回医療の質・安全学会学
術集会における、医療安全管理者ネットワ
ーク会議の参加者87名（内、医療安全管理
者ネットワーク会議登録者36名の職種の内
訳は、看護師19、歯科医師 1、助産師 1 
診療放射線技師 3、薬剤師 7、臨床工学技
士１、不明 4で、性別は男性6名・女性25名
であった。その他は当日参加者で、職種、
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性別は調査しなかった。） 
 
2．参加者からの感想の件数 
参加者から提出された意見の総数は。61

件で、参加者の70％から提出された。その4
2件は、研究に期待する意見で、12件が、も
っと詳しく内容を聞きたいというものであ
った。当日、今後の研究への協力をしても
良いと答えたものは、34件あった。 
 

 
３．感想の内容について 
 
１） 本研究への期待を示す意見 
・貴重な講義を聞けて良かった。  
・これまで時間をかけて行ってきたこと 
をこの方法でできれば、より客観的に 
なるので、期待したい。  

・これまで書いてきたヒヤリハットがこ
んな形で役立てられるということを理
解できて良かった。  

・いままでもやもやしていたことが解消 
された。  

・もう少し詳しく聞きたかった。  
・先生の講義が非常に面白かった。もっ 
と対象を増やした方が良いので協力も 
可能だったらしても良い。 
  

２） 理解が難しかった。更に研究について
聞きたい 

・現場で何がどう変わるかという点が具 
体的にわからなかった。  

・まだヒヤリハットが記述できるように 
なる段階でどのように役立つかがよく 
わからない。  

・Drのヒヤリハットへの認識が少なく数 
を多くすることが課題である。  

・インシデントレポートが反省文になっ 
ているのでどう考えたら良いか。  

・だらだら長い報告しか書けない新人ナ 
ースの報告でも活用できるのか。  

・現場へのフィードバックとしては分類 
と書き方の統一までになっている。  

 
３）今後への期待と課題 
・現場の医療安全管理者は、事故やヒヤ
リハット事例を収集している。 

・特にヒヤリハット事例の収集は数が多
く現場にフィードバックすることにも
限界を感じている。 

・一方で、決められた枠にあてはめる形
のフォーマットでは現場に役立つ改善
策を導き出すことにつながらないと感
じている。 

・参加者の多くが、記述データをそのま
ま分析する本研究方法の話を聞いて、
目からウロコが落ちるようだと感じた

との感想を述べている。 
・まだ具体的に、現場でどのように活用
できるかは見えていないと感じる参加
者も多いが、できれば協力して、早く
本システムが動くようになることを期
待しているとの声が多い。 

・職種によって問題や視点が違うので、
職種別で情報を分類することも試みて
はどうかという提案があった。 

 
４、考察・まとめ 
第6回医療の質・安全学会学術集会の「医

療安全管理者ネットワーク会議」に出席し
た、医療安全管理者に“事故やヒヤリハッ
トの利活用に関する研究”を紹介し、今後
の現場での活用についての理解を深め課題
の検討と可能な場合の研究協力を依頼した。 
研究についての理解は多くの医療機関か

ら施設が許せば協力をしたいとの申し出が
あり、本研究への期待が大きいことがわか
った。その背景としては、これまで集め、
また、これから集めようとしているヒヤリ
ハットのテキスト情報については十分生か
し切れていないことに申し訳なさと不十分
さを感じていたことがあると考えられる。 
本研究によって導かれるヒヤリハット情

報の分類と利活用が可能になることへ寄せ
る期待が大きい。 
今後の課題として、医師、看護師、薬剤

師等、職種によって視点が違うと考えられ
るため、職種別の分析を加えた方法も検討
して欲しいということであった。 
 
 

Ｆ．研究発表 
  
 1.  論文発表 
 なし 
 
 2.  学会発表 
 「医療安全管理者が事故やヒヤリハット
の防止のために活用している情報の収集と
活用に関する予備調査」第6回医療の質・安
全学会学術集会口演、2011年、 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
  
1. 特許取得 
 なし 
 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 
 3.その他 
 特になし 
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嶋森好子

�医療の質・安全学会の会員で、第5回医療の

質・安全学会学術集会における医療安全管理
者ネットワーク会議に出席した医療安全管理
者（31人）を対象に、

�任意に作ったグループで、医療安全管理のた
めに活用している医療安全に関わる情報の入
手先、活用方法、配信元に対する期待につい
て情報交換をし、

�その内容について報告した内容について録音
したものを起こして整理しまとめた。
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� 厚生労働省から出される通知類
� 医薬品・医療機器総合機構から出される情報

� 日本医療機能評価機構事故防止事業部から出される
「医療事故収集等事業報告書及び医療安全情報

� 地方自治体等から出される医療安全にかかわる情報

� 各医療機関が所属する関連施設会議や医療安全管理者
交流会等で得られた情報

� 医療安全管理者が所属する学会や専門職能団体から出
される医療安全情報

� Ｗｅｂ又は雑誌等で得られる情報

� 事故を起こした医療機関のホームページに掲載されて
いる報告書

� 新聞記事や業界紙などに掲載された情報

� 医療安全管理者間の公的・私的メーリングリストで得
る情報

�厚生労働省

�日本医療機能評価機構

�医薬品医療機器総合機構

�各専門職能団体（医師会・看護協会・臨床工
学技士会・病院薬剤師会）

�国立大学附属病院医療安全管理協議会

�全国自治体病院協議会ホームページ

�国家公務員共済組合連合会事故情報

�各保険会社からの医療安全情報
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� 院内ホームページやメールなどを活用してタイムリー
に情報を提供する

�所属する医療機関の規模や特徴に応じてわかりやすく
加工して現場に流す

�公的機関からの情報は、職員へ周知徹底を図るために、
回覧時に印鑑を押させる

�セイフティマネジャー会議等で情報を提供する。
�事故事例については、研修会の資料として活用する

�事故情報は、同様のことが起こる可能性がないか、現
場を回り、部署毎に話し合う等して、リスクの低減化
を図る

�全職員が集まる機会をとらえて情報を伝える。

�臨床工学技士、薬剤師、看護師等多職種で連携しなが
ら情報の活用を考える

�地域内医療機関屋や大学間など、他の施設とデータを
比較して自施設の状況を把握する

�医療安全に関する情報は様々で量も多く、全てに目を
通すことが困難である。これらの情報に優先度などを
つけて情報提供してくれるような仕組みがあると良い。

�生の情報も必要だが、情報を絵や写真などを使って分
かりやすく加工し、現場ですぐ使えるような形にして
出してくれるところがあると良い

�事故情報だけでなく、成功体験や成功事例を提供して
もらいたい

�機器の不具合などの情報が出された場合、その後どう
改善されたか等、経過を追える情報の提供も必要

�医療安全管理者が安全管理上不安に感じている情報を
受けて事故に至らないよう工夫できるような仕組みが
必要
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� 事故情報などをどのように施設内に周知したかなど、具体
的な活動についての情報もあると良い

� 医療安全に関する教材（ＤＶＤ）等数多く紹介されている
が、これについて一括して紹介してくれる仕組みがあると
良い

� 事故やヒヤリハット等の情報を受けて出された厚生労働省
からの通知や医療用のガス、機器の取り扱いなどに関する
通知や不具合情報などが、どう改善に生かされたのかとい
うような情報が一括してどこかに紹介されていると良い

� 医療安全管理者が必要に応じて相談できるようなサイトが
欲しい

� 医療事故の報告書（詳細なもの）が見られると良い。その
場合、機器や使い方など、できるだけ具体的な資料があれ
ば安全管理に役立つ

� ばらばらになっている情報を一括して提供してくれるよう
な仕組みが欲しい

� 事故が起きた時に、事故に直接関係がなくてもどのような
機器を使ってどうなったかというような具体的な情報があ
れば、もっと現場で役立てることが可能

� 医療安全管理者は、医療安全活動に必要な情報が様々な場
所から優先度や有効性などに関係なく流れてくることや具
体的な情報が少ないこと、その後の経過についての情報が
ないことなどを情報活用する上での課題と感じている。

� 医療安全管理者は事故やヒヤリハットの情報を現場の医療
安全活動にどう生かすかについて関心が高く、それに役立
つ情報となって提供されることを望んでいる。

� 特に数の多いヒヤリ・ハット情報については、現場の医療
安全対策の検討に生かされる形で提供できることが期待さ
れている。

� 事故に関する情報は、報告書等詳細な記録があるが、特に
ヒヤリハット情報は、数が多く自施設の情報を確認するた
めだけでも医療安全管理者の負担となっており、効果的な
活用方法についての検討が必要と考えられる。
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� 第5回医療の質・安全学会学術集会における、第5回医療安全管理
者ネットワーク会議に出席した、医療安全管理の専従者もしくは
専任者31名は、医療安全管理に生かすための情報を様々なところ
から得ていることが改めて明らかになった。

� 得られた情報は現場の医療安全管理に役立つように加工し会議等
で提供し、その効果について現場での見回りなどで確認していた。

� 医療安全管理者は、医療安全活動に必要な情報が様々な場所から
優先度や有効性などに関係なく流れてくることや具体的な情報が
少ないこと、その後の経過についての情報がないことなどを問題
と感じている。

� 医療安全管理者は事故やヒヤリハットの情報を現場の医療安全活
動にどう生かすかについての関心が高く、それに役立つ情報と
なって提供されることを望んでいる。特に数の多いヒヤリ・ハッ
ト情報については、現場の医療安全対策の検討に生かされる形で
提供できることが期待されている。

�医療の質・安全学会ネットワーク委員会委員
（主として、医療機関の看護職の医療安全管理
者）において、新しい情報提供のあり方につい
て検討する

�新しい情報提供の形が、現場でどう生かされる
かについての評価を行う。

�具体的には、医療の質・安全学会ネットワーク
委員会及び第6回医療安全管理者ネットワーク

会議で、出席委員及び参加者（現場の医療安全
管理者）と共に検討する。

104



平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究代表代表代表代表者者者者 秋山秋山秋山秋山昌範）分担昌範）分担昌範）分担昌範）分担研究研究研究研究

医療安全管理者から見た、医療安全管理者から見た、医療安全管理者から見た、医療安全管理者から見た、
““““事故やヒヤリハットの利活用に関する研究事故やヒヤリハットの利活用に関する研究事故やヒヤリハットの利活用に関する研究事故やヒヤリハットの利活用に関する研究”

成果の現場適応における課題の検討成果の現場適応における課題の検討成果の現場適応における課題の検討成果の現場適応における課題の検討

分担研究者分担研究者分担研究者分担研究者 嶋森嶋森嶋森嶋森好子好子好子好子
研究研究研究研究協力者協力者協力者協力者 荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子

佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、
古田康之、古田康之、古田康之、古田康之、 山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、

平成22年の取り組み

第5回医療の質・安全学会学術集会における医療安
全管理者ネットワーク会議に出席した医療安全管理
者に、“日常の医療安全管理のために活用している
情報の収集先、活用方法、情報配信元に対する期待
等”について、任意に作ったグループで情報交換し
てもらい、その内容について全体の報告した内容を
収録し整理した。

1
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結果１：対象の属性

�対象者の属性は医療機関の医療安
全管理専従又は専任している医療
安全管理者

�第5回医療安全管理者ネットワー
ク会議の参加者31名

（男性6名 女性25名）

2

結果２
医療安全管理のための情報の入手先

� 国や地方自治体などから出される文書や通知

� 日本医療機能評価機構から出される報告書やホーム
ページに掲載されているヒヤリ・ハットや事故情報

� 医薬品医療機器総合機構のホームページの情報やそ
こから出される注意喚起

� 事故を起こした医療機関のホームページやマスコミ
に流される情報

� 個人が所属する団体のメーリングリスト等

3
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結果２
具体的な情報の入手先と内容

� 厚労省や地方自治体のホームページ

� 日本医療機能評価機構・医薬品医療機器総合機構

（PMDA）

� 日本医師会や日本看護協会等職能団体から出される安全
情報

� 損保ジャパン等の保険会社から出されている情報

� 判例集や医療安全等の専門雑誌

� 医療ガス協会

� 新聞などのマスコミのニュース・その切抜きを掲載して
いる雑誌

� 所属している団体等の医療安全関連メーリングリスト
4

結果３ 情報の活用方法
� 院内ホームページ、一斉メールで職員に周知

� 全職員が集まるところで定期的に情報を提供する

� 事故が起きた場合は、現場検証した後、再発防止について、
皆で、再度考える機会を設ける

� 事故事例については、研修会の際に使ったり、各部署に安全
情報として流す

� 患者に知らせたい情報は、掲示板で情報提供する（医療ガス
協会や電気アンカ低温やけどなど患者向け）

� 送られてきた情報を、臨床工学技士、薬剤師と連携して、施
設の状況に合わせて加工して提供する

� 新聞の切抜情報を利用して自分のところの事例と重ね合わせ
加工して利用する

� 周知徹底の必要な情報は、各職場で各自に押印させる

5
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結論：情報活用上の課題と期待

� 情報が多すぎで困る、どこかで情報のプライオリティを付けて
提供してくれると良い

� 事故が生じても、事故調査報告書が公開されないので見ること
ができない。どういう分析して、どこが問題だったかというよ
うなことが分るような情報提供があると良い

� 医療機器具合等の情報が流れるが、その結果についてのフィー
ドバックがなく、その後、どうなったのかが不明、そういう情
報が確認できるような窓口が欲しい

� 日本医療機能評価機構は、いろいろ情報提供してくれるが、
もっと分かりやすく、すぐ利用できるようなものを配信して欲
しい

6

まとめ

� 医療安全管理者は、様々な媒体を通じて得られる情報
を、自施設における安全対策のために活用している

� 事故情報の活用に対して意欲的で、自施設の安全のた
めに活用可能な形に加工して提示している

� 事故情報を流す場合は、その状況、分析の経過と結果
と対応について、できるだけ具体的に情報が提供され
ることを期待している

� 事故等情報を流す時は、結果までを知ることができる
ルートがあることを期待（それは、何か知りたい時に、
キーワードを入れたらすぐ答えが返ってくるよう
な・・・）している

7
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考察：ヒヤリハット情報
の利活用方法開発の重要性

� 医療安全管理者は、事故に関する具体的な経過につ
いての情報とその対応策で、これを確認して、自施
設に役立てるための必要に応じて加工するなどの工
夫をしている。

� 膨大なヒヤリハット情報については集めるのに精
いっぱいで、どう活用できるかを考える余裕がない
ように見える。

� また、ヒヤリハット情報の収集に費やす多くの時間
に見合う活用ができていないと感じている。

� ヒヤリハットの記述情報を活用できるシステムが必
要であると考えており、関心も高い。

8

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究厚生労働科学研究（研究代表代表代表代表者者者者 秋山秋山秋山秋山昌範）分担昌範）分担昌範）分担昌範）分担研究研究研究研究

“オントロジー手法を用いた事故やヒヤリハットの利“オントロジー手法を用いた事故やヒヤリハットの利“オントロジー手法を用いた事故やヒヤリハットの利“オントロジー手法を用いた事故やヒヤリハットの利
活用”に関する研究成果の現場活用上の課題について活用”に関する研究成果の現場活用上の課題について活用”に関する研究成果の現場活用上の課題について活用”に関する研究成果の現場活用上の課題について

分担研究者分担研究者分担研究者分担研究者 嶋森嶋森嶋森嶋森好子好子好子好子

研究協力者研究協力者研究協力者研究協力者 荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子、荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子、荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子、荒井有美、甲斐由紀子、木村眞子、佐々木久美子、
佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、佐藤景二、杉山良子、團寛子、寺井美峰子、
古田康之、古田康之、古田康之、古田康之、 山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、山内佳子、山元恵子、
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目的

「情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情
報の利活用に関する研究」の一環として、新た
な手法による「事故やヒヤリハットの利活用に
関する研究」について紹介し、今後の研究の協
力及び現場活用の課題について検討する。

10

【研究方法】【研究方法】【研究方法】【研究方法】
【倫理面へ【倫理面へ【倫理面へ【倫理面へ

の配慮の配慮の配慮の配慮】】】】

第6回医療の質・安全学会学術
集会における第7回医療安全管
理者ネットワーク会議に出席
した医療安全管理者を対象に、
研究代表者（秋山先生）から
本研究についてのプレゼン
テーションを行い、本研究へ
の理解を深めるとともに、現
場で活用する上での課題や問
題を明確にする。

ネットワーク会議の参ネットワーク会議の参ネットワーク会議の参ネットワーク会議の参
加者および発言内容に加者および発言内容に加者および発言内容に加者および発言内容に
ついては匿名化して個ついては匿名化して個ついては匿名化して個ついては匿名化して個
人が特定されないよう人が特定されないよう人が特定されないよう人が特定されないよう
に配慮した。に配慮した。に配慮した。に配慮した。今後研究今後研究今後研究今後研究
に協力をしても良いとに協力をしても良いとに協力をしても良いとに協力をしても良いと
考える参加者には自主考える参加者には自主考える参加者には自主考える参加者には自主
的に連絡先を記載して的に連絡先を記載して的に連絡先を記載して的に連絡先を記載して
提出してもらった。提出してもらった。提出してもらった。提出してもらった。

11
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第7回 医療安全管理者ネットワーク会議
のプログラム

日 時 ： 平成23年11月20日（日）7:30～9:00 

会 場 ： 東京ビッグサイト
対 象 ： 医療安全管理者ネットワークA会員

参加費 ： 無料

備考 ： モーニングセッション 軽食付き

＜プログラム＞

【講演】

「ヒヤリ・ハット情報のナラティブデータの活用方法、意義」

東京大学 政策ビジョン研究センター 教授 秋山昌範

【グループワーク】

「ヒヤリ・ハットの記述情報の活用」に関する研究への理解

と課題について

12

13
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14

結果１：対象の属性

参加者：87名
（内、医療安全管理者ネットワーク会議の会
員の職種の内訳は下記のとおりである。）

合計36名
（看護師19、歯科医師 1、助産師１

診療放射線技師３、薬剤師７、
臨床工学技士１、不明 4 ）

15
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結果２

本研究についての参加者からの
意見・感想とその内容

� 意見の総数：61件

� 理解できた又は今後に期待する：49件

� 難解でもう少し詳しく知りたい：12件

� 今後協力したい：34医療機関

（上司への相談が必要なども含む）

16

理解できた・今後への期待

� 貴重な講義を聞けて良かった。

� これまで時間をかけて行ってきたことをこの方
法でできれば、より客観的になるので、期待し
たい。

� これまで書いてきたヒヤリハットがこんな形で
役立てられるということを理解できて良かった。

� いままでもやもやしていたことが解消された。

� もう少し詳しく聞きたかった。

� 先生の講義が非常に面白かった。もっと対象を
増やした方が良いので協力も可能だったらして
も良い。

17
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理解が難しい意見の内容

� 現場で何がどう変わるかという点が具体的にわか
らなかった。

� まだヒヤリハットが記述できるようになる段階で
どのように役立つかがよくわからない。

� Drのヒヤリハットへの認識が少なく数を多くする
ことが課題である。

� インシデントレポートが反省文になっているので
どう考えたら良いか。

� だらだら長い報告しか書けない新人ナースの報告
でも活用できるのか。

� 現場へのフィードバックとしては分類と書き方の
統一までになっている。

18

考 察

� 現場の医療安全管理者の多くは、ヒヤリハッ
トの事例を収集しているが現場の役に立つ形
でフィードバックできていないことについて
問題を感じており、本研究への期待が高い。

� 可能な限り協力して、早期に本システムが出
来上り、利用できることを願っている。

� 引き続き、本研究への理解を深めるための講
演などを求める声がある。

19
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 
情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

薬剤関連看護業務における中断頻度と業務遂行時間への影響に関する予備的分析 
 

研究分担者 清水佐知子 

 

研究要旨 

他計式タイムスタディ調査データを利用して看護師の薬剤関連業務における業務

中断頻度及び業務中断の業務遂行時間への寄与を検討した．薬剤関連業務における

照合業務の割合の高さが示され，また業務中断により業務遂行時間が延長すること

が観察された． 

 

Ａ．研究目的 

先行研究では臨床における業務中断と患

者安全の関連についての指摘が数多く存在

する(Brixey,2005,AMIA）．特に Stevenson 

et al.は，MEDMARX データベースを用いて

薬剤関連エラーを調べ，40%の薬剤関連エラ

ーが業務中断を根本原因としていると述べ

ている． 

しかしながらこれらの報告はエラーが起

こってからの報告であり，実際に薬剤関連

業務における業務中断がどのようなタイミ

ングで発生し，現在遂行している業務にど

のように影響を与えるのか具体的に分析し

た研究は数少ない． 

 そこで他計式タイムスタディ調査データ

を利用して看護師の薬剤関連業務における

業務中断頻度及び業務中断の業務遂行時間

への寄与を検討した． 

Ｂ．研究方法 

 循環器治療を専門とする急性期病院1施

設の4病棟を対象とした．内服外用薬，注射

薬に関連する看護業務はナースステーショ

ンで発生する．そこで事前のインタビュー

に基づき業務が発生する箇所を24時間ビデ

オ撮影し，動画像情報のみ記録した（翻訳

者様：音声記録してないという意味です）． 

得られた動画像から事後的に当該病棟看護

師長が業務記録データをおこした．業務は，

タスク毎に開始時間，終了時間，実施者を

記録した．研究者によりビデオ記録と業務

記録を再確認することでおこしたデータの

妥当性を確認した． 

（倫理面への配慮） 

 調査施設倫理審査委員会の承認を経て行

った．なお，本研究はナースステーション

内を撮影したものであり，医療従事者以外

の撮影は行っていない． 

Ｃ．研究結果 

 業務分類をTable1に示す．ナースステー

ション内での看護師の薬剤関連業務は，内

服外用薬と注射薬に大別され，それぞれ「整

理」「準備」「片づけ」の段階を有する．

段階別の頻度をTable2に示す．4病棟各24時

間で観測されたタスク数は，内服外用薬業

務で371件，注射薬業務で623件であった． 

 業務内容の内訳では，注射薬業務では薬

液の溶解が最も業務量が多く，内服外用薬

では，照合作業が最も業務量が多かった．
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照合作業の全薬剤関連業務に占める割合は，

4病棟の平均で40.7%であり，最も割合が低

い病棟で29.3%，最も割合が高い病棟で53.

8%であった． 

 作業中断の頻度は，最も少ない病棟で4回

（全タスクに占める割合が１％）であり，

最も多い病棟では16回（10％）であった．

最後に作業中断が業務遂行時間に及ぼす影

響をFigure１に示す．Figure１は，内服外

用薬業務，注射薬業務それぞれについて中

断が無かったタスクと，中断が1回以上あっ

たタスクについて業務遂行時間（Time on T

ask:TOT）の累積度数分布を描いたものであ

る．内服外用薬業務，注射薬業務いずれも，

業務中断がある場合，業務遂行時間が延長

していた． 

Ｄ．まとめ 

 薬剤関連業務に占める照合業務の割合の

高さが確認された．ただし対象施設の施設

特性や病棟特性の影響が少なくない． 

また，薬剤関連業務時の作業中断は回避

される傾向にあると認識されるものの，タ

イムスタディ調査では業務中断の発生が少

なくないことが示された．また当然のこと

ながら，業務中断により業務遂行時間は延

長していた．今後，業務中断から業務への

復帰過程を分析するとともに，業務中断が

患者安全に及ぼす影響を検討していく． 

  

E．研究発表 
 1.  論文発表 

[1] Sachiko Shimizu, Rie Tomizawa, 
Maya Iwasa, Satoko Kasahara, T
amami Suzuki, Fumiko Wako, Ic
hiroh Kanaya, Kazuo Kawasaki, 
Atsue Ishii, Kenji Yamada and Y
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ss modeling with UML, Modern 
Approaches To Quality Control, 
Ahmed Badr Eldin(Ed.) 

[2] 清水佐知子，大野ゆう子，岩佐真也，
尾島裕子，林剣煌，冨澤理恵，大西
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[3] 笠原聡子、大野ゆう子、石井豊恵、
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[4] 笠原聡子、大野ゆう子、石井豊恵、
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業務における中断の影響測定に関す
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Table1 Medication related tasks and definitions 

Task Detail 

Oral and external Medicine 

 Arrangement  
 Matching a medicine to a prescription 
 Matching a prescription to a medical record 
 Writing down name and amount of medication on envelope 
 Storing a medicine in depository 
 Making an explanatory booklet for medication change 
 Preparing  
 Putting a dose of medicine into a patients drug case/cup 
 Checking a medicine to a medical record 
Clearing up  
  Scrapping the envelope of medicine 
 Clearing up a patients drug case/cup 
 Returning the medicine which was canceled or changed to pharmaceutical 

department 

Injection 

Arrangement  
 Matching medicine to prescription 
 Storing a medicine in depository 
 Preparing  
 Washing hands  
 Wearing gloves in cases of some type of medications 
 Preparing medicine and syringe etc. 
 Checking a medicine to a medical record 
 Double checking 
 Writing down name on infusion bottle 
 Being soluble in a mixture of medicine 
 Assembling an intravenous line 
 Setting medicine in infusion pumps or syringe pumps 
 Signing a medical record 
Clearing up  
  Scrapping bottles, lines and syringe collected 
 Clearing up the materials and putting things back in place 
 Returning the medicine which was canceled or changed to pharmaceutical 

department 
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Table2 Frequency and task completion times of task 
 Oral and external medication Injection 

No. of task 
events(N=371) 

Task completion time(sec) 
Total=6270 No. of task 

events(N=623) 

Task completion time(sec) 
Total=3208 

Median [25%tile,75%tile] Median [25%tile,75%tile] 

Arrangement 102 111 [35,199] 36 70 [28,187] 
Preparing 230 78 [40,161] 476 45 [19,122] 
Clearing up 39 32 [19,70] 111 28 [12,87] 

A. Oral and external 
medication 

 
B. Injection 

 
 

Figure1 Comparison of cumulative distribution functions of total time on task 
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薬剤関連看護業務実態と
業務中断と業務遂行時間の関連

大阪大学大学院医学系研究科

清水佐知子

目的

• 薬剤関連業務の全業務に占める割合は高い

• 薬剤関連エラーの40％は，中断を根本原因
とする（Stevenson et al.，2005）

• 薬剤関連業務時の業務中断に対する警鐘

• 基本情報として看護師の薬剤関連業務にお
ける中断の頻度と業務遂行時間への影響を
調べる
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対象と方法

• 急性期地域中核病院

• 無作為に抽出した一般病棟（４病棟）におけ
る特定の一日に勤務する看護師

• ビデオによる24時間画像記録

• 病棟管理者による業務コーディング

画像記録
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業務分類

内服 ・ 外 用 薬 等 注 射
記号 内 容 記号 内 容

① 指示受け（カルテとCP画面の確認） 指示 a 指示受け（カルテと処方箋の確認）

② 薬品を処方箋または薬袋と薬剤名・数の照合 薬
剤
整
理
の
段
階

b
薬品を処方箋または薬袋と薬剤名・数の照合
棚や与薬車への片付け

③ 処方箋とカルテの照合

④ （内服半錠の場合)：小袋に薬品名・量を記載する

⑤ 棚や与薬車への片付け

⑥ 内服等変更の患者説明のための用紙作成

⑦ 配薬ケースに薬を準備する

投
薬
準
備
の
段
階

ｃ 手洗い・トレーの準備

⑧ 薬とカルテを照合する ｄ 薬品を棚から取り出しトレーに準備する

e カルテと薬品の確認
f 準備薬のダブルチェック

g
点滴ボトルに患者氏名を記載する
（テープに患者氏名・薬品名を記載する）

h 薬品の溶解
i ラインの作成

j
輸液ポンプ・シリンジポンプへのセット
（ミキシング）

k カルテへの実施サイン

⑨ 配薬後の薬袋の処理 投
薬
後
の
片

付
け
の
段
階

l 回収したボトル・シリンジ・ラインなどを破棄する

⑩ 配薬ケース・カップの片付け m トレーの片付け

n
中止・変更になった薬品を返却
（薬品と処方箋の照合）⑪ 中止・変更になった薬品を返却（薬品と処方箋の照合）

内服と注射業務時間の割合

57%

43%

注射

内服

n=1962
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内服業務内容
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全薬剤業務に占める照合業務の割合
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業務量と所要時間

Oral and external medication Injection

No. of 

task 

events

(N=371

)

Task completion time(sec)

Total=6270
No. of task 

events(N=623

)

Task completion time(sec)

Total=3208

Median
[25%tile,75%

tile]
Median [25%tile,75%tile]

整理

102 111 [35,199] 36 70 [28,187]

準備
230 78 [40,161] 476 45 [19,122]

片づけ 39 32 [19,70] 111 28 [12,87]

業務中断と業務遂行時間の関連
注射薬業務
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業務中断と業務遂行時間の関連
内服・外用薬業務

まとめと今後の課題

• 照合作業の頻度の高さ

• 多施設比較

• 中断から業務復帰への経路
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平成 23年度厚生労働科学研究（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 

医療事故情報の標準化に関する検討（ベトナムの現状から） 

 

研究分担者 種田憲一郎 国立保健医療科学院 

医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官 

 

（研究要旨） 

医療安全の推進においてまず実施すべきことは起きた事故を繰り返さない再発予防であ

る。そのためには、起きた事故やエラーを報告しやすい仕組みと、報告された事例から得

られる情報を効果的かつ効率的に共有し、分析し、さらに再発予防のための対策・知識と

して役立てることが重要である。その際に得られた情報を共通の標準化された様式で整理

することが有効であると思われる。WHOの開発する ICPS（International Classification 

for Patient Safety、患者安全国際分類）は国際的にこれを推進するツールとなりうる。今

年度は ICPSが国際的に活用されるために、途上国の一つであるベトナムにおける医療安全

の取組みの状況、とくにインシデントの発生状況や報告制度の現状について調査した。新

聞記事への掲載などからも医療事故が実際に起きている事実があり、国の制度としては医

療安全活動を重要課題として推進してはいる。しかしながら、医療事故の報告があれば医

療機関はマイナス評価されたり、事故に関わった個人が避難されたり、訴訟への懸念もあ

るため、正直に報告することが困難である。また看護協会の研修等で収集された事例の分

析項目には、誰がエラーをおこしたか、エラーの結果がどうであったか、など個人が責め

られるような分析項目となっている。国際的な取り組みである ICPSをガイドとして示すこ

とが、途上国においは、収集した事例から効果的な学びを得る一つのツールとなる可能性

がある。さらにオントロジーの技術が活かされて、報告された事例の記述から、自動的に

適切な分類ができれば、より大きな支援となると思われる。

 

AAAA．．．．研究研究研究研究目的目的目的目的    

医療安全の推進のためには、まず報告し

てもらうこと、reporting first、が必要であ

る。即ちまずは組織の中で何が起きている

のか報告がなければ、組織として医療事故

の把握ができず、被害を最小限に食い止め

たり、再発予防をしたりすることも困難で

ある。医療安全の推進において実施すべき

ことは多数あると思われるが、とくに重要

と思われることの一つが、この起きた事故

を繰り返さない再発予防である。医療者も

人であり、「人は間違える」ものであるが、

同じような間違い、エラーを繰り返さない

ことが求められる。そのためには、残念な

がら起きた事故やエラーをまずは報告でき

る仕組みをつくることが第一歩である。 

近年、医療機関では医療事故の報告や事

故になりかけたヒヤリハット報告などが浸

透してきており、再発予防へ向けた第一歩

が踏み出されつつあると思われる。 

一方、報告された多数の事例の情報を再発

予防に活かすためには、これを効果的かつ

効率的に共有する仕組みが必要である。

個々の事例を単に共有するだけでも参考に

なると思われるが、多くの情報を効果的か

つ効率的に共有し、分析し、さらに再発予

防のための知識として役立てていくために

は得られた情報を共通の標準化された様式

で整理することが有効である。World 

Health Organization（WHO）は国際的に

これを推進するため、ICPS（International 

Classification for Patient Safety、患者安

全国際分類）を開発している。このカテゴ

リーは先進国のみならず、発展途上国およ

び移行国を含む全ての国々の医療現場で医

療可能であることが求められている。現時

点では主として先進国がその開発に関わっ

ているが、途上国でのインシデントの情報

収集の状況やその内容についても理解し、

ICPSの活用・応用を検討することが必要で

ある。 
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 今年度は途上国の一つであり、医療安全

に対して関心をもって取組み始めているベ

トナムでの状況を調査し、ICPSの活用の可

能性について検討することを目的とした。 

 

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．研究研究研究研究方法方法方法方法    

１）行政や医療機関等の現状：ベトナムに

おいて医療安全を担当するベトナム保健

省医療サービス局、ベトナム看護協会、

中核となっている医療機関を訪問、視察し、

ベトナムにおける現状・課題等について議

論した。とくに医療安全に関わる報告シ

ステムや報告されている事故についてな

どについて情報収集を行った。 

 

２）新聞記事に掲載されている医療事故

に関わる情報収集 

� 対象：VIETJO 日刊ベトナムニュース

（データベース全体の掲載件数は

2002 年からで 18509 件） 

� 当該新聞の情報源（約 20 社）： 

� 電子版①TUOITRE ②VNEXPRESS 

③ SAIGONTIMES  ④ DIEN DAN 

DOANH NGHIEP ⑤THANH NIEN 

� 紙面①TUOITRE ②SAIGONTIMES 

③Dau tu chung khoan 

� 検索方法：VIETJO に掲載されている

記事のタイトルおよび本文におい

て、「医療過誤」「医療ミス」「手術」

「患者」「医者」等より検索 

� 期間：過去 2年間 

 
 
（倫理面への配慮） 

当該研究では公開されている資料等を対象

とし、また個人が特定できる情報等を含む

資料は取り扱わない。 

    

Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．研究研究研究研究結果結果結果結果    

  

１） 

① 医療安全に関わる現状の把握のために

バックマイ病院、Ha Dong病院、Son Tay

病院を訪問し、現状・課題の共有、とくに

医療安全に関わる部署の視察と担当者との

情報交換を行った。起きたインシデントを

共有するようなノートを作成しているよう

であるが、報告が少なく、体系的に情報集

する報告システムはほとんど整えられてい

ないことがわかった。また報告を妨げてい

る要因として、行政による病院評価の際に

医療事故があると減点されることが指摘さ

れた。 

② 医療安全を担当するベトナム保健省医

療サービス局、看護協会代表との議論を行

った。 

医療サービス局においては、医療安全が政

策上、重要課題の一つとして取り上げられ

ていることがわかった。これに対して日本

のＪＩＣＡが、医療の質の向上を目指す複

数のプロジェクトが進められており、医

療安全の推進も支援している。 

ベトナム看護協会ではこれまで病院管理

研修を実施し、その中で研修参加者が医

療事故に関わる体験を記載し収集してい

る。少なくとも数百例以上の事例を収集

しており、その分析を行い始めている。 

分析する際の項目（案）について相談も

あったが、その際に以下のような項目が

あった： 

Vietnam Nurses Association   

Medical Error Report Indicators 

� Who created the error? 

（誰がエラーを起こしたか） 

� Where the error happened? 

（エラーはどこで起きたか） 

� To whom the error was happened? 

(The victims of accident) 

（エラーが誰に起きたか、被害者） 

� Did they report to the Hospital 

about the error? 

（エラーを病院に伝えたか） 

� Did they tell anyone about their 

error? 

（エラーを誰かに話したか） 

� Did anyone discover their error? 

（誰かがエラーを発見したか） 

� Who did discover the error? 

（誰がエラーを発見したか） 

� What kind of error did they make? 

（どのようなエラーを起こしたか） 

� Do they tell the patient about the 

errors? 

（エラーを患者に伝えたか） 

� Did the accident directly affect to 
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the patient? 

（事故が直接的に患者に影響した

か） 

� How the patient was after the error 

was happened? 

（エラーが起きた後の患者の状態） 
 

③ 医療安全に関するワークショップへの

参加：北部のバックマイ病院において、一

日のワークショップが JICA 主催で開催さ

れ、アドバイザーとして参加した。テレビ

会議システムを利用して遠隔地の主要病院

（中部のフエ中央病院、南部のチョーライ

病院）とも中継して実施した。参加者はお

およそ１２０名であった。 

 チョーライ病院からの報告では、2008年

なかばにリスクマネジメント部ができてか

らは、インシデントの年間報告数が増加傾

向にあることが報告されていた：2007年（3

件）、2008年（4件）、2009年（28件）、2010

年（43件）、2011年（52件）。 

 ベトナム看護協会が今回分析した 155

事例のうち、最多は薬剤・輸血に関する

事例（57事例、約 37％）で、患者誤認（15

事例、約 10％）、手術部位の間違い（９例、

約 6％）なども報告があった。 

 これらに関わった医療者の職種の割合

は、医師（約 21％）、看護師・助産師（約

63％）、その他であった。また発生した場

所については、「治療部」（約 70％）、ICU/ER

（約 7％）、手術室（約 9％）、その他であ

った。 

 

２）新聞記事に掲載された医療事故など 

日本語して翻訳されている記事は限られ

ているが、以下の事例が抽出された： 

・2011/09/16 子宮内にガーゼ置き忘れ、

ハノイ産婦人科病院で 

・2011/12/14 左側腎摘手術のはずが両側

全摘、医療過誤か 

・2011/12/29 ホーチミン：合併症併発の

患者を強制退院、執刀医は無資格 

・2011/04/01 シリコン豊胸手術で死亡者

が相次ぐ 

・2011/07/01 越露国際眼科病院、国内未

承認の手術実施で摘発 

・2010/01/18 バックマイ病院で患者取り

違えの輸血事故 

・2010/07/12 ホーチミン市：患者死亡の

診療所、一時営業停止に 

・2010/09/23 失明患者が病院を告訴、同

様例が多数発覚 

 

 

Ｄ．考察Ｄ．考察Ｄ．考察Ｄ．考察    

途上国の一つでありＷＨＯやＪＩＣＡな

どが支援する医療安全に関わる様々なプロ

ジェクトが進められている、ベトナムにお

ける医療安全に関わる取組み、とくに事例

の報告システムに関わる現状について

ICPSの活用の可能性の観点から検討した。 

現地の医療機関における視察や新聞記事

からは、医療事故が少なくとも起きていて

社会問題となっていることがわかった。こ

れに対して、行政は医療安全を優先的課題

の一つとして制度等を整えつつあるが、そ

の一方で国立病院の評価においては、医療

事故があった際にはマイナス評価となって

いるようで、正直に報告するのが困難な現

状となっている。実際にいくつかの医療機

関では、インシデントを報告するための「ノ

ート」を作成しているが、ほとんどが活用

されていないようであった。 

また看護協会のメンバーによる事例分析

の分類項目をみると、事故に関わった医療

者を批難したり、責めたりするような表現

になっている。報告されたあとに適応され

る分類項目の表現とはいえ、このような表

現で結果が示された際には、現場のスタッ

フにとっては報告しにくいと考えられる。 

項目の内容として、事例の「原因」と推

定される内容と、事例の「結果」と思われ

る内容とが混合されていることも課題があ

る。具体的には「エラーが起きた後の患者

の状態」という項目には、エラーが起き

たかどうかの判断とその結果としての患

者の状態との両方の判断が一緒になって

いる。本来は事例の原因としてのエラー

の有無に関しては判断が難しいことがあ

り、その結果に関しての項目とは区別す

ることが望ましいと思われる。 

起きた医療事故から学び再発予防につな

げるためには、事故の原因が個人のエラー

ではなく、そのエラーを引き起こす「根本

的な原因」が背後にあることの理解がなけ

れば、個人が批難されやすく、起きた事故

の報告は困難である。さらに報告された際
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にも、エラーを引き起こした背景にある要

因についての原因究明ができるような報告

システム、分析項目がなければ、やはり再

発予防につなげることは困難であると思わ

れる。具体的な分析項目としては、なぜエ

ラーが起きたと思われるか、に関わる項目

が必要であるが、ベトナム看護協会の提案

する項目の中にはそれに言及できる項目は

なさそうである。 

これらの課題の解決には、人間工学的な

考え方がなければ表面的な分析のみの報告

となり、結果として事故に関わった個人が

避難されて、報告もされなくなることが懸

念される。このことは日本の医療機関にお

ける多くの報告システムでも同様と思われ

る。即ち報告内容が表面的で、事例の原因

の記載などが個人としての注意不足などに

終始し、システムとしての改善による再発

予防にはつながりにくい内容となっている

と思われる。したがって、現場の職員から

の多数の報告は大変貴重ではあるが、この

報告だけでは再発予防に資する適切な分析

は困難と思われる。 

これに対して ICPS は国際分類の開発に

必用な各国の様々な専門家が参加し作成さ

れた分類であり、既存の国際分類である国

際 疾 病 分 類 ICD （ International 

Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems、疾病及び関

連保健問題の国際統計分類）などの国際分

類ファミリーの一つとして位置付けられて

いる。これを活用した報告システムなど実

際の運用においては未だ不十分であるとい

う指摘もあるが、おそらく現時点では、報

告された事例を再発予防などに活用するた

めには、最も妥当性のある分類であると思

われる。 

以下に ICPS の概念的枠組みとして、概

念の上位階層を示す１０の表現とその解説

のための表現を示す： 

①� Incident Type 
事例の種類 

②� Patient Outcomes 

患者のアウトカム・予後 

③� Patient Characteristics 
患者の特徴 

④� Incident Characteristics 
事例の特徴 

⑤� Contributing Factors/Hazards 

寄与因子/ハザード 

⑥� Organizational Outcomes 

組織としてのアウトカム 

⑦� Detection 
検知 

⑧� Mitigating Factors 

緩和要因 

⑨� Ameliorating Actions 

改善・回復への活動・対策、補償 

⑩� Actions Taken to Reduce Risk 
リスク軽減の対応・再発予防策 

⑪� System Resilience 

システムのレジリアンス（リスク抵抗

性・回復力） 

⑫� Influences 
影響 

⑬� Informs 

情報提供 

 

これらの項目のうち再発予防に寄与すると

考えられ、ベトナム看護協会の提案する項

目の中には明示されていない項目として、

以下のような項目が挙げられる： 

⑤Contributing Factors/Hazards 

寄与因子/ハザード 

⑦Detection 

検知 

⑧Mitigating Factors 

緩和要因 

⑨Ameliorating Actions 

改善・回復への活動・対策、補償 

⑩Actions Taken to Reduce Risk 

リスク軽減の対応・再発予防策 

⑪System Resilience 

システムのレジリアンス（リスク抵抗

性・回復力） 

 

これらの項目を報告システムの中により理

解しやすい形で示すことは、報告者にその

項目の必要性をガイドすることにつながる

と思われる。しかしながら、項目が多くな

ればなるほど、人的な作業による分類は実

質的には困難となる。実際にベトナム看護

協会のスタッフとの意見交換の中で、オン

トロジーの技術を活かしたコンピュータ

ー・プログラムなどによって、報告された

事例を適切にかつ自動的に分析できる仕組

みがあると大きな支援となると思われた。

同様の課題は日本の医療機関においても既
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に指摘されている。 

本年度の研究の限界と今後の課題として

次のようなことが挙げられる： 

今回の調査で把握できたことは、途上国

のあくまでも一つであるベトナムの現状で

あり、かつ一部の代表的と思われる医療機

関等からの情報である。しかしながら、途

上国における現状の一部を認識する機会と

なったと思われる。さらに途上国における

継続した情報収集と、当事者達との議論を

重ねて、国内のみならず国際的な視点で、

患者安全に関わる事例の情報を再発予防に

活かせるツール、即ち ICPS の運用のための

基盤を整備することが期待される。 

 

Ｅ．結論Ｅ．結論Ｅ．結論Ｅ．結論    

 途上国の一つであるベトナムにおいても

医療事故は明らかに起きており、既に社会

問題として新聞などにも取り上げられてい

る。行政も制度・仕組みづくりには取組ん

ではいるが、実質的な医療安全活動の推進、

には不十分と思われる。とくに医療事故の

再発予防を実施するためには、まずは起き

た事例の報告が必須であり、さらに報告さ

れた事例情報から有用な知識を得て、再発

予防に活かせることが求められているが、

現時点では報告そのものが少なく、またそ

の内容やそれを分析する仕組みも十分では

ないと思われる。国際的な取り組みである

ICPSが、収集事例情報から知識を得る一つ

のツールとなり、途上国においてもそれを

ガイドとして示すことが有用である可能性

がある。さらにオントロジーの技術が活か

されて、報告された事例の記述から、自動

的に適切な分類ができれば、大きな支援と

なると思われる。 

 

FFFF．．．．研究発表研究発表研究発表研究発表    

なし 

 

GGGG．．．．知的所有権の取得状況知的所有権の取得状況知的所有権の取得状況知的所有権の取得状況    

なし 
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２）種田憲一郎．医療安全国際分類（ICPS）

の開発プロジェクト．医療の質・安全学会

雑誌．2008；3（1）：56‐57． 
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医療事故情報の標準化
に関する検討

ベトナムの事例からーベトナムの事例からー

種田憲一郎

国立保健医療科学院

ベトナムの現状

過剰の患者・家族

ベッドを複数で共有

新聞記事から（１）
＜過去6ヶ月＞

• 2011/09/16 子宮内にガーゼ置き忘れ、ハノイ産婦人科病
院で

• 2011/12/14 左側腎摘手術のはずが両側全摘、医療過誤か

• 2011/12/29 ホーチミン：合併症併発の患者を強制退院、執
医は無資格刀医は無資格

＜過去1年＞

• 2011/04/01 シリコン豊胸手術で死亡者が相次ぐ

• 2011/07/01 越露国際眼科病院、国内未承認の手術実施で
摘発

新聞記事から（２）

＜過去2年＞

• 2010/01/18 バックマイ病院で患者取り違えの輸血事故

• 2010/07/12 ホーチミン市：患者死亡の診療所、一時営業停
止に

• 2010/09/23 失明患者が病院を告訴、同様例が多数発覚
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2

チョー・ライ病院における取組み

リスクマネジメント室長
Le Thi Anh Thu, MD., Ph.D

リスクマネジメント部による報告推進

43

52

40

50

60

リスク

3 4

28

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011

リスク
マネジメント部

の設立

Level Contents Example 

1 There is a risk 
of complication 
due to mistake 
but it dose not 
make 
harmfulness

- Taking wrong drug, preparing to deliver 
to patient but it is not done yet.

-Preparing wrong patients for undergoing 
procedure, operation, laboratory test. Staff 
detects by her/himself before undergoing  

2 Error occurs 
but it does not 
cause 
consequence 
on patient  

- Giving overdosed drug to patients but 
the dose is not remarkable high and this 
kind of drug can be used with higher dose 
without effects  

- Detecting wrong patient after taking 
blood  

- Detecting wrong patient before 
transferring to Operation theater  

Level Contents Example 

3 Error cause 
consequence 
but does not 
cause injury  

- Wrong adjustment of drop for fluid 
transfution but detection in time without 
any complication  

- Falling down without bleeding and no 
injury  

- Giving wrong medicine but it does not 
cause effect to patient (for example 
vitamin)vitamin)  

- Taking patient into operation room, 
detecting wrong patient before undergoing 
anesthesia  

- Forgetting gauze, instrument during 
operation but detecting before patient 
leaves operation room  

-Staff suffers from needle stick or blood 
splashes to the eyes during performing 
the job  

Level Contents Example 

4 Error causes 
severe 
consequence, 
injury  

- Operating wrong patient, wrong position 
causing injury for patient  

- Forgetting gauze, instrument during 
operation causing injury, infection  

- Falling down causes bone fracture, head 
trauma

- Complication during undergoing 
procedure causing injury of organprocedure causing injury of organ  

- Using overdosed drug causing shock but 
performing emergency timely, patient does 
not die  

5 Error causing 
severe 
consequence, 
death  

- Operating wrong patient, wrong position 
cause mortality of patient  

- Using overdosed drug that cause shock 
and patient dies  

- Patient dies due to falling down  

• 対象

– 病院および看護マネジメント参加者

– 主催：MSA and VNA

– 期間：2010‐2011

自己申告事例の解析

期間：2010 2011.

• 方法

– 研修参加者が経験した医療におけるエラーや有
蓋事象を報告

– 155事例
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3

エラーおよび有害事象の分類

No. Types of medical errors / adverse events Number Ratio (%)
1 Wrong medication / Wrong blood group 57 36.8
2 Wrong patient 15 9.7
3 Treatment / Care skills 12 7.7
4 Wrong dose / Wrong route of administration 11 7.1
5 Wrong diagnosis and treatment 10 6.5
6 Wrong test res lts 10 6 56 Wrong test results 10 6.5
7 Wrong side in surgery / intervention 9 5.8
8 Reaction / anaphylactic shock 9 5.8
9 Gauze / device forgotten 8 5.2
10 Needle accident 2 1.3
11 Device-based adverse event 1 0.6
12 Patient fall 1 0.6
13 Other 10 6.5

Total 155 100

エラーや有害事象に関わった職種

20.6
16.8

Target causing or witnessing medical errors / medical 
adverse events 

62.6

Doctor

Nurse, midwife

Other HCWs

エラーや有害事象の発生場所

9.0

14.2

Treatment Dept.

ICU / ER

Location of medical errors / adverse events

• 多くの医療過誤や有害事象は治療部で発生

• 比較的単純な業務においてもエラーや有害事象が起き
ている

70.3

6.5 Operation Theatre 

Others 

事例の結果

16

7

7

78

No affect

The consequences of medical errors / medical 
adverse events 

Not stated / not identified

Found before performance 

• 約3割の事例において、死亡を含む重大な結果を
引き起こしている

8

39

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Death

Heavy complications

Light complications

課題

• 事例の報告数はまだ少ない

• 分類の課題

– 標準化されていない

個人を責めるような表現や項目– 個人を責めるような表現や項目

• 「誰がエラーを起こしたか」

– 原因と結果が混同

• 提出された報告を分類できる人手がいない

– 自動的に報告を分類できる仕組みがあれば。。。
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 
       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 
薬剤部門における事故情報の利活用 

 

              研究分担者 土 屋 文 人（国際医療福祉大学） 

 

研究要旨 

 医療事故やヒヤリ・ハット報告において医薬品が占める率が高いことから、これ

らの情報を十分に利活用するための方策について検討を行った。具体的には①医薬

品関連事故等を正確に記録するためにはどのような環境整備が必要なのか、②薬局

ヒヤリ・ハット報告を対象として、正確な要因分析を可能ならしめるデータベース

の在り方について検討を行った。 

わが国における病院情報システムは保険請求を目的として開発が行われたため、

病院情報システムにおいて医療行為をはじめとして、メディカルレコードを正確に

記録するということの認識及びその環境が整っていないこと、また保険請求優先の

考えが染みこんでいるため、本来ＩＴが有効と思われる事に際しても、阻害要因と

なってしまっていることが明らかになった。 

薬局ヒヤリ・ハット報告制度はその広がりとともに重要度を増しているが、報告

者のプロ意識が真の要因分析を行うための障害となっている事例が少なからず見

受けられることから、データ項目、データベース構造を見直すことにより、要因分

析がより容易に行えるものと考えられる。 

医療安全が国民の関心事になってから十余年が経過しているが、安全文化を浸透

させることの難しさが示されたものと考えられる。医療安全をベースとした意識改

革を行うためには、医療環境を改善する必要があり、そのためには政策的な対応も

必要ではないかと思われる。 

 

Ａ．研究目的 

 医薬品関連の医療事故やヒヤリ・ハット
情報を利活用するためには、まず、事故情
報やヒヤリ・ハット（以下事故等と称す）
情報が正確に記録されていることが基本で
ある。そのためには、当該事故等がどのプ
ロセスで発生しているのかが正確に記述さ
れていることが必要不可欠である。しかし
ながら、わが国においてはこれらのプロセ
スを正確に記録する情報システムとしては
国立国際医療センター（現国立国際医療研
究センター）において開発されたシステム
及び同システムを導入した施設を除いて存
在しないのが現実である。現在多くの施設
においてバーコードを利用した誤投与防止

システムが稼働しているが、これらはRpと
実施患者との一致を確認しているに過ぎな
いにも拘わらず、利用者の多くはRpを構成
する医薬品の正確性を含めて担保がとれて
いるものと信じているのが実情である。 
 一方、日本医療機能評価機構において薬
局ヒヤリ・ハット報告制度が実施されてい
るが、その要因の多くは｢確認不足｣とされ
ており、真の要因分析とはなっていない。 
 そこで本研究においては、①医薬品関連
事故等を正確に記録するためにはどのよう
な環境整備が必要なのか、②薬局ヒヤリ・
ハット報告を対象として、正確な要因分析
を可能ならしめるデータベースの在り方の
２点について検討を行う。 
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Ｂ．研究方法 
（１）医薬品関連事故等を正確に記録する
ための環境整備について 
 事故情報を正確に記録するためには、少
なくとも医療機関に納入されてから使用さ
れるまでのプロセス管理が必要である（正
確には医薬品が製薬企業により製造されて
から使用されるまでのプロセス管理が必要
であるが、今回は医療機関内のプロセス部
分のみを対象とする）。本研究においては
このプロセス管理の阻害要因について検討
を行うこととする。 
 
（２）薬局ヒヤリ・ハット報告のデータベ
ースの在り方について 
 外来患者における医薬品に関連したヒヤ
リ・ハット報告は院外処方率が６割を超え
た現状では医療機関を対象とした報告制度
からは情報が得られない環境にある。また、 
ここ数年にとられているわが国の後発品使
用推進策により、医療機関では調剤された
医薬品の情報を把握することは事実上困難
になりつつある。そこで薬局ヒヤリ・ハッ
ト報告の重要性が相対的に上昇しているが、
現状において報告されている事例の多くが
｢確認不足｣がその要因となっている。そこ
でこの｢確認不足｣の要因をもう少し踏み込
んだ形で解析可能ならしめるためのデータ
ベースの在り方についてデータマインニン
グ及びテキストマインニングの手法を利用
して検討を行うこととする。尚、当該研究
についは芝浦工業大学の木村昌臣先生及び
同研究室のメンバーの協力のもとで行われ
た。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）医薬品関連事故等を正確に記録する
ための環境整備について 
①関係者の認識不足 
 オーダリングシステムや電子カルテシス
テムが普及しているわが国であるが、これ
らのシステムの基本がレセプトの発行に主
眼がおかれて開発されているため、本来シ
ステムが最も得意とするメディカルレコー
ドを正確に記録するという概念は多くの医
療関係者にとって支持されにくいのが現状
である。そこで例として医薬品に関するプ
ロセス管理の実情を考えてみることとする。 
 医療機関においては、最上流である納品
は事務部門が行っていることも少なくなく、
しかもその際に把握されている情報の粒度
は販売包装単位としている施設が大多数で
ある。また、真の薬歴とは実施癧であるに
も拘わらず、多くの施設においては処方歴
を薬歴としている。薬歴即ち実施歴を記録

することは手間がかかり業務量が多大とな
ることが問題とされてしまうが、最も問題
であるのは、これらの正確な記録をとるこ
との必要性の認識が極めて薄いことにある。
旧来から外来患者に対する調剤と入院患者
に対する調剤方法が同じであることの不思
議さに殆どの薬剤師が気がついていないこ
とである。外来患者は薬剤の交付と共に、
所有権が患者に移転するが、入院患者につ
いてはたとえ調剤を行って病棟に払い出し
を行ったとしても、所有権の移転は生ぜず、
単に保管場所の移動となるのみである。入
院患者の保険請求は実施ベースになってい
るにも拘わらず、薬剤部の感覚は外来患者
と同様との認識になってしまっている。し
かもわが国においては保険請求を基本とし
ているため、情報の粒度が保険制度におけ
る粒度がそのまま情報の粒度として認識さ
れ、このことについて医療関係者の多くは
違和感を持っていないのが実情である。例
えば注射は本来１施用単位で病棟に払い出
されるべきであるが、病院薬剤師の診療報
酬上最大の点数となっている薬剤管理指導
業務は１日単位の払い出しが算定要件とな
っているため、この要件を満たしさえすれ
ばよいとの感覚が常識になっている。その
ため日本医療機能評価機構のバージョン６ 
におけるプロセスチェックでは１施用単位
の払い出しを求められているが、この項目
が存在することを特に大学病院を中心とし
て不当であると考えている施設が多数存在
している。 
 また、内服薬についても、保険請求は１
日量を基本単位としているため、実施記録
をとるための情報粒度（１回量）が必要と
の認識が殆どないのが実情である。平成２
１年に厚生労働省において検討された｢内
服薬処方せんの記載方法の在り方検討会｣
の報告書が１回量を基本とすべきとの結論
を出しているにも拘わらず、薬剤師を中心
として１日量へのこだわりが極めて強く、
未だに１回量記載実施についても強く反対
しているのが実態である。 
 このように医療安全と保険制度はバッテ
ィングすることが少なからずあるが、わが
国においては保険制度が優先との認識が染
みこんでいるため、医療関係者の基本的認
識がないことが医療安全にとっては最大の
阻害要因となっている。 
 また、新薬は保険制度上処方日数の上限
が基本的には１４日とされているが、生活
習慣病における診察間隔は通常１ヶ月であ
るため、新薬だけのために２週間の診察間
隔とすることは受け入れ難いとの認識が常
態化しており、そのため新薬についてはそ
の処方量を２倍記載し、実際にはその半量
を服用するよう患者に指示するという、い
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わゆる倍量処方が少なからず見られるのが
現状である。最近ではドラッグラグ解消の
ため新薬の審査が以前に比べハードルが低
くなっており、新薬の安全性確保のために
は、発売直後１年間のモニタリングが極め
て重要になってきているにも拘わらず、電
子カルテから得られる情報は実際の服用量
にはなっていない、つまり虚偽記載が成さ
れている点は医薬品の安全性確保の面から
も極めて問題といわざるを得ない。この問
題を解決するためには２週間毎の薬剤師に
よるチェックシステムを定める、即ちリフ
ィル処方を可能とすればよいだけであるが、
倍量処方は保険制度にとって違反であるこ
とから、表面上は存在しないことになって
いることが大きな問題である。 
 医療安全が国民にとって大きな関心事と
なってから１０年以上経過しているが、保
険請求中心の考え方からは脱却できておら
ず、その意味での医療安全文化は未確立と
いわざるを得ないのが現状である。 
 
（２）薬局ヒヤリ・ハット報告のデータベ
ースの在り方について 
 薬局ヒヤリ・ハット報告は院外処方率が
６０％を超えていることから、極めて重要
な位置づけとなることは確かである。現に
この報告制度によって明らかにされたエラ
ー内容から、製薬企業が注意喚起を行うこ
とになった等その成果が示されつつあるの
は事実である。しかしながらエラーの発生
要因の多くが｢確認不足｣となっていること
は潜在要因を必ずしも把握できていないこ
とを意味することになる。 
 確認不足と報告された事例の潜在的要因
を明らかにするためナイーブベイズ法によ
る発生要因の分類を行った。その結果適合
率が低いことが示されたことから、項目の
定義を明確にすることが必要であると考え
られる。 
 名称類似及び外観類似の事例を対象とし
た調査ではこれらの報告において医薬品名
が報告されていない事例が少なからず見受
けられた。医療関係者はそのプロ意識から
エラー発生時には自らに責任があるとする
傾向が強いが、エラーの真の要因分析を行
うためには、｢確認不足｣のように当事者の
意識した発生要因を報告するのではなく、
何が原因でエラーが発生したかを認知させ
るような機能をデータベースがもつことが
重要であると思われる。 
 そこで現行の薬局ヒヤリ・ハット報告制
度の発生要因の体系化を試み、行動段階別
で発生要因モデルを作成した。これに準じ
てデータベース構造を変更することで現状
よりも事例の発生要因の認知に役立てられ
るとの結論を得た(図１)。 

 
Ｄ．考察 
（１）医薬品関連事故等を正確に記録する
ための環境整備について 
 結果に示したようにわが国においては保
険制度が何事にも優先される状況にある。
医療行為を正確に記録することはそのこと
について何ら阻害要因では内にも拘わらず、
染みこんだものを改革することの難しさを
示しているといえる。欧州では医薬品の市
販後調査を正確に把握するために製薬企業
の団体が病院情報システムを普及させると
いいうような動きもあることは重要である
と考える。医薬品の安全性を確保するため
には、医薬品の使用実態を正確に把握する
ことが必要不可欠であり、かつ欧米におい
てはニセ薬対策も必要であることから、製
薬企業から医療機関で使用されるまでのプ
ロセス管理をするとの正常な考え方が普及
していることも事実である。このように川
上から川下までのプロセス管理ができる情
報システムが医療安全の面からは必要不可
欠であるにも拘わらず、わが国においては
保険請求至上主義となっていることは極め
て残念なことである。医療安全と保険制度
は本来何らバッティングするものではなく、
特にＩＴを利用すればより容易に並立する
ものであることを再認識すべき時期にきて
いるといえよう。 
 
（２）薬局ヒヤリ・ハット報告のデータベ
ースの在り方について 
 せっかく報告されたヒヤリ・ハット事例
の真の要因分析を行うためには、報告者の
プロ意識が阻害要因となりうることを現状
は示しているといえる。従って、これらの
阻害要因を緩和するための方策として、現
行のデータベースにおけるデータ項目の見
直しを行うことが有効であると考えられる。 
 また、平成２４年度診療報酬改定におい
て後発品使用促進のために一般名を利用し
た処方箋記載に診療報酬上の配慮（２点）
がなされることになった。このことは、薬
局ヒヤリ・ハット報告においてその基礎と
なる状況が変わったことを意味する。その
意味からも、今回明らかになったデータ項
目の見直し、データベース構造の見直しを
行うことにより、薬局ヒヤリ・ハット報告
制度はより効果の高いものになると考えら
れる。 
 
Ｅ．結論 
（１）医薬品関連事故等を正確に記録する
ための環境整備について 
 医療安全確保のためにはＩＴの活用は不
可欠であり、また病院情報システムをはじ
めとした各種システムは医療行為を正確に
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記録するという医療安全を基本としたもの
とすべきである。医療関係者やシステムベ
ンダーに染みこんだ保険至上主義を改革す
べき時期が到来していると思われる。正確
な記録がなされることは医薬品の安全性の
ためにも必要不可欠であるとともに、国民
の安全を守り、かつ薬害防止にもつながる
ものである。医療制度を真の国民に利益を
もたらすものとしての情報システム改革に
きちんと対応ができるような政策が必要で
はないかと思われる。 
 
（２）薬局ヒヤリ・ハット報告のデータベ
ースの在り方について 
 診療報酬改定による影響も考慮すると、
現行の薬局ヒヤリ・ハット報告データベー
スはデータ項目の見直し、データ構造を再
構築することでその有用性が高まるものと
考えられる。 
 
Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 
 なし 
2.  学会発表 
 第31回医療情報学連合大会シンポジウム 
 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
 なし 
 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 
 3.その他 
 なし 
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 分担研究報告書 

 
       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 

研究分担者 藤田 桂英 

 

研究要旨 

情報工学的手法を用いて医療従事者のインシデントレポートの解析および利活用

を行う。本研究では大阪市立大学で 2007 年- 2010 年に収集したインシデントレポ

ート 18,340 件に対して自然言語処理を用いて解析を行い、文書の特徴語がどのよ

うなつながりがあるかの可視化を行った。さらに、それぞれのインシデントレポー

トの類似度を出現単語の類似性から決定し、それぞれの文書に対してネットワーク

クラスタ解析を行った。以上の解析および現場の医療従事者のインタビューの結

果、薬剤、患者管理（転倒転落）に関してはエキスパートが行ったカテゴリと同様

の結果を得たが、他の部分に関しては一部エキスパートの決定したカテゴリとは異

なる結果を得ている。 

 

Ａ．研究目的 

  本研究では、情報工学的手法（特に自然
言語処理、ネットワーク解析）を用いて医
療インシデントレポートの構造化を行う。
インシデントの構造化を行うことで、医療
行為のヒヤリハットの利活用に対して有効
である。さらに、エキスパートが決定した
トップダウン型カテゴリと大規模データ群
を解析することで得たボトムアップ型カテ
ゴリを比較し、現場の医療従事者にインタ
ビューを行うことで、よりインシデントレ
ポート報告者および利用者が活用しやすい
カテゴリ構造を決定できる。 

 

Ｂ．研究方法 
 まず、TF-IDFという指標を用いて、文書
の特徴語を抽出する。TF-IDFは文書に頻繁
に出現し、文書の内容を適切に表現する単
語に関して、高い値を決定する指標である。
次に、抽出した特徴語の関係を調べるため、
特徴語のネットワークを単語の共起情報か
ら作成する。 
 また、トップダウン型のレポートカテゴ
リとボトムアップ型のレポートカテゴリを
比較する。ボトムアップ型のレポートカテ
ゴリはまず、特徴語の発生頻度等から文書
の特徴づけを行う（特徴ベクトルの抽出）。
次に、各文書の特徴語の発生頻度から各文
書の類似度を測定する（Jaccard指標による
類似度の測定）。最後に、文書をノード、

類似性をエッジとして文書のネットワーク
を作成し、クラスタ解析を行い、可視化す
る。以上の操作でボトムアップ型のカテゴ
リを決定する。クラスタ解析の結果出力さ
れた各クラスタの名称は複数人の医療従事
者が決定した。 
 
プライバシー倫理面への配慮） 
 インシデントレポートの解析を行う場合
匿名化等を行い、個人情報の保護に十分に
配慮した。 
 
Ｃ．研究結果 

Fig.1: トップダウン型カテゴリとボトムアップ型カテゴリの比較 

 

TF-IDFの特徴語抽出において、「薬剤」や
「ルート」など薬剤・輸血に関する単語が
多く抽出された。また、「トイレ」や「ベ
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ッド」など転倒転落がおこりやすい場所に
関する単語や、「朝」や「前」「後」など
順序や時に関する単語も見られた。 
 単語の関係に関しては、薬剤、ルートに
関する単語関係や転倒転落に関する単語関
係が抽出された。 
 Fig.1はトップダウン型カテゴリとボト
ムアップ型カテゴリの比較を示している。
薬剤・輸血に関するカテゴリは、トップダ
ウン型、ボトムアップ型の両方において見
られた。一方、患者管理に関してはほとん
ど転倒に関する報告であり、トップダウン
型においては一部その他に分類されていた。
他のカテゴリに関してはボトムアップ解析
では明確に判定できなかった。 
      
Ｄ．考察 
 薬剤に関するトップダウン型カテゴリは
より詳細に分類する必要がある。実際に、
医療従事者もほとんど薬に関するインシデ
ントレポートを薬剤・輸血に分類していた。
また、患者管理に関するカテゴリは実際に
ほとんど転倒転落に関する内容であり、ト
ップダウン型のカテゴリが適切でないため、
一部その他に分類されてしまったレポート
が存在している。 
 
Ｅ．結論 
 本研究では、情報工学的手法（特に自然
言語処理、ネットワーク解析）を用いて医
療インシデントレポートの構造化を行った。
さらに、エキスパートが決定したトップダ
ウン型カテゴリと大規模データ群を解析す
ることで得たボトムアップ型カテゴリを比
較し、トップダウン型カテゴリがボトムア
ップ型カテゴリと合致している部分とそう
でない部分を指摘した。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
• Katsuhide Fujita, Takayuki Ito, a

nd Mark Klein, "An Approach to 
Scalable Multi-issue Negotiation: 
Decomposing the Contract Space",
 Computational Intelligence, 2012 
(accepted). 

• 藤田桂英, 伊藤孝行, Mark Klein, 
“大規模交渉問題における論点グル
ープ数の調整に基づいた自動合意形
成機構”, 情報処理学会論文誌, Vol.5
2, No.4, pp. 1727–1738, 2011 
 

 2.  学会発表 
• Katsuhide Fujita, Masanori Akiya

ma, Keunsik Park, Etsuko Yamag
uchi (Nakagami), Hiroyuki Furuka
wa, Ichiro Sakata, “Linguistic Ana

lysis of Large-Scale Medical Incide
nt Reports”, International Associat
ion for Management of Technology
 (IAMOT2012), 2012. 

• Katsuhide Fujita, Masanori Akiya
ma, Keunsik Park, Etsuko Yamag
uchi (Nakagami), Hiroyuki Furuka
wa, “Preliminary Linguistic Analy
sis of Large Number of Medical I
ncident Reports for Patient Safet
y”, 13th China- Japan-Korea Sym
posium on Medical Informatics (C
JKMI 2011), pp.28--32, 2011. 

• Katsuhide Fujita, Mark Klein and
 Takayuki Ito, "Issue-Grouping Ap
proach for Multiple Interdependen
t issues Negotiation with Exagger
ator Agents", The First Internatio
nal Workshop on Sustainable Ent
erprise Software (SES2011), IEEE-
CEC2011 Workshop, Luxemberg, 2
011. 

• Katsuhide Fujita, Mark Klein, Ta
kayuki Ito, “Efficient Issue-Groupi
ng Approach for Multi-Issues Neg
otiation between Exaggerator Age
nts”, In the Proceedings of the Na
tional Conference on Artificial Int
elligence (AAAI-2011), 2011 (poste
r abstract). 

• Katsuhide Fujita, Takayuki Ito, a
nd Mark Klein “Scalable and Effi
cient Negotiation Protocol: Decomp
osing the Contract Space based on
 Idea of Issue-Grouping”, Internat
ional Workshop on Multi-Agent Sy
stems and Collaborative Technolog
ies (I-MASC2011), ページ数: 8ペー
ジ, 2011年5月. 

• Katsuhide Fujita, Takayuki Ito an
d Mark Klein, “The Effect of Gro
uping Issues in Multiple Interdepe
ndent Issues Negotiation between 
Exaggerator Agents” The 4th Int
ernational Workshop on Agent-bas
ed Complex Automated Negotiatio
ns (ACAN2011), 総ページ数: 8ペー
ジ, Taipei, Taiwan, 2011年5月. 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
 
Ｇ. 知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
 該当なし。 
 2. 実用新案登録 
 該当なし。 
 3. その他 
 該当なし。 
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情報の構造化による
ヒヤリハット・医療事故の利活用

- 自然言語処理に基づく
ヒヤリハットレポートの解析結果 -

藤田 桂英

東京大学 工学系研究科

総合研究機構

背景

� 患者安全のためにヒヤリハットレポートの利活用が重要
� WHO: 事故防止のためにヒヤリハットレポートの利活用を推進
� 厚生労働省: ヒヤリハット事例情報データベース （ヒヤリ・ハット

事例収集事業）の作成

Heinrich’s Law

“For every accident that causes a major 
injury, there are 29 accidents that cause 
minor injuries and 330 accidents that cause 
no injuries” 
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データセット (大阪市立大学病院)

� 18,340 レポート (2007年 – 2010年)

� 自由記述欄
� 事故の状況

� 発生後の対応と患者の状態

� 要因から考えられる問題

事故の状況

発生後の対応と
患者の状況

要因から
考えられる問題

方法論 (テキストマイニング)

� テキストマイニング
� キーワード抽出 (TF-IDF)

� キーワード同士の関係（語のネットワーク）

� トップダウンカテゴリーとボトムアップカテゴリー
� 個々の文書間の類似度から、カテゴリー分類

テキストマイニング
自然言語処理, ネットワーク解析
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ZZZ
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YYY
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YYY

YYY
YYY

YYY

YYY

YYY

idftftfidf ×=

<重要単語>

①Frequently Used

②Selective

XXX

XXX

XXXXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

重要度

X   >    Y >         Z
(患者)(抗がん剤) (シグマート)

idf (t) = log |D | /{d : d ∈ t}

tf (t,d) = n(t) / n(k)
k∈T

∑

重要単語の抽出 (TF-IDF)

(Term Frequency)

(Inverse Document Frequency)

特徴語のランキング

TF TF-IDF

1 患者 薬

2 確認 患者

3 薬 確認

4 看護師 内服

5 指示 指示

6 内服 看護師

7 点滴 投与

8 錠 点滴

9 訪室 訪室

10 投与 ルート

11 ルート 発見

12 発見 ベッド

13 時間 手術

14 ベッド 時間

15 朝 使用

16 手術 報告

17 配 医師

18 医師 トイレ

19 自己 自己

20 報告 指摘

TF TF-IDF

1 報告 報告

2 患者 患者

3 こと 確認

4 確認 主治医

5 主治医 観察

6 観察 当直

7 医 医師

8 ため 指示

9 当直 看護

10 医師 説明

11 指示 様子

12 看護師 謝罪

13 説明 内服

14 様子 薬

15 謝罪 測定

16 内服 ルート

17 薬 投与

18 分 診察

19 測定 本人

20 ルート 点滴

TF TF-IDF

1 確認 確認

2 時 時

3 よう 患者

4 患者 指示

5 指示 薬

6 こと 説明

7 薬 看護師

8 説明 徹底

9 看護 場合

10 看護師 チェック

11 際 使用

12 徹底 薬剤

13 ため 医師

14 場合 ルート

15 チェック 必要

16 使用 時間

17 薬剤 内服

18 医師 後

19 ルート 注意

20 必要 前

1. 事故の状況 2. 発生後の対応と患者の状況 3. 要因から考えられる問題
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語のネットワーク

患者

確認

ベッド

看護師

ノード
エッジ

• ノード: 単語 (Top30, TF-IDF)
• エッジ: 共起回数

• エッジが太い→共起回数が多い

<ネットワークとは ? > <共起とは ? >

YYY

XXX

XXX

YYY

XXXとYYYは
共起している

XXXとYYYは
共起していない

特徴語のネットワーク(事故の状況)
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特徴語のネットワーク
(発生後の対応と患者の状況)

特徴語のネットワーク
(要因から考えられる問題)
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レポート間の類似度判定に関して

抗ガン抗ガン抗ガン抗ガン

抗ガン抗ガン抗ガン抗ガン

注射部位注射部位注射部位注射部位

抗ガン抗ガン抗ガン抗ガン

注射部位注射部位注射部位注射部位

抗ガン抗ガン抗ガン抗ガン

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー

ミキシングミキシングミキシングミキシングSimilar
Not

Similar

レポート間の類似度≒出現単語の類似度

文書のネットワーク

Jaccard(X,Y)=
(X,Y: 文書内の対象単語)

<類似度の指標>

レポートA レポートCレポートB

インシデントレポートのボトムアップ解析結果
(事故の状況)

※ボトムアップ型解析 : 類似したレポートは集まるように配置

点: インシデントレポート
(18,340 レポート)

線: レポート間の類似度 (>0.7)

* Jaccard 法により計算
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ID Report

200803-0000345 ３時10分ナースコールナースコールナースコールナースコールあり、訪室すると、立ちくらみがしてドアに頭をぶつけたと報告ある。

200704-0000040

ナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルがあり、歩行器で身障トイレに付き添い誘導した。ややふらつきもあり、便座に坐るところを確認した後、歩
行器を引き下げて終わったらナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルで呼んで下さいと説明し、扉の外で待っていた。ナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルナｰスコｰルはなかったが、ド
ンッと音がした為、中をのぞくと左側外で床に倒れて倒れて倒れて倒れていた。

201011-0000280

同室者よりコールコールコールコールあり、訪室すると患者が車椅子のフットレストの上に座っていた。「物を拾おうとしてしゃがみ込んだ」と
いう。一部始終をみていた同室者より、「自分で立ってしゃがみ込んだ。滑り落ちたりこけたりはしていない」と話しを聞く。
車椅子の前にオーバーテーブルを設置していたが、小柄な体格のため立位をとることができた。ナースコールナースコールナースコールナースコールはオー
バーテーブルの上に設置していた。

200807-0000045

2時個室トイレよりナースコールナースコールナースコールナースコールあり。すぐに訪室。トイレに座り気分不良を訴える。便器内出血あとあり。応援依頼し、
付き添いベッドに臥床していただく。患者より寝ていて、気分悪くなり端座位にて様子みていたが、吐きそうになりトイレ
に行こうとして転けたと言う。這ってトイレに行き自分の血を見て余計に気分が悪くなったとの訴えあり。

201009-0000239
眠前のガーゼ交換時創部を観察するとドレーン（全長約２cm）が抜けているのを発見する。ドレーン先端には安全ピン
で固定、ナートもされており皮膚に抜けたドレーンがぶら下がっている状態であった。

200805-0000257

体動時にはナースコールナースコールナースコールナースコールを自己で押してきていた。午前中、看護師が付き添って身障者トイレまで歩行でき、体動時は
ナースコールナースコールナースコールナースコールを押すように再度指導していた。12時30分同室患者よりナースコールナースコールナースコールナースコールがあり訪室すると、ベッドサイドの床
に頭を廊下に向いて仰向けになって倒れて倒れて倒れて倒れている所を発見した。

201004-0000121
部屋が騒がしくて眠れない、と談話室のソファで１時頃から横になっていた。３時過ぎドンと大きな音がし、駆けつけると
床に転落転落転落転落しているところを発見した。

200808-0000370
肝生検当日であった。17時訪室時、患者へ18時よりトイレ歩行が可となること・初回歩行は付きそうため、また来ること
を説明し了承を得た。18時訪室すると、「もうトイレに行ったよ、大丈夫。ちょっと針刺したくらいで大げさや」と話す。

200712-0000234 ジャクソン・リース交換時、成人用と小児用を間違えて準備した。

200701-0000350 23:45患者本人が左側頭部を床頭台で打撲打撲打撲打撲したと詰所に歩いて報告に来る。左側頭部を押さえている。出血なし。

200704-0000262

6時頃、本人より「頭を打打打打った。ちょっとフラフラして。」と報告あり。額に発赤あり。トイレを流そうとし、握ったレバーから
手が滑り、目の前にある手すりに頭をぶつけたとのこと。バイタルサインに問題なし。患者は眠前にリスミーを1錠内服し
ていた。

200810-0000316
移植後で筋力低下がある患者であり、病室内歩行可の指示であるが、シャワー室までの歩行可の指示であった。シャ
ワー室までの移動時につまづいた。転倒転倒転倒転倒時両手をつき、左膝を床に打打打打った。

201003-0000360
日勤うけもち患者より朝4時30分にトイレに行こうとしたときに、トイレ前でこけたこけたこけたこけたと本人より報告有り。左臀部と左肩胛骨
を打撲打撲打撲打撲したが、左肩胛骨は痛みないが臀部だけ座ったら痛むと話す。臀部の擦過傷軽度あるが出血なし。

200907-0000377

訪室時「さっき部屋の入り口でこけたこけたこけたこけた。歩行器使わんとスリッパちゃんと履かんと横着してしもて、トイレ行こう思ったら、
右膝ついて右側にこけて右肩打打打打ってしもた。頭は打打打打ってないから大丈夫。」と転倒転倒転倒転倒の事後報告あり。意識レベルクリア。
歩行時は歩行器使用している時と使用していないことがあった。

ID Report

201001-0000014
内服内服内服内服自己管理中の患者の週1回の内服内服内服内服薬薬薬薬（メソトレキセート3錠分3毎食後）を開始薬薬薬薬ボックスに入れ保管していたが、深夜
で開始薬薬薬薬ボックスの確認を忘れた。当日の午後、他看護師が開始薬薬薬薬ボックスに内服内服内服内服薬薬薬薬が残っていることに気付いた。

200909-0000063

9月2日に3日内服のボナロンを患者に渡したが、高齢であり自己管理不可能と判断し引き下げた。配薬配薬配薬配薬ボックスに入れなけ
ればならない薬薬薬薬袋を誤って破棄ボックスに入れてしまった。３日夜勤看護師がボナロンを配薬配薬配薬配薬しようとしたが薬薬薬薬袋が無く破棄
ボックスにあるのを発見する。

200712-0000155

内服自己管理中の内服内服内服内服後の確認時、一日おきに１回1錠２種類内服内服内服内服指示のうち、プレマリン錠0.625mg１錠が残っており、詳
細確認すると、もう一方が赤線でされたので飲んだが、プレマリンは赤線がなかったため、飲まなくていいものと思い飲まな
かったとのこと。

200708-0000392
7時食前薬薬薬薬のポンタールシロップ１０ｍｌｍｌｍｌｍｌの薬薬薬薬袋をもって、冷蔵庫に準備にいったが、薬薬薬薬袋は見ずに手にした食間薬薬薬薬のリンデロ
ン２ｍｌｍｌｍｌｍｌを準備して患者に内服内服内服内服させた。違う患者の与薬与薬与薬与薬時、間違っていたことに気がつく。

201007-0000374 本日朝よりフォリアミンが３錠分３で開始となっていたが、受け持ち看護師が配薬配薬配薬配薬時に本人の所へ２錠配薬配薬配薬配薬してしまった。

200905-0000077
昼食配膳時、患者家族から「10時の薬薬薬薬をもらっていない」と報告あり。朝食間の大建中湯を配薬配薬配薬配薬していなかったことに気づい
た。受持ち与薬与薬与薬与薬のオーダーは入っていたが、１０時のエンシュワでけだと思いこんだ。

200701-0000193
夕食後からジスロマックの内服内服内服内服開始指示がでた。申し送り後で日勤者が処理をしたが、連絡を受けていなかった。既に夕食
後薬薬薬薬を配薬配薬配薬配薬しており、追加されているのに気づかず与薬与薬与薬与薬しなかった。

200807-0000222

定期で内服内服内服内服中のアルダクトンのオーダーが本日で切れ、翌日からの分を患者に渡しに行くと６錠渡されていた薬薬薬薬のうち４錠
が余っていた。患者に確認すると、ラシックスとアルダクトンの内服内服内服内服時間と量量量量を間違って内服内服内服内服していた。患者が入院前まで内内内内
服服服服していた、内服内服内服内服方法と異なる指示に変わっていた。

200704-0000178

食堂より「誰か来て」という他患者の叫び声あり。医師とともに駆けつけた時には患者本人は立ち上がっていた。他患者より
「突然倒れた」との情報あり。本人に問うと「ご飯の臭いで急に気分が悪くなった。頭は打ってない。お尻からこけたから」と
言われる。

200701-0000337

昼食後薬与薬薬与薬薬与薬薬与薬時、食事中であったため自己内服内服内服内服中であった薬薬薬薬袋を与薬与薬与薬与薬車に乗せ、昼休憩時に詰所に居た看護師に内服内服内服内服未
であることを、申し送りし他の患者の与薬与薬与薬与薬を行なった。14時45分に遅出業務の看護師が、薬薬薬薬袋が与薬与薬与薬与薬車の上に乗ったままで
あることを発見、指摘され気付いた。男子の与薬与薬与薬与薬車の確認は申し送りを受けた看護師が行なっていた。

200707-0000332
7月26日に7月27日朝より内服内服内服内服開始の抗生剤を薬薬薬薬の袋に大きくマジックで「7月27日から」と書き患者に説明し渡す。7月26日
の夕食後に他の内服内服内服内服確認したところ7月27日朝から開始の抗生剤も内服内服内服内服したと報告を受け事故に気づく。

200905-0000099

食前に薬薬薬薬袋より取り出し確認の必要な患者であったが、時間調整がつかず、食後に内服内服内服内服管理第１段階の患者の内服内服内服内服確認
に行った。同室患者の内服内服内服内服を確認している間に自己にて薬薬薬薬袋から取り出し内服内服内服内服された。その後確認するとナウゼリンとガバ
ペンを間違い、ガバペンを１錠多く内服内服内服内服されていた。

201006-0000347
夕食後薬配薬薬配薬薬配薬薬配薬時、セルニルトン6錠分３で内服内服内服内服中であったが1錠多いのに他看護師が気がつき、昼食時2錠内服内服内服内服のところ1錠
しか渡していないことがわかった。

200809-0000277

患者は内服内服内服内服自己管理第一段階であったため18:40ころ訪室し夕食後薬薬薬薬の内服内服内服内服確認を行った。毎食後・眠前と小分けされた
ケースを見ると朝食後薬薬薬薬の所が空になっていた。患者に確認すると夕食後薬薬薬薬と間違えて朝食後薬薬薬薬を飲んでしまったとのこと
であった。
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ID Report

200909-0000276

58歳、意識障害のある患者であった。10時よりフルカリック開始指示あり、75mlmlmlml/Hで投与していた。開始時、重さを計り1時
間毎の重さをIVH滴下滴下滴下滴下表に書き直す必要あったが、勘違いで量量量量（mlmlmlml）を滴下滴下滴下滴下表に記載してしまった。1時間毎のチェックで滴滴滴滴
下下下下が軽度遅れていたが、CVであったため少しだけ速度を早めた。その後、準夜看護師に指摘され、間違いに気づく。予定
投与量量量量と実際の投与量量量量に大きな誤差はなかった。

200701-0000349
ソルデム３A+ガスター１A+パントール１A、?ソルデム１+パントール１Aを交互に持続点滴点滴点滴点滴中であった。21時に?へ更新のと
ころを?に更新してしまう。申し送りの際に気付く。患者は特に著変なし。

200904-0000310

前日にENBDチューブ挿入された患者に抹消静脈ルートよりソルデム3Aをメインに側管でレミナロンを点滴点滴点滴点滴投与していた。
翌朝10時まで、30cccccccc／時で滴下滴下滴下滴下指示であったが、2時の点滴点滴点滴点滴更新時約250ccccccccであったがメインとの圧で滴下滴下滴下滴下変動があり、4
時にすべて終了させてしまった。

200905-0000264
中心静脈より24時間持続点滴点滴点滴点滴中の患者の輸液が５時で250mlmlmlmlほど残量残量残量残量があり、滴下滴下滴下滴下を合わせるが向きにより点滴点滴点滴点滴が落ち
ず、滴下滴下滴下滴下を早め退室した。再度確認するのを忘れ、７時半に訪室すると残量残量残量残量10ｍｌｍｌｍｌｍｌほどになっていた。

200908-0000238

末梢にて持続点滴点滴点滴点滴中であり、１０時終了の点滴点滴点滴点滴を６時３０分に終了させてしまった。手背にルート挿入されており、滴下滴下滴下滴下変
動のある患者であった。４時更新時、正確に滴下滴下滴下滴下合わせたが、５時訪室時には滴下滴下滴下滴下が早くなっていた為、滴下滴下滴下滴下速度を合わ
せ直していた。

200704-0000054

IVHトリプルルーメン挿入中の患者に白ルートより５％ブドウ糖液500mlmlmlmlにパナベート２V入りの点滴点滴点滴点滴を24時間かけて施行中
であった。20時頃より点滴点滴点滴点滴の残量残量残量残量が予定より、早く減っていたため絞り目で合わせていた。21時半頃、滴下滴下滴下滴下確認し時間
12mlmlmlmlで合わせた。23時巡回時、滴下滴下滴下滴下していなかった。ミルキングするも滴下滴下滴下滴下せず、ヘパリンNａを使用しフラッシュしようとす
るも抵抗がありできず。白ルートがつまってしまった。

200706-0000316
17時半に点滴点滴点滴点滴残量残量残量残量確認し患者が臥位の状態で滴下滴下滴下滴下を合わせる。ネオパレン２号ノボリンR20単位640ｇ/40ｄ18時半に滴下滴下滴下滴下
確認しに訪室すると、残量残量残量残量がほとんどなくなっている。

200809-0000399

輸液ポンプにてレミナロン入りの輸液を10時より20mlmlmlml／時間の流量量量量変更と申し送りを受け、先輩ＮＳと指示の変更を再度
口頭にて確認した。輸液更新時、他の患者の事に気をとられていた事と、更新時間が迫っていたため滴下滴下滴下滴下数の数値を変
えず点滴点滴点滴点滴のみ更新し、指示の確認を怠った。日勤から準夜勤の申し送り時に滴下滴下滴下滴下間違いに気付いた。

201009-0000046

1型糖尿病・イレウス疑いでラクテックＧ５００を持続点滴点滴点滴点滴中の患者。５時半に輸液更新予定であり、111ｍｌｍｌｍｌｍｌ／ｈで点滴点滴点滴点滴して
いた。滴下滴下滴下滴下不良であったため、調整する。4時巡回時、残280滴下滴下滴下滴下終了していた。指示速度の２．５倍のペースで点滴点滴点滴点滴してし
まっていた。

201007-0000032

準夜の担当看護師が検温時にカコージンの残量残量残量残量を確認した際２１時頃に更新と判断し、休憩前にカコージンの残量残量残量残量確認、
更新の申し送り、ミキシングをせずに休憩に入った。休憩中にカコージンの残量残量残量残量がなくなり他看護師がミキシング、更新し
たが、投与されていない時間ができた。

200711-0000067

１８時３０分にIVHの滴下滴下滴下滴下確認し残６００ｍｌｍｌｍｌｍｌ程度あり。本人がベットアップしていたため、鼠径部に挿入しているIVHがクレン
メをあけても滴下滴下滴下滴下しにくい状態であったが、クレンメあげ滴下滴下滴下滴下を合わせてしまう。２１時３０分訪室時、残２００ｍｌｍｌｍｌｍｌしかなく翌１
０時までの点滴点滴点滴点滴が早めに滴下滴下滴下滴下してしまった。

G1: 与薬・配薬

G2: 転倒・転落

G4: チューブ

G5: CT 

G4: 治療 (急患)  

G6: ルート
G7: 尿

G9: 注射針紛失

G10: 返納薬 G3: 注射・点滴

G8: 血液検査

147



トップダウン型カテゴリとボトムアップ型クラスタリングトップダウン型カテゴリとボトムアップ型クラスタリングトップダウン型カテゴリとボトムアップ型クラスタリングトップダウン型カテゴリとボトムアップ型クラスタリング
(事故の状況事故の状況事故の状況事故の状況)

※ボトムアップ型解析: 

類似したレポートが
集まるよう配置

患者管理

薬剤・輸血

検査

機器・ルート

治療・処置

その他

トップダウン型
カテゴリ

患者管理

薬剤・輸血

検査

機器・ルート

治療・処置 その他

トップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリ

↓ トップダウン型カテゴリ

↑ボトムアップ型カテゴリ
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しきい値: 0.6以上

患者管理

薬剤・輸血

検査

機器・ルート

治療・処置

その他

トップダウン型
カテゴリ

文書のネットワーク
（事故の状況・発生後の対応と患者の状況）

患者管理

薬剤・輸血

検査

機器・ルート

治療・処置 その他

トップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリトップダウン型カテゴリ

←ボトムアップ型カテゴリ

トップダウン型カテゴリ
↓
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まとめと今後の課題

� 薬剤・輸血（トップダウンカテゴリ）はボトムアップ型解析で
与薬、点滴の大グループに分かれる

� 患者管理（トップダウンカテゴリ）はほとんど転倒
� その他（トップダウンカテゴリ）も多数分類されている

� 検査、機器、ルートに関しては明確に分類できなかった

� 今後の課題
� 薬剤師、看護師の考えを反映したカテゴリ解析と比較

� 薬剤に関する詳細な解析

� インシデントレポートの自動分類

� より膨大な数のインシデントレポート解析 (自治医科大学病院)
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 
       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 
              研究分担者 古川 裕之 

 

研究要旨 

メディケーションエラー誘因として考えられる，添付文書中の“あいまい表現”と注射用製
剤の投与量記載と計算正解率の関係について検討した．“あいまい表現”については，取
り上げた「定期的」と「緩徐に」という用語で，すべての調査対象群（医師，看護師，薬剤師
と製薬企業医薬情報担当者）において，その解釈に個人差が大きいことがわかった．ま
た，注射用製剤の投与量記載と計算正解率の関係については，新任看護師で計算力不
足が認められること，特にμg表示で計算正解率が低いことがわかった．ともに，メディケ
ーションエラー誘因になることがわかった． 
 今回検討した以外にも，メディケーションエラー誘因は存在すると思われる．エラー事例
を分析することで，誘因の検出を行い，誘因除去のための対策を検討する必要がある． 

 

Ａ．研究目的 

 メディケーションエラー（medication error）の
誘因のひとつとして，医療用医薬品添付文書
（以下，添付文書）の記載内容と投与量計算力
不足があると仮定し，その検証を行った． 

 

Ｂ．研究方法 
 添付文書で使用されている「定期的」と「緩徐
に」という“あいまい表現”に対する解釈，注射
用製剤の投与量記載と計算正解率の関係に
ついて，質問票を用いた調査を行った． 

“あいまい表現”として「定期的」と「緩徐に」と
いう用語について調査した．「定期的」という用
語に対しては，業務上，添付文書を利用する
医師，看護師，薬剤師と製薬企業医薬情報担
当者（MR : Medical Representative）の4グループ
を対象とした．また，「緩徐に」という用語に対し
ては，新任看護師を対象とした． 
 注射用製剤の投与量記載と計算正解率の関
係については，新任看護師を対象に，計算問
題における正解率を基づいて評価した． 
 
（倫理面への配慮） 
 質問票の回収をもって，調査協力への同意と
みなした．また，本研究に監視，報告すべき利
益相反はない． 
 
Ｃ．研究結果 
1．“あいまい表現”に対する解釈 
 「定期的」という用語に対して最も多い回答は，
4グループに共通して「1カ月毎」であったが，
それでもMRを除いて，50％以下であった．2番
目に多い回答は，薬剤師を除いて「半年」であ
った（図1）．3番目に多い回答は，4グループす
べてで異なっていた（図1）． 

 「緩徐に」という用語に対しては，「30秒」と「1
分」いう順に回答が多く，それでも両方で全体
の約50%であった（図2）． 
 
2．注射用製剤の投与量記載と計算正解率の
関係 
 設問は，製剤ラベルに表示されている単位と
添付文書記載の単位が同一のものと両者の単
位が異なるものの4パターンとした（図4）．各自，
持ち時間1分で，単位が同じものと単位が異な
るもの2問とした． 
 製剤ラベルに表示されている単位と添付文
書に記載されている単位が同一の場合，正解
率は，68（gとg）%と65%（㎎と㎎）であった．また，
単位が異なる場合の正解率は，73%（gと㎎） と
45%（mgとμg）であり，μg表示で正解率が低
かった． 
 
Ｄ．考察 
 薬物治療において，投与する医薬品の基本
的な情報源は，添付文書である．今回，検討し
た添付文書内の“あいまい表現”に対して，そ
の理解にかなりの差が見られた． 
 重篤な薬物有害反応を早期に検出するため
に，「定期的な検査」が行われる．しかしながら，
「定期的」という用語に対する解釈に個人差が
認められることは，患者の健康被害回避のため
に必要な臨床検査が行われない危険性がある．
例えば，アミオダロン錠では，検査実施日を添
付文書中に具体的に指定しており，解釈に個
人差は生じない．定期検査が特に必要な医薬
品については，具体的な検査日を指定するこ
とが望ましい． 
 投与量の計算については，予想以上に正解
率が低かった．約50名の医学生を対象に予備
試験を行ったが，新人看護師とほぼ同様の正
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解率であった．計算力不足の問題は，日本に
限らず，世界共通の問題と思われる．その理由
として，アメリカ合衆国においては，計算力強
化のための医療提供者向けテキストが多数用
意されており，計算力向上の必要性が高いこと
がわかる（図5）． 
 国内では，計算力向上のためのトレーニング
テキストの出版が限られていることから，支援ツ
ールとしてe-learningコンテンツを作成し，医学
系出版社の協力を得てweb上で無償提供して
いる（図6，7）．計算力をトレーニングにより向
上するので，このような支援ツールの活用を期
待する． 
 今回検討した以外にも，メディケーションエラ
ー誘因は存在すると思われる．エラー事例を
分析することで，誘因の検出を行い，誘因除
去のための対策を検討する必要がある． 
  
Ｅ．結論 
 メディケーションエラー誘因として考えられる，
添付文書中の“あいまい表現”と注射用製剤の
投与量記載と計算正解率の関係について検
討した．“あいまい表現”については，取り上げ
た「定期的」と「緩徐に」という用語で，その解釈
に個人差が大きいことがわかった．また，注射
用製剤の投与量記載と計算正解率の関係に
ついては，新任看護師で計算力不足が認めら
れること，特にμg表示で計算正解率が低いこ

とがわかった．ともに，メディケーションエラー
誘因になることがわかった． 
 エラー事例分析を通して，さらに誘因検出を
行い，誘因除去のための対策を検討する必要
がある． 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 なし 
 
 2.  学会発表 
・上田藍，矢賀和子，坂井康仁，幸田恭治，古
川裕之．添付文書中のあいまいな表現(定期
的)に対する医療者の理解．第21回日本医療
薬学会年会，神戸，2011 
・西川直也，高砂美和子，上田冴子，山田美
穂，古川裕之．投与量計算の正解率比較に基
づく注射剤添付文書の『用法・用量』記載方法
の提案．第21回日本医療薬学会年会，神戸，
2011 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
 該当しない 
  
 2. 実用新案登録 
 該当しない 

                                                                                         

医師 105人 薬剤師 600人

看護師 300人

調査期間 : 2011年2月～5月

1カ月

53

52%半年

16

16%

２週間

10

10%

その他

23

22%

MR 102人

1カ月

283

47%

2週間

85

14%

半年

81

14%

その他

151

25%

1カ月

124

42%

半年

73

24%

1週間

30

10%

２週間

28

9%

その他

45

15%

1カ月

41

39%

半年

14

13%

３カ月

13 

12%

2週間

8

8%

その他

29

28%

 
 

図 1 「定期的」という用語に対する理解 
調査対象 : 医師，薬剤師，看護師，MR     調査期間: 2011 年 2 月～5 月 
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27%

26%13%

12%

11%

4% 7% 30秒

1分

5分

3分

10分

15秒

その他

35%

15%
11%

10%

9%

6%

14%
30秒

1分

15秒

3分

10分

5分

その他

富山県看護協会
（282人） 2011.06.27

石川県看護協会
（230人） 2011.06.24

「緩徐に投与」の
「緩徐に」とは

 
 

図 2 「緩徐に」という用語に対する理解 
調査対象 : 新任看護師，調査期間: 2011 年 6 月 

 
 

次の用法で投与するとき、小児（体重：15kg）への1回の

投与量【V（バイアル数）】を求めよ

問題Ａ ヤマダイ®静注用0.5g/V
用法： 小児には1回0.05g/kgを1日1回投与

問題Ｂ ヤクザイル®静注用0.5g/V
用法： 小児には1回50mg/kgを1日1回投与

問題Ｃ フグサシ®静注用0.5mg/V
用法： 小児には1回0.05mg/kgを1日1回投与

問題Ｄ カワラソバ®静注用0.5mg/V
用法： 小児には1回50μg/kgを1日1回投与

問題Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ g・mg・μgの換算

g→g

g→mg

mg→mg

mg→μg

 
図 3 投与量計算問題  

調査対象 : 新任看護師，調査期間: 2011 年 6 月 
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正解：６８％
（１８４人）

正解：６５％
（１６６人）

間違い：２８％
（７４人）

間違い：３３％
（８５人）

解答なし：４％
（１１人）

問題Ａ : g → g 問題Ｂ: g → mg

解答なし：２％
（３人）

 

正解：７３％
（１８３人）

正解：４５％
（１２３人）

間違い：２５％
（６４人）

間違い：４６％
（１２６人）

問題Ｃ: mg → mg 問題Ｄ: mg →μg

解答なし：２％
（５人）

解答なし：９％
（２２人）

 
 
 

図 4 投与量計算の結果 
調査対象 : 新任看護師，調査期間: 2011 年 6 月 
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And 
more・・・

 
 

図 5 アメリカ合衆国で出版されている医療提供者向け「投与量計算に関するテキスト」 
 
 

http://gakken-mesh.jp/info/learn/learn.html
２００８年４月7日 スタート !! 

 
 

図 6 計算力向上のための e-learning サイト 
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（学習研究社）

 
 

図 7 計算力向上のための e-learning サイトの内容 
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 
 分担研究報告書 

 

       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 
 

              研究分担者 松尾豊 研究協力者：金英子 

 

研究要旨 

 本研究は、医療サービスのイノベーションの一分野として、サービスの質に含ま

れる最も重要な要素の一つである「患者安全」を高めることを目的に、収集された

大量の医療事故情報を用いて、患者安全を高めることに貢献する手法を検討した。

自然言語処理とネットワーク分析を用いて、既存の医療情報を構造化することによ

り、事故の原因や事故と関連の深い薬剤群を特定した。そして、医療行為の発生時

点管理システム(POAS)の薬剤に関する事故防止の効果を計算し、POAS の導入により

事故防止策の検討に役立つ知識基盤を構築した。 

 

Ａ．研究目的 

 本研究は、既存の医療情報（ここでは、
日本におけるヒヤリハット事例）の構造化
により、事故の原因や事故と関連の深い薬
剤群を特定し、事故の防止策の検討に役立
つ知識基盤を構築することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 
 最初に、報告に記載された事故の背景、

内容、改善策の 3 類型別に、出現しやすい
特徴的な語を抽出し、更にそれら語のネッ
トワークを構築する。次に、薬剤辞書と独
自の表記ゆれ解消のルールを用いて事故の
報告書から薬剤に関する情報を抽出し、薬
剤ネットワークを構築する。 
 自然言語処理とネットワーク分析を用い
ることで、医療事故の報告に特徴的に出現
する語を抽出し、特徴語や薬剤群同士の直
接的な関係だけでなく、2次以上離れた間接
的な関係を含めた分析を可能とする。 
 

Ｃ．研究結果 
 「確認」をハブとした言語ネットワーク
が構築され、薬剤のラベル、医師の指示、
患者等の確認の不足が事故の原因として圧
倒的に重要であることが明らかになった。
また、事故に至る頻度の高い薬剤や薬剤の
組み合わせが明らかとなった。 
 

Ｄ．考察 
 人間による確認ミスを防止する先端的な
医療情報システムとして、POAS（Point of 
Act System）システムが薬剤に関する事故防

止の効果をどの程度持っているのかを計算
し、POAS導入の効果が分かった。 
 

Ｅ．結論 
 薬剤をめぐる事故防止上、「確認」が圧
倒的に重要であることが明確となり、医療
行為の発生時点管理システム（POAS）の導
入により、人間の不注意による事故防止を
提案する。そして、「確認」について、ヒ
ヤリハット報告における記述を充実させる
ことを提案する。それにより、より効果的
な分析が可能となる。 
 

Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 金英子、山本覚、松尾豊、坂田一郎、秋
山昌範：“ヒヤリハット事例分析―「確認」
のネットワーク―”，平成 22 年度内閣府経
済社会総合研究所委託事業『サービス･イノ
ベーション政策に関する国際共同研究』成
果報告書、pp.10-20、2010 
 

 2.  学会発表 
 Y．Jin，S．Yamamoto，Y．Matsuo，I.Sak
ata and M.Akiyama："Confirmation as a k
ey for patient safety: a network analy
sis of patient safety"，The 12th China-
Japan-Korea joint Symposium on Medical
 Infomatics(CJKMI 2010)，Hamamatsu，JAP
AN，2010 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
 なし
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発研究事業） 

 分担研究報告書 

 

       情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット情報の利活用に関する研究 

 

「インシデントレポートの質的分析による病院情報システムの評価」 

 

              研究分担者 山口（中上）悦子・朴勤植  

 

研究要旨 

組織の学習と改善のためにインシデントレポートのデータを利用する際、重要なデ

ータはインシデントの状況が物語形式で記述されたテキストであるという観点か

ら、当院では、質的方法を導入してレポートシステムに入力されたインシデントの

状況や対策に関するテキストを分析している。今回、病院情報システムに関連する

インシデントレポ-トのテキスト分析に、質的方法の適用を試みた。結果、病院情

報システムの仕様・設計や、障害への対応の遅れが、運用ルールの変更やルール違

反、ヒューマンエラーを引き起こし、インシデントの温床となる危険性を示唆でき

た。インシデント分析に質的方法を適用することは、インシデントの背後に存在す

るヒューマンファクターズや組織的要因の明示化に有用であることが示唆された。 

 

Ａ．研究目的 

 一般にインシデントレポートはボランタ

リーな報告であるため、インシデントの発

生数を捉えない。Leape1)は、診療録のレビ

ューとコンピューターの組み合わせによる

スクリーニングでは有害事象10件発生につ

き1件を発見できる一方で、インシデントレ

ポートでは500件につき1件の割合でしか発

見できないと報告している。インシデント

の発生を検知できないのだとしたら、イン

シデントレポートは何のために報告される

のか。インシデントレポートは、個人を責

めず、組織思考で改善を行うために報告さ

れるのである。また報告によって職員の学

習を支援し、安全文化を醸成するためでも

ある2)。 

組織の学習と改善のためにインシデント

レポートのデータを利用する際、重要なデ

ータはインシデントの状況が物語形式で記

述されたテキストである。Billings3)によ

れば、一般的にインシデントの本当の意味

は物語（ナラティヴ）にあり、決して分類

だけで把握できるものではない。 

以上のような観点から、当院では、レポ

ートシステムに入力されたインシデントの

状況や対策に関するテキスト・データを分

析するために、質的方法を導入している。

本研究では、病院情報システムに関連する

インシデントレポ-トのテキストを分析し

て、記述から読み取れる病院情報システム

の問題・課題を考察した事例を通じて、テ

キスト分析の手法を検討した。 
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Ｂ．研究方法 

①病院と病院情報システムの概要 

当院は、大阪市内の医学部附属病院で特定

機能病院である。病床数は、約1000床、外

来患者数は、約2000人/日である。職員数約

2500人で、このうち医師は500人弱（研修

医・非常勤医員を含む）、看護師900人弱で

ある。2008年度より、７：１看護を導入し

ている。当院では、1993 年に、computer o

rder entry (CPOE) を導入し、2002 年にイ

ンシデントレポートシステムをオンライン

化。2007年5月に現在の新病院情報システム

（以下、本システム）稼働させた。本シス

テムは、F社製パッケージ製品をカスタマイ

ズしたもので、診療の各機能が電子化され

ている。そのほか、重症部門や眼科・内視

鏡室・放射線部・血管造影室・手術部では

メーカーの異なる部門システムを、各々F社

製システムと連携させている。 

 

②インシデントレポートの収集 

データは、オンライン・インシデントレポ

ートシステムで収集されたインシデントレ

ポートから抽出した。収集期間は2006年5月

1日から2010年4月30日までである。 

 

③データ分析 

まず、各年度のインシデントレポートの

単純集計を行った。次に、2009年度のイン

シデントレポートのテキストデータを分析

（「発生時の状況」、「事故後の対応」、

「事故防止対策」）を分析した。具体的に

は、表計算ソフト（MS-EXEL）の関数を利用

して、事故当事者・発生場所・レポートの

種別の項目によって絞り込み、2-3名で分析

の視点や内容を検討しながらデータを読み

込み、各レポートにラベルを付けてカテゴ

リーを作成した後、概念化を試みた。 

今回は、本システム導入によって新たに

追加された機能と関連するインシデントと

して、①指示クリップ、②抗腫瘍剤投与（「レ

ジメンツール」）、③インスリン投与、④

バーコード認証の各機能に関するレポート

を抽出して、上述の方法を適用した。 

 

④倫理面への配慮 

 当院のインシデントレポートデータは、

匿名で収集されている。さらに今回の研究

に関しては当大学・医学部附属病院の倫理

委委員会にて承認を得ている。 

 

Ｃ．研究結果 

①インシデントレポート数の年次推移 

各年度の総インシデントレポート数と種

別毎のレポート数の推移を示す（図1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本システム導入前後で、総インシデント

レポート数はほぼ一定であった。また、200

9年、インシデントを想起しやすくして状況

の記述を充実させるため、レポートシステ

ムのフォーマットを変更した結果、対策

案・改善策として入力されたテキスト量が 

増加した（図2）。 
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③新病院情報システムで導入された新規ツ

ールに関連するインシデントとその要因 

指示・一般薬剤・インスリン・抗腫瘍剤に指示・一般薬剤・インスリン・抗腫瘍剤に指示・一般薬剤・インスリン・抗腫瘍剤に指示・一般薬剤・インスリン・抗腫瘍剤に

関するインシデント関するインシデント関するインシデント関するインシデント    

 病院情報システムの導入に伴い、指示の

入力・確認、一般薬剤の処方と指示の確認、

インスリン投与に関する指示入力と確認、

抗腫瘍剤のオーダー・指示入力と確認に関

して、新しいツールが導入された。導入後3

年目にあたる2009年度の、これらのツール

に関するインシデントレポートのテキスト

データを分析した。分析の結果、①ツール

のインターフェースの悪さによるヒューマ

ンエラーの発生、②ツールの使い分けがわ

かりにくいための間違った使い方、③業務

に必要とされる機能が不足していることに

よる運用ルールのローカルな変容、④障害

への対応の遅れ、がインシデントの要因と

なっていた（表1）。 

 

いわゆるバーコード認証システムに関連すいわゆるバーコード認証システムに関連すいわゆるバーコード認証システムに関連すいわゆるバーコード認証システムに関連す

るインシデントるインシデントるインシデントるインシデント    

 当院は2010年1月、異型輸血事故を起こし

た。事故が発生した原因の1つは、緊急時に

看護師がバーコード認証をせずに輸血を投

与したことであった。この事故を受け、当

院全体のバーコード認証の使用状況や運用

ルールの周知状況を検討するため、2009年

度、2010年度のデータから、病棟で行う輸

血投与・検査・注射薬混合・注射薬投与の

各業務実施時の確認に関するインシデント

レポートを抽出して分析した。その結果、

輸血の場面では、認証を行わなかったこと

による患者と製剤の食い違いは3件のみで

あったが、注射や検査の場面では、事前や

事後にまとめて認証するなどのpoint of c

areが守られていない現状や、「バーコード

を読み取る」という一つの行為を行う際に

実施入力・コスト連携など多くの機能が盛

り込まれているために、患者と薬剤・処置

を照合するという本来のバーコード認証の

意義が希薄化している状況がうかがわれた

（表2）。 

 

Ｄ．考察 

本報告では、医療安全の観点からインシ

デントの分析を深めるため、インシデント

レポート分析に質的方法の適用を試み、病

院情報システム導入に関連したインシデン

トのテキストデータを分析した。その結果、

病院情報システムの仕様・設計や障害への

対応の遅れが、運用ルールの変更やルール

違反、ヒューマンエラーを引き起こし、イ

ンシデントの温床となる危険性も示唆され

た。 

テキストデータは、インシデントの状況

について記述された一種のナラティブであ

る。今回、そのように捉えることで質的方

法が適用可能であることを示唆した。ただ

し、インシデントレポートのテキストデー

タを分析する際は、テキストが、ある世界

とその中に住む人々自身を表現したもので

あることを忘れず、表明された内容をその

まま信じることなく、日常の様態に常に疑 
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表1　指示・一般薬剤・インスリン・抗腫瘍剤に関するインシデントの分析

指示関連指示関連指示関連指示関連インシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターン 関連関連関連関連するツールするツールするツールするツール 原因原因原因原因

「指示クリップ」はオーダー日時より2日後の23時59分までの指示に表
示される。この仕様を知らない者は、全ての指示にクリップが表示され
ると思い、医師は看護師に声をかけず、看護師は2日後23時59分以降の
指示を見落とす（例：1週間後のCTの予定、など）

運用ルールの周
知の不徹底

「指示クリップ」はオーダー日時より2日後の23時59分までの指示に表
示される。このため金曜日に出された月曜日の指示（手術関連指示を除
く）には表示されない。土日の勤務者が気付かず、月曜日の指示を見落
とす。

運用ルールの周
知の不徹底

システムのデザ
イン上の問題

システムのバグで、単日指示が医師側からは編集可能であった。ある単
日指示を医師が延長したが、看護側の指示確認ツールには反映されてお
らず、指示が実施されなかった。

医師指示ツール
障害と対応の遅
れ

指示がカテゴリー別（薬剤や処置など）ではなく、時系列にランダムに
表示される。看護師は長大なスクロールで指示を捜さなければならず、
しばしば見落とす。また時間指定のない指示も、「非時系列」という項
目にランダムに放り込まれていて、その中から必要な指示を「捜索」し
なければならない。

「患者スケジュー
ル」など指示確認

ツール

ツール・画面の
デザインの悪さ
による使いにく
さ、見落とし

薬剤関連薬剤関連薬剤関連薬剤関連インシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターン 関連関連関連関連するツールするツールするツールするツール 原因原因原因原因

繁忙時（たとえば深夜帯で勤務者が少ない場合）の注射薬の認証。薬剤
は、ベッドサイドで患者のベッドや身体に付けているバーコードと照合
するのが本来のやりかたであるが、あらかじめ患者のバーコードを印刷
して集めておき、調剤室でまとめて認証してからベッドサイドに運んで
投与し、間違った。

バーコード認証シ
ステム

繁忙時、新たな
業務負荷による
ルールの変更

「普通」「緊急」「退院」「中止」「麻薬」「持参薬」「麻薬退院」な
ど複数の処方ツールがあり、締め切り時間や物流発生が異なる。しか
し、それらのルールは、オーダー画面上に示されておらず、どのツール
を使っても処方ができる。このため、運用ルールを知らない者が間違っ
た処方ツールを使って処方し、薬剤が届かないというトラブルがおき
る。

処方ツール
ヘルプ機能の不
足による間違っ

た使い方

インスリンインスリンインスリンインスリン関連関連関連関連インシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターン 関連関連関連関連するツールするツールするツールするツール 原因原因原因原因

「血糖インスリン指示入力」「血糖インスリン実施入力」ツールには、
患者用に印刷できるものがない。このため、各病棟で独自に患者への教
育用・情報提供用の用紙を使用していた。「血糖インスリン指示入力」
で指示を変更したが、患者用用紙が変更されておらず、間違った量のイ
ンスリンが投与された。

適切なツールが
ないことによる
ローカルルール

の発生

システムのバグで、指示とは違った単位数が表示され、誤投与。
障害と対応の遅
れ

抗腫瘍剤関連抗腫瘍剤関連抗腫瘍剤関連抗腫瘍剤関連インシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターンインシデントのパターン 関連関連関連関連するツールするツールするツールするツール 原因原因原因原因

システム上の「レジメン」と、プロトコール（用紙）の二重運用。「レ
ジメン」とプロトコール（用紙）の用量が異なっていたが、確認せずプ
ロトコール（用紙）通りに投与し、抗腫瘍剤を過剰投与。「レジメン」
は、直前に修正されていた。

レジメン

ツールの使いに
くさによるロー
カルルールの発

生

注射オーダーツールでは、10:00-翌朝9:59を1日として扱う（他のツー
ルでは、0:00-23:59で表示）。このため0:00-9:59に予定されている薬
剤は、前日の日付で表示されていてる。このことを知らない医師が、日
付を間違って抗腫瘍剤をオーダーした。

注射オーダー

ヘルプ機能の不
足による間違っ
た使い方、ツー
ルのデザインの
悪さによる使い
にくさ

指示クリップ

「血糖インスリン
指示入力」「血糖
インスリン実施入

力」ツール
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義の眼を向けて、その記述の背後にある当

事者や現場の暗黙の前提を探索することが

肝要である 4)。今後は、質的分析手法の適

用を支援するような、大量のテキストデー

タをコンピューターで効率よく処理できる

プログラムの開発も求められる。 

 

Ｅ．結論 

 インシデントのテキストデータを対象に

質的方法を適用することは、インシデント

の背後に存在するヒューマンファクターズ

や組織的要因の明示化に有用であることが

示唆された。 
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Ｆ．学会発表 

1. Nakagami-Yamaguchi, Etsuko,Park,K, 

Yamada, A, Nakamura, K, Fujinaga, K, T

表2　各業務毎（輸血、検査、注射混合、注射実施）のバーコード認証にまつわるインシデントのパターンとその原因　

輸血 検査 注射混合 注射実施 分類 原因

時間外に病棟で出力したラベルを貼
り間違えた

時間内では検査部から検体容器をま
とめてビニール袋に入れて払い出す
ので、一本だけバーコード認証すれ
ばよいという運用。時間内にオー
ダーされた検査容器に混じって、時
間外に追加された他人の検査ラベ
ル・容器が混じっていたが、気づか
なかった。

投与時間や量、用法は目視
で確認しなければならない
が、○が出たので、合って
いると思い込んだ。

業務によって、照合
できる項目や画面表
示が違う

投与時、認証をせずに施注
し、後でバーコード認証し
たところ中止された薬剤
だった。

複数の患者の薬剤をまとめ
て混合し、まとめて認証し
て、ベッドサイドに持って
行く際に間違えた。

まとめて実施処理した際に
投与予定の薬剤まで処理し
てしまい、結局、投与され
なかった。

投与薬剤が間違っていた。

中止された薬剤だった。

患者が間違っていた。

ヒューマ
ンエラー

（ラベル
貼り間違
え・思い
込み）

製造元のバーコード
が利用できない

業務やタイミングが
違っても、同じバー
コードリーダーや
PDAを使う。

1回のバーコード読
み込みで、実施入
力・コスト連携・投
与量の入力など複数
のタスクを行う仕
様。

バーコードの読み込
みは、施行直前でな
く、施行後にも行う
システム設計（「終
了実施」等）。

認
証
し
た
が
間
違
っ
て
い
た

認
証
せ
ず

複数の薬剤を混合
する場合は、ラベ
ルは混合薬剤全体
に1枚しか出力さ
れていない。別の
薬剤を間違えて混
合しても気づかな
い。

病棟で薬剤ボトルにラベル
を貼る運用。違う薬剤にラ
ベルを貼ってしまったが、
認証画面では○が出て気付
かなかった。

ルール
違反

ルールの
変質

先にバーコード認
証をして指示を確
認してから、混合
する運用。混合後
に認証して、間違
いに気づいた。

異型輸血 患者を間違えて採血した。
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学習と改善を目指した
インシデントレポート
システムとは

大阪市立大学医学部附属病院

山口（中上）悦子、多賀陽子、朴勤植、仲谷達也

病院の概要１

• 大阪市内唯一大阪市内唯一大阪市内唯一大阪市内唯一のののの大学医学部附属病院大学医学部附属病院大学医学部附属病院大学医学部附属病院

• 病床数病床数病床数病床数 約約約約1000100010001000床床床床、、、、外来受診患者数外来受診患者数外来受診患者数外来受診患者数 約約約約2000200020002000人人人人////日日日日

• 職員数職員数職員数職員数 2000200020002000人超人超人超人超

• 非常勤、短時間職員含め2500人超

• 医師500名弱、看護師900名弱

• 施設概要施設概要施設概要施設概要

• 特定機能病院

• 災害拠点病院、がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠点

病院など

• ER, ICU, HCU, NICU, NRCU
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病院の概要 ２

• 1993199319931993年年年年 CPOECPOECPOECPOE導入導入導入導入

• 2000200020002000年年年年 安全対策室設置安全対策室設置安全対策室設置安全対策室設置（（（（兼務兼務兼務兼務））））

• 2002200220022002年年年年 インシデントインシデントインシデントインシデント報告報告報告報告システムシステムシステムシステム導入導入導入導入

• 2005200520052005年年年年 現行現行現行現行のオンラインレポートシステムのオンラインレポートシステムのオンラインレポートシステムのオンラインレポートシステム

• 2007200720072007年年年年 病院情報病院情報病院情報病院情報システムシステムシステムシステム導入導入導入導入

• 診療録、看護記録、手術・処置、検査、処方、物

流、医事会計など診療に関する全ての業務

• 富士通 HOPE/EG-MAIN EX/CS

• 部門システム（フィリップス社、他数社）

• 2008200820082008年年年年 医療医療医療医療のののの改善活動導入改善活動導入改善活動導入改善活動導入

当院の報告の理念（2009-）

• ヒヤリ・ハットヒヤリ・ハットヒヤリ・ハットヒヤリ・ハット、、、、軽症軽症軽症軽症のののの事故事故事故事故

• 自己学習、集団学習、情報共有と改善

• 重大重大重大重大なななな医療事故医療事故医療事故医療事故

• 自己学習、集団学習、情報共有と改善

• 組織的な改善、管理上の気付き

• ヒューマンファクターや組織要因

• 当事者の心理的な支援と紛争からの擁護

「詳
細
報
告
書
」

オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム

学習・改善・支援
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当院のオンラインレポートシステム

• 構成構成構成構成

• 構造化された「トップダウンカテゴリー（日本医

療機能評価機構）」に基づいたアンケート部分

• 自由記述部分

• 事故の状況

• 対応と患者の状態

• 考えられる要因と対策

レポート報告数の年次推移と障害レベル別の内訳

2006 2007 2008 2009 2010

near miss 843 695 894 906 677

(%) 17.3 17.4 19.2 17.8 14.1

no harm incident 4001 3282 3732 4149 4092

(%) 82.2 82.2 80.3 81.6 85.1

severe adverse event 23 15 22 32 40

(%) 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8

total 4867 3992 4648 5087 4809
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選びにくい、答えにくい・・・

レポートのレポートのレポートのレポートの内容内容内容内容とととと
食食食食いいいい違違違違っているっているっているっている！！！！

↓↓↓↓

分類分類分類分類しししし直直直直してしてしてして検討検討検討検討

内服内服内服内服、、、、注射注射注射注射、、、、転倒転落転倒転落転倒転落転倒転落などなどなどなど

レポートの種別 報告数

その他 513

患者管理 866

機器・ルート 1174

検査 295

治療処置 218

薬剤・輸血 1743

総計 4809

要因分析に関する質問項目の空欄
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当院のレポートフォーマットの問題点

• トップダウントップダウントップダウントップダウン型型型型カテゴリーにカテゴリーにカテゴリーにカテゴリーに基基基基づいたアンづいたアンづいたアンづいたアン

ケートケートケートケート部分部分部分部分

• レベル・障害程度・詳細項目で、当事者の分類が

不適切

• 共通理解がない、現状にそぐわない、あてはまらない等

• 要因分析は空欄が多い

• リアリティがない、あてはまる項目がない

• サボり・・・「めんどくせ～！！」

• 自由記述部分自由記述部分自由記述部分自由記述部分

• 記入漏れはない

• 自己の「体験」に基づいた部分は比較的よく記述

• 要因分析や改善策立案がステレオタイプ、poor

自由記述テキストデータへ注目しよう！

• テキストデータはテキストデータはテキストデータはテキストデータは、、、、当事者当事者当事者当事者・・・・発見者発見者発見者発見者によるによるによるによる““““物語物語物語物語””””

• インシデントの“真実“は、テキストデータにある

• インデントの情報を学習に利用するためには、インシデントがまず

当事者や発見者によって記述され、その記述が状況をよく理解して

いるスーパーバイザーによってレビューされる必要がある。
• Billings, C. 1998., Vincent, C. 2007. Patient Safety

• 豊豊豊豊かでかでかでかで多様多様多様多様なななな““““物語物語物語物語””””はははは、、、、学習学習学習学習やややや改善改善改善改善のためののためののためののための情報情報情報情報をををを多多多多くくくく

含含含含むむむむ

• 背後に隠れている「語りえないもの」、「オルタナティブ・ストー

リー」を読み取る
• “ナラティブ・アプローチ“, e.g. KJ. Gergen, 野口裕二

• “物語論”、浅野智彦

• 豊豊豊豊かでかでかでかで多様多様多様多様なななな物語物語物語物語をををを語語語語るにはるにはるにはるには““““想起想起想起想起””””がががが重要重要重要重要

• 協働的な（集団内の）想起は、出来事の再評価や共有を通じて回復

へとつながる＝支援にもつながる！

• “集合的記憶”, M. Halbachs

「なんで、
忙しいの？」
「忙しいから
間違えたの？」
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Previous format of our system

• After long, long, long way to scroll, After long, long, long way to scroll, After long, long, long way to scroll, After long, long, long way to scroll, 
text boxes appeared.text boxes appeared.text boxes appeared.text boxes appeared.

• When I arrived at this boxes,  the end of 
the format, I was always exhausted!!事故の状況（事故の状況（事故の状況（事故の状況（200200200200字以内）字以内）字以内）字以内）

発生後の発生後の発生後の発生後の対応と患者の状態（対応と患者の状態（対応と患者の状態（対応と患者の状態（200200200200字以内字以内字以内字以内))))

考えられる改善策（考えられる改善策（考えられる改善策（考えられる改善策（200200200200字以内字以内字以内字以内))))

事故の事故の事故の事故の詳細について説明してください詳細について説明してください詳細について説明してください詳細について説明してください

＜2009年以前のフォーマット＞

⻑いトップダウンカテゴリーのア
ンケート項目をスクロールした後、
ようやく最後に、自由記述記入欄
が出現する。

予備実験

• 看護学科学生看護学科学生看護学科学生看護学科学生にににに協力協力協力協力をををを要請要請要請要請

• 70名2グループにわけ、二通りのレポートフォー

マットに記入してもらう

• 架空架空架空架空のののの事例事例事例事例のアニメーションをのアニメーションをのアニメーションをのアニメーションを見見見見せてせてせてせて、、、、イイイイ

ンシデントレポートンシデントレポートンシデントレポートンシデントレポート記入記入記入記入

• フォーマット１：当院の旧レポートフォーマッ

ト。アンケートの最後に自由記述

• フォーマット２：当院の現在のレポートフォー

マット。アンケートの前に事故状況および対応と

患者の状態を記述
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2.3

3.2

0.0

1.0
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3.0

4.0

1レポートあたりの対策立案数レポートあたりの対策立案数レポートあたりの対策立案数レポートあたりの対策立案数

240.5

218.5

85.0

116.6

0

100

200

300

1レポートあたりのテキスト数レポートあたりのテキスト数レポートあたりのテキスト数レポートあたりのテキスト数

最後に自由記述 早めに自由記述 最後に自由記述 早めに自由記述

■事故の状況＋患者の状況とその対応
■考えられる要因と対策

学生の感想：
早く書いた方が考えを整理しやすい

結果

Improvement

• In May 2010In May 2010In May 2010In May 2010

• We changed the format of our online incident 
reporting system according to the result of 
experiment.
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レポートフォーマット移動後のテキスト数
の変化

■＋■事故の状況、対応
と患者の状態
■要因と改善策

レポートフォーマットの変更によって、要因分
析や改善策についてのテキスト量は変わる。し
かし内容は？分析＝学習は？

できていそうにない・・・残念！

学習と改善のためのレポートフォーマットのあり方

全てのインシデント

「診療に関連して患者に予定外/不必要な障害・苦情・損失を生じさせた、
もしくはその可能性がある出来事や環境。」

自発的に、電子カルテ
端末から報告報

告 重大事故の時は
電話で報告・相談

レレレレ
ポポポポ
ーーーー
トトトト
情情情情
報報報報
のののの
利利利利
活活活活
用用用用

事故の詳細事故の詳細事故の詳細事故の詳細
背景、場面、時間的な流
れ、
対応とその結果、説明など

当事者

障害レベル、種別の評価障害レベル、種別の評価障害レベル、種別の評価障害レベル、種別の評価 GRM

要因の分析要因の分析要因の分析要因の分析
人的要因、組織的要因
環境要因、社会的要因

当事者と部署RM

改善策の立案と実施改善策の立案と実施改善策の立案と実施改善策の立案と実施
当事者・部署RM・部署スタッフ
※GRMが支援

※RM リスクマネージャー
※GRM 専任リスクマネージャー

考える力を育てる考える力を育てる考える力を育てる考える力を育てる
フレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク

多様で豊かな多様で豊かな多様で豊かな多様で豊かな
記述記述記述記述

現行のトップダウ
ンカテゴリーでは
限界あり！
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今後の課題

• レポートフォーマットのレポートフォーマットのレポートフォーマットのレポートフォーマットの変更変更変更変更によってによってによってによって、、、、要因分要因分要因分要因分

析析析析やややや改善策改善策改善策改善策についてのテキストについてのテキストについてのテキストについてのテキスト量量量量がががが変変変変わるわるわるわる。。。。

• しかし内容は？分析＝学習は出来ているだろうか？

• ＝＞できていそうにない・・・

• 自己学習自己学習自己学習自己学習とととと集団学習集団学習集団学習集団学習にににに適適適適したレポートシステムしたレポートシステムしたレポートシステムしたレポートシステム

とはとはとはとは？？？？

• 入力者にとって

• “想起”しやすく“物語”を綴りやすい

• 入力者とスーパーバイザーにとって

• “物語”を分析する何らかの道具の必要性

• ＝＞分析をしやすいframework

• ＝＞一緒に考える場を提供するframework

ICPS

Conceptual 

framework？

Subject

Instrument

Community

Object

Rule Division of labor

Outcome

人間の活動における道具の重要性

活動理論は、正しくは「文化・歴史的活動理論(cultural-historical activity theory)」とよばれ、多様な
人間の行為を社会的・文化的な文脈における<community>の活動として分析・理解し、その活動シ
ステムを有する<community>の、さらなる発達をデザインするための理論的枠組みである(エンゲ
ストローム, 1999; 山住, 2004)。活動システムとは、<instrument> (ツール・モデル・コンセプト・
ヴィジョン等) に媒介された<subject>（人・集団）の<object> (目的・動機) に向う一連の活動を指
す。その活動は<community>の文化的・社会的・歴史的基盤と分かちがたく結びついている。
<instrument>によって媒介される<subject>から<object>へと向かう活動と、<community>との相互作
用を通じて、<rule>と<division of labor>とが発生する。
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Staff
Risk managers

“Conceptual framework”
in incident reporting system

Community

Incident

Rule Division of labor

Learning
Developing

Activity system in analysis of incidents for 

improvement

If staff and risk managers can utilize the adequate concepts for understanding 

patient safety, their activities to analyze incidents for improvement will change in 

rules, community and division of labors. This activities will result  in organizational 

learning and development.

ICPSのconceptual framework

• ねらいねらいねらいねらい
• 患者安全情報のモデリング

• 国家間、組織間などでの比較や傾向の把握

• 組織要因やヒューマンファクターズの役割について分析

• リスクを減らす方策とその限界を知る

• 標準化されたレポーティングシステムの前提条件

• 概要概要概要概要
• 2009年 ICPSの基礎コンセプト

• 患者安全の共通理解を提供するためのフレームワーク

• 構成構成構成構成
• 10 high-level classes of conceptual framework

• 48 key concepts 

• 患者安全に対する理解を促進し、情報を提供できるような、
定義された言葉のうち優先順位の高いもの
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トップダウンとボトムアップのmerge、試案

Real experience

“Narratives”

Category Category Category Category

labellabel label

label
label

label
label

label

Concept ConceptConcept

High-level classes 

Category

labellabel

label

International experts’ knowledge
(Using parts of JCAHO and other existing 

information models)

＋＋＋＋

＋＋＋＋

Multiple-
healthcare

Professionals’
Master table

New version 
of conceptual 

framework

New 
Incident 

Reporting 
System

verification

①

②
③

④

Conceptual frameworkのreporting systemへの活用

ICPS High-level classes Present definition
Who needs the 

framework?

Patient characteristics

Details of incidents

Coping with the incident 

Progress of the patient

The person concerned

Incident characteristics The person concerned

Detection
The person concerned

The person concerned

Risk managerMitigating factors

Ameliorating actions
The person concerned

Risk manager

Patient  outcomes
The person concerned

Risk manager

Organizational outcomes (Result  analyzed by  

risk manager)

Risk manager

Incident type Risk manager

Contributing factors/hazards Possible problems

Suggested countermeasures

The person concerned

Risk manager

Action taken to reduce risk
The person concerned

Risk manager
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Efficient Reuse of the Incident Reports by Structurizing Information to
Increase Patient Safety

AKIYAMA Masanori
1)
PARK Keunsik

2)
SHIMIZU Sachiko

3)

FURUKAWA Hiroyuki
4)
TSUCHIYA Fumito

5)
YAMAGUCHI (NAKAGAMI) Etsuko

2)

Policy Alternatives Research Institute, The Univercity of Tokyo
1)

Graduate School of Medicine and Medical School, Osaka City University
2)

Graduate School of Medicine, Osaka University
3)
Yamaguchi University Hospital

4)

International University of Health and Welfare
5)

The use of incident report is indispensable to do the medical treatment safety measures to be based on the evidence. The
incident information reports are the data of the importance also the risk on the medical treatment safety is verified. We have
aimed to accumulate, to interpret information again by structured incident information, and to clarify the point that should be
improved for the cause of the accident and safe medical treatment improvements in the present study. The study is a
combined of the research on the regulatory science to use the profit in shape that the personal privacy is not violated as for
the research and accident information on the profit use of accident information for a safe, safe medical treatment. We in the
former structured accident information by using information engineering techniques of the natural language processing and
the network analysis etc. and analyzed it the radical of the cooperation of its doctor, nurse, and pharmacist.
We discussed the technical mortgage plan and the legal framework because of the violation of neither the medic nor the
patient's privacy by such profit use, and tried the regulatory science that promoted the profit use of information for the latter.
The result is expected to become a model case with the second use for accident information use and information because it
discusses it in consideration of the examination concerning not only the technology and the method for analyzing for these
second use but also regulatory science.

Keywords: Patient Safety, Incident Report, Privacy, Regulatory Science, Risk Management
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New management accounting with medical informatics systemand
optimization of healthcare

AKIYAMA Masanori
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The purpose of this study is to calculate an accurate cost by Activity Based Costing (ABC) based on the data of the medical
informatics system, and to show the management technique for connecting with the optimum distribution of the medical
resource. The grasp of an accurate cost of the medical practice is important for both the healthcare policy decision and the
hospital decision. The ABC is a technique for allocating cost according to the amount of the activity, and cost accounting
near sense of activity on the site can be done. We had input those data in the source, and we can show that an accurate
activity-based costing becomes possible with a medical informatics system that catches all activities. In the study, we show
that the medical service is the flow of "Finance", "Resource", "Activity", and "Service", and the activity-based costing is as a
tool of the optimization of the medical care process. We take up the Point of Act System as a medical informatics system to
understand these information accurately, and an actual hospital was analyzed as a field based on the data collected with the
information system automatically. It was clarified that accurate cost accounting was able not only to become optimized of
the hospital management important, especially the tool of a personnel evaluation and the performance evaluation but also to
offer the evidence of the medical treatment fee revision. Moreover, the model construction and the advantage of the ABC in
the medical care were verified through the analysis of "Cost", "Resource", and "Activity" while referring to the cost
accounting case with a domestic and foreign medical informatics system. After the system frame concerning the ID
management of the data catching technology and the person and the thing to achieve it at the same time had been verified,
the experimental study by the field was tried. We will verify that the advantage of the activity-based costing in the medical
treatment is presented, and the medical informatics system makes the calculation possible automatically in the future. It is
expected to become a model case with the second use for the treatment information because the examination and the
institutional design concerning the technology and the method for analyzing for these second use are matched and discussed.

Keywords: Activity Based Costing, Privacy, Hospital Information System, Management
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Social security and/or tax number system, Privacy protection act and
Reuse of medical information
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The social security and/or the tax number system are designed in the central government now. Because the realm of healing
contains sensitive information, the medical information protection bill as the special law is planned in the law that protects
individual information. This case, we think about what should be of ID (The number: identifier) referring to the idea of the
regulatory control based on the trend. Originally, the medical information comes to be preserved obligatorily by requesting
various legislations after it is supplied for the diagnosis and treatment. The progress of today's information technology
enabled those diagnosis and treatment information to be used in various shape. At first, there are various discussions about
what should be because the clinical information that is collected for the diagnosis and treatment and accumulated is located
to secondary use as for the profit use to the development of medical studies, the medical treatment administration, a drug
development, and new management.
On the other hand, if an inconvenient situation such as emergency information accidents is caused, it is recollected that the
relief of the damage is also difficult because the medical information contains very sensitive information. Moreover, it is
expected that the rise and the medical treatment of the sense of entitlement concerning people's privacies hold the legal risk
of the lawsuit. The phase from which it is requested more than the demand of present legislation to have a high evidential
capacity if this recent social environment is considered is assumed. We should discuss about real use strategy of the
forensics technology continuously in the future.

Keywords: Digital Forensic, Privacy protection, Social security number
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Discussion About Health Field Specific Persona Data Protection Act
In Japan

YAMAMOTO Ryuichi
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In June 2011, Japanese Government release the framework of program for social security and taxpayer number, and in this
framework, health field specific personal data protection act shall be drafted within a couple of years. Because privacy as a
human right is closely linked with information technology, we, Japanese association for medical informatics should discuss
about the demands and measures on privacy issues in health field for better new act. In this paper we suggested 7 issues for
personal data protection act, 1: discussion about the sensitivity of personal data, 2: ensuring the usage for public good, 3:
rational exemption from responsibility of health care providers, 4: consideration for consents in various states of health care,
5: ensuring the data security with effective legislation, 6: possibility of data oriented regulation, and 7: discussion about
patient’s own risk (self-responsibility). We hope these issues or discussion in JCMI 2011 should induce the more precise
discussions.

Keywords: Personal data protection act, Health field specific personal data protection act, Security, Using
for public good
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Functions Necessary for Electronic Health Record Systems for
Regional Medical Network on Home Healthcare

KANEYASU Futaba AKIYAMA Masanori

Policy Alternatives Research Institute, The University of Tokyo

Recently, demand for home healthcare for relatively-severe disease has been increasing. There are three major reasons.
First, average length of hospital stay has been shortened. Secondly, there is not enough care for recovering patient. And the
third is that elderly patient who has multiple medical problems has been increasing.
In this study, we developed an electronic health record system for home care which was possible to share correct medical
information in real-time using smartphone. This system is based on cloud computing technology, and it helps cooperation
with people in all types of job category in home nursing such as hospital, a medical clinic, home-visit nursing station.
Evaluating this system, it worked in following respects. First, it has enhanced cooperation in medical, nursing and welfare
to share medical information and nursing report with high-security and individual certification. Secondly, those objective
data can be used for management of medical care, and it is useful for medical services because it shows change of patient
across the ages. And third, it provides a variety of contents and can relieve healthcare professionals from spending time on
double input of data for the record.
The future challenge of our research is to define common terms used on medical services and assessment, and to clarify a
care process management integrating healthcare and welfare in order to make effective use of this kind of system.

Keywords: Home Healthcare, Electronic Health Record, Welfare Informatics
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●東京大学政策ビジョン研究
センター教授 ●マサチュー
セッツ工科大学スローン経営
大学院客員教授 ●１９５７年，
香川県生まれ ●国立四国が
んセンター，国立国際医療セ
ンター等の病院で，医師とし
て２０年余りの泌尿器外科，腎

臓内科の臨床経験後，２００５年～マサチューセッツ工科大学
スローン経営大学院客員教授 ●０９年８月より現職，医学
博士 ●専門は，医療の IT化，医療安全，経営工学，マネ
ジメント ●０８年～WHO World Alliance for Patient
Safety（Technology for Patient Safety）日本代表委員 ●

１０年よりWHO Joint Classification and Reporting Initia-
tive 代表委員 ●厚生労働省厚生科学研究事業「医療情報
システムによる新しい管理会計と医療の最適化に関する研
究」および「情報の構造化による医療事故・ヒヤリハット
情報の利活用に関する研究」研究代表者，他。『ITで可能
になる患者中心の医療』『デジタルフォレンジック事典』
等，著書多数
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＜前号よりつづく＞

◎医療の信頼維持・回復
超高齢化を迎えた我が国の医療を考えてみる
と，国民はますます増大する医療費や崩壊しつ
つある医療提供体制への不安が増大している。
医療提供体制の維持のためには，費用を増やす
必要があるが，国家財政は逼迫している。国民
も医療費の財源問題は深刻と考えているので，
医療費の増額は理解できるが，その額を最小限
にしたいと考えている。医療の効率化とはいっ
ても，簡単な話ではなく，大幅な制度変更が必
要になってくる。そこで，医療制度の見直し，
それも国家レベルでの仕組みの変更が必要にな
る。
しかし，「本当に医師は足りないのか？」「必
要最小限の医療費はいくらか？」など，医療費
の問題や医療事故の問題では，患者・国民側と
医療従事者側の視点は，１８０度違うように思わ
れる。前回述べたように，仕組みを変える際に
は「正しい情報」が大きな力を持つ。正しい情
報に基づいたデータを見せることにより，初め
て合意形成が可能となる。この過程で，国民か
ら医療提供側に求めるものは，「透明化」いわ
ゆる「見える化」である。そこで，「見える
化」による「信頼維持・回復」が求められる。
ここで，信頼回復にあたり，Transparency

（透明度を上げること）やAccountability（説
明責任）は必須のことである。ただ，患者や国
民は現状で医療側にそれらがかなり不足してい
ると考えているようである。不足の程度の認識
が，両者間で乖離しているというのは，「情報」
の流通不足と考えられるだろう。すなわち，「患
者のための医療」を考える場合に，患者が求め
ているのは「信頼」であり，その継続により，
それは「信用」とか「ブランド」というもの
（Trust）に変わっていくと考えられる。
その「ブランド」を維持することが，医療機
関の目的にもなる。そのためのキーワードが，
前述 し たTransparency と Accountability と
考えるが，医療従事者から見ると，患者の側に
も考えてほしいことがある。それはResponsi-
bility ということである。
Responsibility という語を日本語で訳した場
合，責任とか責任感となるが，欧米ではそれと

東京大学政策ビジョン研究センター

秋山 昌範
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IT で信頼を
維持・回復
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は少し語感の違う「自己責任」（自分の力で決
めて，自分がその結果責任まで負う）という
ニュアンスが入っている。その意味では，病気
に向かって，医療従事者と患者や家族たちが一
体となって戦う仕組みが，本当の患者本位の医
療体制ということになる。したがって，そこで
担保されるべきものは相互の信頼関係（Trust）
になる。

◎情報の偏在
その信頼関係を考えたときに，それを阻害し
ている大きな要因は，「医療の閉鎖性」とか「ブ
ラックボックス」という言葉で表現されてい
る。つまり，患者サイドから見たときに，いか
に医療機関内部が見えないかということであ
り，その閉鎖性を払拭しようとする場合に，IT
が役に立つ。即ち，情報の重心，すなわち情報
の偏在性というものを解消することに，ITが
有用である。現在は，診療情報の重心が医療機
関側に偏っており，情報の偏在性が指摘されて
いる。そこで，この情報の重心を患者と医療機
関とのちょうど中心に持って行くことを，医療
機関が目指すべきであり，情報公開という言葉
はこのことを指している（図）。
しかし，単に情報の重心を中心に移すのみで
は不十分である。情報の重心を移動させても，
例えば，カルテ開示をする，カルテを見せると
いう行為だけで，単純に信頼を回復できるとは
思えない。例えば一度事故が起こってしまう
と，単に情報公開しただけでは，また重心が
戻ってしまうのではないか，一部のみで全体像
ではないのではないか，最悪の場合，当初まで
戻ってしまうのではないかという危惧が，患者
側にあると思われる。いわゆるカルテの改ざん
等である。また，事故が起こった場合，そもそ
も「最初からカルテに記載しない」という例も
あるだろう。この場合は，いくら開示をしても
無意味である。
したがって，信頼回復時には，ただ単に見せ
るのみではなく，その情報が如何に正しいか，
情報の正確性ということが担保されなければ，
どんなにカルテを見せても，いくら看護記録を
閲覧させても，何の信頼感も得られない，言い
換えればブランドは維持できなのではないだろ
うか。即ち，「正確に記録をする」ということ
は，簡単なようで意外に難しい。

周知のように医療現場は大変忙しい。医師・
歯科医師のみならず看護師も大変である。諸外
国に比べ職員の数が少ないという大変な激務の
中で，如何に正確な記録を行うかを追求する
と，さらに多忙になる可能性がある。その正確
な記録を取る時間をかけつつ，医療の質を下げ
ないようにするという難しい問題を孕んでい
る。さらに，診療情報をただ単に見せるだけ
で，医療側の説明責任は十分に達成されるわけ
でなく，患者や家族に理解されるように丁寧な
説明を行う必要があることはいうまでもない。
結果として，超過勤務が増えるようでは，良い
解決とはいえない。

◎ITは正確な記録作りに有用
それでは実際に ITは何を実現するのであろ
うか。診療に関わる指示だけでなく，指示受
け，実施を含む医療行為の経過や実績が記録さ
れるシステムであることが望ましい。
具体的には，オーダリングシステムや電子カ
ルテシステム等において，医師による指示の発
行，内容の変更，指示の中止の記録以外に，看
護師による医師指示の確認，診療や医療行為の
実施記録，薬局，検査部門などの診療部門にお
ける指示の確認，指示に基づく行為の実施記録
は必須であろう。もちろん，診療行為の実施者
によって作成された実施記録やレポートについ
て指示・実施内容と更新履歴，またそれぞれの
時刻，操作者が一元的に記録できるシステムで
あることも必要である。
次号では，信頼回復を実現するための ITの
将来像を考えてみる。

（次号へつづく）

図 医療における信頼回復のために
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◎従来の医療情報システム
従来のオーダリングシステムは，いわば大型
印刷機であり，病院内で迅速に伝票が印刷でき
ることを可能としてきた。したがって，伝票を
運んだり，再利用したり，コピーしたりする手
間は大幅に省くことができた。しかし，この
データの単位は，伝票単位であったために，「い
つ（when），どこで（where），だれが（who），
だれに（to whom），どういうふうに（how），
どういう理由で（why），何をしたか（what was
done）」といった情報を正確に記録することが
できない。
例えば，手術やインプラントを留置する作業
は，カテーテルや医療材料を発注し，処置室や
手術室に運んで一時的に保管し，他の消毒器具
などと一緒に直前に準備し，医師の処置を介助
し，後片付けを行うというように，多くのス
タッフの共同作業になっている。つまり，医師
を含めて少なくとも５～６人，場合によっては
１０人以上が関わっている。しかし，伝票に記載
されている実施者は，指示を出した医師のみで
あることが多く，その行為に関わったすべての
人間の６W１H（who に to whomが加わるの
で６Wになる）情報は記録されていない。も
ちろん，紙でも同様である。
チーム医療が重要であることは当然である
が，記録まではチーム医療になっていない部分
がある。そこで，入力の自動化を図り，すべて
の医療従事者の実施記録まで，正確に記録でき
ることが望まれる。

◎評価可能な記録～全数を記録～
医療の仕組みを変える過程で，患者から信頼
を得るために，議論に必要なデータには正確性
が必須である。さらに，医療費の値上げ等，将
来の見直しを見据え，再評価（自己評価，客観
評価）が可能な記録が行えなければならない。
そのために，医師が行った診療行為に関わる記
録を，自己および第三者が追跡，検証が可能な
ようにする機能が必要になる。診療に関わる行
為を発生順に参照，出力できる手段を有するこ
と，すなわち医療のプロセスが分かるように時
系列表示ができなければならない。
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正確性のためには，医師による
指示の記録だけではなく，歯科衛
生士など他の医療従事者が作成し
た記録，それらの記録の参照履歴
（Audit trail）についても蓄積で
きるシステムであることが望まし
い。正確な記録により原価計算も
可能になるが，レセプトやDPC
のような蓄積された診療に関わる
実績情報から，患者，疾病，医療
従事者，診療行為単位に抽出し，
各々のグループの中で比較，分析
を行うことにより，医療のパ
フォーマンスの数値化や治療結果
の評価が可能なシステムであるこ
とも求められる。
同時に，経営に資する情報を含んだ記録が作
成され，十分な経営管理を可能にする必要があ
る。その要件として，電子カルテシステムに記
録される情報は医事会計システム，物流システ
ム等から得られる実績情報と関連づけを可能と
して，病院の経営状況を把握し，改善のための
情報が提供可能なシステムであることも必要で
ある。
また，昨今の中医協（中央社会保険医療協議
会）等の議論でも，データのサンプリングの偏
りが問題になっている。恣意的にデータを集め
たのではないかという疑念である。周知のよう
に，ピアソン統計学では，データサンプリング
手法が，大きな問題点であり，全数をつかめな
いという前提では，サンプリング時，データ解
析時の２点でどうしても誤差を生みがちである
（図）。しかし，コンビニエンスストアの POS
（Point of sale）のように ITを用いると，簡単
に全数を集めることが可能になった。医療にお
いてもこの考え方で全数を収集可能である。そ
うすれば，相互不信の解消につながるだろう。

◎根拠に基づいた意思決定
Trust（相互の信頼関係）を維持するため
に，どのような根拠に基づいて診断と治療を
行ったかを検証できるシステムでなければなら
ない。その要件として，電子カルテシステムに
おいて各診療行為がどのような根拠に基づいて
行われたかを検証できるように，診断の履歴，
各種検査実施記録，検査結果などのレポートの

参照記録，医師の診療行為の指示，その他の医
療従事者が作成する各種記録について時系列的
に追跡が可能であることが挙げられる。
また，インフォームド・コンセント推進の観
点から，患者に説明する際の利用として，これ
らの情報を３D等，最新の IT技術を用いて視
覚的に提供する手段を有することが求められ
る。さらに，EBMをより実効的なものとする
ためには，個々の診療行為とその行為を行う原
因となった病名，プロブレム，アウトカム等と
の関連を明確にすることが必要である。
その上で，イギリスのNHS（National Health
Sevice）で行われているように，診療のガイド
ラインや各種データベースの作成に資する情報
も提供できる必要がある。つまり，電子カルテ
は蓄積した情報を患者，疾病，診療行為単位に
抽出し，その分析によってEBMの根拠となる
診療ガイドラインやデータベース作成に資する
情報を提供できることが望まれるだろう。医療
費の問題についても，全数収集を前提にした正
確なデータに基づく議論が必要である。

◎安全・安心な医療を実現
IT というと，効率化ばかり取り上げられが
ちであるが，情報の共有化のツールであること
が最も基本である。共有化というのは，職種や
組織を超え，利用が広いほど効果を発揮するは
ずで，患者安全にも有用である。したがって，
「医療現場のすべての情報を現場に負荷をかけ
ずに流通させる」ことが可能になれば，安全・
安心で患者本位の医療を実現できるだろう。

図 誤った標本と母集団との関係
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Abstract - The purpose of this study is ensuring patient 

safety of blood transfusion by minimizing risk of transfusion 

at the point of care through Information Technology. The 

targets are ensuring five rights of transfusion, rights process 

and right information by auto identification and traceability 

of blood products. Auto identification and data capturing 

system with RFID based on the Point-of-Act-System 

(POAS). It provides real time right identification, process 

management to ensure right medication and traceability 

with serialized number in single item level. The system 

designed based on process analysis and use case of 

transfusion was successfully implemented in Red Cross 

Hospital to prevent transfusion errors and ensure 

traceability of blood products. By reading RFID at the point 

of care, we can check database to look for adverse events of 

blood products. We identified all 377 blood products and 

acquired tracking data successfully. We can improve patient 

safety and traceability with RFID.  

 

Keywords - Healthcare management, Point of care, 

Patient safety 

 

 

I.  INTRODUCTION 
 

 Many hospitals and blood centers have introduced 

barcode and RFID systems for patients and blood 

identification and they have contributed to reduce 

incorrect blood products and transfusion [1-6]. However, 

present identification of patient and blood with these 

technologies doesn’t ensure all of ‘5 Rights’ for safe 

medication. “5 rights” means right patient, right product, 

right dose, right root and right time administration of 

medication. 5 Rights are regarded as an essential factor 

for ensuring medication correctness and Barcode and 

RFID are fundamental technologies for achieving the 

purpose. It is better strategy to keep transfusion safety that 

blood transfusion system should move their focus from 

patient identification to comprehensive 5 rights 

identification. In addition, barcode and RFID have more 

capabilities to improve patient safety through managing 

process of activities and traceability of blood products as 

well as ensuring 5 rights identification at the point of care. 

Medication is not a single activity that is independent 

from other activities but a process that consists of 

connected a series of activities by various workers. It is 

crucially important to keep good communication among 

medical workers and ensure rightness of medication 

process without any omissions and faults. This is another 

area of contribution of barcode and RFID based 

administration system for patient safety that barcode and 

RFID can contribute by capturing and documenting 

accurate data of activities by medical workers that has a 

capability to facilitate high quality communication based 

on real-time accurate information. Good communication 

based on real-time information prevents  miscommuni-

cation and misunderstanding and can promote patient 

safety. Traceability of drug and other materials is also 

achieved with barcode and RFID administration and data 

capturing at the points of production, transfer and 

consumption. In medical setting traceability of materials 

has been widely recognized as necessary piece for 

enhancing patient safety. Traceability enables us to find 

harmful drugs and materials with perfect information of 

their original production points and path ways of transfers. 

 

 

II.  METHODOLOGY 
 

 The purpose of this study is ensuring patient safety on 

blood transfusion by minimizing risk of transfusion at the 

point of care with Information Technology and 

implementing a system to conduce it. To minimize risk of 

transfusion, there are three important components 

achieved by identification and data capturing. First one is 

securing 5 rights of transfusion by auto identification at 

the point of care with right information. Right information 

is basic factor for right identification and the information 

should be update in real time based upon the change of 

situations including clinical settings. Second is securing 

right processes of transfusion. Skipping process of 

transfusion including cross matching and incorrect 

processes of transfusion might make transfusion harmful. 

Third one is traceability that enables checking information 

of adverse events of products that are prepared from same 

bloods. In terms of blood transfusion safety, window 

period is important concept to be considered. Window 

period is a term that test can’t find virus or other harmful 

source after infection. The window period of Hepatitis C 

Virus is 23 days by Nucleic acid based tests (NAT) and 

82 days by Antibody test (AB test). There are risks that 

infected blood products passing test during window 

period would be distributed to hospitals.  

 The way to handle the risk that infected bloods would 

be distributed is traceability of blood products by single 

item level. If there is knowledge about when and where 

these bloods were collected and produced, we can prevent 

secondary infections by recalling blood products prepared 

from same original immediately.  
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 However, there is an issue to achieve perfect 

traceability of blood products that is tradeoff between 

public safety and privacy data protection in this situation. 

In contrast to drug traceability, perfect traceability of 

blood products is including highly private information 

such as infectious information of donors and there is a 

possibility to like the information to a specific name. 

Collecting information on blood products has a possibility 

to be a threat for donor’s privacy.  Solution for this 

tradeoff is also required to implement traceability system 

and our target in this study. 

 1) Point of Act System: POAS captures complete 

data on each medical action including 6W1H information 

(When, Where What, Why, for What, to Whom and How) 

conducted in the hospital. The units of data recorded by 

the system are: Who—the implementer (the person who 

initiated the order, or the person who carried it out), to 

Whom—the patient, How—medical activities and 

changes in them, What—materials used (pharmaceuticals, 

medical materials and others), How much—amount of 

materials used and number of applications, for What—

name of patient receiving medical services, When—date 

the order was placed, implemented and discontinued and 

the activities that were implemented, and Where—place 

of implementation (department, hospital, ward, etc.). The 

collection of complete data including 6W1H information 

is an innovative source in understanding actual situations 

directly without estimation or bias, and enables the 

investigation of solutions to prevent error [7,8]. 

 2) Complete data: POAS data is “Complete data” 

that capture every action by real time and quite 

accurately. This means the data captured by the system 

has full traceability of drugs and materials and can be 

used for analyses on healthcare management. Complete 

data provide us great opportunity to analyze situation of 

healthcare management, quality and safety without any 

sampling methodologies to estimate original value. That 

makes reliability of analyses higher. In addition, complete 

data is especially useful for patient safety researches, 

because complete survey is necessary to estimate medical 

error and accident rate.   

 3) Process Management: Structure of POAS data 

capturing is based on process management of each 

medical action. Process management structure requires 

every medical workers capture data at their point of 

action. Without capturing data on completion of activities, 

medical workers can’t do next activities on the medication 

process. It enables POAS to acquire every result of 

medical action and assure capturing complete data.   

 4)  Settings: Our experimental project was enforced 

in Iwate Red Cross Blood Center and Morioka Red Cross 

Hospital as Table1. We created the system for auto 

identification and data capturing from blood collection in 

the blood center to administration in the hospital with 

POAS and RFID. The system put time stamp with the 

data to ensure rightness of information and consistency of 

process order in capturing data. 

 5) Single item management from production to 

consumption with SGTIN: Serialized number was put on 

RFID to distinct each blood product with single item 

level. Serialization of blood products is essential factor to 

distinguish one blood from others uniquely. If a number 

was used for more than two objectives, it makes difficult 

to confirm an object uniquely.   

 6) Certification system for safe blood transfusion and 

electrical data capturing with RFID: This system was 

aimed to confirm 5 rights of transfusion at each point of 

transfusion. 5 Rights in blood transfusion is right patient, 

right blood, right unit, right root and right time. Right 

blood in this setting includes five additional components 

with checking product ID. At the point of checking, this 

system certified types of product including Blood Red 

Cell, plasma and blood plate, blood type appropriateness, 

completion of cross matching, result of cross matching 

and adverse event information of products from same 

donor. In concrete, system that is possible to verify 

information of infected blood products founded just 2 

minutes before in other hospitals. Table I shows 

comparison of verification component with other blood 

transfusion systems. Exciting systems had focused on 

Blood type certification and some systems had tried to 

integrate transfusion system with blood test laboratory 

system to check the results of cross matching at 

laboratory.  

 Experimental project with the system described above 

was implemented in Morioka Red Cross Hospital and 

Iwate Red Cross Blood center. The experimental period is 

from 30/07/2007 to 30/11/2007 for 4 month. Object 

departments in Iwate Red Cross Blood Center are 

department of Testing, Preparation and Delivery. 

Objective departments and wards in Morioka Red Cross 

Hospital are wards of digestive tract internal medicine, 

General Medicine, Surgery and Testing Department. The 

number of blood products used in these 3 wards is 75% of 

total usage in all hospital. Though the object wards are 

three, it is enough to investigate feasibility of the system 

in these three wards. We operated 377 blood products 

with RFID during the term. 

 

 

TABLE I 

 
COMPARISON OF AUTO IDENTIFICATION WITH OTHER SYSTEMS 

 

 Exiting 
Administration 

System 

POAS
System 

Blood Type Certification Possible Possible 

Completion of  Cross 
Matching 

Partially Possible Possible 

Checking results of 
Cross Matching 

Impossible  
(Need additional 

procedures) 
Possible 

Checking adverse event
information by database 
located outside hospitals 

Out of Focus Possible 
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III.  RESULTS 

 

A.  Process management 

 
 

Fig. 1. Process of blood transfusion 

 

 

We analyzed process of transfusion in Morioka Red 

Cross Hospital and Iwate Red Cross Blood Center to 

identification and track appropriately. Figure 1 shows 

result of process analysis of a transfusion in time series. 

Transfusion Process could be divided into two major 

parts, blood center and hospital, based on the place. In 

blood center, staffs in blood center collect blood from 

donors and deliver it to department of preparation. 

Department of preparation receive the blood and test 

blood for screening whether the blood is appropriate for 

blood products or not. Department of preparation prepare 

the blood passed screening for products and form 

products to deliver to hospitals. At this time, blood is 

ready for use for blood transfusion and wait for requests 

from hospitals.  

 On the other side, in hospital physicians order 

transfusion for patients and nurses receive the order and 

request blood products to department of testing. This 

order was made junction with blood delivered from blood 

center and department of testing in hospital operate cross 

matching. If the result of cross matching shows 

appropriateness for transfusion, the blood delivers to the 

point of transfusion. And in a ward or operating room, 

nurses or physicians administer the blood to patient. In 

this sequential process, there are movements of places and 

many actors engage to this process to operate transfusion. 

Figure 1 shows normal process of blood transfusion in the 

hospital. This is not only case to be treated by transfusion 

system. We analyzed transfusion process in the hospital to 

find every type of process to cover all case of transfusion. 

Each process shaped into use case with UML and there 

are 14 types of use case for transfusion process. Table II 

shows 14 types of use case.  

 These use cases can be classified with 4 major 

categories; Ordinary, Cancellation, Warning and ex post  

 

 

 TABLE II 
COMPARISON OF AUTO IDENTIFICATION WITH OTHER SYSTEMS 

 

 
 

facto. In ordinary process, transfusion operation with 

blood  stocks  and  without  blood  stocks  are  regarded as 

different use case, because interactions and movements on  

information and products are different in each use case. 

Similarly, in cancellation, the activities and information to 

be interchanged are different based on the timing of 

cancellation. Ex post facto means information was entered 

after injection because they are used after office hour and 

testing department was closed. 

 The important thing to achieved 5 rights transfusion 

with IT is feasibility of the system and information. In 

this system all certification was operated with just one 

data capturing by the point of action. In verifying 

information, system refers original data captured or 

entered at the point of actions. 

 In this system, we can check completion of cross 

matching without fail by process management technique. 

In designing system, we analyzed process of medical 

activity and described as nonreversible process that is a 

series of medical activities. 

 

B.  Use Case analysis 

 

 We described all patterns of blood transfusion 

process by process analysis methods. In normal 

transfusion process, flow of process from physician’s 

order to administration goes thought without hitch. 

However there are other patters including emergency 

cancellation and rejection of blood products. By 

describing all patterns of use case, it is possible to 

construct the system can handle all occasions without any 

exception. This feature is especially important for 

traceability. Use case 1 (Transfusion operation without 

stocks) is the most common use case, because the blood 

center is located on next to the hospital and they don’t 

need to have a lot of stocks. Use case 2 is usually the most 

common case in hospitals. In use case 1, three actors 

including physician, technician, nurse and staff in blood 

center operate the process. At first, physician makes a 

decision on transfusion and order transfusion. Nurse 

receives the order and delivers the order to testing 
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department. Technician starts preparation for transfusion 

by request to blood center, because they don’t have a 

stock in the hospital. Technician receives blood products 

from blood center, operates cross matching and delivers it 

to ward or operation room. Nurse operates the transfusion. 

 Our system was created based on these analyses on 

process of transfusion with use cases. Every type of 

transfusion except use case 14 was target to ensure 

traceability of blood products. Figure 4 shows overview 

of our system. In hospital, transfusion process was 

managed by Transfusion management server and Hospital 

information/CPOE server. In blood center, transfusion 

process was managed by public server and donor server. 

At he each point of process, actors read RFID to capture 

data on 6W1H and auto identification with PDA and 

computer. Transfusion server connected to public server 

in hospital through internet (VPN). This connection 

makes possible to manage whole process from production 

to bedside. 

The ID on RFID was rewritten after preparation. 

Information to link donor ID to product ID was securely 

managed inside blood center and blocked physically and 

nobody could refer to this server from outside. The 

process of rewriting was also under process management 

and the process can’t be processing without rewriting. 

By connecting hospital system to public server in 

blood center through internet, it is possible to certify 

availability of blood products by original product database 

including adverse event information in real time. When 

nurse identified blood product at the point of care, PDA 

checked adverse event information in blood center 

database trough middle ware as well as patient 

information and product information. All transaction for 

identification to ensure 5 rights and right process was 

completed within 2 seconds. If some infected blood were 

found at other hospital and the information was putted in 

public server, right after the time PDA warn usage of the 

blood products prepared from same source. By this 

system, nurses can check safety of transfusion from the 

various points of view by just one reading RFID with 

PDA within 2 seconds. It is effective to improve patient 

safety and operation of nursing works. 

 

C.  Evaluation 

 

         We evaluated the system based on data captured by 

this system. We proved that the system with the RFID tag 

and SGTIN was able to manage the pharmaceutical drugs 

at the single item level in real time, and improve patient 

safety. For all 377 blood transfusions captured by this 

system, data was perfectly collected and there is no 

inconsistency on the data. For patient safety, it is very 

important that the response of the information processing 

is quick to operate the real system. We accessed the data 

center in Nagoya City, central Japan, away at 900km from 

the hospital in Morioka City in the Tohoku region, north-

east Japan, through the Internet line. As a result, the 

processing time of the system was within 0.4 seconds, and 

thought to be a response enough by practical use also at 

each stage. Moreover, both access times were the  

responses within one second, and it was thought enough 

though the access from the wholesale enterprise in 

Morioka City was an access to the data center in Nagoya 

City that used the connection of the Internet of a very 

narrow band up to 402 kbps by Personal Handy-phone 

System. To evaluate data captured by the system, we drew 

the data as traceability graph. An example of traceability 

graph is Figure 2. Horizontal axis shows time flow and 

vertical axis shows flow of blood products from 

production to consumption. There are two lines before 

delivery. Left line shows blood product flow in blood 

center.  Before delivery, blood products don’t timed with 

any special patients. Right line shows flow of transfusion 

order by doctor. Followed by the order, a blood product 

was matched with a transfusion order at the point of 

delivery. From the point, Product ID is associated with 

Patient ID. The advantage of describing traceability graph 

is showing result of data capturing visually and easily. If 

data capturing system worked correctly, data capturing 

point is going right with process progressions. If the line 

is going left, there are some problems on data capturing 

such as ex post data entry, delay of the system and time 

lag among systems. 

 The result of describing 377 traceability shows the 

system ensures traceability for all blood products from 

production to consumption. Certification at each process 

was successfully done. During the experimental period, 

there is no accident and medical mistakes on blood 

transfusion. At the level of the business load, in the entire 

work, each person in charge is skilled in a new system 

and we improved the operating effectiveness of the person 

in charge more than existing business. In terms of 

checking prescription and mixing injection drugs, we 

have double check system now. In near future, we can 

make up single check system with RFID tag system for 

backup.  

 

 
 

Fig. 2. Traceability Graph of Blood Products 
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 Moreover, we proved the expectation of the effect of 

the medicine of the abandonment amount reduction, and 

contribution also improved management and the CO2 

exhaust amount reduction of the medical institution.  

 As a result of the operation switch verification at the 

failure, we confirmed the operation switch was able to be 

done promptly, and there was no big influence on the 

hospital work. We expect that applicability of the RFID 

tag is able to have the good effect of the batch reading in 

the business of confirming a large amount of medicine. 

 

 

IV.  DISCUSSION 

 

 We constructed system with internet and RFID to 

manage whole processes from production to consumption 

of blood products to expand the capability of certification 

system and ensure traceability. Many previously 

published literatures have been tried to construct 

certification system at the point of care for blood 

transfusion or at blood center to make right 

documentation of blood products for blood safety and 

management [1-6]. Compare to these systems, this system 

has several advantages that other systems don’t have. This 

system ensures 5 rights of transfusion and right process 

and information with real time original information.  By 

checking original data base through middle ware at the 

point of care, the correctness of information for 

certification is highly secured. This technique makes us 

possible to check the original database to certify patient 

information and blood products with electrical medical 

records and computerized order entry system directly and 

find adverse events information on blood products 

through internet. 

       We tried to evaluate improvement on blood 

transfusion safety and traceability with this system. The 

number of medical accidents and incidents on blood 

transfusion from April to June 2007 (before 

implementation of the system) is zero and the number of 

them during experimental period is also zero. This 

information didn’t provide us evidence of improvement 

on safety based on number of accidents. These data about 

number of accidents were based on voluntary reports by 

medical workers. Therefore, it is impossible to find any 

accidents if they don’t report medical accidents. However, 

administration systems have possibility to provide new 

opportunity to evaluate and measure level of safety. 

Warning logs by reading wrong patients and blood 

products RFID means that there is a possibility that the 

administration for the patient would be accident or 

incident without administration system. The data captured 

by the administration system has a potential to measure 

the level of safety and comparison of the data between 

before and after implementing interventions for patient 

safety is our next target for researches.  

Costs including work burdens of medical workers are 

sometimes the highest obstacle to introduce health IT 

system [9-10]. It is useful to investigate feasibility of the 

system by evaluating change of time to finish each 

activity [11-18]. We investigated time to finish each 

activity by collecting data observationally and computed 

average length of time from around 10 observationally 

data of each activity. We compared length of time to 

finish each activity between using this RFID based 

administration system and using paper based 

communication and documentation. We chose six 

activities for comparison and six activities are blood 

receiving, decussation testing and stock taking in the 

blood center and delivering to wards, certification before 

administration and recording administration in the 

hospital. 

      For all 6 activities, the time to finish each work with 

RFID is shorter than with paper based system. Works of 

nurses and technicians would be also effective as well as 

safer by introducing RFID based traceability system. 

Especially time for administration of transfusion is 

decreasing. This system has a possibility to improve 

productivity of transfusion process as well as transfusion 

safety. 

 Another way for identification and data capturing 

used widely is barcode technology. RFID is superior to 

traditional barcode technology in numerous ways [15,16]. 

RFID does not require line-of-sight, allows simultaneous 

read of multiple tags, is able to store more information on 

the chip, cab include sensors for condition monitoring 

such as time and temperature, and enables automatic 

identification and data capture [15]. In addition to these 

operative advantages, RFID enable rewriting information 

and it is significantly important to construct a solution for 

privacy data protection and future extensions. 

 We investigated and focused improvement of 

transfusion safety with auto identification and data 

capturing system. In addition to these advantages, it also 

has possibility to provide significant advantages on 

hospital management and regional health system 

management. The ways to storage blood products were 

strictly regulated, because quality of blood products is 

easy to change with affects from outside. Red blood cell 

products must be stored inside refrigerators having a 

function to record temperature and blood platelet must be 

inside storage with vibration system. They require strict 

methods to store and blood products delivered once were 

regarded as consumption and sometimes wasted. Blood 

products are scarce and valuable resource from human 

blood, and waste of blood products might cause safety 

and management problems in hospitals and regional 

healthcare system. Traceability data can contribute to 

solve these issues by visualizing data of distributed blood 

products. That would enhance effective use of blood 

products by connecting hospitals to blood center and 

among hospitals.   

 

 

V.  CONCLUSION 

 

 In this study, we focused on identification and data 

capturing for patient safety. Capturing data and alibi 

management of materials including blood products leads 
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to effective use of resources as well as improve patient 

safety as mentioned above. We can certificate each 

medication and capture those data at the same time, 

contribute to patient safety and improve health care 

delivery. To be a trusted system, the systems have to use 

right information and consider securities of people. 

Trusted IT system can contribute to patient safety, 

effective use of blood products, reducing waste that might 

be essential factors for trusted health care system. 
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Abstract 

 
We propose a new approach to detect the precarious situation in medical care analyzing tracking record. Attention is being drawn to the use of 

incident reports as a means of increasing patient safety. Research teams are being formed across the world by WHO and in Japan by the Health, 

Labour and Welfare Ministry. In this instance, what is being emphasized as a major direction for future incident analysis is the assimilation of the 
existing top-down type class grants and bottom-down ontological construction. In this research, targeting incident case studies collected in Japan, 

we evaluated the degree of similarities between incident documents obtained bottom-up and the links between existing classes granted top-down. In 

doing so, we made it possible to evaluate overall similarities regarding incident documents through the method of network analysis. In addition, it 
became clear that the use of the Cos coefficient or the Jaccard coefficient is appropriate in creating networks. 

As a result of this analysis, existing classes correspond comparatively well with the characteristics of reports regarding the abstract and 

solution; on the other hand, regarding the background, it demonstrated that existing classes are inadequate in representing the characteristics of 
documents and that there is a need to improve classes. By the way, we can upgrade patient safety and quality of health care service. 

 

Key word: healthcare service, incident report ,eHealth, WHO  

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 ―In the shadow of every serious accident, there exist 29 times more minor accidents and 300 times 

more near misses.‖ This principle was published in 1929 by Herbert William Heinrich, an assistant 

manager in the technology and research division of an American insurance company (Heinrich, 1931). 

This principle, which hits home the nature of the occurrence of accidents, is taken up in various fields, 

such as the study of failure, safety engineering, ergonomics, cognitive psychology as well as the study 

of reliability, and the incident analysis of minor accidents associated with this is recognized as being 
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important in preventing accidents. Therefore, patient safety with eHealth becomes growing field of 

research recently (Gaudhi and Lee, 2010, Mcloughlin et al., 2006, Huckvale et al., 2010, Kaushal and 

Bates, 2002). 

In order to eradicate medical malpractice, medical institutions break down barriers between 

departments, collect and analyze incidents, and work out countermeasures. With this background, the 

Health, Labour and Welfare Ministry in Japan started the Project to Collect Medical 

Near-Miss/Adverse Event Information from 2001. This project collects, analyzes, and publishes 

incident reports. The guidelines for analysis are to calculate the total of each class, including related 

medical departments, occurrence factors, and time periods, and to root out the causes of accidents. 

On the other hand, regarding patient safety, guidelines for the future deployment of incident 

analysis are set out in WHO’s International Classification of Patient Safety (ICPS). ICPS states the 

necessity of first investigating the adequacy of classes of incident case studies such as those 

mentioned above, and second, methods of expressing incidents that adequately reflect these classes, 

i.e., it states the necessity of ontological construction. In this research, in line with WHO guidelines, 

we conducted an analysis regarding the adequacy of classes in case studies collected in the Project to 

Collect Medical Near-Miss/Adverse Event Information and the tendencies of description that aim at 

ontological construction. 

In the data provided in the Project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event Information, the 

abstract, background, and solution for a single case study is described using a free composition format. 

In addition, in each case study the class of treatment and the class of operation are granted. There is a 

need to investigate whether classes granted here are in accord with the characteristics of each 

document item. In order to achieve the above, this research used the techniques of natural language 

processing and network analysis. 

By using natural language processing, an understanding of the tendencies of description as well as 

guidelines for future ontological construction can be acquired. Moreover, by networking the reports 

obtained from this, discoveries of overall links that could not be found from comparing only two 

reports are expected.  

 

2. MEDICAL INCIDENT REPORTS 

 

Here, we will explain approaches and issues relating to medical incidents and characteristics of the 

data used in this research. 

 

2.1 Overview of Incident Reports Sought by ICPS 

ICPS’s general description sets out past activities and future guidelines relating to incident reports 

(WHO). Until now, the main work of ICPS has been the granting and maintenance of classes to 

accidents by specialists. By granting this kind of top-down ―agreed upon class,‖ it becomes possible to 

convey a summary of incidents and accidents to even those who are not medical specialists. On the 

other hand, top-down type of classes created from present conditions are not detailed enough to 

provide satisfactory explanations of the characteristics of individual incident case studies. In addition, 

as class is granted in advance, opportunities to find valid unknown classes for patient safety are lost. 

Consequently, ICPS has stated that it will introduce ontological thought as part of future guidelines. 

Ontology in medicine refers to conducting from the bottom up and based on actual data the 

construction of methods necessary for describing individual case studies without misinterpretation as 

well as the discovery of classes of case studies that use these methods. ICPS indicates that the granting 
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of top-down type categories by specialists as well as the granting of information that uses bottom-up 

type of ontology are necessary. 

 

2.2 Collection of Incident Information in Japan 

With increasing social demand for the prevention of medical accidents, the Health, Labour and 

Welfare Ministry started the Project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event Information from 

2001 in order to collect and analyze incident case studies and to provide information conducive to 

medical safety, such as measures for improvements. When the project was first started, a framework 

was in place in which the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency collected incident case 

studies from participating medical institutions and then reported these case studies to the Health, 

Labour and Welfare Ministry, following which a Health, Labour and Welfare Ministry study group 

conducted aggregate calculations and analysis. The 1
st
–10

th
 collection of incident case studies were 

conducted following this framework, and information based on these collected incident case studies 

was provided by the Health, Labour and Welfare Ministry. From 2004, the Japan Council for Quality 

Health Care took over the collection of incident case studies, collecting case studies from the 11
th

 

collection. The results of aggregate calculations and analysis are published on the website of this 

organization. 

 

2.3. Data Sets 

From among incident data provided by the Project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event 

Information, in this research, we used data relating to medical agents from 2005 to 2010 that was 

published on the Internet. In order to conduct a detailed analysis, from the case studies provided, we 

used only 1,067 documents that included the information of the abstract, background, and solution. 

Each case study is in a free composition format, with the abstract, background, and solution being 

approximately 300 characters long, respectively. In addition, the two classes of medicine and accident 

are granted to each case study. With regard to the class of treatment, there are six classes of general 

drug, preparation of drugs, drowsy of drugs, contraindicated drug, chemo treatment, and other drug; 

with regard to the class of operation, there are the nine classes of name of drug, amount of drug, 

regimen, amount and regimen, flow rate, drug sensitivity, diapedesis, forget to dose, and object person. 

With regard to the class of treatment, as all the classes of operation do not exist, there are 32 cross 

classes that cross calculate the class of treatment and the negligent class of operation. 

When describing accidents in a free composition format, the reporter makes every effort to include 

every single circumstance. We can say that extracting important information from these circumstances 

means creating a foothold for a bottom-up type of ontological construction. Results obtained from this 

and links with classes granted top-down is in accordance with the future guidelines for incident 

analysis sought by ICPS. 

 

3. NATURAL LANGUAGE PROCESSING 

 

In this research, we extract characteristic words using natural language processing as a first step in 

extracting important information that characterizes each document with the aim of ontological 

construction. The links between each document are determined from similarities between 

characteristic words obtained here. As natural language processing contains a lot of noise, there is a 

need to conduct preprocessing in order to obtain characteristic words that can be used in determining 

links. Preprocessing mainly comprises three stages of ―breaking down into words in reports,‖ 
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―connecting words that have been broken down too much,‖ and ―filtering the obtained words.‖ Details 

of these are set out below. 

 

3.1 Breaking Down into Words 

In the first stage of preprocessing, we conducted morphological analysis in order to break down 

reports into words. Morphological analysis is a method used to delimit each word in the text where 

words are not delimited by spaces, such as in languages like Japanese (Manning and Schutze, 2002). 

In this research we used MeCab, one of the most common engines for conducting morphological 

analysis. 

 

3.2 Connecting Phrases 

There is the possibility that words obtained using MeCab are too finely classified to conduct the 

analysis of links. Therefore, in this research we connected words using the two methods set out below 

and used them as new words. 

First, we connected words using information on the parts of speech. The above-mentioned MeCab 

not only breaks down words but also grants major classes and minor classes relating to parts of speech. 

In cases where the minor class of parts of speech of certain words was a suffix and the word before it 

was a noun, these two words were treated as one word. 

Next, we connected words based on the number of word occurrences (Matsuo and Ishizuka, 2002). 

Let us envisage a situation in which two words—hereafter called A and B—appeared consecutively. If 

we designate the number of word occurrences in instances where each word is considered separately 

as n (A), n (B), then the number of word occurrences in which they appear consecutively is expressed 

as n (A∩B). In cases where n (A∩B)/min (n (A), n (B)) exceeded the threshold value (0.8 in this 

research) then we treated those two words as one word. 

 

 

Fig1.Model of Newman clustering  

 

3.3 Filtering Words 

Words obtained through the above two processing methods still contain a lot of noise, which can be 

expected to exert a bad influence on the calculation of links in documents. Thus, it is necessary to 

select words to be used in calculating links. The following sets out details on filtering. 

First, we conducted filtering using the class of parts of speech. As stated above, major and minor 

classes are granted to words. Nouns were the targets of research on this occasion as major classes of 

parts of speech. Nominalized verbs, general nouns, and proper nouns were also targeted as minor 

classes of parts of speech. Focusing solely on nouns is the method generally used in extracting 
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characteristic words. Moreover, in the case of official documents in Japanese, as many of the verbs are 

nominalized, a lot of information can be obtained regarding action even if using only nouns. 

Next, we conducted filtering based on the frequency of occurrence. In this research, we calculated a 

value called tfidf from the frequency of occurrence and conducted filtering based on this values. tfidf 

is one of the most widely used indices in extracting characteristic words for document classes and in 

cases where a certain word occurs several times in a small number of documents, it is defined so as to 

enlarge that value (Saltin, ). tfidf is calculated using the following formulas. 

             (1) 

    
  

    
 (2) 

        
   

          
 (3) 

Here, ni is the frequency of occurrence of word i, |D| is the total number of documents, and       
     is the number of documents in which word i occurs. 

The tfidf of general words occurring in a large number of documents has a tendency to be of a low 

value, although words among even general words that have an abnormally high tf in some cases 

exceed the filter effect of idf and assume a high value. In this research, we set the maximum value of 

tf to 50 and eliminited the noise from words with an abnormally high frequency of occurrence. On the 

other hand, words that make a small number of appearances also have an extremely small value for idf 

and, as a result, the tfidf has a tendency to increase. Therefore, this time we treated all tf under 10 as 0. 

 

4. NETWORK ANALYSIS 

 

Network analysis is an extremely effective method of looking at the links between documents 

(Kajikawa et al., 2007, Uchida et al., 2009, Shibata et al., 2010, Shibata et al., 2011 as examples). By 

conducting network analysis, the discovery of hidden links between two nodes can be expected. In 

cases where links between only two documents are considered, even if there are no links, there are 

instances where overall links can be discovered by creating networks. 

 

4.1 The Creation of Networks 

The co-occurrence index is generally used as a method for finding links from the degree of 

similarities between words in documents. Here, the simplest co-occurrence index for finding links 

between the two documents A and B is the number of co-occurrence |A∩B| for two documents. Here, 

|A∩B| is the number of characteristic words that exist in A and B. If considered with only |A∩B|, there 

are problems such as including as many characteristic words as in long texts and links with other 

documents being displayed as high. Consequently, a number of co-occurrence indices that improve on 

these points have been proposed, with representative indices including the Jaccard coefficient, the 

Simpson coefficient, and the Cos coefficient (Rasmussen, 1992). Each formula is shown in (4), (5), 

and (6) and is generally Simpson coefficient > Cos coefficient > Jaccard coefficient. 

                   
     

     
 (4) 

                
     

       
 (5) 

                    
     

             
 (6) 
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A link is established between the two documents in the event that these indices exceed the threshold 

value. The network created changes acutely depending on which of the above indices are selected and 

how the threshold value is established. As the aim of this research is to investigate the extent to which 

top-down type of classes are reflected in links in document content that is sought bottom-up, when 

forming networks, we selected the index and determined the threshold values so as to reflect most the 

given classes. 

 

4.3 Network Clustering 

In this research, other than given classes, we conducted clustering using the Newman method in 

order to carry out labeling of each document based on networks. The Newman method is a widely 

used method for clustering networks (Newman, 2004). It can be applied even if the number of clusters 

is unknown; in recent years, it is also being widely applied in large-scale network analysis, such as 

SNS and blog, due to it being scalable in regard to increases in node numbers. As shown in formula 

(7), clustering was conducted by maximizing modularity Q, an index for evaluating the modularity of 

defined networks. 

 

          
    (7) 

Here, element eij of line e represents the fraction of the total number of edges of the number of edges 

that connect cluster i with cluster j, and ai represents the sum of row i of line e. Maximizing Q 

corresponds with maximizing the disparity between the number of edges that exist within clusters and 

the number of edges that link clusters together. 

 

5. RESULTS 

 

5.1 Extraction of Characteristic Words 

We conducted the extraction of characteristic words using the methods outlined in section 3. Table. 

1 and 2 show the number of occurrences by category for the 10 words in which tfidf is at the top. We 

see from these tables that all characteristic words extracted here occur selectively in each class. In 

addition, when focusing on the combination of class and occurring word, we see that words that aptly 

reflect the characteristics of the class are being extracted, such as ―injected part‖ occurring largely in 

the diapedesis class and ―allergia‖ occurring largely in the drug sensitivity class. On the other hand, as 

the index in this research uses tfidf as an index of the degree of characteristics, general words do not 

appear at the top, even if the frequency of occurrence is high. For example, although ―patient‖ had the 

highest number of occurrences, as this word appears in most case studies, tfidf as an index of class 

capability of documents takes on a low value and does not appear at the top. 
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Table.1characteristic word and class of operation 

 

Table2. Characteristic word and class of treatment 

 

 

5.2 Network Analysis 

In this research, we aim at uncovering links between classes granted top-down and clusters 

discovered bottom-up. Thus, we created a network so that documents belonging to identical classes 

relating to the identical treatment and operation are grouped together the most. To achieve this, we 

used the index of Class Closeness (CC) defined in formula (8). 

              (8) 

Here, Dij of line D calculates the distance from all of the nodes within category i to all of the nodes 

within category j and takes the averages of these. Also,    is the average of the i row of D. The 

classes here refer to 32 cross classes that cross calculate the class of treatment and the class of 
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operation. CC taking a high value indicates that the nodes of identical classes come close to cases seen 

across the entire network. If the threshold value of the co-occurrence index is high, there is a tendency 

for CC to become high as only links with strong links remain. On the other hand, if the threshold value 

is made too high, a large proportion of the links are lost, the maximum number of connections (LC) of 

nodes within the network decreases, and the analysis of overall links becomes impossible. Thus, in 

this research, in order that the product of the maximum number of connections of CC and nodes 

(CCLC) are at the maximum, we conducted the selection of co-occurrence indices and the 

determination of threshold values. Table 3 shows the maximum value of CCLC for each 

co-occurrence index and the values of indices in these instances. By doing so, we discovered that a 

network that reflects given classes could be obtained by using the Cos coefficient for networking the 

content and the Jaccard coefficient for networking the background and solutions. Although the Cos 

coefficient and Jaccard coefficient demonstrate almost identical CCLC in the abstract, background, 

and solution, it is markedly low regarding the Simpson coefficient. This is because documents that 

include large numbers of characteristic words are connected with many documents and are close to 

documents that belong to other classes in the network.  
 

Table 3. Class closeness and co-occurrence index 

 

Table 4.cluster and characteristic class 
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6. DISCUSSION 

 

The characteristic words displayed in Table 1 and 2 were all selected based on actual data. 

Networks obtained from similarities with these characteristic words remove the effects of similarities 

shared in common with all documents and are formed from the overall combination of an independent 

degree of similarity between two documents. This kind of network is first realized by extracting 

characteristic words bottom-up. In cases where keywords that should be checked top-down are 

decided, there are instances when, after having conducted class, there is no guarantee that that 

keyword is not valid and a network of documents linked only by the characteristic similarities such as 

those described above cannot be obtained. 

Figure 2 shows the abstract network from among the networks created based on the characteristic 

words obtained bottom-up. In addition, Table 4 shows the abstract network resulting from having 

conducted clustering using the Newman method. Table 4 shows the top five clusters of the number of 

nodes and the main classes within these. The clusters from position 1 to 4 clearly reflect the granted 

classes. In the cluster in position 2, the class of treatment is prioritized and collects together 

documents classified as drowsy of drugs and preparation of drugs; in positions 3 and 4, the class of 

operation is prioritized and clusters reflecting flow rate and diapedesis are created; however, in 

position 5, classes that clearly characterize clusters could not be seen. 

Moreover, regarding the solution network, links between clusters and classes such as those 

described above were extracted. On the other hand, clusters that clearly reflected the given class could 

not be seen among the clusters of the background network. The fact that networks created through 

background do not reflect overall given classes is in accord with the results of analysis in which the 

value of CC corresponding to the co-occurrence index used in creating networks in Table 3 is around 

3 in abstract and solution, while in background it is less than 1.5. 

So, is the class of background not related in some way to networks created bottom-up? In order to 

investigate this, we conducted an investigation into how many identical classes exist within the k step 

from certain nodes. The results of this investigation are shown in Fig. 3. We can see that in no matter 

which network, the ratio of nodes with identical class decreases to the extent of the number of steps 

increasing. Here, attention should be drawn to the point that the proportion of identical classes existing 

within a single step is almost the same in each of the categories of abstract, background, and solution. 

This indicates that the same classification also takes place in case studies with an extremely high 

degree of similarity in background. On the other hand, when looking at the overall network, given 

classes relating to the background are scattered compared with abstract and solution. This concept is 

outlined in Fig. 4. 

With regard to the abstract and solution, links determined from ontology reflect comparatively given 

categories; however, regarding the background, when looked from the perspective of ontology, there 

is the possibility that it is completely different from the classes of abstract and solution, even those 

matters in proximity to step numbers, i.e., it is difficult to predict accidents that occur from 

information on background. Therefore, it shows that the content of descriptions of background is 

inadequate from the perspective of preventing reoccurrences. On the other hand, regardless of 

differences between abstract, background, and solution, the reporter is likely to have taken care to use 

descriptions that express accurately the maximum limits and the reality of the situation. Class methods 

that give appropriate suggestions to on-site reporters are required. We can say that there is a strong 

desire for an ontological construction relating to descriptions of background. 

Considering the similarities between only two documents without using network analysis is 

equivalent to looking at the similarities of the nodes within step one in Fig. 3. In this case, in order to 
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obtain almost identical values between abstract, background, and solution, differences relating to the 

power of expression of descriptions in the three divisions are not seen. The discovery that descriptions 

of background are inadequate was made possible for the first time by considering the overall 

similarities through the networking of case studies. 

Figure 2. Network of an abstract in Near-miss/ Averse Event 

 

 

 

Figure 3. the ratio of nodes in same class 
 

 

 

 

 

255



7. CONCLUSION 

 

In this research, we evaluated the degree of similarities between incident documents obtained 

bottom-up and the links between existing classes granted top-down. In doing so, we made it possible 

to evaluate overall similarities regarding incident documents by using the method of network analysis. 

Moreover, it became clear that the use of the Cos coefficient or the Jaccard coefficient is appropriate 

for determining similarities in creating networks. 

With regard to the background, the results of the analysis demonstrated that, compared with abstract 

and solution, existing classes are inadequate for representing the characteristics of documents and that 

there is a need to improve classes (figure 4). 

By using the methods employed in this research, suggestions otherwise unobtainable through 

conventional methods can be made regarding the investigation of how classes should be. 
 

Figure 4. Structure of network in each layer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256



8. REFERENCES 

 

 

Gandhi, T.K. and T. H. Lee (2010). Patient safety beyond the hospital. The New England Journal of 

Medicine, vol.363, pp.1000-1003. 

 

Heinrich, H W. (1931). Industrial accident prevention: A safety management approach.  

McGraw-Hill Customer Service.  

 

Huckvale, C., J. Car, M. Akiyama, S. Jaafar, T. Khoja, B. Farlow, S. Yaron, G. Locke and S.  

Whittaker (2010). Information technology for patient safety. Quality & Safety in Health Care, 

vol.19(2), pp. i25-i33.   

 

Kajikawa, Y., J. Ohno, Y. Takeda, K. Matsushima, and H. Komiyama (2007). Creating an academic  

landscape of sustainability science: an analysis of the citation network. Sustainability Science, 

vol.2, pp.221–231. 

 

Kaushal, R. and DW. (2002). Bates, Information technology and medication safety: what is the  

benefit ? Quality & Safety in Health Care, vol.11, pp.261-265.  

 

Majeed, A., J. Car and A. Sheikh (2008). Accuracy and completeness of electronic patient records in  

primary care, Fam Pract, vol.25, pp.213-214. 

 

Manning, C. D., and H. Schutze (2002). Foundations of statistical natural language processing.  

The MIT Press, London.  

 

Matsuo, Y. and M. Ishizuka (2002). Keyword extraction from a document using word co-occurrence  

statistical information. JSAI, vol.17(3), pp.213-227. 

 

Mcloughlin, V., J. Millar, S. Mattke, M. Franca, P.M. Jonsson, D. Somekh and D. Bates (2006).  

Selecting indicators for patient safety at the health system level in OECD countries. International  

Journal for quality in Healthcare, Sept 2006, pp.14-20.   

 

Newman, M. E. J. (2004). Fast algorithm for detecting community structure in networks. Physical  

Review E, 69, 066133. 

 

Rasmussen, E. (1992). Clustering algorithms, information retrieval: data structures and algorithms.  

William B. Frakes and Ricardo Baeza-Yates.  

 

Salton, G. (1983). Introduction to Modern Information Retrieval. Mcgraw-Hill College. 

 

Shibata, N., Y. Kajikawa and I. Sakata (2011). Measuring relatedness between communities in citation  

network. Journal of the American Society for Information Science and Technology, in press 

 

Shibata, N., Y. Kajikawa and I. Sakata (2010). Extracting the commercialization gap between science  

and technology. Technological Forecasting and Social Change, vol.77(7), pp. 1147-1155.  
 

257



Uchida, M., N. Shibata, Y. Kajikawa, Y. Takeda, S. Shirayama and K. Matsushima (2009).  
Identifying the large-scale structure of the blogosphere. Advances in Complex Systems, vol.12,  
pp. 207-219.  

 

http://mecab.sourceforge.net/ 

 

http://www.med-safe.jp/contents/english/index.html 

 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en/ 

 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/icps_statement_of_purpose.pdf 

 

 

 

258



International Association for Management of Technology 

IAMOT 2011 Proceedings 

 
 

 

Information Science Linkage of Service Innovation 
 

 
ICHIRO SAKATA  

 

Policy Alternatives Research Institutes, The University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japan, 

isakata@ipr-ctr.t.u-tokyo.ac.jp 

 

JUNICHIRO MORI 

Innovation Policy Research Center, The University of Tokyo, 2-11-16, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan 

jmori@ipr-ctr.t.u-tokyo.ac.jp 

 

NAOKI SHIBATA 

Innovation Policy Research Center, The University of Tokyo, 2-11-16, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan 

shibata@ipr-ctr.t.u-tokyo.ac.jp 

 

MASANORI AKIYAMA  

 

Policy Alternatives Research Institutes, The University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan, 

makiyama@pp.u-tokyo.ac.jp 

 

YUYA KAJIKAWA 

Innovation Policy Research Center, The University of Tokyo, 2-11-16, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan 

kajikawa@ipr-ctr.t.u-tokyo.ac.jp 

 

 

Abstract 

 

It is with this recognition that policies for strengthening international competitiveness regarding 

service innovation are being adopted by many countries. While planning and implementing these policies, 

what is required in essence is an objective analysis regarding the current status of knowledge related to 

this field and the linkage between science and innovation. However, the knowledge infrastructure of this 

kind is inadequate. The aim of this paper is to develop the way to identify the meta structure of 

knowledge and measure “information science linkage of service innovation”. We use bibliometrics, 

co-citation network analysis and co-occurrence analysis to objectively identify them.  

In the field of service innovation, our results show that there are mainly two groups of elements 

related to service innovation: applications of service innovation and basic theories for service innovation. 

In the field of service science, we also identified major knowledge groups such as machine learning, and 

information retrieval. Then we calculated the co-occurrence of characteristic terms in journal paper 

abstracts belonging to the SSME sub-clusters and author keywords for papers belonging to the 

sub-sub-clusters related to information science. We clarified which information sciences are used heavily 

in service innovation. We also determined which areas of innovation make heavy use of information 

science and which do not. In the field of medical care, the high value we obtained demonstrates that 

digital health and EHR research is being vigorously conducted worldwide. By contrast, in other fields 

related to medical treatment, such as mental healthcare and patient satisfaction, we found a big room to 

promote the spread of information science.  
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Overall, we have demonstrated the possibility of using bibliometrics to objectively identify the meta 

structure of knowledge and measure the semantic relationships between science and technology. 

 

Keywords: SSME, Information Science, Science Linkage, Technology Roadmap 
 

 

Introduction 

 

It is widely recognized that the concept of service innovation is significant for 

innovation strategy and economic growth. It is with this recognition that policies for 

strengthening international competitiveness regarding service innovation are being 

adopted by many countries. While planning and implementing these policies, what is 

required in essence is an objective analysis regarding the current status of knowledge 

related to this field and the technological linkage between science and innovation. 

However, knowledge infrastructure of this kind is inadequate. The sense of concept 

SSME is so broad that there is not the common understanding about what is service 

innovation even among experts. Another reason is the lack of suitable indicator or the 

way of measurement. Even though, the indicators of science linkage which uses citation 

data of patents or corporate studies have been developed (Motohashi and Yun, 2007, 

Bonaccorsi and Thoma, 2007 as examples), they provide us limited information of 

semantic relationships of technologies. Therefore, using bibliometric methods, we shed 

light on the structure of knowledge pertaining to service innovation and the linkage or 

semantic similarity between service science and innovation. 

The first aim of this paper is to create a knowledge landscape of service innovation 

and service science from a number of academic publications. In this paper, of the many 

definitions of service innovation, we focus on the concept “Service Science, 

Management, and Engineering (SSME)” proposed by IBM. This paper uses same data 

with our previous study of SSME (Shibata et al., 2009). As an indicator of service 

science, we use the data in the fields of information science, library science, and 

computer science, which are the most important basic knowledge for service innovation. 

We collect data of academic papers, create citation networks regarding papers as nodes 

and citations as links, categorize papers into sub-clusters or sub-sub-clusters, extract 

topics of each sub-cluster, and finally discuss the results with experts. The second aim is 

to calculate the degree of distance in the semantic connections between service 

innovation sub-clusters on the one hand and information science, library science, and 

computer science sub-clusters on the other. The degree of distance in these semantic 

connections may be employed as an indicator of the depth of the relationship between 

innovation and individual scientific technologies. This is referred to as “Information 

Science Linkage of Service Innovation.” In addition, the relationship between 
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information science and service innovation as viewed from the perspective of 

information science is referred to as “forward linkage,” and the same relationship as 

viewed from the perspective of service innovation is defined as “backward linkage.” In 

concrete terms, based on the likelihood that author keywords for journal papers within 

the clusters of information science, library science, and computer science will appear in 

abstracts of papers in the clusters within service innovation, we calculate the depth of 

the relationships between the various clusters that belong to both fields. Finally, we 

discuss the appropriate policy for promoting service innovation based on the knowledge 

infrastructure. 

 

Methodology 

 

First of all, the methodology for creating academic landscape is shown. Analyzing 

schema is depicted in Fig. 1. The step (1) is to collect the data of the knowledge domain. 

We collect citation data from the Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), 

the Social Sciences Citation Index (SSCI), and the Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI) compiled by the Institute for Scientific Information (ISI), which maintains 

citation databases covering thousands of academic journals and offers bibliographic 

database services, because these are three of the best sources for citation data. The 

problem, how we should define a research domain, is difficult to solve. One solution is to 

use a keyword that seems to represent the research domain. When we collect papers 

retrieved by the keyword, we can make the corpus for the research domain. 

 

 

Figure 1. Methodology proposed in this paper. 

 

The step (2) is to make citation networks for each year. We construct citation 

networks by regarding papers as nodes and intercitations as links. The network created 

for each year facilitates a chronological analysis of citation networks. According to a 

previous study, intercitation, which is also sometimes known as direct-citation, is the 

best way to detect emerging trends (Shibata et al., 2009, Shibata et al., 2010, Sakata et al., 

2010). In network analysis, only the data of the largest component on the graph was 
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used, because our study focuses on the relationships among documents, and we therefore 

want to eliminate from our study those not linked with any others in step (3). 

After extracting the largest connected component, in step (4), the network is divided 

into clusters using the topological clustering method (Newman, 2004), which does not 

need the number of clusters by users. Newman’s algorithm discovers tightly knit clusters 

with a high density of links within cluster. In step (5, 6), experts in the research domain 

assign a name to each cluster manually after they had seen titles and abstracts of the 

papers in each cluster, supported by the methodology of visualization developed by Adai 

et al. (2004). 

Second, we calculate “Information Science Linkage of Service Innovation.” The 

linkage is defined as the degree of distance in the semantic connections between service 

innovation clusters on the one hand and information science clusters on the other. The 

degree of distance in these semantic connections may be employed as an indicator of the 

depth of the relationship among different research fields. 

For respective clusters of information science, we calculate the semantic connection 

to each cluster of service innovation. We define this linkage, as viewed from the 

perspective of information science to service innovation, as “forward linkage”. And the 

inverse linkage, as viewed from the perspective of service innovation to information 

science, is called as “backward linkage”. 

More formally, let linkage(I,S) be the linkage between a cluster I of information 

science cluster and a cluster S of service innovation: 

 



linkage(I,S) 
W


freqs(wI )

As

W


freqs(wI )

WI













forward linkage

backward linkage

, 

 

where WI is a set of author keywords, which are assigned to a paper by its author(s), of 

papers in I, wI is an individual keyword in WI , As is a set of abstracts of papers in S, and 

freqs(wI) denotes a term frequency of wI in As. The forward linkage is normalized with 

the size of As so that linkages from one of information science clusters to service 

science clusters are uniformly evaluated. And the backward linkage is normalized with 

the size of WI.  

 The number of abstracts in each cluster of service science is shown in Table 1 and the 

number of author keywords in each cluster of information science is shown in Table 2. 
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In our experiment, we exclude an author keyword that its frequency is less than a certain 

threshold. We set the threshold as 100 based on our preliminary experiment. 

 

 
Figure 2.Concept of information science linkage 
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Results 

 

With respect to service innovation, the number of academic papers that form the 

target of this analysis stands at 54,928. Our results shows that there are mainly two 

groups of elements related to service innovation: applications of service innovation such 

as health and medical care, IT, and public service, and basic theories for service 

innovation such as management, ecosystem, and QoS (Table 1).  

 

Table1.Major sub-clusters of service innovation (SSME) 

 

 

The number of academic papers related to information science, library science, and 

computer science stands at 314,806. Major sub-clusters include (1) machine learning, 

neural network, computer vision and computer graphics, (2) artificial intelligence, 

network, information retrieval, information theory and database, (3)distributed or 

parallel computing, computer architecture and information system, (4)fuzzy, 

(5)bioinformatics, (6)security and cryptography, (7)library and information science, 

(8)computer physics, (9)math application, (10)telecommunication, (11) reliability, 

(12)graphics, display and color, (13)computer and geo science, (14)health information, 

(15)circuit device. Our analysis targets the top three sub-clusters which include more 

than 60,000 papers. Major sub-sub-clusters of the top three sub-clusters include 

machine learning, computer vision, neuroinformatics, computer graphics, artificial 

intelligence, telecommunication network, information retrieval, information theory, 

Service 

Cluster 

Label # of Abstracts 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Management 

Medical Care 

Mental Health Care 

Ecosystem 

Quality of Service (QoS) 

Public Service 

Public Medical Care 

IT and Web 

Patient Satisfaction 

Clinical Pharmacy 

Telemedicine 

1783 

1660 

1276 

901 

903 

837 

627 

454 

351 

305 

308 
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distributed computing, computer architecture, information system, and multimedia 

(Table 2). 

Table2.Major sub-sub clusters of service science 

 

 

We calculate the co-occurrence of characteristic terms in paper abstracts belonging to 

the 11 SSME sub-clusters and author keywords for essays belonging to the 12 

sub-sub-clusters belonging to information science. The co-occurrence matrix shows the 

raw data of co-occurrence (Table3). The biggest number is 12,816 and the smallest 

number is 1,014. The pair which has biggest number is the pair of innovation 

sub-cluster #1 (Management) and information science sub-cluster #5 (artificial 

intelligence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

Science Cluster 

Label # of Keywords 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Machine Learning 

Computer Vision 

Neuroinformatics 

Computer Graphics 

Artificial Intelligence 

Telecommunication 

Information Retrieval 

Information Theory 

Distributed Computing 

Computer Architecture 

Information System 

Multimedia 

825 

657 

782 

552 

722 

615 

571 

513 

576 

631 

550 

592 
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Table 3.Co-occurrence matrix 

 

 
 Then we normalize the raw data, using the size of abstracts or author keywords as 

denominator. It became clear that artificial intelligence, information retrieval, and 

distributed computing values were high for forward linkage (figure2). It may be 

considered that these sciences are being applied heavily in cutting-edge service 

innovation. Values in the three fields of quality of service (QoS), management, and 

medical care were high for backward linkage (figure3). It may be considered that 

information science is being used very heavily in the context of innovations in these 

fields. On the other hand, values in the three fields of public service, mental healthcare, 

and patient satisfaction were low. We believe that the degree to which information 

science is being applied is lower in these fields than in others.  

 

Service Innovation Cluster 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Info. 

Science 

Cluster 

1 11,716 8,726 5,137 5,051 11,094 4,213 3,566 3,951 1,870 1,613 1,923 

2 8,773 6,618 3,920 3,765 7,963 3,184 2,748 2,816 1,392 1,207 1,488 

3 10,925 8,407 4,866 4,972 10,577 4,032 3,426 3,798 1,827 1,607 1,943 

4 7,011 5,398 2,944 3,104 7,740 2,550 2,268 2,353 1,090 1,014 1,111 

5 12,816 9,814 6,083 5,311 11,933 4,631 3,935 4,685 2,108 1,849 2,225 

6 7,779 6,012 3,449 3,587 11,038 3,003 2,483 2,740 1,298 1,171 1,358 

7 12,127 9,172 5,683 4,765 10,529 4,471 3,633 4,320 1,955 1,700 2,078 

8 7,493 5,927 3,341 3,293 10,101 2,990 2,573 2,477 1,263 1,127 1,357 

9 10,048 8,444 5,107 4,369 12,177 3,798 3,367 3,654 1,702 1,584 1,731 

10 8,823 7,078 4,029 3,641 11,353 3,227 2,818 3,139 1,422 1,388 1,543 

11 12,778 9,694 6,015 5,186 11,588 4,672 3,945 4,555 2,081 1,833 2,210 

12 10,775 7,390 4,742 4,448 11,456 3,940 3,140 4,039 1,666 1,380 1,821 
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Figure 2. Forward Linkage 

 

 

Figure 3. Backward Linkage 
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Discussion 

 

First, the results of the analysis described above clarified which information sciences 

are used heavily in service innovation. It is known that these fields possess deep links 

with forms of information engineering such as data mining, the web, and cloud 

computing. Moreover, these fields are similar to the list of technologies specified as 

particularly important by experts in the Technology Strategy Roadmap of service 

engineering issued by the Japanese organization NEDO (NEDO, 2008). The roadmap 

mentioned forty nine technology elements and the relationship between technology and 

industry, even though these descriptions lack concreteness of linkage. The technologies 

which are indentified in both NEDO roadmap and our results include machine learning, 

neural network, distributed computing, information theory and multimedia. Our method, 

which used bibliometrics, produced results similar to those obtained by multiple experts 

working over a long period of time. In a rapidly changing field like information science, 

it is important to regularly obtain updated information; however, this is difficult using a 

method, typically referred to as the T-plan, in which experts form a consensus. Our 

method has the potential to contribute to technology strategies in a field in which 

technology continues to progress rapidly.  

Second, we determined which areas of innovation make heavy use of information 

science and which do not. In the field of medical care, the high value we obtained 

demonstrates that digital health and EHR research is being vigorously conducted 

worldwide (Oren et al., 2003, Eslami et al., 2007, Huckvale et al., 2010). By contrast, in 

other fields related to medical treatment, such as mental healthcare and patient 

satisfaction, usage of information science is relatively low. It is believed that 

information science linkage improvement strategies have had a significant effect in 

these related fields. Public service—a field for which we judged use to be low—has 

been specified in OECD’s Innovation Strategy (2010) as one toward which it is 

particularly important that public sector takes innovation-conscious attitudes. Our 

analysis suggests that it is important to develop strategies for accelerating the spread of 

information science in public sector.  

   

Conclusion 

 

It is with this recognition that policies for strengthening international competitiveness 

regarding service innovation are being adopted by many countries. While planning and 

implementing these policies, what is required in essence is an objective analysis 
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regarding the current status of knowledge related to this field and the linkage between 

science and innovation. However, the knowledge infrastructure of this kind is 

inadequate. Therefore, we developed the way to identify the meta structure of 

knowledge and measure “information science linkage of service innovation”.  

With respect to service innovation, our results show that there are mainly two groups 

of elements related to service innovation: applications of service innovation and basic 

theories for service innovation. In the field of service science, we also identified major 

knowledge groups such as machine learning, pattern recognition, computer vision, 

objectively. Then we calculated the co-occurrence of characteristic terms in paper 

abstracts belonging to the SSME sub-clusters and author keywords for papers belonging 

to the sub-sub-clusters related to information science. We clarified which information 

sciences are used heavily in service innovation. It is known that these fields possess 

deep links with forms of information engineering such as data mining, the web, and 

cloud computing. We also determined which areas of innovation make heavy use of 

information science and which do not. In the field of medical care, the high value we 

obtained demonstrates that digital health and EHR research is being vigorously 

conducted worldwide. By contrast, in other fields related to medical treatment, such as 

mental healthcare and patient satisfaction, we found a big room to promote the spread of 

information science in public sector. 

Overall, we have demonstrated the possibility of using bibliometrics to objectively 

identify the meta structure of knowledge and measure semantic relationships between 

science and technology. 
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Abstract—It is widely recognized that the concept of service 
innovation is significant for innovation strategy and economic 
growth. However, since the term “service innovation” represents 
a broad sense, there does not exist common understanding about 
what is service innovation even among experts. We developed a 
methodology to determine the structure and geographical 
distribution of knowledge, as well as to reveal the structure of 
research collaboration in such an interdisciplinary area as 
service innovation by performing journal information analysis, 
network analysis and visualization. Our results show that there 
are mainly two groups of elements relating to service innovation. 
Knowledge in these areas has been growing rapidly in recent 
years. In particular, the fields of ecosystem and IT and Web are 
exhibiting a high growth. We also demonstrated that the global 
network of knowledge is formed around the powerful hub of the 
US. The research competency of Asian countries lags behind 
that of the US and EU. With respect to research collaboration, 
we indentify a big room left for enhancing international 
collaborations. Our methodology could be useful in forming 
policies to promote service innovation. Finally, we proposed 
creation of an international collaboration fund. 

 
I.  INTRODUCTION  

 
The concept of service innovation or service science, 

management and engineering (SSME) proposed by IBM is 
widely recognized as a key driver for the economic growth. 
Then service science is emerging area of research [1, 2] 
Maglio and Spohrer [3] defines service science as the study of 
service systems, which are dynamic value co-creation 
configurations of resources. Spohrer et al.[4] argues that 
service science can be thought of as a mashup or integration of 
many areas of study known as service management, service 
marketing, service operations, service engineering, service 
computing, service human resources management, service 
economics, management of service innovation and others. Wu 
[5] discusses that the concept of SSME is an emerging 
interdisciplinary approach that combines fundamental 
management, and engineering theories. Such concept plays a 
significant role in policy making in many countries. In Japan, 
the government established a roadmap named Technology 
Roadmap of Service Engineering, which describes the goal of 
service innovation. However, the sense of concept SSME is so 
broad that there is not the common and deep understanding 
about what is service innovation even among experts [3, 5]. 
Although the roadmap mentioned above describes forty nine 
technology elements and the relationship between technology 
and industry, these descriptions lack concreteness because it is 
so conceptual. Therefore, prior to developing roadmap, it is 

necessary to make the academic landscape of SSME in order 
to understand what have been researched relating to this topic. 
Then, the first aim of this paper is to identify the way to create 
the academic landscape. Service science, service innovation or 
SSME has the interdisciplinary nature of approach [5, 6]. 
Tracking the evolution of interdisciplinary research domain, 
such as SSME, is a significant but difficult task by its nature. 
Previous study argued that interdisciplinary research should 
not be conceptualized with discipline [7]. Existing categories 
like journal categories may not matter because 
interdisciplinary researches vary beyond the boundaries of 
journals. Some indicators measuring interdisciplinary such as 
diversity of classifications and topological measures are 
proposed and evaluated in the previous papers [8,9]. Experts 
are not able to track the entire trends in such research areas as 
each research specializes and is segmented. 

In such a situation, for policy makers, creating an 
academic landscape of interdisciplinary research and effective 
investment on those technologies has become a significant 
task in order to develop their competitive competence and also 
to realize the economic growth. In this paper, we develop a 
computational tool to support them to create an academic 
landscape among a pile of academic publication. There are 
two types of computer-based methodology, which can 
complement the expert-based approach: text mining and 
citation mining. As an example of the former, Kostoff et al. 
analyzed multi-word phrase frequencies and phrase 
proximities, and extracted the taxonomic structure of energy 
research [10,11]. In previous works, citation-based 
approaches, latter ones, were used to describe the network of 
energy-related journals using journal citation data or journal 
classification data [12]. In the citation-based approach, it is 
assumed that citing and cited papers have similar research 
topics. In this paper, we adopt the latter one. 

Citation-based approach is useful to make an overview of 
research domains globally. Klavans and Boyack illustrated 
how to map science overall using journal citation interactions 
[13]. Rinia et al. pointed out the importance to consider the 
process how bibliometric measures are created [14].  By 
clustering the citation network, we can divide academic papers 
into groups of papers. Previous research investigated citation 
networks of academic publications relating to another 
interdisciplinary research, sustainability science, and extracted 
the major topics relating to this topic [15]. The first aim of this 
paper is to create an academic landscape in SSME research 
domain by using citation network analysis.  
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Although it is possible to grasp the structure of the 
intellectual world from the academic landscape, it is also 
meaningful to know the overall picture of geographical 
distribution of research and partnerships in research from the 
perspective of policy making. By understanding regional 
distribution and partnerships, it is possible to discuss the 
relationship between the number and nature of policies 
adopted in a particular region and the study of SSME, and it is 
also easy to develop a plan for global partnership in the field 
of research. Hence, the second aim of this paper is to draw a 
research network diagram that includes information on 
geographical distribution of knowledge and inter-regional 
collaboration. To create a research network diagram, we will 
use author information such as organisations to which authors 
are affiliated, nationalities of such organisations and co-
authors from the same database used for the creation of 
academic landscape. There are several studies that use co-
authorship as a quantitative indicator [16,17]. Co-authorship is 
used as an indicator of international collaboration [18,19,20]. 
Katz and Martin point out four key advantages of using co-
authorship as an indicator of collaboration including its 
verifiability, statistical significance, data availability, and ease 
of measurement [21]. On the other hand, bibliometric analysis 
of multiple-author papers is not accurate as it can only be used 
to measure collaborative activities where the collaborating 
participants have entered their names on joint papers. We are 
aware of a bias where each research paper published 
separately despite the collaboration cannot be correctly 
identified. Nevertheless, this unique analytical method and 
data provides useful and clear empirical evidence, and when 
used with appropriate caution reveals new insights for 
international science policy. Our results can offer an 
intellectual basis for constructing a policy and strategy.  

As stated above, the concept of SSME is yet to be clearly 
defined. This concept is mainly used in the US so far. It is 
possible that by using the term SSME as a query keyword, 
study fields growing in countries other than the United Stated 
will be underestimated. In evaluating academic landscape and 
research network diagram, it will be necessary to consider this 
possibility. 

 
II. METHODOLOGY 

 
First of all, the methodology for creating academic 

landscape is shown. Analyzing schema is depicted in Fig. 1. 
The step (1) is to collect the data of the knowledge domain. 
We collect citation data from the Science Citation Index 
Expanded (SCI-EXPANDED), the Social Sciences Citation 
Index (SSCI), and the Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI) compiled by the Institute for Scientific Information 
(ISI), which maintains citation databases covering thousands 
of academic journals and offers bibliographic database 
services, because these are three of the best sources for 
citation data. The problem, how we should define a research 
domain, is difficult to solve. One solution is to use a keyword 
that seems to represent the research domain. When we collect 

papers retrieved by the keyword, we can make the corpus for 
the research domain. 

 

 
 

Figure 1. Methodology proposed in this paper. 

 
The step (2) is to make citation networks for each year. 

We construct citation networks by regarding papers as nodes 
and intercitations as links. The network created for each year 
facilitates a chronological analysis of citation networks. 
According to a previous study, intercitation, which is also 
sometimes known as direct-citation, is the best way to detect 
emerging trends [22]. In network analysis, only the data of the 
largest component on the graph was used, because our study 
focuses on the relationships among documents, and we 
therefore want to eliminate from our study those not linked 
with any others in step (3). 

After extracting the largest connected component, in step 
(4), the network is divided into clusters using the topological 
clustering method [23], which does not need the number of 
clusters by users. Newman’s algorithm discovers tightly knit 
clusters with a high density of links within cluster. After the 
clustering, we visualize the citation networks and named the 
major clusters of emerging topics as in steps (5) and (6), 
respectively. In step (5), in order to visualize citation maps, 
we apply a large graph layout (LGL), an algorithm developed 
by Adai et al. [24], capable of dynamically visualizing large 
networks comprised of hundreds of thousands of nodes and 
millions of links. We visualize the citation network by 
expressing intra-cluster links in the same color, in order that 
the clusters are intuitively understood. In step (6), experts in 
the research domain assign a name to each cluster manually 
after they had seen titles and abstracts of the papers in each 
cluster. 

Second, we create research network diagram by referring 
to the same database used for the creation of academic 
landscape, and for the extraction of data related to 
organisational affiliation of authors, geographical location of 
such organisations and co-authorships. Two types of data 
structure are developed: the data of research competency and 
of co-authorship. The data of research competency is obtained 
from the number of papers in each country or organization. 
The data of co-authorship is led by calculating all 
combinations of co-authors based on information about the 
author’s organization. For example, if one paper is written by 
four different authors, and each author belongs to different 
organizations, the paper is considered to include six co-
authorship relations. In addition, a co-authorship is defined as 
an international co-authorship if the authors belong to 
organizations in different countries. Authors in co-authored 
papers are not weighed by the order listed. Then, the data is 
visualized as a "research network diagram" with the author’s 
organization as a node and co-authorship relation as a link 
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between the nodes. In the diagram, organizations are grouped 
into the country they belong. In addition, combinations of 
organizations that have more co-authorship relations are 
identified. The hub of international co-authorships is also 
obtained. 

 
III. RESULTS 

 
In step (1) for creating academic landscape, we searched 

the papers using the terms "service* and (science* or 
management* or engineering*)" as the query. As a result, we 
obtained the data of 54,928 papers published until the end of 
2008. The number of annual publications was shown in Fig. 2. 

 

 
Figure 2. Number of annual papers relating to SSME. 

 

After constructing largest connected component, as step 
(4), we divided papers into clusters with topological clustering 
method. With this clustering, citation networks as of 2008 
were divided into specific clusters in step (4) and visualized as 
Fig. 3 in step (5). Focusing on the visualization in 2008, there 
were eight major clusters emerged in shown table1. Each 
contains more than 400 papers. The clusters #1, #2, #3, #4, #5, 
#6, #7 and #8 contained respectively 1,818, 1,681, 1,314, 914, 
906, 866, 632, and 459 papers. Their combined publication 
dates averaged were 2003.0, 2002.7, 2000.8, 2004.1, 2002.7, 
2002.2, 2001.8, and 2003.4. In the final step, step (6), our 
experts named each cluster, using semantic information such 
as the titles and abstracts of highly-cited documents in each 
cluster, shown in Table. 1. The clusters #1, #2, #3, #4, #5, #6, 
#7 and #8 related to management, medical care, mental health 
care, ecosystem, QOS, public service, public medical care, 
and IT & Web, respectively. 

 
TABLE1. MAJOR8 CLUSTERS 

Id #papers 
Average 

Publication Year Name 
S1 1818 2003.0 Management 
S2 1681 2002.7 medical care 
S3 1314 2000.8 mental health care 
S4 914 2004.1 Ecosystem 
S5 906 2002.7 QOS 
S6 866 2002.2 public service 
S7 632 2001.8 public medical care 
S8 459 2003.4 IT & Web 

 

 
Figure 3. Visualization of citation network in 2008. 
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 Next, a research network diagram is created. It was 
determined that the number of organisations to which authors 
of SSME related research papers are affiliated is 20,549, and 
the number of links among organisations based on the co-
authorship is 72,484. Thus, a collaborative research network 
of 20,549 nodes and 72,484 links is formed in the field of 
SSME. The top five countries in the research competency are 
the US, England, Germany, France and Australia (Table 2). 
As a single country, it is notable that the US leads others by a 
significant margin. The research competency of EU as a total 
is slightly higher than that of US. Asian countries (China, 
Korea, India and Taiwan) are ranked between 10 and 18, 
although they show a rapid increase in their competencies. By 
analyzing the data of organisations (Table 3), it is clear that 
organisations with strong competency are often found in the 
US. Harvard University ranks first in the number of papers. 
Table 4 shows combinations of organisations that exhibit a 
high number of co-authorships. There are more co-authorship 
relations between organizations with high research 
competency. In addition, the number of collaborations 
between universities and their affiliated hospitals located 
nearby is notable. Geographically, many co-authorship 
relations are found in organisations within the same country, 
while international co-authorship is rare. In general, it has 
been noted that collaborative researches are often conducted 
by research organisations located within the same 
geographical region [19]. Nevertheless, collaboration in the 
SSME field is characterized by the dominance of domestic 
relationship compared to studies in the renewable energy field 
[25], which is growing rapidly. A research network diagram 
was created by consolidating the information described above 
(Fig. 4). Organizations in the same country are placed 
together and shown as a node. The size of each node shows 
the number of papers written by authors from the country. 
Each link between two nodes of different countries indicates 
that there is a co-authorships between countries.  The Breadth 
of lines connecting the countries is proportional to the number 
of co-authorship. In a geopolitical sense, it is clear that the US 
is a powerful hub of the network. This is completely different 
from the network structure of renewable energy in which 
there is a well-balanced structure between North America, 
Europe and Asia [25]. In particular, there are thick lines 
between the US and countries such as Canada (1,319 links), 
England (1,319 links), Australia (506 links), Germany (475 
links), China (414 links), Netherlands (325 links) and France 
(331 links). Among the relationships that do not involve the 
US as a hub, the thickness of lines between England and 
countries such as Germany (294 links), Australia (291 links) 
and Netherlands (281 links) is notable, illustrating that 
England is another major hub behind the US. 

 

TABLE2. THE TOP 30 COUNTRIES IN THE RESEARCH 
COMPETENCY 

Country Number_of_Papers 
USA 7649 
ENGLAND* 2572 
GERMANY* 1466 
FRANCE* 1116 
AUSTRALIA 965 
CANADA 923 
ITALY* 788 
SPAIN* 625 
JAPAN 598 
PEOPLES R CHINA 469 
NETHERLANDS* 453 
INDIA 425 
SOUTH KOREA 339 
SWITZERLAND 339 
BRAZIL 319 
SCOTLAND* 304 
SWEDEN* 295 
TAIWAN 287 
FINLAND* 232 
GREECE* 200 
SOUTH AFRICA 192 
NEW ZEALAND 180 
NORWAY 180 
AUSTRIA* 179 
ISRAEL 177 
MEXICO 177 
BELGIUM* 169 
RUSSIA 151 
DENMARK* 150 
IRELAND* 145 
* Total of EU  
in the top30 

8694 

 
TABLE3.THE TOP 30 ORGANIZATIONS IN THE RESEARCH 

COMPETENCY 

Organization  Country  
Number of 

Papers 
HARVARD UNIV USA 544 
UNIV CALIF LOS ANGELES USA 487 
UNIV TEXAS USA 453 
UNIV MANCHESTER ENGLAND 449 
UNIV TORONTO CANADA 448 
UNIV MICHIGAN USA 393 
UNIV MARYLAND USA 392 
UNIV N CAROLINA USA 390 
UNIV ILLINOIS USA 374 
UNIV MINNESOTA USA 371 
JOHNS HOPKINS UNIV USA 344 
UNIV PENN USA 344 
UNIV WISCONSIN USA 319 
YALE UNIV USA 315 
UNIV PITTSBURGH USA 309 
COLUMBIA UNIV USA 304 
UNIV COLORADO USA 289 
UNIV CALIF SANFRANCISCO USA 287 
UNIV CALIF BERKELEY USA 277 
UNIV SYDNEY AUSTRALIA 275 
STANFORD UNIV USA 274 
UNIV MELBOURNE AUSTRALIA 271 
DUKE UNIV USA 262 
UNIV SO CALIF USA 252 
UNIV NEW S WALES AUSTRALIA 243 
MONASH UNIV AUSTRALIA 242 
OHIO STATE UNIV USA 242 
UCL ENGLAND 230 
UNIV QUEENSLAND AUSTRALIA 228 
INDIANA UNIV USA 223 
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TABLE4. THE TOP 30 PAIRS OF CO-AUTHORED ORGANIZATIONS 

Organization1 Country1 
Number of 

Co-authored 
Organization2 Country2 

BRIGHAM & WOMENS HOSP USA  59 HARVARD UNIV USA 
UNIV CALIF LOS ANGELES USA  56 RAND CORP USA 
HARVARD UNIV USA  47 MASSACHUSETTS GEN HOSP USA 
MONASH UNIV AUSTRALIA  34 UNIV MELBOURNE AUSTRALIA 
UNIV NEW S WALES AUSTRALIA  33 UNIV SYDNEY AUSTRALIA 
GRP HLTH COOPERAT PUGET SOUND USA  33 UNIV WASHINGTON USA 
UNIV CALIF SAN FRANCISCO USA  32 UNIV CALIF LOS ANGELES USA 
UNIV TORONTO CANADA  29 ST MICHAELS HOSP CANADA 
UNIV SO CALIF USA  27 UNIV CALIF LOS ANGELES USA 
UNIV N CAROLINA USA  27 DUKE UNIV USA 
UNIV TORONTO CANADA  26 INST CLIN EVALUAT SCI CANADA 
BOSTON UNIV USA  25 HARVARD UNIV USA 
UNIV WASHINGTON USA  24 UNIV CALIF LOS ANGELES USA 
MCGILL UNIV CANADA  24 UNIV MONTREAL CANADA 
USDA USA  23 USDA ARS USA 
YALE NEW HAVEN MED CTR USA  23 YALE UNIV USA 
HOSP SICK CHILDREN CANADA  22 UNIV TORONTO CANADA 
HARVARD UNIV USA  21 CHILDRENS HOSP USA 
VA PUGET SOUND HLTH CARE SYST USA  21 UNIV WASHINGTON USA 
MCMASTER UNIV CANADA  20 UNIV TORONTO CANADA 
UNIV CALIF LOS ANGELES USA  20 HARVARD UNIV USA 
CASE WESTERN RESERVE UNIV USA  19 UNIV HOSP CLEVELAND USA 
UNIV CONNECTICUT USA  19 YALE UNIV USA 
JOHNS HOPKINS UNIV USA  19 UNIV MARYLAND USA 
YALE UNIV USA  18 VA CONNECTICUT HEALTHCARE SYST USA 
ROYAL PRINCE ALFRED HOSP AUSTRALIA  18 UNIV SYDNEY AUSTRALIA 
BETH ISRAEL DEACONESS MED CTR USA  18 HARVARD UNIV USA 
NEW YORK STATE PSYCHIAT INST & HOSP USA  18 COLUMBIA UNIV USA 
UNIV LIVERPOOL ENGLAND  18 UNIV MANCHESTER ENGLAND 
UNIV TORONTO CANADA  17 UNIV HLTH NETWORK CANADA 

 

 
Fig4. Research Network Diagram (2009) 
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IV. DISCUSSION 
 

As described above, we performed citation network 
analysis on SSME research domain. Our basic idea was 
papers dealing with a similar topic cite each other and are 
strongly connected, and papers dealing with different topics 
are weakly connected. Therefore, the division of a knowledge 
domain into strongly connected clusters by citation analysis 
can detect what kinds of topics are discussed in the SSME 
research domain. In the result, we could find there were 
mainly eight clusters. Moreover, this SSME research domain 
is so interdisciplinary that each of eight is not so strongly 
related to others.  

The eight major clusters we extracted can be divided into 
two groups; basic research (#1 management, #4 ecosystem, 
and #5 QOS) and application for society (#2 medical care, #3 
mental health care, #6 public service, #7 public medical care 
and #8 IT & Web). It is worth to be pointed out that SSME 
tends to deal the topics of public social systems, such as #2 
medical care, #3 mental health care, #6 public service, and #7 
public medical care, in terms of service innovations. This 
point is different from the definition by Spohrer et al[4]. As 
long as we discussed with the experts, there might be two 
reasons. The first one is that the lack of popularity of the 
concept SSME. Especially in the research fields which have 
clear boundary and have been already industrialized, the 
researcher might not mention about SSME even if they wrote 
about service innovations in their field. The second reason is 
the increasing attention toward public systems. The number 
of researches relating to public service, such as #6, has 
increased recently (as shown in Fig. 5(b) described in the next 
paragraph). 

The detailed analysis of each cluster can reveal which 
clusters are emerging ones. Regarding to the average 
publication year shown in Table 1, #1, #4 and #8 seemed to 
contain a lot of recent studies. Fig. 4 indicates the number of 
annual publications in each cluster. In this figure, clusters #1, 
#2, #4, #6 and #8 are still so growing that they can be 
emerging research fronts, while #3 and #5 seems to peak 
around 2000 and to be mature at the end of 2008. Many 
previous studies identify that IT and web such as computer 
science, software engineering and grid computing are the base 
and driving force of service innovation [4, 26, 27]. OECD 
innovation strategy [28] points out that there is considerable 
scope to innovate in the delivery of public service. Our 
findings are consistent with these studies. 

 

 
Figure 5. The annual number of publications in each cluster in 2008; (a)●: 

#1, ▲: #2, ■: #3, ★:#4 and (b)◆:#5, ×:#6, +: #7, ○:#8. 

With this method, we can extract the research topics in 
interdisciplinary research area such as service innovation by 
computational calculation. Currently, some research activities 
tend to research common concepts, crossing the boundaries of 
existing research areas or journals. However, we face 
increasing difficulty to create an academic landscape of these 
diverse research domains. Our topological approach can 
become a tool for future “Research on Research” (R on R) 
and can meet a commensurate increasing need as scientific 
and technical intelligence to discover emerging research 
fronts in an era of information flooding. 

The research network diagram shows the knowledge 
distribution and collaborative relationships in the field of 
SSME objectively. In terms of the structure of co-authorship, 
there are more co-authorship relations between organizations 
in the same country or a close spatial proximity. This 
corresponds with other previous studies identifying the 
relationship between co-authorship of organizations and 
spatial proximity, culture, and language [18,19,20,29,30]. 
Furthermore, there are more co-authorship relations between 
organizations with high research competency. The motivation 
for this may include some of what Bozeman and Corley 
points out: access to expertise and equipment, to obtain 
prestige or visibility, to gain tacit knowledge, and to enhance 
productivity [31]. Modern technology is increasingly complex 
and demands an ever-widening range of knowledge and 
skills. Often, no single country or institution will possess all 
the knowledge and skills required. Previous studies have 
shown that a high level of collaboration is correlated with 
high paper productivity [18,32,33]. The number of 
international collaborations is small in the field of SSME. 
This fact indicates that it is possible to significantly enhance 
the efficiency of global service innovation by adopting a 
policy to promote collaboration. The need for service 
innovations to fuel economic growth and to raise the quality 
and productivity levels of services has never been greater [6]. 
In addition, SSME is a technology that could play a major 
role in finding solutions to global challenges such as an 
ageing society and sustainability of the Earth. Framework 
Programmes of Europe had played a major role in promoting 
collaborative researches in the field of solar cells in and out of 
Europe. We hope that a similar framework to promote 
researches by international cooperation is created based on 
the methodology discussed in this paper. 

 
V. CONCLUSION 

 
It is widely recognized that the concept of service 

innovation is significant for innovation strategy and economic 
growth. However, since the term “service innovation” 
represents a broad sense, there is not the common 
understanding about what is service innovation even among 
experts. We developed a methodology to determine the 
structure and geographical distribution of knowledge, as well 
as to determine the structure of research collaboration in such 
an interdisciplinary area as service innovation by performing 
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journal information analysis, network analysis and 
visualization. Our results showed that there were mainly two 
groups of elements relating to service innovation: applications 
of service innovation such as health and medical care, IT and 
web, and public service; and basic theories for service 
innovation such as management, ecosystem, and QOS. 
Knowledge in these areas has been growing rapidly in recent 
years. In particular, the fields of ecosystem and IT and Web 
are exhibiting a high growth. We also demonstrated that the 
global network of knowledge is formed around the powerful 
hub of the US. On the other hand, in research collaboration, 
we demonstrated that most research is conducted within same 
country or a close spatial proximity and, therefore, there is big 
room left for enhancing international collaborations. These 
MAPs and diagrams could be useful in forming policies to 
promote service innovation. We proposed creation of an 
international collaboration programme to solve global 
challenges such as an ageing society and sustainability of the 
Earth.  

In this study, the term “SSME” was used in developing 
queries. It cannot be denied that the definition of the term 
affects analysis. Determining a better query setting suitable in 
the interdisciplinary area is another subject to be studied in 
the future. 
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This forum discussed issues relating to the inclusion of cancer on the global health agenda,
with the ultimate aim of achieving human security for all people. The forum discussed what
methods are available to the cancer community in attempts to create a common data system
for the rapidly growing Asian region. Discussions also focused on the preparations that can
be made to consider and respond to the obstacles to the creation of an Asia-wide data and
information network. It was also noted that in order to create a cancer information network,
support would need to be provided to low- and middle-income countries and efforts made to
ensure that data are comparable.

Key words: cancer information network – MDGs – human security – data comparability

OVERVIEW

The Asia Cancer Forum is a grouping that aims to discuss

cancer science and policy issues among Asian countries.

The basic concept of the forum is that discussion will

enhance sharing and awareness of the issues and each of the

participants will gain their own take-home message to apply

to their own activities as the outcomes of the forum. The

forum is operated through the research funds of the partici-

pating members and receives support in the form of Health

and Labour Sciences Research Grants from the Ministry of

Health, Labour and Welfare of Japan, as part of the Third

Term Comprehensive Control Research for Cancer or its

ongoing work to create an Asian network. The organizer of

the forum is N.K. and it is chaired by H.A., both of the

Research Center for Advanced Science and Technology

(RCAST), the University of Tokyo.

The origins of the Asia Cancer Forum date back to 2004

when a group of Asian researchers launched a platform

called the Asia High Technology Network to discuss issues

in the field of medicine. The grouping engaged in discus-

sions on the formation of an Asia Cancer Information

Network. From 2008, the name of the research platform was

changed to the Asia Cancer Forum and the first two meet-

ings were held thereafter. The third meeting was held in

February 2009, on the theme of ‘Health, Information and

Development’. The third meeting was held jointly with

SciDev.Net and saw discussion focus closely on issues relat-

ing to the setting of the global health agenda. The fourth

meeting was held in April 2009 under the theme of

# The Author (2011). Published by Oxford University Press. All rights reserved.

Jpn J Clin Oncol 2011;41(5)723–729

doi:10.1093/jjco/hyr036

Advance Access Publication 29 March 2011

 by guest on N
ovem

ber 9, 2011
http://jjco.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

279



‘Asian Challenges in Shifting the Disease Burdens’. In

November 2009, the fifth meeting was held in collaboration

with the 20th Asia Pacific Cancer Conference (APCC) under

the theme of ‘What Should We Do to Raise Awareness on

the Issue of Cancer in the Global Health Agenda?’ The

meetings to date have concentrated on ways to share infor-

mation among Asian research colleagues, thus raising aware-

ness of the importance of including cancer on the global

health agenda.

The Sixth Asia Cancer Forum was held in conjunction

with the World Cancer Congress UICC 2010, on 21 August

2010, in Shenzhen, People’s Republic of China. The

meeting consisted of two sessions consisting of six special

presentations, followed by detailed discussions.

Approximately 60 people were present and active discussions

took place. The forum was organized by H.A. and N.K.

(RCAST, the University of Tokyo). Invited speakers

included H.S. (Hamamatsu University School of Medicine),

A.N. (Chiba Cancer Center), T.M. (National Institute of

Biomedical Innovation) and J.M. (Osaka University). Also

in attendance were Joe Harford [National Cancer Institute

(NCI)], Julia Schneider (NCI), X.H. (Chinese Anti-Cancer

Association, President of World Cancer Congress UICC

2010), Andreas Ullrich (World Health Organization), David

Hill (UICC) and I.A.W. (Asian and Pacific Federation of

Organization for Cancer Research and Control).

INTRODUCTION TO THE ASIA CANCER
FORUM

N.K. (RCAST) gave an introduction to the ongoing activities

and initiatives of the Asia Cancer Forum. She noted that the

incidence of infectious diseases in developing countries and

the delay in formulating measures to respond to these dis-

eases are recognized as issues requiring the attention of

industrialized nations. Accordingly, infectious diseases are

given due recognition on the global health agenda. However,

cancer has still to gain the recognition it rightly deserves in

the world of global health. This is due to the fact that it is

generally viewed as a disease specific to individuals in

industrialized nations, which occurs as a result of the indi-

vidual’s approach to personal health management.

Last year, the Fifth Asia Cancer Forum discussed issues

relating to cancer and concluded that the highest priority

should be for expert groups to share a common recognition

of the necessity for cancer to be raised on the global health

agenda. In the international community, there has also been

increasing recognition of the necessity to ‘begin discussion

on placing cancer on the global health agenda’, as evidenced

by the Resolution of the United Nations on 13 May 2010 to

hold a United Nations General Assembly Summit on

Non-Communicable Diseases (NCDs).

However, the results of a survey implemented by the Asia

Cancer Forum in April 2010, on the occasion of the 101st

Annual Meeting of the American Association for Cancer

Research (AACR), entitled ‘Survey on Inclusion of Cancer

in the Global Health Agenda’, showed that interest in this

issue is not particularly high among a great majority of

specialists. Discussion on the inclusion of cancer on the

global health agenda does not stop merely at the advocacy of

humanitarian principles. In fact, what is needed now is a

move away from the linear debate such as that which has

dominated discussions of aid to developing nations in the

past, and a move toward more complex projections.

Therefore, it is necessary to gain the broad participation of

cancer researchers in working to decipher the current chal-

lenges faced by industrialized nations, which could then be

utilized in assistance to developing nations. In other words,

it is necessary to establish a framework for resolving issues

that face industrialized nations.

The world is now in an era in which developments in

health innovation have a significant impact on the direction

for global health.

In the initial stages of the genome-wide association study,

it was thought that genetic differences by race increased the

predisposition to the occurrence of a particular disease.

However, as research has advanced, it has shown that

although there are some statistics differences among races

according to the genetic background, the genetic factors pre-

disposing a person to the occurrence of disease are clearly

shared by all humankind. In other words, any careful obser-

vations made in one specific region of the world are relevant

to other regions.

Owing to the tremendous improvements in genome analy-

sis capabilities, it is now possible to analyze genetic infor-

mation to an incredibly detailed level. Furthermore,

information technology (IT) has enabled quantitative track-

ing of the vast amounts of medical-related data that are

created in the modern world. By continuously and automati-

cally collecting and gathering information from various

sources, including clinical data and medical records, and

using this information to realize the creation of a system that

would produce the required evidence for the purpose of pro-

viding each patient with the most appropriate and latest

medical treatment, research could be used in a synergetic

partnership with treatment. Through such technological

breakthroughs, it would be possible to search out information

relating to the culturally diverse acquired lifestyle customs

that exist in Asia, even in persons of similar race, and work

to reduce risk factors and even help to prevent further epi-

demics. It is for this reason that rather than basing research

on persons of ethnicities removed from Asia, careful study

of the fine differences that exist among the races and nation-

alities of the Asian region would result in a closer under-

standing of the nature of diseases in humanity as a whole.

Infectious diseases are characterized by their tendency to

infect many people, while the variation in the disease itself

is not so great. However, non-communicable diseases, and

cancer in particular, have the characteristic of presenting dif-

ferently from person to person. In other words, it can be

seen that ‘to understand cancer it is important to look at the
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differences among individuals’. In a region with genetic

similarities, in which a diversity of acquired lifestyle

customs co-exist, would it not be possible therefore to gather

significant data through cohort research in the region?

Progress in science bestows upon people the promise of

limitless possibilities and the means to live longer.

Humankind has devoted much time and effort in the fight

against disease.

In the near future, the international community is likely to

face an unjust situation in which some people with the same

disease will be cured while others will suffer and die.

It is this grave reality that must be addressed.

The Asia Cancer Forum bases its activities on the

Universal Declaration of Human Rights, which states that

everyone has the right to share in scientific advancement and

its benefits equally. In aiming to utilize scientific advance-

ment to address the issue of what we can do to ensure that

the challenges that have been faced by industrialized nations

are not faced by developing nations, the Asia Cancer Forum

is engaging in discussion on the challenge common to both

industrialized and developing nations, namely the inclusion

of cancer in the global health agenda.

SESSION 1: INFORMATION FROM THE
HUMAN BODY

H.A. (RCAST) opened the meeting by requesting comments

from Andreas Ullrich (WHO) and David Hill (UICC).

Andreas Ullrich noted that the WHO is working very hard to

include cancer in the context of NCDs on the global health

agenda. What needs to be done on a global scale is exactly

what is happening in the Asia-Pacific region in fora like the

Asia Cancer Forum, and these activities are very much in

line with WHO strategies and policies. David Hill noted that

the Asia Cancer Forum is a series of important discussions

on the issue of cancer. He stated that the UICC is a global

organization, but has a particular concern about cancer

control in low- and middle-income countries, many of which

are in Asia. There is enormous potential for cancer control,

which is currently not being fully implemented. As a

species, human beings are very wasteful of the benefits of

discoveries. We are not very good at implementing the

benefits of discoveries as rapidly, effectively and equitably

as we should. Forums such as the Asia Cancer Forum, which

focus not only on research and discovery, but more impor-

tantly focus on delivering the benefits of research and dis-

covery to populations, are extremely important and are to be

commended. The solutions to cancer control lie in people

connecting with each other and with their communities to

implement the benefits of knowledge that we already have,

and that is exactly what the Asia Cancer Forum is doing

here.

H.A. presented the concept for this Asia Cancer Forum.

The previous APCC was held in Japan and resulted in the

issuance of the Asian-Pacific Consensus Statement by

working groups, which aims to improve cancer health

science in the Asia-Pacific region. At this discussion last

year, it was concluded that cancer must be on the global

health agenda and the Asia-Pacific region is ready to work

toward this goal. The issues being currently faced are a rapid

increase in population in Asian countries, an aging society

and increased longevity, together with increased speed in

diagnosis. For example, the population of China has a differ-

ent demographic to that of Japan, but it will gradually come

to look like the demographic pyramid of Japan in the future.

Expenditure is also rapidly increasing in Asia. Comparisons

between the E7 and G7 countries show that medical expendi-

ture is rapidly increasing in E7 countries. Japan has a track

record of good healthcare and low spending in terms of

GDP. The low spending in Japan has created a number of

issues, particularly with regard to the quality of life for

medical staff. In other words, Japan has faced a number of

cancer issues ahead of other Asian countries and Japan

could provide a source of reference for other countries that

will face these issues in the future. The aim of the Asia

Cancer Forum is to come up with good proposals.

N.K. noted that ‘Genetic Solidarity and Altruism’ is a

powerful phrase that features in the ‘Inside Information’

documents of the Human Genetics Commission (HGC) of

the UK. The progress of innovation means that the signifi-

cance of holding information and data is changing greatly.

What is most important, however, is to ensure that each and

every person transforms their awareness about the impor-

tance of information in an innovative world.

The Asia Cancer Forum is a body that is committed to

strategic analysis in the area of cancer research. The current

objective of the Forum is to achieve the inclusion of cancer

in the Millennium Development Goals (MDGs) of the

United Nations. A long-term perspective must be taken that

looks ahead to the issues that will face future generations. It

is important to start to consider the design of a social system

for collecting and storing the information and data we our-

selves posses.

PATHOLOGY NETWORKING IN ASIA

H.S. (Hamamatsu University School of Medicine) noted that

cancer diagnosis is based on histopathological pictures and

human pathology and cancer diagnosis is a mature scientific

field. Histopathological language is common to all oncolo-

gists and other cancer specialists and it is now possible tech-

nologically to present histopathological pictures. Data can be

stored and uploaded on a virtual slide website for joint use.

Using this website, scientists worldwide could input their

own opinions. Archives stored in digital format can last for

almost forever. The virtual slide website is easy to use and

browsable. There are many folders on the website featuring

histopathological archives, for educational and research pur-

poses, as well as for quality control. Each hospital can send

images to a central hospital for diagnosis and compare

images among multiple hospitals. The quality of the pictures
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is much higher than conventional cameras. With high-speed

Internet, it is possible to scan images to high resolutions. For

virtual slides, no microscope is necessary, only a high-

resolution CCD camera. The problem at the moment we face

concerns Internet speed. Eventually, with the dissemination

of broadband, this system will be able to be further improved

around the region. Scanners are installed in 300 institutions

at the moment. Histopathological diagnosis can therefore be

performed 24 h around the clock using the worldwide

network. In order to expand the network further, it will be

necessary to develop infrastructure, including high-speed

broadband Internet.

URGENT DEMAND TO ESTABLISH ASIAN NETWORK OF PEDIATRIC

BIO-RESOURCE AND TUMOR BANKS FOR BETTER CURE OF THE

SICK CHILDREN

A.N. (Chiba Cancer Center) talked about the urgent demand

to establish bio-resource and tumor banks in order to better

cure sick children. The cure rate of pediatric cancer is very

low in many countries in Asia. Epidemiology of childhood

cancer in developing countries is largely unknown. It is not

known what genetic and environmental factors affect pedi-

atric cancers, in contrast to the knowledge available on adult

cancer. It is important to establish a standardized therapeutic

and diagnostic system, which would be helpful for the devel-

opment of epidemiology of pediatric cancers. In 2008, at the

meeting of the Advances in Neuroblastoma Research

(ANR2008) held in Chiba, Japan, the Steering Committee

and the Advisory Board Committee of the ANR Association

decided to take an action to establish the international neuro-

blastoma tumor bank (INTB). The INTB task force includes

the establishment of a standardized diagnostic and database

system. Neuroblastoma is a very enigmatic tumor, with most

being very aggressive. Prognosis is very poor, even now. In

order to solve this problem, a staging system was proposed.

In order to promote new translational research in the field of

cancer, it is necessary to establish a tumor bank system.

More than 90% of neuroblastoma tumors in Japan are being

sent to Chiba University for analysis. Chiba Cancer Center

engages in genomic analysis of these tumors. Efforts are

being made to propagate our standardized system to other

countries in Asia. All countries agreed to establish a tumor

bank; however, the central tumor bank and molecular diag-

nosis systems are still immature in Asian countries.

WHY DO WE NEED GLOBAL COLLABORATION IN CANCER

RESEARCH? ESTABLISHING CROSS-BORDER TRANSFER OF

RESEARCH MATERIALS AND INFORMATION

T.M. (National Institute of Biomedical Innovation) intro-

duced one example of networking and commented on why a

network is required, particularly in the Asian context. NCI is

working to develop a bio-bank system in the USA. This is a

very important attempt to share information and materials

among cancer researchers, although it is currently limited to

within the USA. Best practices are also issued by the NCI,

the first version being issued in 2007. Diagnosis and treat-

ment is not the end of a process, it should be the start for the

next generation of research. It is therefore important to

achieve integrity between clinical practices and research

activities. The NCI also focuses on biomarkers, with the aim

of providing transcripts for future use. The common practice

for conventional medical research requires a large number of

medical researchers and specialists. Researchers tend not to

see the bigger picture behind research and it is therefore

important to provide transparency in large projects so that

researchers can understand their place in the research

context. The creation of an international network would

therefore be very important. A greater degree of cross-border

fluidity is required, working on the already good level of

interaction between cancer specialists across borders.

SESSION 2: INFORMATION AS IT SIGNALS

GLOBAL STRATEGIES FOR GENOME AND CELL-BASED

INFORMATICS: HIGH-PERFORMANCE DNA SEQUENCING AND

EXPRESSION ANALYSIS OPEN A NEW AREA

J.M. (Osaka University) explained the need for an Asian

network from the viewpoint of engineering. Fighting against

cancer is not simple. Everyone in the pharmaceutical indus-

try is now seeking how to control the pathways and molecu-

lar systems of cancer cells. We require huge knowledge in

order to achieve this aim, as cancer molecules have an enor-

mous number of variations. Four-dimensional data are

required to identify cancer pathways. In our laboratory, we

have 200TB of data processing capacity, in order to engage

in DNA processing, which provides us with a great deal of

data. In Okinawa, we have 10 GB sequencers. We know that

medical research is already at a very high level, but R&D

remains at a low level, as a part of total expenditure. We

therefore have to have more information-based medical

systems. We need a system that all stakeholders would be

able and ready to use. We have been working on the creation

of a network and would like to ask you to join us in our

efforts.

TACKLING THE ‘LIFESTYLE-RELATED CANCER’ WITH

CUTTING-EDGE IT

M.A. (University of Tokyo) talked about how to build con-

sensus and share information using IT. Aging society is a

serious issue as people are susceptible to other diseases in

addition to cancer. In general, the collection of information

data is generally done from the bedside. The next-generation

system would have to be an interactive system. Cutting-edge

systems including bar-code systems and wireless devices

would help to create and disseminate data. Another issue is

how to gather verbal information using IT. Next-generation

data entry systems will need to incorporate measures for

gathering verbal information in data format. Cloud
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computing could solve issues of data storage in the future, as

the storage capacity using cloud computing is virtually limit-

less and would enable further collaboration, including data

entries from patients’ homes, etc. If cloud computing is to

be used, it is essential that the systems are secure and

trusted.

DISCUSSION

H.A. (RCAST) noted that it is essential that all Asian

countries share information, technology and knowledge. He

invited comments from other participants.

X.H. (Chinese Anti-Cancer Association) noted that Asia

needs a forum to focus on the problems facing Asia. Fifty

percent of new cancer cases annually occur in Asia, and

from the presentations made at the 21st UICC World Cancer

Congress, it is known that 80% of new cases of cancer are

from low- and middle-income countries, like China, India

and Pakistan and other countries in Asia. The issues raised

by the presenters are very important and require action.

Although there is a lot of knowledge and consensus on most

cancers, we still need further information and consultation

on some forms of cancer, including pediatric cancers, leuke-

mia and central nervous system cancers, for example. The

possibilities for medical consultation through the Internet

would be of benefit not only for Asia but for the world, and

would facilitate diagnosis for patients and help to diagnose

and identify the correct therapies for patients and save their

lives. The issue of a tissue bank is also very important. Six

years ago, with the support of the National Foundation for

Cancer Research (NFCR) from the United States, a Joint

Tissue Banking Facility was opened at the Tianjin Medical

University Cancer Institute and Hospital in China. Right

now there are about 40 000 specimens. An Asian network is

essential and Japan is leading the way on this project.

H.S. (Hamamatsu University School of Medicine) noted

that Chinese pathologists have many more cases than ordin-

ary Japanese pathological institutions, maybe due to the

numbers of people who have variations of tissues. The

Internet is a very comfortable way of developing relation-

ships and colleagues in China and Asia should be encour-

aged to continue to develop such consultation systems.

Joe Harford (NCI, USA) pointed out that through the prac-

tice of tele-pathology, it is possible to have samples read in

the USA that were collected in Japan during the night and

thereby operate around the clock. In contrast, it is instructive

to look at the situation that was encountered with pathology

services in Ghana. When the Breast Health Global Initiative

visited Ghana, the breast pathology reports were taking 6

months to complete, from the time the samples were col-

lected, until the pathology report was submitted. The idea of

getting a report in 18–24 h is very different from waiting for

6 months. Tele-pathology does have a great deal of potential

for assisting low- and middle-income countries, where there

are few pathologists. It is therefore incumbent on the USA

and the Asian region to be thinking about how these technol-

ogies can be used to assist the low- and middle-income

countries where there are no or few pathologists. This could

be in the form of training, or it could be in the form of

reading the samples. In the case of Ghana, there was a path-

ologist in Norway who agreed to train the Ghanaian pathol-

ogists so that it became possible to get a much quicker

pathology report as a result of training. However, in this

case, it required North–South cooperation. Efforts should be

made to share resources with the low- and middle-income

countries.

A second issue raised by Joe Harford was that of tumor

banking. The exchange of samples across borders presents

significant problems. Each country has its own restrictions

on how samples flow across borders. Hypothetically, there is

no need to ever ship a sample across a border. All that is

required is to have comparable sample collection every-

where, and the equipment to analyze those samples every-

where, and then the information could be shipped across

borders. It ought not to be necessary to ship samples across

borders, theoretically. This would require a certain amount

of standardization. One of the things that the NCI has been

engaged in with the bio-banking effort is best practices and

standardization, which is an ongoing effort. In order to

ensure that there is comparability across borders requires a

small number of samples collected in Japan, for example, to

be tested in China or the USA, so that you can assure your-

selves that comparability has been achieved. Once compar-

ability has been assured then you ought not to need to ship

samples. All of the countries that are involved in a network

of collaborative bio-banking should be encouraged to work

with governments, and perhaps with the WHO, to make

these provisions that would at least allow for these small

studies in comparability to be implemented.

The term ‘comparability’ is an interesting word, but it does

not necessarily mean uniformity. This particularly applies to

informatics platforms and cancer registries and the software

that is used for cancer registries. These are not uniform, but

they can still be comparable. Databases in particular do not

have to be uniform, but it is important to create ‘adaptors’

that would enable data gained in one country to be usefully

compared in another country. It is not expected that the world

will uniformly follow US or other standards, but in the inter-

ests of collaboration, the opportunity to adapt between

systems and be able to compare is essential.

Julia Schneider (NCI, USA) congratulated the Asia

Cancer Forum for specifically talking about developing plat-

forms for enhancing collaboration within and outside of

Asia. There is tremendous potential in the age of genomics

and proteomics to do meta-analysis of large collections of

specimens. It is important to ensure that specimens are com-

parable. After the initial quality control is implemented, it

makes sense for specimens to be analyzed in the country in

which they were gathered. It is very exciting that these sorts

of issues about creating and developing platforms and infra-

structure are being discussed in this forum.
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With regard to the NCI best practices, the new version is

now published and is available on the website for comment.

NCI is very actively interested in receiving comments on

this new version. The process that was used for developing

the NCI best practices was very focused on the USA. It

would be good to continue the dialogue about developing

standards that can be implemented effectively in both Asia

and the USA and other parts of the world. In the USA alone,

many challenges were encountered in terms of the way that

different institutions were engaging in analysis, both from

the technical side and also the ethical and legal issues

(informed consent, privacy protection etc.). These issues

become even more complex in the context of cross-border

collaboration, but it is extremely important to develop and

facilitate such international collaboration.

M.A. (University of Tokyo) noted that with cutting-edge

IT, it is possible to create information not only for cancer

but also for diabetes and other diseases. Lifestyle-related

cancer is a chronic disease. The cost for hemodialysis and

treatment of cancer is very expensive. It would be possible

to use cutting-edge IT to create systems that would be appli-

cable to a variety of lifestyle-related diseases.

I.A.W. (Asian and Pacific Federation of Organization for

Cancer Research and Control) reported that in the Southeast

Asian context, it is necessary to look at more fundamental

issues, because there are discrepancies in the region with

standards of health care. There are some parts of the region

where there are no people who diagnose or even treat

patients. In order to look at the cancer agenda, we need to

look at the issue in global terms. For example, take a

country like Malaysia, in Kuala Lumpur, there are 15– 20

cancer centers within a radius of 25 km, but in other regions,

there are no physicians who are qualified to provide cancer

care. These are issues that need to be examined. Hospitals

treating cancer in the Southeast Asian region have to endure

a tremendous burden, where, in some cases, patients have to

share beds in a cancer hospital and 200 – 300 patients are

having chemotherapy in a single day. It is therefore impor-

tant to examine the manpower problem. Part of the issue

here is improving the standards of diagnostic care, sharing of

pathology and maybe radiology reports through the Internet,

but we must also consider how we address the issue of man-

power shortage. There are parts of the region where there are

no cancer specialists. It is important to think about these

important issues of manpower and consider how we can

improve this from an Asian perspective.

Andreas Ullrich (WHO) noted that it is important that

the Asia Cancer Forum is an open platform for all

countries, including low-, middle- and high-income

countries. Linking all these countries toward a common

goal is extremely important. One of the major drivers in

decision-making in the political circles is the availability of

data. It is important not only to know how many cases of

cancer are occurring, but also to know about the number of

staff who are available in each country. Also, we must con-

sider the availability of technology, including diagnostic

devices, essential medicines etc. The Asia Cancer Forum

could be one that goes beyond the diagnosis of cancer and

could be a forum for collecting data about infrastructure. It

could provide information through the Internet and other

tools could be developed (or are already developed by the

WHO) about capacity in countries. This information could

then be combined not only for academic purposes but also

for a policy forum, where intelligence is translated into

policy proposals to politicians. The politicians could then

be shown data about incidence of cancer, mortality and sur-

vival rates etc. Survival data are very strong drivers in pol-

itical decisions, as we have seen in Europe. They are not

available universally across the Asian region. There is great

potential for this forum to set an agenda for what needs to

be achieved in terms of political decision-making and will

be required to achieve that target.

Massoud Samiei [International Atomic Energy Agency

(IAEA)] noted that in order for donors to invest in cancer, it

is important to have convincing projects to show that some-

thing can be done about cancer. Cancer is perceived as a

very expensive disease. The IAEA works with the WHO in

many developing countries, including in Asia, to establish

cancer centers, and often donors ask about investing in

cancer as it is a very expensive disease. In order to get

cancer on the MDGs, it is essential to show that there are

strategies and solutions that are cost-effective. With a little

investment, progress can be made in terms of prevention,

screening programs and focusing on specific types of cancer.

For this, we have already created examples through the

IAEA programs across the globe. The IAEA could collabor-

ate with the Asia Cancer Forum to provide information for

the creation of a proposal to submit to the UN. Donors are

only interested in cost-effective solutions. The IAEA has

pilot projects in eight countries currently and could share

these results with the Asia Cancer Forum.

CLOSING

H.A. and N.K. thanked the speakers and participants for

their insightful comments and active participation. In

closing, it was noted that the ultimate goal is to utilize

advances in innovation to create a large database of knowl-

edge and a global network for analyzing data and sharing

information. To this end, it is essential to make efforts to

collect all kinds of medical information. The opinions raised

at the forum concerning means of sharing data and raising

awareness among specialists and patients alike about the

importance of medical information in the fight against

cancer demonstrated that there is a general awareness of the

issue. It was recognized that further efforts must be made to

create awareness among specialist organizations of the value

and necessity of setting the global health agenda for the sake

of scientific development. Approaches must also be devel-

oped that enable countries and regions at different levels of

development to share data in a comparable manner.

728 The 6th Asia Cancer Forum

 by guest on N
ovem

ber 9, 2011
http://jjco.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

284



ROAD TO 7TH ASIA CANCER FORUM

The discussions at the 6th Asia Forum identified a number

of key issues that need to be tackled if a comprehensive

cancer network is to be achieved. Knowledge gaps exist

between the current status of cancer research and treatment

in front-runner countries, such as Japan, and the perception

of issues in developing and emerging countries. It was

recognized that the issue of obstacles to sharing common

challenges is one that requires further discussion and analy-

sis. The Asia Cancer Forum will continue to examine means

for sharing information in a meaningful and comparable

manner. In particular, the role of IT in opening up cancer

issues for global health consideration will be focused on in

future meetings, with input being sought from policy-makers

in government and from the private sector, including

pharmaceutical companies. The 7th Asia Cancer Forum is

scheduled to be held on 3 November 2010, with invited

speakers from the Asian region and major pharmaceuticals

coming together to discuss the way forward for a compre-

hensive cancer network in Asia. With the participation of

representatives of academia, government and industry at the

7th Asia Cancer Forum, it is anticipated that the technical

issues, specifically relating to knowledge and know-how

gaps between front-runner and developing countries, will be

further discussed, with a view to crystallizing a future path

for a comprehensive cancer information network in the

Asian region.
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国癒騨故情覊蝦簾箒覇業の成果とは?

本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業

は , 医療事故の発生予防 と 再発防止を 目 的 と して ,

医療事故情報や ヒ ヤ リ ･ ハ ッ ト 事例 を収集 し , 集計, 分

析 した結果を広 く 提供 してい ま す。 本稿では , 事業の成

果であ る報告書や年報, 医療安全情報, ホ ー ム ペー ジ を

活用 した情報提供について述べま す。

①報告書 ･ 年報 ･ 医療安全情報

. 医療事故情報収集等事業報告書について (第 25 回報

告書の内容を例に )

本事業で は , 毎年定期的 な報告書 を 4 回 と 年報 を 12

回作成 し て い ま す。 こ こ で は , 直近の報告書であ る 第

25 回報告書を例 に と っ て , そ の構成お よ びテ ー マ分析

の内容を紹介し ま す。

･ 報告書お よ び年報の構成 と 内容

報告書は ｢ I 医療事故情報収集等事業の概要｣ ｢ n 報告

の現況｣ ｢ m 医療事故情報収集等分析作業の現況｣ よ り 成

り ま す。 報告書の中で, 特に毎回内容に変化のあ る 部分

が｢ m 医療事故情報収集等分析作業の現況｣ です。

･ ｢ 田 ‐2 個別の テ ーマの検討状況｣

第 25 回報告書の個別テーマ と して は , ｢薬剤の施設間

等情報伝達に 関連 した 医療事故｣ ｢食事に 関連 し た 医療

事故｣ ｢ 医療用照明器の光源 に よ り 発生 し た熱傷 に 関連

した医療事故｣ ｢集中治療室 (ICU) 入室時の薬剤の指示に

誤 り があ っ た事例｣ を取 り 上げて , 業務工程上のエ ラ ー

の分析な どを掲載 してい ま す。

･ ｢ m 3 再発 ･ 類似事例の発生状況｣

過去に注意喚起を行っ た後, それで も 類似事例が発生

して い る場合, そ の件数の推移な ど を掲載 して い ま す。

第 25 回報告書で取 り 上げた事例 は , ｢薬剤の取 り 違え ｣

｢誤っ た患者への輸血｣ ｢ ガベ キサー ト メ シ ル酸塩使用時

の血管外漏出｣ 群青拭用 タ オ ル に よ る 熱傷｣です。

･ 医療安全情報

医療安全情報は , 全国の約 4,600 医療機関 に対 し て ,

毎月 1 回程度 フ ァ ッ ク ス に よ る 情報提供 を行 う と と も

に , ホ ー ム ペー ジに も 掲載 してい る情報です。 報告さ れ

た事例 を基本に , 架空の情報を追加せずに作成 してい ま

す。 本年 1 月 に は節 目 と な る 第 50 号 を提供 し ま し た 。

医療安全情報に は , ひ と つ の テーマ を取 り 上げてい るパ

タ ー ン , 前年の 1 年間 に提供 した も の を振 り 返るパ タ ー

ン な ど, い く つかのパ タ ー ンがあ り ま す。

海外か ら本事業に関心が寄せ ら れる よ う に な っ た こ と

を受けて , 医療安全情報の英訳作成 も 行っ てい ま す。

②ホ ー ム ペー ジ を活用 した情報提供

ホ ー ム ペー ジでは , 事例 を 閲覧した り , 報告書や年報

を検索 した り す る こ と がで き ま す。 こ の取 り 組みの趣旨

は , 医療事故の予防や再発防止に役立つ ｣情報提供を増や

し , 医療安全を い っ そ う 推進 してい く こ と であ る と と も

に , 医療の透明性を 向上す る こ と です。 公表してい る情

報を , 診療や研究, 製品開発, ま た安心 して安全な医療

を受け る ため に ご活用いただ き たい と 思い ま す。

特に ｢公開デー タ検索｣ で検索 した事例は , PDF 形式,

CSV 形式, XML形式の 3 つ の フ ァ イ ル形式でダ ウ ン ロ ー

ドす る こ と がで き ま す。

本事業の 目 的 と 現段階での成果は以上の と お り です。

ご理解 と 積極的な参加 を期待 し ま す。

引用 ･ 参考文献

1) 医療事故情報収集等事業ホームペー ジ. http ://www.med‐safeJp/
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　　　 の周知 , 定着 を 図 っ て い ま す。 事業の成果物の医療機 ;
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Nursing Business Modeling with UML:  
From Time and Motion Study  

to Business Modeling 
Sachiko Shimizu et al.1 

Osaka University 
Japan 

1. Introduction 
A nurse is an autonomous, decentralized worker who recognizes goals, his or her 
environment, the conditions and actions of patients and other staff members, and 
determines his or her own actions. Put another way, the nurse makes decisions flexibly in 
the midst of uncertainty. Because of this, nursing work differs from individual nurse to 
nurse, and understanding this process theoretically is considered to be difficult. 
Concerning nursing work analysis, research has been done on task load (time required for 
tasks). However, there has been scant academic research on work processes in nursing 
compared with research that has accumulated in other industrial fields, including research 
on structuralizing work, i.e., defining and visualizing work processes. To improve work 
processes, it is necessary to understand and clarify work as a chain of theoretically related 
activities. 
Thus in this study, using time and motion study techniques, a method used to measure jobs, 
we clarify the structure of the work of transporting patients by nurses. We also attempt to 
visualize it. We use objected-oriented modeling to express the operation visually. 

2. From time and motion study to business modeling 
Time and motion study is a method that actually measures the movements of a particular 
person. Its results can be applied not only to measuring the work load of nurses (Van de 
Werf et al., 2009; Were et al., 2008;Hendrich et al.,2008) and analyzing the workflow(Tang et 
al., 2007), they can also be used as basic data for task scheduling(Yokouchi et al., 2005) and 
efficient arrangement of personnel. In addition, the results are being used as indicators to 
evaluate changes in a hospital brought about by systems deployed (Yen et al., 2009), such as 
an electronic medical record (EMR) system. Thus many time and motion studies of hospitals 
have been conducted both within Japan and without. 
Specifically, a time and motion study is defined as a study that records the time of 
occurrences of tasks through continuous observation. A type of measuring technique similar 
                                                 
1Rie Tomizawa, Maya Iwasa, Satoko Kasahara, Tamami Suzuki, Fumiko Wako, Ichiroh Kanaya,  
Kazuo Kawasaki, Atsue Ishii, Kenji Yamada and Yuko Ohno 
Osaka University, Japan 
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to the time study is work sampling, which seeks to comprehend a job by sampling its 
conditions at predetermined time intervals. Work sampling cannot comprehend a job in its 
entirety, but it lessens the burden on the measurer. It also makes it possible for the worker 
himself or herself to record time. In contrast, a time and motion study comprehends the job 
in its entirety, but the burden on the measurer is great. The differences in results between 
the two methods have been observed to be large for jobs in which there were few 
events(Finkler et al., 1993). Currently, the results that come from measuring a job through 
continuous time and motion observation are said to be the gold standard. 
While the breadth of research that utilize measurement results from time and motion 
studies encompasses all nursing work, individual studies have been limited to examining 
the amount of work for individual caring assignments, such as cleaning a patient, feeding a 
patient, and taking care of a patient’s toilet needs. There have been especially few studies 
that evaluate the work amount of a job by focusing on the job and clarifying its work 
process. While not on concerned with nursing work, the only such study conducted so far in 
the medical field was visualizing and understanding the amount of work involved in the 
process of registering cancer patients by Shiki et al. (Shiki et al., 2009). They proposed the 
method of “time-process study,” a method to visualize tasks by adding time information to 
the process. However, because both the process and amount of work were estimated 
through interviews, the results can be said to be lacking in objectivity. Thus our study uses 
the time and motion study method, which actually measures a task. We focus on the job of 
transporting patients and clarifying its process. We also study the possibility of a method to 
visualize the work process using the clarified process and time information. 
Transporting patients is an operation that is often performed outside hospital wards. It is 
both physically and mentally demanding of nurses. This job should also be scrutinized 
because it reduces the number of nursing staff inside the wards, as nurses go outside the 
wards in order to safely transport patients. 

3. Methods 
3.1 Study setting 
We carried out a time and motion study of nursing work related to transporting patients in 
four hospital wards of a cardiovascular treatment facility. We tracked our subjects, who 
were nurses, nursing assistants, and medical clerks, from the time of the start of a task until 
its end, and recorded the task actions. The record of a task action included the content of the 
action, the time of its start and end, the person who was the target of the action, and the 
location of the action. The four wards of the treatment facility consisted of the cardiac failure 
ward, arrhythmia ward, cardiomyopathy/pulmonary hypertension ward, and cerebral 
vascular and metabolism ward. The destinations of patient transport included exam rooms 
for CT, X-ray, MRI, echocardiography, respiratory function testing, cardiac rehabilitation, 
neurological rehabilitation, cardiac catheterization investigation, and dialysis.  

3.2 Business modeling with UML 
From the time and motion study records we obtained, we created a use case diagram and 
activity diagram. Use case diagrams and activity diagrams are types of diagrams created 
using Unified Modeling Language (UML). UML is the de facto standard objected-oriented 
modeling language, and was developed for software development. In recent years,  
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Fig. 1. Functional diagram-patient transports system. 

however, its use for business modeling has been suggested (Eriksson and Penker, 2000). The 
reason is that the structure of a job can considered oriented-oriented in nature. The content 
of a job can be treated as exchanges of messages between objects, such as materials and 
users. Thus UML as a descriptive method can allow one to intuitively understand the job. In 
this study, we elucidated the functional aspect of the operation of transporting patients. We 
also used an activity diagram to visualize the work process of transporting patients. Finally, 
we discussed the work load and its time efficiency by adding time information to the 
activity diagram. This study was approved by the ethics committee of the hospital we 
studied.  

4. Results 
From the time and motion study, we observed and recorded 213 jobs of transferring 
patients. Overall, the number patient transfer assignments recorded was 3,775. Of these 
records, 387 records were not jobs related to transporting patients, so they were removed 
from our analysis. 
A use case diagram extracted from the results of the time and motion study is shown in 
Figure 1. There were seven types of actors involving in transporting patients: nurses, head 
nurses, medical clerks, nursing assistants, the central medical examination department, the 
order entry system, and the hospital information system. The nurses were divided into two 
groups: head nurses, who had the responsibility of being in charge of nursing duties, and 
staff nurses, who received patients and provided care for them. The head nurse and the 
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medical clerk received communication about the transport of a patient, and confirmed the 
predetermined method of transport care. In addition, the head nurse made adjustments 
such as changing the transport personnel and finding appropriate personnel. Of the tasks 
related to transport care, the nurse and nursing assistant handled tasks that had direct 
bearing on the patient. In the hospital of this study, patients undergoing oxygen therapy, 
patients being monitored by EKG, and patients undergoing transfusion were the 
responsibility of nurses, not nursing assistants.  
 

Task TOT Frequency Median Range 
T01 Coordinate time for examination 0:33:27 28 58 ( 5-273 ) 
T02 Confirm schedule of examination 0:05:24 10 29 ( 4-100 ) 
T03 Accept call for examination 0:31:30 45 34 ( 1-324 ) 
T04 Look for patient record 0:04:32 11 18 ( 2-64 ) 
T05 Check bed rest level 0:09:11 10 36 ( 6-186 ) 
T06 Identify care-giver 0:00:58 3 21 ( 4-32 ) 
T07 Prepare map 0:08:27 20 23 ( 3-70 ) 
T08 Prepare patient consultation card 0:14:37 31 18 ( 1-108 ) 
T09 Prepare patient record 0:28:41 42 31 ( 5-187 ) 
T10 Find care-giver 0:01:59 3 42 ( 16-60 ) 
T11 Find patient 0:07:33 11 17 ( 4-116 ) 
T12 Wait for care-giver 0:00:21 1 21 ( 21-21 ) 
T13 Relay examination information to patient 0:29:55 43 34 ( 1-144 ) 
T14 Hand necessary materials to patient 0:00:21 3 6 ( 2-13 ) 
T15 Change care-giver assignment 0:00:37 1 37 ( 36-36 ) 
T16 Relay exam information to nurse 0:26:48 38 21 ( 1-384 ) 
T17 Prepare film 0:00:44 2 22 ( 15-29 ) 
T18 Prepare materials to be brought 0:04:02 3 38 ( 6-198 ) 
T19 Prepare transport care equipment 0:22:38 46 20 ( 1-139 ) 
T20 Carry transport care equipment 0:21:27 40 26 ( 1-88 ) 
T21 Assess situation 0:24:48 17 26 ( 2-382 ) 
T22 Confirm patient name 0:02:45 10 16 ( 6-30 ) 
T23 Prepare to move ME devices 0:13:50 19 31 ( 7-237 ) 
T24 Prepare to move medical supplies 0:16:43 23 42 ( 2-117 ) 
T25 Assist in excretion 0:05:16 5 52 ( 10-152 ) 
T26 Assist in changing of clothes 0:12:35 19 25 ( 10-127 ) 
T27 Prepare for transfer 0:10:22 13 29 ( 5-199 ) 
T28 Carry patient 1:46:59 83 43 ( 3-707 ) 
T29 Transport patient 9:15:49 109 292 ( 1-866 ) 
T30 Go through reception procedures 0:08:56 34 9 ( 1-90 ) 
T31 Hand-over patient 0:01:55 8 13 ( 2-34 ) 
T32 Hand-over necessary supplies 0:10:31 30 15 ( 1-89 ) 
T33 Relay information 0:33:09 31 63 ( 3-156 ) 
T34 Prepare for examination 0:27:16 26 32 ( 1-370 ) 
T35 Assist in examination 0:42:01 41 28 ( 6-255 ) 
T36 Standby at destination 1:57:19 35 92 ( 1-1612 ) 
T37 Receive patient 0:06:37 7 20 ( 6-208 ) 
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Task TOT Frequency Median Range 
T38 Reattach ME devices 0:41:25 18 82 ( 6-766 ) 
T39 Reattach medical supplies 0:21:23 14 69 ( 2-396 ) 
T40 Secure consultation card 0:04:35 23 9 ( 1-44 ) 
T41 Secure patient record 0:23:02 30 19 ( 1-560 ) 
T42 Clear away film 0:00:28 4 5 ( 3-16 ) 
T43 Clear away transport care equipment 0:25:52 40 34 ( 2-115 ) 
T44 Clear away map 0:01:54 5 11 ( 1-78 ) 
T45 Finish clean up 0:13:24 15 33 ( 1-159 ) 
T46 Record the transfer 0:11:10 11 32 ( 3-247 ) 
M    Move 4:36:03 119 95 ( 2-1068 ) 
TOT: time on task. 

Table 1. Identified tasks and their descriptive statistics. 

The dynamic aspect of transporting patients is shown as an activity diagram (see Figure 2). 
The head nurse, who is in charge of communication in the hospital ward, and the medical 
clerk receive a call for a patient from the central medical examination department. They 
confirm the bed rest level of the patient from his or her chart. If the patient can walk outside 
the ward by himself or herself (self-reliant), the person in charge of communication prepares 
the chart, the patient’s exam ticket, and the map to the exam room. He or she searches for 
the patient, relays the call for examination to the patient, and hands over necessary items. If 
the bed rest level is escort (transport in a wheelchair) or litter care (transport on a stretcher), 
the person in charge of communication searches for the transport personnel and hands over 
the exam call. The transport personnel prepare the patient’s chart, the exam ticket, and the 
instrument for transport care such as a wheelchair or stretcher, and move to the patient’s 
location. They relay the exam call to the patient, and assess the patient’s conditions to 
determine if transport is possible. If the transport personnel determine that the patient can 
be transported, he/she/they prepare oxygen or transfusion devices for transport, and 
perform excrement care and assist the patient in changing clothes. Next, the transport 
personnel move the patient from the bed to the transport instrument, and transport the 
patient to the exam room. After the patient arrives in the examination room, the transport 
personnel notify the exam receptionist of the patient’s arrival, hand over the patient, and 
hand over items brought along, such as the patient chart and the exam ticket. If the exam 
takes only a short time, e.g. in the case of an x-ray exam, the transport personnel wait in the 
exam room, assist with preparing the patient for examination, and assists in the 
examination. If the exam takes a longer period of time, the transport personnel return to the 
hospital ward and perform other tasks. When communication comes from the examination 
room, the transport personnel receive the message and move to the exam room. After the 
exam has completed, the transport personnel receive the call from the patient, transfer the 
patient to the transport instrument, transport him or her back to the ward, and again move 
him or her to the hospital bed. The transport personnel prepare medical electronic 
equipment and medical devices attached to the patient so that subsistence in bed is possible. 
After assessing the patient’s conditions, the transport personnel puts away the items 
brought along, such as the exam ticket and the patient chart, and record the transport. As 
shown in the activity diagram, we clarified that the process of transporting a patient was 
composed of 47 tasks. 
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Fig. 2. Dynamic diagram-patient transports. 
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Table 1 shows the total time on task during a day in the four wards for each of the 47 tasks 
shown in the activity diagram. Also shown are the number of occurrences of each task, the 
median value, and the range. The task that took up the most total time was “T29 
Transporting patient” (9:15:49). It took about 5 minutes on average for the nurse(s) to 
transport a patient. Of the 213 patient transport jobs observed, 109 actually involved 
transporting the patient. Patient transport jobs that did not involve transport were only 
those to support self-reliant patients and to adjust the scheduled time of exams. After T29, 
the task that took the most time was “T36 Standing by at the destination” (1:57:19), followed 
by “T28 Transferring the patient” (1:46:59). On the other hand, there were few occurrences 
of tasks related to searching for or changing transport personnel, such as “T06 Identifying 
care provider,” “T12 Waiting for care provider,” and “T15 Changing care provider.” 
Comparing the coefficient of variance, we found that the coefficient of variance for “T41 
Putting patient chart away,” “T16 Conveying exam information to nurse,” “T36 Standing by 
at destination,” and “T21 Assessing conditions” was high. On the other hand, the coefficient 
of variance of “T29 Transporting patient” and “T43 Putting instruments for transport care” 
was relatively low. 
The time on task for each type of task is shown in Table 2. Direct tasks are those that deal 
directly with the patient. Indirect tasks are tasks carried out without direct contact with the 
patient, including preparatory tasks for direct tasks and cleaning tasks. Direct tasks, which 
involve transporting the patient, made up about 60 percent of all tasks, and indirect tasks 
made up 14 percent of all tasks. 
 

Task category No. of task Time on Task ( % ) 

Indirect care 21 3:56:23 (14.1) 

Direct care 21 16:08:27 (58.0) 

Communication 2 0:59:57 (3.5) 

Waiting 1 1:57:19 (7.0) 

Record 1 0:11:10 (0.6) 

Move 1 4:36:03 (16.5) 

Total 47 27:49:19 (100.0) 

Table 2. Time on task by each task category. 

5. Discussion 
First, we clarified the location and roles of persons in charge of tasks by making use of time 
and motion study data to visualize the object-oriented work process. From a functional 
point of view, the main persons in charge of the job of transporting patients were nurses. 
However, we understood that medical clerks participated in coordinating communication 
and that nursing assistants participated in transporting patients who did not need custody 
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or attachment of medical electronic or transfusion devices. We understood that while 
medical clerks received communication about exams and confirmed the method of transport 
care on the patient chart, they did not have privilege to change the transport personnel or 
delegate the task, so they turned the task over to lead nurses. Furthermore, in the case of 
self-reliant patients, the person in charge of communication in a ward had the responsibility 
of transmitting the exam information to the patient regardless of whether he or she was a 
medical clerk or nurse. Furthermore, in the case of patients who needed wheelchair or 
stretcher transport, the person in charge of communication had the responsibility of sending 
information about the exam call to the transport personnel after receiving the 
communication about the exam. Our study showed that if the person in charge of 
communication was a medical clerk, he or she turned the task over the head nurse, because 
he or she did not have the privilege to change the care provider. The task that took the most 
time in this process was “Conveying exam information to the patient,” followed by 
“Preparing patient chart” and “Preparing exam ticket.” Use of the exam ticket was limited 
to outpatient exams of hospitalized patients and during the medical exam, so the 
repositories of the tickets were fixed. In contrast, because patient charts were used for a 
variety of purposes by physicians, nurses, medical clerks, and many other hospital 
employees, search for the charts took place, and the time required to prepare the charts grew 
longer. After information was conveyed to the transport personnel by the person in charge 
of communication, the transport personnel handled all responsibilities, including the final 
task of recording the transport. 
Second, we understood the divergence between the work process specified in the hospital 
procedures manual and the actual work process. The manual used in the hospital of our 
study did not specify tasks such as “Searching for the patient,” “Searching for the 
transport personnel,” “Changing the transport personnel,” “Preparing the exam (in the 
exam room),” and “Assisting in the exam.” This reason is that the work procedures 
manual contains standard procedures. Irregular events and redundant tasks that should 
be kept in mind were not included. Also, the procedures manual was written to describe 
work procedures for individual nurses, so the location and role of workers described 
above were not clarified. 
Third, from the work process diagram based on actual work records collected by this 
study and by adding time information to the process, we understood the efficiency with 
which tasks were carried out. By understanding the time used for each task and the 
variability of time, we clarified the time element that makes up the care of transporting 
patients. In the future, we seek to understand in detail how time on task changes 
depending on constraints.  
Fourth, our study suggests that the data can be used for risk analysis. Our study extracted 
47 tasks that made up the transport of patients, and listed their sequential order from time 
study records. Through our study, we clarified the input and output of each task, as well as 
the frequency of irregular events. Irregular events such as “Searching for the patient” and 
“Searching for the nurse” can be considered risks recorded by this study that prevent the 
work goal from being achieved. Although not carried out in this study, each task can be 
scrutinized to clarify factors that hinder each of their output. Doing this can draw out the 
risks associated with the work of transporting the patient, and produce discussions about 
concentrating risks and avoiding risks.  
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6. Future outlook 

In this study, the structure of the work of transporting patients was visualized. The study 
suggests that the work of transporting patients has great differences in the objects, the 
process, and time efficiency depending on the conditions of the patients, type of exam, and 
occurrence of the work. Also, because many work occurrences were irregular and required 
quick responses, we learned that nurses must make adjustments with other tasks while at 
the same time accomplishing the task of transporting patients. 
This study showed the usefulness of time and motion study for clarifying not only work 
load but also work structure and work processes. In the future, we seek to confirm the 
applicability of this study by conducting similar studies based on other jobs and records of 
jobs in several other facilities. 
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Abstract 
The analysis of medical incident reports is indispensable for the patient safety management. Most of the incident 

reports include some free composition formats, therefore, the analysis of free descriptions gives new perceptions. We 
aimed to accumulate, to interpret information again by structured incident information, and to clarify the improvement 
point for safe medical treatments in this study.  

We employ text mining techniques to the analysis of medical incident reports in this paper. The text mining can find 
various relationships that are not only direct relationships but also indirect relationships. First, some important 
characteristic words were extracted in three sections of the accident’s details, responses and solutions using TF-IDF 
measures. By using the TF-IDF, we can get some important characteristic words for analyzing the reports. In addition, 
we show the co occurrence networks using these extracted words. 

In addition, the class of medical treatments and the class of operations are granted. In the medical incident repots 
categorizing, a major direction of the medical incident analysis is the assimilation of the existing top-down type class 
grants by specialists. In this study, we evaluated existing categories using the bottom-up analysis and discussing the 
differences between existing classes granted the top-down analysis. There is a need to investigate whether classes granted 
here are in accord with the characteristics of each document item. For the bottom-up analysis, we generated a network of 
documents so that documents belonging to identical classes relating to the identical treatments and operations are 
grouped together the most. In this network of documents, nodes mean the documents of the medical incident reports and 
links means high similarities between two documents. After that, we conducted the network clustering in order to carry 
out labeling of each document based on networks.  

By the analysis based on text mining and network clustering, the language networks with the hub of the word 
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“confirmation,” thereby revealing that inadequate confirmations on the drug labels, instructions of a physician and 
patient were very significant causes of accidents. These results suggest the effectiveness of introducing the network 
analysis method. In addition, the class of patient managements regarding patients’ fallings in top-down analysis is 
created clearly. On the other hand, some categorizes by top-down analysis don’t reflect the category by the bottom-up 
analysis. 

 
 

Keywords: Medical Safety Management, Incident Reports Analysis, Network Analysis, Natural Language Processing 
 
 

 
1. Introduction 

 
“In the shadow of every serious accident, there exist 29 times more minor accidents 
and 300 times more near misses.” This principle was published in 1929 by Herbert 
William Heinrich, an assistant manager in the technology and research division of an 
American insurance company (Heinrich, 1931). This principle, which hits home the 
nature of the occurrence of accidents, is taken up in various fields, such as the study of 
failure, safety engineering, cognitive psychology as well as the study of reliability, and 
the incident analysis of minor accidents associated with this is recognized as being 
important in preventing accidents. 
 Also, the use of information pertaining to medical accidents is important when 
implementing medical safety management. The medical safety mechanism of WHO 
aims to prevent accidents by reusing incident reports through the introduction of IT and 
Management technologies. Harvard University is engaged in the standardization for the 
collection of medical accident reports and accident information in the risk management 
consortium. In England, the National Health Service conducts the medical 
accident/incident report collection project. Even in Japan, the Ministry of Health, 
Labour and Welfare began the project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event 
Information in 2001 (JCQHC, 2009). Through this project, the Ministry conducts 
analyses based on the collected incident reports. 
 On the other hand, regarding patient safety management, guidelines for the future 
deployment of incident analysis are set out in WHO’s International Classification of 
Patient Safety (WHO, 2009). ICPS states the necessity of first investigating the 
adequacy of classes of incident case studies such as those mentioned above, and second, 
methods of expressing incidents that adequately reflect these classes, i.e., it states the 
necessity of ontological construction.  
 In the Medical Near-Miss/Adverse Event Information including “Details of 
solutions (Detail),” “Act after incidents by medical staff and patient progress 
(Response),” and “Problem to solve (Solution)” for a single case are described 
using a free composition format. In this paper, we analyze the large number of medical 
incident repots (more than 15,000 reports) provided by Osaka City University using the 
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Natural Language Processing (NLP) and the Network Analysis (Manning et. al, 2002; 
Rasmussen, 1992).  
 In addition, in each case study the class of treatment and the class of operation are 
granted. There is a need to investigate whether classes granted here are in accord with 
the characteristics of each document item. In order to achieve the above, this study uses 
the network clustering (Newman, 2004).  
 The remainder of this paper is organized as follows. First, we describe the dataset of 
the medical incident reports provided by Osaka City University. Next, we describe the 
methodology based on the Natural Language Processing and the Network analysis for 
analyzing the large number of medical incident reports. Then, we present and discuss 
the results of analysis of incident reports. Finally, we present our overall conclusions. 
 
 

2. Medical Incident Reports in Osaka City University Hospital 
 

 With increasing social demand for the prevention of medical accidents, the 
Health, Labour and Welfare Ministry started the Project to Collect Medical 
Near-Miss/Adverse Event Information from 2001 in order to collect and 
analyze incident case studies and to provide information conducive to 
medical safety, such as measures for improvements. When the project was 
first started, a framework was in place in which the Pharmaceuticals and 
Medical Devices Agency collected incident case studies from participating 
medical institutions and then reported these case studies to the Health, 
Labour and Welfare Ministry, following which a Health, Labour and Welfare 
Ministry study group conducted aggregate calculations and analysis. The 
1st–10th collection of incident case studies were conducted following this 
framework, and information based on these collected incident case studies 
was provided by the Health, Labour and Welfare Ministry. From 2004, the 
Japan Council for Quality Health Care took over the collection of incident 
case studies, collecting case studies from the 11th collection (JCQHC, 2009). 
Doctors, nurses and pharmacists in some hospitals are obligated to submit 
the incident reports when some near-miss/adverse events are happened.  
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Figure 1: The number of words in each reports between Osaka City University Hospital datasets and MHLW datasets 

 
  Osaka City University also collected 18,340 incident reports from 2007 to 2010. In 

the incident reports provided by Osaka City University, free composition formats are 
taken quite seriously compared with ones provided by other Hospitals. For instance, the 
average number of words in the incident reports by Osaka City University is 341 words, 
on the other hand, the one by the Project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event 
Information is 173 words in 2010, as Figure 1 showing. In fact, doctors and nurses in 
Osaka City University have to input the reports for the free descriptions at first because 
of the Layout of data entry screen. 
 There are three sections for reporting the incident events: “Details of solutions 
(Detail),” “Act after incidents by medical staff and patient progress (Response),” and 
“Problem to solve (Solution).” These sections are different from the ones of Ministry of 
Health, Labour and Welfare. The combination of “Detail” and “Response” in Osaka 
City University is a same section as “Summary of Background” in the Ministry of 
Health, Labour and Welfare. With regard to the class of treatment, there are six classes 
of incident reports: Medicine and Blood Transfusion, Medical Equipment and Route, 
Patient Management, Examination, Treatment and Intervention, and Others. 

 When describing accidents in a free composition format, the reporter makes every 
effort to include every single circumstance. We can say that extracting important 
information from these circumstances means creating a foothold for a bottom-up type of 
ontological construction. Results obtained from this and links with classes granted 
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top-down is in accordance with the future guidelines for incident analysis sought by 
ICPS. 

 
 

3. Methodologies of Natural Language Processing and Network Analysis 
 

3.1 Methodologies for analyzing the incident reports 
 

 
Figure 2. Methodology of analyzing the incident reports 

 
 In this paper, natural language processing was first conducted on the incident reports. 

Keywords that emerge characteristically were then extracted for each category of 
“Detail,” “Response,” and “Solution” using the tfidf method (Salton, 1983). After that, 
the semantic tendency of the incident report was investigated in order to create a 
network of words by calculating the co-occurrence information (Cohen, 2005; Takeda, 
2006) of the characteristic words using best 30 based on tf-idf. 

  Also, we show the networks among each document, which are determined by the 
similarities between documents based on Jaccard coefficient (Jaccard, 1902; Jaccard 
1912; Rasmussen, 1992). In generating the networks of documents, we selected best 
100 characteristic words based on tf-idf measure that can be used in determining links. 
For determining the links between nodes, we used as a method for finding links from 
the degree of similarities between words in documents. After that, we conducted the 
network clustering to them. By the network clustering, the groups which means the 
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categories based on the bottom-up analysis are emerged. Figure 2 shows the workflow 
of the methodology for analyzing the medical incident reports. 

 
3.2 Japanese language morphological analysis  

 
  In the first stage of preprocessing, we conducted morphological analysis in order to 

break down reports into words. Morphological analysis is a method used to delimit each 
word in the text where words are not delimited by spaces, such as in languages like 
Japanese (Manning, 2002). In this research we used MeCab, one of the most common 
engines for conducting morphological analysis (MeCab, 2006). 

 In the documents, nominalized verbs, general nouns, and proper nouns were targeted. 
Focusing solely on nouns is the method generally used in extracting characteristic 
words. Moreover, in the case of official documents in Japanese, as many of the verbs 
are nominalized, a lot of information can be obtained regarding action even if using 
only nouns. 

 
3.3 TF-IDF method 

 
  In this study, we calculated a value called tf-idf from the frequency of occurrence 

and conducted filtering based on this values. Tf-idf is one of the most widely used 
indices in extracting characteristic words for document classes and in cases where a 
certain word occurs several times in a small number of documents, it is defined so as to 
enlarge that value (Salton, 1983). Tf-idf is calculated as follows: 

 

tfidf (t,d) = tf (t,d)! idf (t)" (1)

tf (t,d) = n(t) / n(k)" (2)
k#T$

idf (t) = log |D | /{d : d # t}" (3)

 

  
Here, t is a term, d is a document, n(t) is the frequency of occurrence of term t, |D| is 

the total number of documents, and is {d:d\in t} the number of documents in which 
word t occurs. T means the set of terms. 

  The tfidf of general words occurring in a large number of documents has a tendency 
to be of a low value, although words among even general words that have an 
abnormally high tf in some cases exceed the filter effect of idf and assume a high value.  
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3.4 Creation of co-occurrence networks 
 
The co-occurrence index is generally used as a method for finding links between 

characteristic words in set of documents. Here, the simplest co-occurrence index for 
finding links between the two characteristic words wA and wB is the number of 
co-occurrence |wA!wB | . Here, |wA!wB |  is the number of documents that exist in 
both wA and wB, |wA!wB |  is the number of documents that exist in either wA or wB. In 
cases where |wA!wB | / |wA"wB |  exceeded the threshold value (0.1 in this study) 
then we treated those two words have a link. 
 
3.5 Network of documents based on the Jaccard Similarity 
 

Network analysis is an extremely effective method of looking at the links between 
documents (Kajikawa, 2007). By conducting network analysis, the discovery of hidden 
links between two nodes can be expected. In cases where links between only two 
documents are considered, even if there are no links, there are instances where overall 
links can be discovered by creating networks. 

The co-occurrence index is generally used as a method for finding links from the 
degree of similarities between words in documents. Here, the simplest co-occurrence 
index for finding links between the two documents A and B is the number of words’ 
co-occurrences between two documents. Here, |A∩B| is the number of characteristic 
words that exist in both document A and B. If considered with only |A∩B|, there are 
problems such as including as many characteristic words as in long texts and links with 
other documents being displayed as high. In this paper, we used the Jaccard coefficient 
(Jaccard, 1902; Jaccard 1912; Rasmussen, 1992) as the similarities measure. 

 

Jaccard Coefficient: A!B / A"B  -(4) 

(|A∩B|: The number of words that exist in both Document A and Document B 
| A!B |: The number of word that exist in either Document A or Document B) 

 
In generating the networks of documents, we selected best 100 characteristic words 

based on tf-idf measure that can be used in determining links. A link is established 
between the two documents in the event that these indices exceed the threshold value. 
The network changes acutely depending on which of the above indices are selected and 
how the threshold value is established. As the aim of this study is to investigate the 
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extent to which top-down type of classes are reflected in links in document content that 
is sought bottom-up, when forming networks, we selected the index and determined the 
threshold values so as to reflect most the given classes. 

 
3.6 Network Clustering 
 

 
Figure 3. Newman Clustering 

 
In this study, other than given classes, we conducted clustering using the Newman 

method (Newman, 2004) in order to divide all documents into some groups. Figure 3 
shows that method of Newman Clustering. The Newman method is a widely used 
method for clustering networks. It can be applied even if the number of clusters is 
unknown; in recent years, it is also being widely applied in large-scale network analysis, 
such as SNS and blog, due to it being scalable in regard to increases in node numbers. 
As shown in formula (5), clustering was conducted by maximizing modularity Q, an 
index for evaluating the modularity of defined networks. 

 

Q = (eii ! ai
2 )

i"  ---(5) 

ai = eijj! ---(6) 

Here, element eij of line e represents the fraction of the total number of edges of the 
number of edges that connect cluster i with cluster j and eii is the fraction of edges with 
both end vertices in the same community i. Maximizing Q corresponds with 
maximizing the disparity between the number of edges that exist within clusters and the 
number of edges that link clusters together. 
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Table. 1. Best 20 Characteristic Word in Incident Reports (TF: Term Frequency) 

 Detail Reaction Solution 

1 Patient Report Confirmation 

2 Confirmation Patient Time 

3 Medicine Check Patient 

4 Nurse Confirmation Order 

5 Order Attending Doctor Medicine 

6 Administration Notice Explain 

7 Infusion Doctor Nursing 

8 Pill Call Nurse 

9 Room Visit Night Shift Thoroughness 

10 Dose Doctor Nurse 

11 Route Order Check 

12 Find Nurse Use 

13 Time Explain Medicine 

14 Bed Condition Doctor 

15 Morning Apology Route 

16 Operation Administration Need 

17 Give Medicine Time 

18 Doctor Minute Internal use 

19 Self Measure Attention 

20 Report Route Infusion 

 

Table. 2. Best 20 Characteristic Word in Incident Reports (TF-IDF) 

 Detail Reaction Solution 

1 Medicine Report Confirmation 

2 Patient Patient Time 

3 Confirmation Confirmation Patient 

4 Administration Attending Doctor Order 

5 Order Notice Medicine 

6 Nurse Night Shift Explain 

7 Dose Doctor Nursing 

8 Infusion Order Thoroughness 

9 Room Visit Nursing In 

10 Route Explain Check 

11 Find Condition Use 

12 Bed Apology Medicine 

13 Operation Administration Doctor 

14 Time Medicine Route 

15 Use Measure Need 

16 Report Route Time 

17 Doctor Dose Administration 

18 Toilet Examination After 

19 Self Self Attention 

20 Indication Infusion Before 
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4. Results 

 
4.1. Linguistic Analysis Results 
 

The best twenty characteristic words that appear in the incident report such as “Detail,”  
“Reaction,” and “Solution” with tf (term frequency) are shown in Table 1. The best 
twenty characteristic words that appear in the incident report with tf-idf (Eq.(1)) are 
shown in Table 2. Under the category of “Detail,” the words “Patient,” “Confirmation,” 
“Medicine,” and “Nurse,” rank high in Table 1. Moreover, the fact that the word “Nurse” 
ranks high shows that there are many accidents related to nurses. Under the category of 
“Detail” in Table 2, the word “Medicine” ranks higher than the one in Table 1. 
Therefore, accidents related to medicines are important for analyzing the reports. Also, 
the characteristic words related to the medical process such as “before” and “after” are 
high rank in Table 2. In addition, the characteristic words related to patients’ 
managements such as “Room Visit,” “Toilet,” and “Bed” are high rank in Table 2. 

Figure 4, figure 5 and figure 6 show the networks of characteristic words created 
using the incident reports. Each node represents a characteristic word, and an edge 
represents the intensity of the co-occurrence between the words. In viewing the network 
for “Detail” (see Figure 4), most of the reports are about medicines, infusion and 
fallings. The accidents of medicines are happened in the morning because the peak of 
giving patients internal medicines is morning in this hospital. In viewing the network 
for “Reaction” (see Figure 5), the structure of the network is more complex. This is 
because that the action after an accident by medical staffs and the patient progresses are 
various depending on the situations. In viewing the network for “Solution” (see Figure 
6) it is clear that the network is created around the characteristic word “Confirmation,” 
and one can see that descriptions of solutions are about confirming the medicines, 
patients, or timings by nurses. 
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Figure 4. Co-occurrence Network of the Characteristic Words (Detail). 

*Nodes mean the best 30 characteristic words based on tf-idf measures, and edges mean the existence of co-occurrences. 
Heavy lines between characteristic words mean strong connection between words. 

 

 
Figure 5. Co-occurrence Network of the Characteristic Words (Reaction) 

**Nodes mean the best 30 characteristic words based on tf-idf measures, and edges mean the existence of co-occurrences. 
Heavy lines between characteristic words mean strong connection between words. 
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Figure 6. Co-occurrence Network of the Characteristic Words (Solution) 

**Nodes mean the best 30 characteristic words based on tf-idf measures, and edges mean the existence of co-occurrences. 
Heavy lines between characteristic words mean strong connection between words. 
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Figure 7. Clustering Results to the Network of incident reports (Detail) 

*The name of the group means the rank of the number of nodes 
 

 
Figure 8. Comparison between Top-down Categories and Bottom-up Categories for Network of Documents (Detail) 

* The color of nodes mean the categories decided by the experts and the positions of nodes are plotted according to 
similarities between nodes. 
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4.2. Categorizing Results based on Bottom-up Analysis 
 
Figure 7 shows the best ten clusters and in “Details” categories. The reason of selecting 
the “Detail” section is that this category contains the most important information in 
order to divide the reports into some groups. The doctors in Osaka City University 
carried out labeling of each cluster based on the networks. The clusters from position 1 
to 5 clearly appear the granted classes. In the cluster in position 1, the class of oral 
medicines is prioritized. In this group, administrations of medicines and preparations of 
medicines are included; in positions 2, the class of patient managements regarding 
patients’ fallings is created clearly; however, in position from six to ten, the classes that 
clearly characterize clusters could not be seen. 
 
 

5. Discussions 
 
Figure 8 shows the comparisons between the top-down categories and bottom-up 

categories for network of documents in the section of details of situations. In this figure, 
the color of nodes mean the categories decided by the experts and the positions of nodes 
are plotted according to similarities between nodes. 

The top-down category of “Medicine and Blood Transfusion (Blue)” has two main 
groups; one is about the oral medicine, the other is about the infusion. This means that 
top-down categories of “Medicine and Blood Transfusion (Blue)” should be divided 
into two new categories. In fact, some medical staff indicates that this category is too 
wide range as the categories of the incident reports in the interview. 

The reports with “Patient Management (Orange)” category are mainly about the 
fallings, and most of them contain the second largest groups labeled as the Falling in 
figure 7. It is better for the medical staffs that the label of this category is “Falling” 
because some medical staffs labeled the accidents of fallings to “Others (Gray).” 
Actually, “G2: Falling” contains orange and gray nodes in figure 7. 

The top-down categories of “Examination (Sky)” and “Medical Equipment and Route” 
are divided into some small groups. In the interview to the medical staff in Osaka City 
University Hospital, the idea of dividing the top-down category of “Examination (Sky)” 
and “Medical Equipment and Route (Red)” into the some small categories was 
appeared. 

The top-down category of “Treatment and Intervention” can’t be seen the large-sized 
groups. Most of the medical staffs don’t use this top-down category because most of the 
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accidents are divided into other suitable top-down categories. Therefore, this top-down 
category doesn’t make any sense. 
 However, in position from six to ten, classes that clearly characterize clusters could not 
be seen. The possible future work is that the section for analyzing the bottom-up 
categories isn’t only the detail section but also the combinations of the detail section 
and the reaction section.  

 
 

6. Conclusion 
 
 In this paper, the characteristic words were extracted by analyzing incident reports, 

and the co-occurrence networks of the characteristic words were created. As a result, the 
language networks with the hub of the word “confirmation,” thereby revealing that 
inadequate confirmations on the drug labels, instructions of a physician and patient were 
very significant causes of accidents. These results suggest the effectiveness of 
introducing the network analysis method. In addition, the class of patient managements 
regarding patients’ fallings in top-down analysis is created clearly. On the other hand, 
some categorizes by top-down analysis don’t reflect the category by the bottom-up 
analysis. These results suggest the effectiveness of introducing the network analysis 
method.  

In the future work, we would like to focus on the medical repots for improving the 
notational rules for the names of drugs and dosages in incident reports. Also, we would 
like to analyze the differences of understanding of the incident reports between 
positions like doctors, nurses, pharmacists. 
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ABSTRACT 
 

The analysis of medical incident reports is 
indispensable for the patient safety. Most of the incident 
reports include some free composition formats, therefore, 
the analysis of free descriptions gives new perceptions. 
We aimed to accumulate, to interpret information again by 
structured incident information, and to clarify the point 
that should be improved for the cause of the accident and 
safe medical treatment improvements in the present study.  
We employ the natural language processing to the analysis 
of medical incident reports in this paper. The network 
analysis can find various relationships that are not only 
direct relationships but also indirect relationships. First, 
some important characteristic words were extracted in 
three categories of the accident’s background, details, and 
solutions using TF-IDF measure. By using the TF-IDF, 
we can get some important characteristic words for 
analyzing the reports. In addition, we show the co 
occurrence networks using these extracted words. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
  “In the shadow of every serious accident, there exist 29 
times more minor accidents and 300 times more near 
misses.” This principle was published in 1929 by Herbert 
William Heinrich, an assistant manager in the technology 
and research division of an American insurance company 
[1]. This principle, which hits home the nature of the 
occurrence of accidents, is taken up in various fields, such 
as the study of failure, safety engineering, cognitive 
psychology as well as the study of reliability, and the 
incident analysis of minor accidents associated with this is 
recognized as being important in preventing accidents. 
 Also, the use of information pertaining to medical 
accidents is important when implementing medical safety 
measures. The medical safety mechanism of WHO aims to 
prevent accidents by reusing incident reports through the 
introduction of IT technology. Harvard University is 
engaged in the standardization for the collection of 
medical accident reports and accident information in the 

risk management consortium. In England, the National 
Health Service conducts the medical accident/incident 
report collection project. Even in Japan, the Ministry of 
Health, Labour and Welfare began the project to Collect 
Medical Near-Miss/Adverse Event Information in 2001[2]. 
Through this project, the Ministry conducts analyses 
based on the collected incident reports. 
 On the other hand, regarding patient safety, guidelines for 
the future deployment of incident analysis are set out in 
WHO’s International Classification of Patient Safety 
(ICPS) [3]. ICPS states the necessity of first investigating 
the adequacy of classes of incident case studies such as 
those mentioned above, and second, methods of 
expressing incidents that adequately reflect these classes, 
i.e., it states the necessity of ontological construction. In 
this research, in line with WHO guidelines, we conducted 
an analysis regarding the adequacy of classes in case 
studies collected in the Project to Collect Medical Near-
Miss/Adverse Event Information and the tendencies of 
description that aim at ontological construction. 
 In the Medical Near-Miss/Adverse Event Information 
including the abstract, background, and solution for a 
single case are described using a free composition format. 
In this paper, we analyze the large number of medical 
incident repots (more than 15,000 reports) provided by 
Osaka City University using the natural language 
processing and the network analysis. By using natural 
language processing, an understanding of the tendencies 
of description as well as guidelines for future ontological 
construction can be acquired.  
 The remainder of this paper is organized as follows. First, 
we describe the dataset of the medical incident reports 
provided by Osaka City University. Next, we describe the 
methodology based on the Natural Language Processing 
and the Network analysis for analyzing the large number 
of medical incident reports. Then, we present the results of 
analysis of incident reports. Finally, we present our 
overall conclusions. 
 

2. MEDICAL INCIDENT REPORTS  
BY OSAKA CITY UNIVERSITY 
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2.1 Overview of Medical Incident Reports  
 
 With increasing social demand for the prevention of 
medical accidents, the Health, Labour and Welfare 
Ministry started the Project to Collect Medical Near-
Miss/Adverse Event Information from 2001 in order to 
collect and analyze incident case studies and to provide 
information conducive to medical safety, such as 
measures for improvements. When the project was first 
started, a framework was in place in which the 
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency collected 
incident case studies from participating medical 
institutions and then reported these case studies to the 
Health, Labour and Welfare Ministry, following which a 
Health, Labour and Welfare Ministry study group 
conducted aggregate calculations and analysis. The 1st–
10th collection of incident case studies were conducted 
following this framework, and information based on these 
collected incident case studies was provided by the Health, 
Labour and Welfare Ministry. From 2004, the Japan 
Council for Quality Health Care took over the collection 
of incident case studies, collecting case studies from the 
11th collection [4].   
  Osaka City University also collected 18,340 incident 
reports from 2007 to 2010. In the incident reports 
provided by Osaka City University, free composition 
formats are taken quite seriously compared with ones 
provided by other Hospitals. For instance, the average 
number of words in the incident reports by Osaka City 
University is 188 words, on the other hand, the one by the 
Project to Collect Medical Near-Miss/Adverse Event 
Information is 80 words[2]. In fact, doctors and nurses in 
Osaka City University have to input the reports for the 
free descriptions at first because of the Layout of data 
entry screen. 
 
2.2 Data Sets  
 
We used free composition format written in Japanese 
relating to medical agents from 2007 to 2011 by Osaka 
City University. The number of documents is 18,340. 
Each case study is in a free composition format, with the 
abstract, background, and solution being approximately 
188 words long, respectively. In addition, the two classes 
of medicine and accident are granted to each case study. 
With regard to the class of treatment, there are six classes 
of general drug, preparation of drugs, drowsy of drugs, 
contraindicated drug, chemo treatment, and other drug; 
with regard to the class of operation, there are the nine 
classes of name of drug, amount of drug, regimen, amount 
and regimen, flow rate, drug sensitivity, diapedesis, forget 
to dose, and object person. With regard to the class of 
treatment, as all the classes of operation do not exist, there 
are 32 cross classes that cross calculate the class of 
treatment and the negligent class of operation. 

 When describing accidents in a free composition format, 
the reporter makes every effort to include every single 
circumstance. We can say that extracting important 
information from these circumstances means creating a 
foothold for a bottom-up type of ontological construction. 
Results obtained from this and links with classes granted 
top-down is in accordance with the future guidelines for 
incident analysis sought by ICPS. 
 
 

3. METHODOLOGY OF NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING AND NETWORKD ANALYSIS 

 
3.1 Methodologies for analyzing the incident reports 
 
 In this paper, natural language processing was first 
conducted on the incident reports. Keywords that emerge 
characteristically were then extracted for each category of 
“background/causes,” “details,” and “solutions,” using the 
tfidf method. After that, the semantic tendency of the 
incident report was investigated in order to create a 
network of words by calculating the co-occurrence 
information of the words using the Jaccard coefficient. 
  Also, we show the networks among each document 
which are determined by the similarities between 
documents based on the tfidf method. As natural language 
processing contains a lot of noise, there is a need to 
conduct preprocessing in order to obtain characteristic 
words that can be used in determining links. 
 
3.2 Japanese language morphological analysis  
 
  In the first stage of preprocessing, we conducted 
morphological analysis in order to break down reports into 
words. Morphological analysis is a method used to delimit 
each word in the text where words are not delimited by 
spaces, such as in languages like Japanese [5]. In this 
research we used MeCab, one of the most common 
engines for conducting morphological analysis [6]. 
  There is the possibility that words obtained using MeCab 
are too finely classified to conduct the analysis of links. 
Therefore, we connected words using the following 
methods and used them as new words. 
  We connected words using information on the parts of 
speech. The above-mentioned MeCab not only breaks 
down words but also grants major classes and minor 
classes relating to parts of speech. In cases where the 
minor class of parts of speech of certain words was a 
suffix and the word before it was a noun, these two words 
were treated as one word. 
  Next, we connected words based on the number of word 
occurrences [7]. Let us envisage a situation in which two 
words -hereafter called A and B- appeared consecutively. 
If we designate the number of word occurrences in 
instances where each word is considered separately as n 
(A), n (B), then the number of word occurrences in which 
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they appear consecutively is expressed as n (A∩B). In 
cases where n (A∩B)/min (n (A), n (B)) exceeded the 
threshold value (0.1 in this research) then we treated those 
two words as one word.  
 In the documents, nominalized verbs, general nouns, and 
proper nouns were targeted. Focusing solely on nouns is 
the method generally used in extracting characteristic 
words. Moreover, in the case of official documents in 
Japanese, as many of the verbs are nominalized, a lot of 
information can be obtained regarding action even if using 
only nouns. 
 
3.3 TF-IDF Method 
 
  In this research, we calculated a value called tf-idf from 
the frequency of occurrence and conducted filtering based 
on this values. Tf-idf is one of the most widely used 
indices in extracting characteristic words for document 
classes and in cases where a certain word occurs several 
times in a small number of documents, it is defined so as 
to enlarge that value[8]. Tf-idf is calculated as follows: 
 
tf ! idf (t,d) = tf (t,d)" idf (t)

tf (t,d) = n(t) / n(k)
k#T$

idf (t) = log |D | /{d : d # t}

 

 
Here, t is a term, d is a document, n(t) is the frequency of 
occurrence of term t, |D| is the total number of documents, 
and is {d:d\in t} the number of documents in which word t 
occurs. T means the set of terms. 
  The tfidf of general words occurring in a large number of 
documents has a tendency to be of a low value, although 
words among even general words that have an abnormally 
high tf in some cases exceed the filter effect of idf and 
assume a high value.  
 
3.4 Creation of  Co-Occurrence Networks 
 
The co-occurrence index is generally used as a method for 
finding links from the degree of similarities between 
words in documents. Here, the simplest co-occurrence 
index for finding links between the two word A and B is 
the number of co-occurrence |A∩B| for two words. Here, 
|A∩B| is the number of characteristic words that exist in 
A and B. If considered with only |A∩B|, there are 
problems such as including as many characteristic words 
as in long texts and links with other documents being 
displayed as high. Consequently, a number of co-
occurrence indices that improve on these points have been 
proposed, with representative indices including the 
Jaccard coefficient [9].  

Jaccard : A!B / A"B     -(4) 

A link is established between the two words in the event 
that these indices exceed the threshold value.  
 
 

4. PRELIMINARY ANALYSIS RESULTS 
 

Table1: Top 10 Characteristic Word in Incident Reports  
(TF; Term Frequency) 

(TF) Background Details Solutions 
1 Patient Report Check 
2 Check Patient Time 
3 Drug Check Patient 
4 Nurse Attending Doctor Direction 
5 Direction Monitor Drug 
6 Internal use Duty Doctor Explanation 
7 Infusion Doctor Nurse 
8 Pill Direction Thoroughness 
9 Room Nursing Drug maker 

10 Administration Explain Doctor 
 

Table2: Top 10 Characteristic Word in Incident Reports  
(TF-IDF) 

tf-idf Background Details Solutions 
1 Drug Patient Check 
2  Patient Report Time 
3 Check Attending Doctor Patient 
4 Internal medicine Check Direction 
5 Direction Doctor Drug 
6 Nurse Monitor Explanation 
7 Administration Apologizing Nurse 
8 Infusion Nursing Thoroughness 
9 Root Duty Doctor Before 

10 Channel Direction After 
 

The top ten characteristic words that appear in the incident 
report such as “background/causes,” “details,” and 
“solutions” with tf (term frequency) are shown in Table 1. 
The top ten characteristic words that appear in the incident 
report with tf-idf (Eq.(1)) are shown in Table 2. Under the 
category of “Background,” the words “Patient” “Check,” 
“Drug,” “Nurse,” and “Direction” rank high in Table 1. 
Moreover, the fact that the word “nurse” ranks high shows 
that there are many accidents related to nurses. Under the 
category of “Background,” the words “Drug” “Internal 
medicine,” “Infusion,” and “Channel” rank high in Table 
2. Therefore, accidents related to medicines are important 
for analyzing the reports. Also, the words “Check,” 
“Direction,” and “Explanation” rank high under the 
category of solutions. In addition, the words related to the 
medical process such as “before” and “after” are high rank. 
 

- (1) 
 

- (2) 
 

- (3) 
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Figure 1: Co-occurrence Network of the Words in 

Incident Reports 
 
One word such as “lack,” “confirmation,” or “drugs” 
alone cannot express the tendency of the accident. In this 
research, co-occurrence networks of words were created 
by connecting the words that co-occurred with each other 
at a high frequency. The degree of co-occurrence is 
calculated using the Jaccard coefficient [3] shown in 
Section 3.4. 

 Figure 1 shows the networks of characteristic words created 
using the accident reports related to incorrect drugs. Each 
node represents a word, and an edge represents the intensity 
of the co-occurrence between the words. First of all, in 
viewing the network for “background/causes” (see Figure 1 
(a)) it is clear that the network is created around the word 
“Check,” and one can see that the cause of many accidents is 
the fact that the “Check” on “drugs,” “Patient,” by “Nurse”. 
Connecting the words that co-occur frequently allows us to 
understand what tends to become inadequate. In the network 
of “accident details” (see Figure 1 (b)) many different words 
appear at once, indicating the presence of diverse accident 
details. Viewing the network for “solutions” (see Figure 1 
(c)), as with the network for “background/causes,” it is 
created around the word “confirmation.”  
 

5. CONCLUSION 
 
 In this paper, the characteristic words were extracted by 
analyzing incident reports, and the co-occurrence 
networks of the characteristic words were created. As a 
result, the language networks with the hub of the word 
“check,” thereby revealing that inadequate confirmations 
on the drug labels, instructions of a physician and patient 
were very significant causes of accidents. These results 
suggest the effectiveness of introducing the network 
analysis method. In the future work, we would like to 
focus on the medical repots for improving the notational 
rules for the names of drugs and dosages in incident 
reports. Also, we would like to analyze the differences of 
understanding of the incident reports between positions 
like doctors, nurses, pharmacists. 
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Most real-world negotiation involves multiple interdependent issues, which makes an agent’s utility functions
nonlinear. Traditional negotiation mechanisms, which were designed for linear utilities, do not fare well in nonlinear
contexts. One of the main challenges in developing effective nonlinear negotiation protocols is scalability; they
can’t find a high-quality solution when there are many issues, due to computational intractability. One reasonable
approach to reducing computational cost, while maintaining good quality outcomes, is to decompose the utility
space into several largely independent sub-spaces. In this paper, we propose a method for decomposing a utility
space based on every agent’s utility space. In addition, the mediator finds the contracts in each group based on
the votes from all agents, and combines the contract in each issue-group. This method allows good outcomes
with greater scalability than the method without issue-grouping. We demonstrate that our protocol, based on issue-
groups, has a higher optimality rate than previous efforts, and discuss the impact on the optimality of the negotiation
outcomes.

Key words: Multi-Issue Negotiation, Interdependent Issues, Bargaining and negotiation

1. INTRODUCTION
Negotiation is an important aspect of daily life and represents an important topic in the

field of multi-agent system research. There has been extensive work in the area of automated
negotiation; that is, where automated agents negotiate with other agents in such contexts
as e-commerce(Kraus (2001)), large-scale argumentation (Malone and Klein (2007)), col-
laborative design, and so on. Even though many contributions have been made in this area
(Faratin et al. (2002)), most have dealt exclusively with simple negotiations involving one or
more independent issues. Many real-world negotiations, however, are complex and involve
interdependent issues. When designers work together to design a car, for example, the utility
of a given carburetor is highly dependent on which engine is chosen. The key impact of
such issue dependencies is that they result in agent utility functions that are nonlinear, i.e.
that have multiple optima. Most existing negotiation protocols, though well-suited for linear
utility functions, work poorly when applied to nonlinear problems (Klein et al. (2003)).

Recently, some studies have focused on negotiation with nonlinear utility functions.
The followings are the representative studies on multi-issue negotiations for complex utility
spaces. A bidding-based protocol was proposed by Ito et al. (2007). Agents generate bids
by finding high regions in their own utility functions, and the mediator finds the optimum
combination of submitted bids from the agents. By Fujita et al. (2008), a representative-based
protocol for reducing the computational cost was proposed. In this method, the scalability
of agents was improved; however, the scalability of issues was not sufficient. Robu et al.

iC 2010 The Authors. Journal Compilation iC 2010 Wiley Periodicals, Inc.
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(2005); Robu and Poutre (2006) presented the utility graph for issue interdependencies of
binary-valued issues. Utility graphs are inspired by graph theory and probabilistic influence
networks to derive efficient heuristics for non-mediated bilateral negotiations about multiple
issues. Hindriks et al. (2006) proposed an approach based on a weighted approximation
technique to simplify the utility space. It shows that existing methods for the linear util-
ity function can work well when the nonlinear utility function is possible to be converted
to approximated linear utility function. Marsa-Maestre et al. (2009) proposed an auction-
based protocol for nonlinear utility spaces generated using weighted constraints, and Marsá-
Maestre et al. (2010); Marsa-Maestre et al. (2009) extended this work to address highly
rugged utility spaces. However, an unsolved problem is the scalability of the protocols.
Our protocol focuses on the large-scale (nearly 50 issues) and interdependent multi-issue
negotiations.

We propose a new protocol in which a mediator tries to reorganize a highly complex
utility space into several tractable utility subspaces, in order to reduce the computational
cost. First, we have to define a measure for the degree of interdependency between issues,
and generate a weighted non-directed interdependency graph. Note that while others have
discussed issue interdependencies in utility theory (Tamura and Nakamura (1983)), the aim
of these previous works weren’t to generate the efficient issue-groups. Second, we propose
an efficient and scalable protocol based on the issue-groups. Agents generate the idea of
issue-groups based on their utility information, and the mediator combines the idea of issue-
grouping from all agents. After that, the mediator finds the contracts in each group based on
the votes from all agents, and combines the contract in each group.

Actually, it is possible to gather all of the agents’ interdependency graphs in one central
place and then find all optimal contracts using such well-known clustering techniques as
the k-means or Girvan-Newman algorithm(Girvan and Newman (2002)) in deciding the
efficient issue-groups. However, most of the clustering techniques have to decide on certain
parameters in employing the clustering techniques. For instance, the number of edges to be
progressively removed from the graph is fixed in advance in the Girvan-Newman algorithm.
There is a trade-off between the optimality rate and the failure rate in selecting the number
of issue groups. In real-life negotiation, it is hard to determine the optimal parameters for
central clustering in advance without enough history data. For automated agents, it is possible
to recognize their issue-group idea by themselves because each agent has enough utility
information for deciding on the efficient issue-groups.

Finally, we demonstrate that our protocol, based on issue-groups, has a higher optimality
rate than previous efforts, and discuss the impact on the optimality of the negotiation out-
comes. In addition, we analyze the clustering parts of our proposed protocol. Especially, we
analyze the effectiveness between the clustering parameter and the results of issue-grouping.

The remainder of this paper is organized as follows. First, we describe a model of
nonlinear multi-issue negotiation and utility functions, a measure for assessing the degree
of issue interdependency, and the structure of interdependency graph based on real-life
negotiation. Second, we present a technique for finding issue sub-groups, and propose a
protocol that uses this information to enable more scalable negotiations. Third, we present
the experimental results. Finally, we describe related works and draw conclusions.

2. NEGOTIATION WITH NONLINEAR UTILITY FUNCTIONS

2.1. Preliminaries
We consider the situation where N agents (a1, . . . , aN ) want to reach an agreement with

a mediator who manages the negotiation from a man-in-the-middle position. There are M
issues (i1, . . . , iM ) to be negotiated. The number of issues represents the number of dimen-
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FIGURE 1. Interdependency Graph (50 issues)

sions in the utility space. The issues are shared: all agents are potentially interested in the
values for all M issues. A contract is represented by a vector of values ~s = (s1, ..., sM ). Each
issue sj has a value drawn from the domain of integers [0, X], i.e., sj ∈ {0, 1, , . . . , X}(1 6
j 6 M ). 1.

An agent’s utility function, in our formulation, is described in terms of constraints. There
are l constraints, ck ∈ C. Each constraint represents a region in the contract space with one
or more dimensions and an associated utility value. In addition, ck has value wa(ck, ~s) if and
only if it is satisfied by contract ~s. Function δa(ck, ij) is a region of ij in ck, and δa(ck, ij)
is ∅ if ck doesn’t have no relationship to ij . Every agent has its own, typically unique, set of
constraints.

An agent’s utility for contract ~s is defined as the sum of the utility for all the constraints it
satisfies, i.e., as ua(~s) =

∑
ck∈C,~s∈x(ck) wa(ck, ~s), where x(ck) is a set of possible contracts

(solutions) of ck. This expression produces a “bumpy” nonlinear utility function with high

1A discrete domain can come arbitrarily close to a ‘real’ domain by increasing its size. As a practical matter, many real-world
issues that are theoretically ’real’ numbers (delivery date, cost) are discretized during negotiations.
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4 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

FIGURE 2. Example of a nonlinear utility space

points where many constraints are satisfied and lower regions where few or no constraints are
satisfied. This represents a crucial departure from previous efforts on multi-issue negotiation,
where contract utility is calculated as the weighted sum of the utilities for individual issues,
producing utility functions shaped like flat hyperplanes with a single optimum.

Figure 2 shows an example of a utility space generated via a collection of binary con-
straints involving Issues 1 and 2. In addition, the number of terms is two. The example, which
has a value of 55, holds if the value for Issue 1 is in the range [3, 7] and the value for Issue 2
is in the range [4, 6]. The utility function is highly nonlinear with many hills and valleys.

This constraint-based utility function representation allows us to capture the issue inter-
dependencies common in real-world negotiations. The constraint in Figure 2, for example,
captures the fact that a value of 4 is desirable for issue 1 if issue 2 has the value 4, 5 or 6.
Note, however, that this representation is also capable of capturing linear utility functions as
a special case (they can be captured as a series of unary constraints). A negotiation protocol
for complex contracts can, therefore, handle linear contract negotiations.

The objective function for our protocol can be described as follows:

arg max
~s

∑
a∈N

ua(~s). (1)

arg max
~s

ua(~s), (a = 1, . . . , N). (2)

Our protocol, in other words, tries to find contracts that maximize social welfare, i.e.,
the total utilities for all agents. Such contracts, by definition, will also be Pareto-optimal. At
the same time, each agent tries to find contracts that maximize individual welfare.

Of course, it is theoretically possible to gather all of the individual agents’ utility func-
tions in one central place and then find all optimal contracts using such well-known nonlinear
optimization techniques as simulated annealing or evolutionary algorithms. However, we do
not employ such centralized methods for negotiation purposes because we assume, as is
common in negotiation contexts, that agents prefer not to share their utility functions with
each other in order to preserve a competitive edge.

This constraint-based utility function representation has been proposed in Ito et al. (2007).
It allows us to capture the issue interdependencies common in real-world negotiations. It was
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TABLE 1. Utility function for an agent: ID means the id number of every constraints. [a, b] means that the
agent has a value of the utility if the value for the Issue is in the range of a and b. ∗ means any value

ID Issue1 Issue2 Issue3 Issue4 Utility

1 [2, 4] ∗ [4,6] ∗ 20
2 ∗ 5 [3,7] [1,6] 40
3 [3,8] ∗ ∗ ∗ 25
4 4 [2,7] 9 [4,5] 50

also assumed that many real-world utility functions are more complex than this, involving
more than two issues as well as higher-order (e.g. trinary and quaternary) constraints. In
recent work (e.g. Marsa-Maestre et al. (2009); Marsá-Maestre et al. (2010)), several types of
constraints were proposed.

2.2. Interdependency among Issues
An issue interdependency for multi-issue negotiations is defined as follows. If there

is a constraint between issue X (iX ) and issue Y (iY ), then we assume iX and iY are
interdependent. If, for example, an agent has a binary constraint between issue 1 and issue
3, those issues are interdependent for that agent - see Table 1.

The strength of issue interdependency is measured by the interdependency rate. We
define a measure for the interdependency between issue ij and issue ijj for agent a:

Da(ij , ijj) = ]{ck|δa(ck, ij) 6= ∅ ∧ δa(ck, ijj) 6= ∅}.
This measures the number of constraints that inter-relate the two issues.

The agents capture issue interdependency information as an interdependency graph. An
interdependency graph is represented as a weighted non-directed graph, in which a node
represents an issue, an edge represents the interdependency between issues, and the weight
of an edge represents the interdependency rate between the issues. An interdependency graph
is thus formally defined as:

G(P, E, w) : P = {1, 2, . . . , |I|}(finite set),

E ⊂ {{x, y}|x, y ∈ P}, w : E → R.

Figure 1 shows an example of an interdependency graph. The interdependency graph
can have the hyper-edges because the hyper-edges are a combination of the binary-edges.
For example, a trinary constraint between i1, i2 and i4 can be represented as the combination
of the binary edges between i1 and i2, i1 and i4, i2 and i4.

Figure 3 shows what the interdependency graph consists of in an agent. The method of
determining the interdependency between issues is as follows.

(Step 1) Small issue-groups are generated by connecting a part of the issues randomly.
(Step 2) The interface issues are decided randomly among issues in each issue-group. The

interface issues are for connecting other small issue-groups. In small issue-groups, only
the interface issues can connect to other issue-groups.

(Step 3) Each issue-group connects to other small issue-groups. Specifically, all combinations
of each issue-group are searched for, and it is decided whether connection or disconnection
according to the possibility of generating connections between the small issue-groups. We
call the possibility the possibility of generating connections “the possibility of connecting
to other issue-groups.”

Note that in negotiations with multiple independent issues, we can find the optimal
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6 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

FIGURE 3. Method of determining interdependency graph

value for each issue in isolation to quickly find a globally optimal negotiation outcome.
In negotiation with multiple interdependent issues, however, the mediator can’t treat issues
independently because the utility of a choice for one issue is potentially influenced by the
choices made for other issues. Figure 4 shows the relationship between issue interdepen-
dency and negotiation optimality in an example with interdependent issues. In figure 4, we
ran an exhaustive social welfare optimizer for each issue independently, as well as for all
possible issue combinations. The number of agents is four, and the domain per issue is
five. The linear utility function (independent cases) is generated by ua(x) = k ∗ x + c
(where x is the value for that issue, k and c are constants, and a is the agent). The nonlinear
function is generated by some multi-dimensional constraints. If the mediator ignores the
issue interdependencies (i.e. finds optima for each issue in isolation), optimality declines
rapidly as the number of issues increases. This means that the mediator must account for
issue interdependencies in order to find high-quality solutions. However, if the negotiation
protocol tries to do so by exhaustively considering all issue-value combinations, it quickly
encounters intractable computational costs. If we have, for example, only 10 issues with 10
possible values per issue, this produces a space of 1010 (10 billion) possible contracts, which
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FIGURE 4. Relationship of interdependency and optimality rate with nonlinear utility func-
tion

TABLE 2. Votes and numeric values from agents

Votes Numeric value

Accept 2
Weakly Accept 1
Weakly Reject -1

Reject -2
TABLE 3. Votes and utility in agents

(Utility of next situation) -
(Utility of present situation) Vote

X1 ∼ Accept
0 ∼ X1-1 Weakly Accept
X2 ∼ −1 Weakly Reject
∼ X2-1 Reject

(X1, X2 are arbitrary integer numbers.)

is too large to evaluate exhaustively. Negotiation with multiple interdependent issues thus
introduces a difficult tradeoff between optimality and computational cost.

3. NEGOTIATION PROTOCOL BASED ON ISSUE INTERDEPENDENCY
3.1. Efficient Negotiation Protocol based on Issue-groups

Our proposed negotiation protocol works as follows. A mediator gathers ideas of issue-
grouping from agents, identifies issue sub-groups by combining the ideas of issue-groups,
and then uses that information to guide the search for a final agreement. In fact, we apply the
concept of simulated annealing techniques(Klein et al. (2003)) in our negotiation protocol.
By applying the concept of issue-grouping with the simulated annealing approach, we can
propose a highly scalable and efficient protocol. We describe the details below.

[Step 1: Analyzing issue interdependency] Each agent analyzes issue interdependency in
its own utility space by analyzing all constraints, and generates an interdependency graph.
After that, each agent generates his/her own idea of issue-grouping using the Girvan-
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8 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

Newman algorithm(Girvan and Newman (2002)), which is for computing clusters in weighted
non-direct graphs based on edge betweenness. The edge betweenness shows the weighted
shortest path in our protocol. Running time of this algorithm is O(kmn), where k is the
number of edges to remove, m is the total number of edges, and n is the total number of
vertices.

[Step 2: Grouping issues] In this step, the mediator combines the ideas of issue-grouping
submitted by each agent. The mediator employs the breadth-first search to generate the
combined social issue-groups. If every issue-groups submitted by all agents have crossover
parts, the mediator generates the union of sets of issue-groups from every agents (line 6∼9
in Algorithm 1). For simple example, agent 1 submits the idea A1 = {i1, i2}, {i3, i4, i5},
{i0, i6} and agent 2 submits the idea A2 = {i1, i2, i6}, {i3, i4}, {i0}, {i5} when the
number of issues is seven. {i1, i2} means that i1 and i2 are in a same group, and A1

is the idea of issue-groups submitted by Agent 1. The mediator combines A1 with A2,
and decides the issue-groups: A1∪A2 = {i0, i1, i2, i6}, {i3, i4, i5}. Algorithm1 shows the
details of combining the idea of issue-grouping from each agent.

Algorithm 1 Combine IssueGroups(G)
Ag: A set of agents, G: A set of issue-groups of each agent
(G = {G0, G1, ..., Gn}, a set of issue-groups from agent i is Gi = {gi,0, gi,1, ..., gi,mi})

1: SG := G0, i := 1
2: while i < |Ag| do
3: SG′ := ∅
4: for s ∈ SG do
5: for gi,j ∈ Gi do
6: s′ := s ∩ gi,j

7: if s′ 6= φ then
8: SG′ := s ∪ gi,j

9: end if
10: SG := SG′, i := i + 1
11: end for
12: end for
13: end while

Theoretically possible to gather all the individual agents’ interdependency graph into
one central place and then find all optimal contracts using such well-known nonlinear
optimization techniques like the k-means or Girvan-Newman algorithm, however, most of
the clustering technique have to decide some parameters or the number of issue-groups
previously. For instance, the number of edges to be progressively removed from the graph
is fixed previously in Girvan-Newman algorithm. Also, there is a trade-off between the
optimality rate and the failure rate in selecting the number of issue groups. In real life
negotiation, it is hard to decide the optimal parameters previously without enough history
data. In our approach, the mediator can recognize the efficient number of issue-groups
because the agents in real life have some knowledge in their utility spaces. Therefore, the
mediator can recognize the efficient number of issue-groups by combining the all agents’
knowledge. In addition, the lack of knowledge of each agent is compensated based on a
collective intelligence theory.
Algorithm 1 may not find the efficient grouping after merging because it sometimes gener-
ates giants issue-groups. However, we believe that all agents have a similar interdependent
graph in real life, therefore, our algorithm can usually work well with avoiding one giant
component.
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In addition, Agents are at risk of making an agreement that is not optimal for themselves
by dividing interdependent issues. In other words, there is the possibility of making a low
utility agreement by ignoring the interdependency of some issues. However, agents can
make a better agreement in this protocol because the mediator identifies the issue-groups
based on the interdependency rates.

[Step 3: Finding the Solutions] We find the solutions based on simulated annealing tech-
niques (Klein et al. (2003)) in order to find the optimal contract in each issue-group. The
details of algorithm 2 are as follows. The mediator proposes a contract that is initially
generated randomly (line 1 in Algorithm 2). Each agent then votes to accept, weakly
accept, weakly reject or reject the next contract. When the mediator receives these votes,
it maps them into numeric values and adds them together according to Table 2. If the sum
of the numeric values from all agents is a positive value or zero, the mediator mutates
the contract (by randomly flipping one of the issue values) and the process is repeated. If
the sum of the numeric values from all agents is a negative value, a mutation of the most
recent mutually acceptable contract is proposed instead (line 7∼16 in Algorithm 2).
Each agent votes based on the utility space in each issue-group. In our protocol, the agents
decide based on the difference between the utility of the present situation and the utility of
the next situation in each issue-group. When the agents vote, it maps the differences into
accept, weakly accept, weakly reject and reject according to Table 3.
This step is based on the simulated annealing technique(Russell and Norvig (2002)). Each
simulated annealing is fixed at a virtual temperature T , such that it will accept contracts
worse than the last one accepted with the probability P (accept) = min(1, e − ∆U/T ),
where ∆U is the utility change between the contracts (line 8∼15 in Algorithm 2). In other
words, the higher the virtual temperature, and the smaller the utility decrement, the greater
the probability that the inferior contract will be accepted.

Algorithm 2 Simulated Annealing()
V alue(N): the sum of the numeric values mapped from votes to N from all agents

1: S := initial solution (set randomly)
2: for t = 1 to ∞ do
3: T := schedule(t)
4: if T = 0 then
5: return current
6: end if
7: next := a randomly selected successor of current
8: if next.V alue > 0 then
9: ∆E := next.V alue − current.V alue

10: if ∆E > 0 then
11: current := next
12: else
13: current :=next only with probability e∆E/T

14: end if
15: end if
16: end for

3.2. Incentives for Truthful Voting
Any voting scheme introduces the potential for strategic non-truthful voting by the

agents, and our method is no exception. For example, one of the agents always votes truth-
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fully, while the other exaggerates so that its votes are always “strong.” One might expect that
this would bias negotiation outcomes to favor the exaggerator.

As we can see, even though exaggerating votes has substantial negative impact on social
welfare, agents are individually incentivized to exaggerate, thus re-creating the prisoner’s
dilemma game. The underlying problem is simple: exaggerating agents are able to induce the
mediator to accept all the proposals that are advantageous to them, while preventing the other
agents from doing the same. What we need, therefore, is an enhancement of the negotiation
protocol that incentivizes truthful voting, preserving equity and maximizing social welfare.

Simply placing a limit on the number of strong votes each agent can use does not work.
If the limit is too low, we effectively lose the benefit of vote weight information and get
the lower social welfare values that result. If the strong vote limit is high enough to avoid
this, then all an exaggerator has to do is save all of its strong votes until the end of the
negotiation, at which point it can drag the mediator towards making a series of proposals
that are inequitably favorable to it. The idea of the truthful voting is beyond a topic of this
paper. Addressing the proof of truthful voting or concrete example of is one of the important
future work in our study.

4. EXPERIMENTAL RESULTS

4.1. Setting
We conducted several experiments to evaluate our approach. We employed the common

testbed data structure based on XML proposed in Fujita et al. (2009). A common testbed
creating tool based on XML mainly covers the utility functions based on constraints. This
paper proposed a testbed generating tool that inputs configuration data and outputs XML
formatted files that represent agent utility spaces. Also, this paper defined the agent’s utility
space information based on XML tags. By defining the testbed data as XMLs, users can
easily read the files and change the data structure.

In each experiment, we ran 100 negotiations. The following parameters were used. The
domain for the issue values was [0, 9]. The number of constraints was 10 unary constraints,
5 binary constraints, 5 trinary constraints, and so on. (a unary constraint relates to one issue,
a binary constraint relates to two issues, etc). The maximum value for a constraint was 100
× (Number of Issues). Constraints that satisfy many issues have, on average, larger utility,
which seems reasonable for many domains. In the meeting-scheduling domain, for example,
higher order constraints concern more people than lower order constraints, so they are more
important. The maximum width for a constraint was 7. The following constraints would all
be valid: Issue 1 = [2, 6], Issue 3 = [2, 9]. The number of agents is 10 in these experiments.
The issues related to the constraint are decided based on the structure of interdependency
graph in Section 2.2

The number of small issue-groups is ten in these experiments. Interdependency graphs
are generated by the following two types based on the testbed: “1) Sparse Connection” and
“2) Dense Connection.” Actually, the difference between the two types is only the possibility
of connecting to other issue-groups: the possibility of “1) Sparse Connection” is 0.4, and
the possibility of “2) Dense Connection” is 0.8 written in Section 2.2. Figure 5 shows the
examples of interdependency graphs and the distribution between the number of issues and
the sum of the weight of connections the node has to other issues in two cases. As plotted
graphs in Figure 5 show, the property of “1) Sparse Connection” is closer to the scale-free
distribution, in which the number of links originating from a given node exhibits a power law
distribution, than that of “2) Dense connection.” In other words, the property of “2) Dense
connection” is closer to the distribution of random graphs. The highest point in “2) Dense
connection” is higher and more tightly-packed than that in “1) Sparse Connection.”
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FIGURE 5. The Sparse and Dense Connection

We compare the following methods. “(A) SA based on Vote” is a method proposed in
Klein et al. (2003), using a simulated annealing based on the agents’ votes without generating
issue-groups. “(B) Issue-Grouping based on vote” is the issue-group protocol proposed in
this paper, using a simulated annealing based on the agents’ votes we described above. “(C)
Issue-Grouping with Maximizing” runs SA with several random starting points and pick the
best solution for finding the social welfare utility functions with issue-grouping. The aim of
employing this method is to evaluate the self-performance of issue-grouping.

The parameters for simulated annealing in (A) are as follows. The SA initial temperature
is 50.0 and decreases linearly to 0 over the course of 500 iterations. The initial contract for
each SA run is randomly selected. The parameters for simulated annealing in each group
in (B) are as follows. The SA initial temperature is 50.0 and decreases linearly to 0 over
the course of 50 iterations in each group. The initial contract for each SA run is randomly
selected. The parameters for simulated annealing in each group in (C) are as follows. The
SA initial temperature is 50.0 and decreases linearly to 0 over the course of 100 iterations in
each group. The initial contract for each SA run is randomly selected. The number of edges
to be progressively removed from the graph (clustering parameter) for all agents is 6.
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FIGURE 6. Comparison of optimality when the number of issues changes

FIGURE 7. Comparison of optimality when the number of agents changes

We used simulated annealing (SA) (Russell and Norvig (2002)) gathering all the indi-
vidual agents’ utility functions into one central place in order to approximate the optimum
social welfare for each negotiation test run. Exhaustive search was not a viable option
because it becomes computationally intractable as the number of issues grows. The SA initial
temperature is 50.0 and decreases linearly to 0 over the course of 2,500 iterations. The initial
contract for each SA run is randomly selected. The optimality value for a negotiation run,
in our experiments, is defined as (social welfare achieved by each protocol) / (social welfare
calculated by SA).

Our code is implemented in Java 2 (1.6) and run on a core 2-duo CPU with 2.0 GB
memory on Mac OS X (10.6).

4.2. Experimental Results
Figure 6 and 7 compare the optimality rate in the sparse connection and dense connection

cases. “(B) Issue-Grouping based on vote” proposed in this paper achieves higher optimality
than “(A) SA based on vote,” which means that the issue-grouping method achieves efficient
and scalable negotiation. “(B) Issue-Grouping based on vote” decreases the optimality rate
as the number of issues increases. The main reason is that the complexity of negotiation is
higher as the number of issues becomes larger. The optimality rates of “(C) Issue-Grouping
with Maximizing” is more than one when the number of issues is more than 20. This means
that the method with issue-grouping can find high quality solutions than the one without
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FIGURE 8. Number of edges to be progressively removed (Clustering parameter) v.s. QF

FIGURE 9. Number of edges to be progressively removed (Clustering parameter) v.s. The
number of issue-groups

issue-grouping. The optimality rate is almost same when the number of agents changes as
Figure 7 showing.

The optimality rates of “(B) Issue-Grouping based on vote” in “1) Sparse Connections”
are lower compared with those in the “2) Dense Connections.” This is because the issue-
grouping method proposed in this paper can achieve high optimality if the number of ignored
interdependencies is low; In fact, there can be more independent issues or small interdepen-
dent issues in “1) Sparse Connections.” In real-world negotiation, a situation like sparse
connection is more common.

Figure 8 shows a scatter diagram (vertical: QF, axis: number of edges to be progressively
removed) when the number of agents is 3 and 20. QF = (Sum of internal weights of edges
in each issue-group) / (Sum of external weights of edges in each issue-group). The ignored
weights of edges in generating issue-groups are fewer as QF increases. The axis line means
the parameter of generating issue-groups in all agents. The number of issues is 500 in the
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“1) sparse connection” case. The number of edges to be progressively removed is clustering
parameter in the Girvan-Newman algorithm(Girvan and Newman (2002)).

As Figure 8 shows, QF becomes smaller when the number of edges to be progressively
removed is larger. This is because the number of issue-groups generated by each agent is
higher as the number of edges to be progressively removed becomes larger as Figure 9
showing. The rapid decrease sometimes happens as the number of edges to be progressively
removed increases. These points are good parameters for decomposing the issue-groups.
In real life, the utility of agents contains an adequate idea of issue-groups, and agents can
determine the optimal idea of issue-groups by analyzing the utility spaces.

5. RELATED WORK
Even though negotiation seems to involve a straightforward distributed constraint opti-

mization problem (Greenstadt et al. (2006); Maheswaran et al. (2005)), we have been unable
to exploit existing work on high-efficiency constraint optimizers. Such solvers attempt to
find the solutions that maximize the weights of the satisfied constraints, but do not account
for the fact that the final solution must satisfy at least one constraint from every agent.

Lin and Chou (2003) explored a range of protocols based on mutation and selection
on binary contracts. This paper does not describe what kind of utility function is used, nor
does it present any experimental analyses, so it remains unclear whether this strategy enables
sufficient exploration of utility space.

Klein et al. (2003) presented a protocol applied with near optimal results to medium-
sized bilateral negotiations with binary dependencies, but was not applied to multilateral
negotiations and higher order dependencies.

A bidding-based protocol was proposed by Ito et al. (2007). Agents generate bids by
finding high regions in their own utility functions, and the mediator finds the optimum
combination of submitted bids from the agents. However, the scalability of this protocol
is limited, and the failure rate of making agreements is too high. By Fujita et al. (2008), a
representative-based protocol for reducing the computational cost was proposed based on
the bidding-based protocol. In this method, the scalability of agents was improved; however,
the scalability of issues was not sufficient.

Marsa-Maestre et al. (2009); Marsá-Maestre et al. (2010); Marsa-Maestre et al. (2009)
proposed an auction-based protocol for nonlinear utility spaces generated using weighted
constraints, and proposed a set of decision mechanisms for the bidding and deal identification
steps of the protocol. They proposed the use of a quality factor to balance utility and deal
probability in the negotiation process. This quality factor is used to bias bid generation and
deal identification, taking into account the agents’ attitudes toward risk. The scalability of
the number of issues is still a problem in these works.

Hindriks et al. (2006) proposed an approach based on a weighted approximation tech-
nique to simplify the utility space. The resulting approximated utility function without de-
pendencies can be handled by negotiation algorithms that can efficiently deal with indepen-
dent multiple issues, and has a polynomial time complexity. Our protocol can find an optimal
agreement point if agents don’t have in common the expected negotiation outcome.

Fatima et al. (2007a,b) proposed bilateral multi-issue negotiations with time constraints.
This method can find approximate equilibrium in polynomial time where the utility function
is nonlinear. However, this paper focused on bilateral multi-issue negotiations. Our protocol
focuses on multilateral negotiations.

Zhang (2009) presents an axiomatic analysis of negotiation problems within task-oriented
domains (TOD). In this paper, three classical bargaining solutions (Nash solution, Egalitarian
solution, Kalai-Smorodinsky solution) coincide when they are applied to a TOD with mixed
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deals but diverge if their outcomes are restricted to pure deals. However, this paper focuses
on the bilateral negotiations.

Jonker et al. (2007) proposed a negotiation model called ABMP that can be characterized
as cooperative one-to-one multi-criteria negotiation in which the privacy of both parties is
protected as much as desired. This paper models a mechanism in which agents are able to
use any amount of incomplete preference information revealed by the negotiation partner in
order to improve the efficiency of the reached agreements. Moreover, this paper shows that
the outcome of such a negotiation can be further improved by incorporating a “guessing”
heuristic, by which an agent uses the history of the opponent’s bids to predict his preferences.
This paper mainly focuses on the privacy issues of the negotiation mechanisms.

Robu et al. (2005); Robu and Poutre (2006) presented the utility graph for issue in-
terdependencies of binary-valued issues. Utility graphs are inspired by graph theory and
probabilistic influence networks to derive efficient heuristics for non-mediated bilateral ne-
gotiations about multiple issues. The idea is to decompose highly non-linear utility functions
in sub-utilities of clusters of inter-related items. They show how utility graphs can be used
to model an opponent’s preferences. In this approach agents need prior information about
the maximal structure of the utility space to be explored. However, our approach has the
advantage that outcomes can be reached without any prior information and that it is not
restricted to binary-valued issues.

Shew and Larson (2008) proposed multi-issue negotiation that employs a third-party
as a mediator to guide agents toward equitable solutions. This framework also employs an
agenda that serves as a schedule for the ordering of issue negotiation. Agendas are very
interesting because agents only need to focus on a few issues. This paper also focuses on
bilateral negotiations, however, this framework can apply to the negotiations among more
than two agents.

Hemaissia et al. (2007); Hemaissia-Jeannin et al. (2008) proposed a negotiation protocol
for the multi- lateral multi-issue negotiation in a cooperative context. This paper uses sharp
recommendations to help in accelerating the search of a consensus between the cooperative
agents and in finding an optimal solution. Also, this paper shows that the protocol has the
sub-game perfect equilibria and these equilibria converge to the usual maximum solution.
However, this paper mainly focuses on a crisis management problem.

6. CONCLUSION
In this paper, we proposed a new negotiation protocol, based on grouping issues, which

can find high-quality agreements in interdependent issue negotiation. In this protocol, agents
generate their private issue interdependency graphs, the mediator identifies the issue-groups
based on ideas of issue-groups from agents, and multiple independent negotiations proceed
for each issue sub-group. We demonstrated that our proposed protocol has a higher optimal-
ity rate than the method without issue-grouping.

In future work, we will conduct additional negotiation, after the concurrent sub-contract
negotiations, to try to increase the satisfaction of constraints that crossed sub-contract bound-
aries. In addition, the asymmetry property of issues exists in real life; for example, some
agents know parts of all issues. Therefore, analysis of the asymmetry property of issues based
on game theory or simulation will be important. Addressing the proof of truthful voting or
concrete example of is also one of the important future work in our study written in Section
3.2. The constraints in our utility space have a utility associated to them, and it is better
to generate efficient issue-groups that the interdependency rate is employed to the utility of
the constraints. The detailed study of the interdependency rate is also an important future
works in our protocol. Finally, we can adapt Newman’s fast partition algorithm to make it
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determine the clustering coefficient dynamically, without having to pre-specify a number of
clusters (something like this has already been proposed for collaborative tagging research).
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第２特集……１

チェックシートを用いた
副作用スクリーニング

KOUdaKyOil古川裕之FwukawaHi｢oyuki 幸田恭冶KO‘
山口大学大学院教授／医学部附属病院葵剰部長同ＤＩセンター薬剤主査

なぜ，今，副作用の検出が必要なのか？

薬事法第77条の４の２第２攻には，「薬ﾙj開設荷，

病院，診療所若しくは飼育動物診療施設の開設軒又

は医師，歯科医師，薬剤師，益録販売巷，獣医師そ

の他の医薬関係者は,医薬Ｉ１ｌＩＩ又は医擁機器について，

当該1W,目の副作用その他の.'1i:'11によるものと疑われ

る疾病，Ｉ職諾しくは死亡の発生又は､'1該iIlIIIIの使

用によるものと疑われる感染縦の発ﾉkに関する』j噸

を知った場合において，保健岬lﾐﾋの危祥の発生又

は拡大を防止するため必要があると認めるときは，

その旨を厚生労働大臣に報併しなければならない」

とある．つまり，薬剤師を含む医療スタッフには，

薬事法で，剛作川の報告義務が課せられている．

蚊近の状況の変化として，「承認条件黙'」付きの

新薬の発売がIl立っていることと「公知''1術蕊2」

という新しい解釈による適応症拡大が行われている

ことがあげられる．「承認条件」については，とく

に抗がん薬やモノクロール抗体製剤のほとんどがそ

の対象である．また，「公知Il1i;Ili」による適応症拡

大もまた，難論療疾忠に対して使川される錐剤が対

象となっている．

.§.'承認条件

厚生労働街が新薬を承認する条件として，製造販允後に．

使用成紙調査，特定使川成紙I淵在や製造販允後臨床試験の実

施を求めること．

琴2公知''1諸

承認済隆薬品の保険適応外使川について科予:的根拠にﾉ膿づ

いて医学薬学上公知であると認められる場合に，臨床試験の

全部又は一部を新たに実施することなく効能又は効果等の承

認が１１J能となる制度のこと．

4２（442)ClinicQIPhQimQcist2011vol8nQ５

吉本久子YbshimoloHisako
同病棟薬剤主査

長淫悠子
同院薬剤師

ＮａｑａｓａｗａＹｕｋｃ

これらはともに，ドラックラグ（新たな薬物が開

発されてから，治療薬として実際に患者の診療に使

川できるようになるまでの時間差や遅延のこと）解

消ll的のための対策である．これらの対策は．治療

薬を待つ忠若にとっては有益ではあるが，一方で，

少しでも111合<臨床使用することと，必ずしも十分とは
はかり

いえない臨床データとを秤にかけて承認されることが

問題点としてあげられる．つまり，「承認条件」付き

新薬と「公fllIlI諸」による承認を受けた薬剤の使用に

あたっては,安全性に対する十分な監視が必要である．

誰が，副作用を検出し，報告するのが
よいか？

２()1０（平成22）年度版厚生労働白書によると，医

採関係考からの副作用報告件数は約4,000件で，企

業から報杵件数の約1/8である（表1)．

「医薬１V'・医療機器等安全性情報報告制度」の実

施要綱には，「医薬品安全性情報報告書」と「医療

機器等安全性情報報告書」が明示されている．医療

関係若からの報告件数が少ない最大の理I:1,は，報告

に要する労力にあるとみている．日本においては，

とくにweb洲ｉｆシステムが不十分であり，一般国民

でも容易に報併できるシステムの整備が必要であるI)．

それはそれとして，薬物治療の専門家というのであ

れば．薬剤師が制作川の検出と報告に積極的に取り

組むことについて異論はないと思う．

ＩｌｊＩ/|ﾐ労働省の社会医療診療行為別調査結果による

と，２０()９（､ド成21）年度の院外処方せん発行率は

62.0％（病院：７０.()％,診療所：59.0％）と，前年に

比べて2.8ポイント上昇している．このような状況

においては，入院患者に対しては病院．診療所勤務
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第２特集副作用を薬剤師が検出する

表１１最近５年間の医薬品の副作用等報告件数の推移（単位：件）

製造販売業者からの報告
年 度

副作用報告研究報告外国措置報告感染症定期報告

２００４（平成16）年度25,1421,311４２０1,093

２００５（平成17）年度24,523９７１５６３１，０７７

２００６（平成18）年度26,309８１８４８５1,076

２００７（平成19）年度28,500８５８６９５1,092

２００８（ 平成20）年度31, 455８５５８６９1,074

2010（平成22）年版厚生労働I'111ド街料編医薬砧・'だ旅機器の製造販光後対策

３）雌近５年'''1の脹莱ＩＩｌＩＩの剛作川等報(If件数の推移

http://www,ｍｈｌｗ・gojp/ｗｐ/hakusyo/kouseL．'()-2/kousei-data/sil･you/shlO()l()204.html＃aｌ２４３

Ｃ

薬剤部

(Ｄｌ室）

←

←

D|：Druglnfomation(医薬品情報）

(薬事法）

(副作用情報）（副作用情報）副作用I情報副作用1情報

｛副作用情報 窯
保険薬局

'２．

|___

医薬関係者から

の副作用報告

4,594

3,992

3,669

3,891

3,839

①保険薬局の窓口あるいは病室において,｢自覚症状確認表｣(図Z,３)を患者に見せ､異常の有無を確認する．

②副作用のシグナルがあれば,｢副作用チェックシート｣(図4)に記入し,保険薬局の場合は医療機関のD|室に

FAXかE-メールで送る．病棟薬剤師も同様に，Ｄｌ室に伝達するＤｌ室では，伝達された情報を蓄積する‘

③｢副作用チェックシート」を受け取ったＤｌ室では，病院情報システム等で併用薬や臨床検査値など

患者の情報を収集する

④副作用の疑いがあればＤｌ室は，情報発信元の保険薬局薬剤師や病棟薬剤師から追加情報を収集

し，処方医に連絡する．

図１１副作用検出と患者対応における病院・診療所と保険薬局の連携図

の薬剤師が，そして，外来忠者に対しては保険薬局

勤務の薬剤師が．患荷からの剛作川シグナルを検出

するよう協力し合うことが砿要である．また，忠料

の副作川シグナルについては，処方した医師に伝達

し，忠稀に対して適切な対応を行うことが必要であ

る．ここにおいて重要な役荊を果たすのが，病院薬

局の「医薬品情報管理室（ＤＩ室)」である．この役

削の重要性については，2010年4ﾉjの診療報酬改定

で「薬剤管理指導料医薬品安全性情報等祷理体制加

算熱3」が新設されたことからも即解できる．

病院・診療所と保険薬局との良好な連携を前提と

した，患考からの剛作川シグナルの検川と検出した

情報の流れを図１に示す．

.:､31侭築胎安全性情椛聯特理体制加算

医旅機関におけるﾙﾐ薬I}&安全性情報等の袖:剛体制の史なる

充実を似1るため，医薬姉情報符理室において典に賞の商い医

薬,},I,安全性1､IIiWi等の符理を行っているj勝合に，薬剤符理指導

料.の初lnl算定時に50点加算．

clinicQlPhQimQcis上2011voL3nQ5(443)４３393
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手足が須い（顔阿や
聞屈が窪む）

効率よく，副作用シグナルを検出する
ためのツール

現砿至皿可官亘oｵﾛ画ORE気ア彫ドステロン亘量万リゥムロ宜
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かゆいｽ子ｲー ブﾝｽジョンソン宮､鯉冒(童筑I環三官豚、ライユ症pg何車瓦宝冠里。要”、T尾詞諏［程峯．里室ＺＥｍ５墾舗狸》
がめいがめい

また，「薬剤」のリスク度は，①ハイリスク薬*Ｉと

②発光・適応拡大1年以内の新薬が旭者に投与され

ているかどうかでｌと２に分けた．このリスク評価に

蝶づいて，忠背の騰祝ウエイトを決めることにした．

たとえば，Ｉ汗機能が低下している触者でハイリス

兇叩魂号:厘一ステロイド璽頁辰‘ステイーフンスソョンソ〆置１８，幅

向胆狼圃逐燭1,1),妙イエル立紅ｇ仲司は剥喫壊死唾》ま月師エリ子守
トーデス【SLEUmt）

Ｆ倣曜宮古Ｉ暦娩関口８画Ｅ顧憂など】副全逓別室

哩師が竃＜猛った

体がだるい

限られた時間で，効率的に患者からの副作用シグ

ナルを検出するためには，魁者自身が気付くことの

できる症状に焦点を当てることが右効であること．

また，「何か変わったことがありますか?｣とか，「ど

こかに異常はありませんか?」のように質問するの

ではなく，具体的な症状の右無を確認するほうが効

率的であると考え，患者の、覚症状を８項目に分類

して，イラストを川いた｢rl覚症状確認表(図２，３)」

を作成した．また，チェック結果の記録川として｢制

作川チェックシート(図４)｣を準備した．これらは，

本誌節３巻２号（2011年３ノj発行）の巻/kに付録と

して掲載した．

典休的には，入院患者に対しては病槻11当薬剤師

が，また，外来思考に対しては保険薬局の薬剤師が

｢IEI党症状確認表」を用いて，忠荷との而談を通し

た副作用シグナルを検出することにした．この際，

リスク度の評価を行い，忠者監視のウエイトにメリ

ハリをつけるという方法を導入した（図５)．リス

ク度は「患荷」と悠者に投与される「薬剤」のｉＩｉｌｊ方

から評価することにし，「忠考」のリスク度は，①薬

剤の代謝排池に関与する臓器(肝臓と腎臓)の機能，

②合併症とその治撫薬，③患者の認知機能。運動機

能・アドヒアランス状況をもとに１と２に分けた．

図４１副作用チェックシート
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１２

患者のリスク度

(疾患・合併症，肝機能，腎機能．理解度）

第２特集副作用を薬剤師が検出する

図５１リスク度評価と患者監視のウエイト

うことを前提に，ハイリスク薬や発売・適応拡大後

１年以内の新薬を服川している魁荷と処方変災があ

った忠杵について剛作川シグナルの確認を行うよう

保険薬Ajの薬剤師に即解を求めた2.3)．このシステ

ムを活川すれば，人院忠.汁と外来忠将のIlilj方で，特

定薬剤杵理指導加筑も算定できることになる．

ク薬を投与される場合は，図５の赤色の部分に,|:Ⅱ､'１

し，通常の４倍の監視ウエイトとなる．この場合，

入院患者であれば，通常が週lInIの触粁訪問なら，

最低でも隔日に訪問して「門覚症状確認表」を川い

て副作用シグナルの有無を確認することになる．こ

のように，患者ごとにリスク度評価を行い，安全性

を確保しながら業務の効率化をⅡ指している．

また，外来患者に関しても，リスク度評価と忠群

聴視ウエイトの判断に基づくメリハリある対応を行

１
１

隅

薬
剤
の
リ
ス
ク
度

:;.!ハイリスク薬

誤った投与が行われた場合に，忠折に死亡を含む深刻な健

康被害をもたらす１１能性のある薬を．一般的に「危険紫（以

Iぐ，ハイリスク薬)」とよんでいる．「ハイリスク薬」につい

ては．①厚生労働科学研究「医薬肺の安全使川のための推務

手順11剛作成マニュアルにおいて「ハイリスク莱」一随表と

して，また．②診撫報IWlI・調剤服洲において薬学的併J1l1脂導

の対象として11薬効群（抗悠性脈甥薬〆免疫抑制錐，イく柊脈

川薬，抗てんかん薬，内服川血液凝IIIiI肌I上薬，ジギタリス製

剤，テオフイリン製剤，注射川カリウム製剤，粘神神維川莱，

すいl職ホルモン楽，抗HIV薬）があげられている．堆務ｋ役

に立つのは，以下の２つのガイドラインである．

・１１本薬剤師会「薬Ajにおけるハイリスク楽の錐学的竹:叩

指導に関する業務ガイドライン（第２版)」

※会貝ページでのみ公開

・’1本病院薬剤師会「ハイリスク楽の薬剤杵J''1指導に側する

莱務ガイドライン（ve１．．２)」

http://wwwjshp・orjp/cont/10/11()4.pdf

検出したシグナルの評価をどのように
行うのか？

↑

一惨

宇部薬剤師会との述携による剛作川検出システム

はまだスタートしたばかりだが,４月には89件の｢副

作川チェックシート」を受け取った．ＤＩ案では，

この「剛作川チェックシート」について，過ｆカル

テシステムを利川して医薬I}''１添付文lIfで求められて

いる臨床検在実施の有無と異常値の右無を確認して

いる．このＤＩ龍での忠群情報の調在結果に膿づい

て，必要な臨床検杏を実施していない忠若と検査異

常値を示している思考の主治医には，電子カルテシ

ステムの「忠若掲示板」機能を利川して確認を求め

ることにしている（図６)．入院忠粁に関しては，

嫡棟莱剤師との述挑で行う．

この「魁荷掲示板」を皿して，医師だけでなく，

清洲Iliや病棟薬剤師も怖報共ｲｨができる．また，医

師に対しては佃人的に遮・ｆメールを送信し，臨床検

ｲf結果と魁荷の病状の確認を行うことを求めてい

る．この忠行情報調企から処方医への連絡部分につ

いては，現在，よりよい方法を検討''１であり，５ﾉｊ

/kを11標に，分かりやすい業務フローチャートの作

成に取り組んでいる．

また，１１』〃k労働横と製薬企業については，医師に

より「Ｉｉｌｌ作川である」あるいは「剛作川の疑いがあ

る」と診断されたものについては，１､,柵発循元の保

険錐ﾊjと迎塙で洲Ifするように取り決めている．

一う

さらに必要なこと

clinicQIPhQimQcist2011voL3no､５(445）４５

今'111,似粁の''1党症状に注|｜した制作川シグナル

の検川に関する取り組みについて紹介した．このシ

言
冒
一
■

２

１

４
ＩＯＰ一､
今tFq-画＝●Ｕ
'マ〃－淫･Ｐｑｒ

２
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↑
、 ノ

／ 、

薬局

①患者から副作用の自覚症状を聞き取る

②自覚症状の内容をＤ|センターへFAXする
、 ノ

↓ ↑
〆 、

Ｄ|センター

↓

７．血液（体液）中に中毒域濃度で薬剤が検出されるか？

８．薬剤の用量が増えた時に,有害反応が増悪あるいは減量時に軽減したか？

９．当該患者は，以前に同じあるいは同種の薬剤で同様の反応を示したか？

１０．有害反応は，客観的根拠によって確認されているか？

合計点：因果関係の判定基準

９：可能性高い５～８：可能'性あり１～４：可能性小０：疑わしい

／ ､ ／ 、

⑥カルテよ''ﾉ副作用を確認

⑦同薬剤の副作用の有無の確認

③データの蓄積

⑨厚生労働省，薬局への

副作用情報のフィードバック

⑩製薬会社へ情報提供（依頼ある場合）
、 ノ

③薬局からの副作用の自覚症状に

関連する検査値を確認

④医師へ副作用の自覚症状と検査

値を連絡

、 ノ

6．有害事象が，プラセボによって引き起こされるか？

1．この有害事象は，副作用として報告されているか？

2．有害事象は、被疑薬の服用後に発現しているか？

3.有害事象は,被疑薬の中断後に軽快あるいは桔抗薬によって改善しているか？

４有害事象は，再投与によって再現されるか？

5．有害事象を引き起こす可能性のある（薬剤以外）他の原因があるか？

↓

４６(446)clinicQ1phQImQcist2011voL3nQ5
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表Ｚ｜有害事象因果関係評価のためのNaranjoAlgorithm

医師

⑤副作用の診断，患者へ説匪

厚生労働省

製薬会社

図６１副作用シグナルの評価と処方医および厚生労働省への伝達

一
え

１
’

い
Ｏ
ｌ
０
「
制
判
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

い

ステムがより患者の安全確保に役立つためには，少

しでも多くの医療機関で実施され，シグナルデータ

を共有する必要がある．

患者の面談においては，副作用シグナルの裏付け

となる客観的データを入手するためのフイジカルア

セスメントが必要である．とくに，基本的なバイタ

ルサイン(呼吸数．脈拍，血圧，意識レベル，体洲）

測定のための基本スキル，そして，できれば心晒似｜

モニターの波形変化を読み取るスキルも必要になる．

さらに，投与された薬剤と有押"象との因果関係

評価における問題解決がある．よく知られている方

法としてNaranjoAlgorithm（表Ｚ）があるが，製

薬企業を対象にした洲在では，アルゴリズムを使川

している企業は少なく、また．統一した評価〕,雛も

確認項目
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第２特集副作用を薬剤師が検出する

ないことが分かった．').標準的な評価薙準がないと，

|剛Iliの評価も適正に行われない．完壁なものは雌し

いかもしれないがｌ火I果関係評価に用いるﾉＩ馴曜はＩＩｉｌ
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定価２，９４０円(本体2.800円十税）Ｂ５判／１２８頁lSBNg7B-4-B404-3644-1g画T2700gO(ﾒデｲｶ出版wEBｻｲﾄ岬用検索話号）

川① メラ学力出版wwwmedica・cojp
お客様ｾﾝﾀー kー び101204276-591またはo6.6385.9696FAXO6-6385-0880 本社〒564-8580大阪府吹田市広芝町18-24
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検証医薬品使用時の安全管理
１０年の取り組み

古川裕之FurukawaHiroyuki
山口大学大学院教授／医学部附属病院薬剤部長

調剤しない人は調剤エラーをしない

ごく普通の人間は，何か行動を起こせば．必ずと

いっていいほどエラーを起こす．調剤する薬剤師で

あれば，調剤エラーをする．逆に．調剤をしない薬

剤師は，調剤エラーを起こさない．また，「エラー

件数／時間あたりの仕事量＝一定」と仮定すると，

仕事の遅い人はエラーが少なく，仕事が早い人はエ

ラー件数が多くなる．つまり，米国医療の質委員会

医学研究所の報告書「ＴｏＥｒｒｉｓＨｕｍａｎ」という題

が示すように，仕事をする限りエラーから解放され

ることはない．この認識が，医療安全管理の出発点

である．

この１０年でョ何が変わったか？：
"責任指向型"から"対策指向型"への現場

対応の変化

医療安全管理が注目されるようになった2000年以

前は，医療提供者のエラーによる患者の健康被害が

発生すると．「誰がしたのか？」→「処罰」→「一件

落着」という．‘犯人探し"，つまり，“責任指向型，，

の対応が主流であった．また，医薬品使用時の安全

管理の焦点は，医薬品という｢物｣に当てられていた．

しかし，2000年以後，「人」に由来するエラー（ヒ

ューマンエラー）に関心が高まり．当事者の行動に

影響を与える因子（たとえば，医薬品の外観や名称

の類似，作業確認方法や情報伝達方法などの業務手

順）の関与が認識されるようになった．その結果，

当事者個人の責任追及で終わるのではなく，「なぜ

起きたか？（エラーの根本原因の分析)」→「どうす

５６(556)clinicQlphQImQcist2011voL3nQ6

れぱ防げたか？（IIj:発防止策の検討)→｢対策の実行・

評価」というように“対策指向型”の問題解決とい

う前向きな対応に変わりつつある．エラー'¥発防止

のためには“対策指向型，，が右効であり，原因を当

事者のみに限定する“堂任指向型'，対応から根本原

閃の解決に向けた“対策指向型”対応への変化は，

医療安全管理おける非常に大きな意識改革である．

また，２０００年以降，医薬品使用時の安全符理に関

して,行政レベルでの職種的な改善策が打ち出され，

製薬企業と医療機関はその対応に努めた（表')．

その結果，製薬企業による製剤と容器の表示方法や

販売名の改蒋が行われ，一方で，医療機関における

医薬品使用時の安全符理体制の改善も大きく進ん

だ．薬剤師も，院内に設置された医療安全管理部'''１

のメンバーになったり，2007年４月からは「医薬1冊

安全管理責任者」として，院内での医薬ｌＹＩ使用の安

全管理に関して様々な業務を開始するようになった．

｢感覚」ではなく，「
いて改善提案をする根拠｣ヂーﾀに墓つ’

医薬品投与に関連するエラー（medicationerror．

以下、メディケーションエラー）は検出しやすいた

め，薬剤師は，少なくとも35年以上前から医療提供

者としては初めて「監査」という調剤薬のダブルチ

ェック・システムを業務に取り入れている．また一

方で，2000年以前においても，製剤の外観類似性が

大きなエラー因ｆであることを認識し，製薬会社に

対して改善を求めてきた．

しかし，当時は，「ＡとＢの外観が似ているので，

なんとかしてほしい」というような自分の経験に堆

づく感党的な問題点指摘と改善要望が中心で，根拠
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表１１２０００年以降の医薬品使用時の安全管理に関する行政の取り組み内容

年月日

2000年９月

2001年１０月

2003年１１月

2004年７月

2005年８月

2005年９月

2006年９月

2007年３月

2007年４Ｅ

2008年３屍

2009年４月

2010年１月

2011年末ころ

医薬品使用時の安全管理に関する行政の取り組み内容

厚生省医薬安全局長通知医薬発第935号

｢医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」

☆医薬品命名法の統一：「商標」＋「剤型」＋「規格・含量」

医療安全対策ネットワーク整備事業（ヒヤリ・ハット事例収集事業）の開始

厚労省医薬食品局長通知（薬食発第1127003号）

｢医薬品の販売名・外観の類似性による医療事故防止対策の徹底について」

医薬品類似性検討ワーキンググループを設置〔既存ワーキンググループ（規格，名称類

似，注射薬，輸液，眼科用剤）を統合し，継続検討〕

厚労省医薬食品局長通知（薬食発第0808001号）

｢二槽バッグ製剤の未開通投与防止対策について」

医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について（薬

食審査発第0922001号）

☆後発医薬品の命名法の統一：｢一般名」＋「剤型」＋「規格・含璽」＋「会社名」

厚労省医薬食品局安全対策課長通知

｢医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」

厚労省医政局総務課長・医薬食品局総務課長連名通知

｢医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルについて」

すべての医療機関に「医薬品安全管理者」設置

｢医薬品類似名称検索システム」公開

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

｢処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について（周知依頼)」

2局長通知

☆処方単位は「１回量」

｢医療用医薬品（内用・外用薬）へのバーコード表示の実施について」

データに基づくものではなかった．２０()()年以降は，

ヒューマンエラーの重要性が認識され，研究的洲在

手法や人間工学的手法を取り入れた問題点の抽出，

改縛策の提案，さらには，改善策の評価が行われる

ようになった．つまり，ヒューマンエラー対策に，

科学的なアプローチが導入されるようになった．

感覚的なアプローチは個人により異なることか

ら,別の人からの提案と衝突することが少なくない．

それまでは，複数の医療機関からの異なる強い典望

に製薬会社が振りＩｎＩされ，時間と経世を浪費するこ

とも少なくなかった．しかし，訓盃・研究データに

雑づくアプローチは，別の根拠データが示されない

限り衝突が生じない．改稗を求められる立場の製薬

会社にとっては，薬剤師からの根拠にj1Lづくアプロ

ーチのほうが時間と経費の両面で効率的である．今

後，薬剤師から製薬会社への改善要望は，根拠デー

タを川いて行うことをＪ１“としたい．

基本ルールは明確になった。

しかし，ルールを守るのは難しい，
守らせるのば，もっと難しい．

２()00年以降の取り組みを通して，医薬品使川時の

安全管理に必要な基本ルールは明確になったと思わ

れる．その中心は，「確認」である．

医療提供軒にとっての唯本的な確認事項は，５

Rights（①RightPatient，②RightDrug，③Right

Dose，④RightRoute，⑤RightＴｉｍｅ）である．現

在でも報侍されるエラーは，この５Rightsの確認が

何らかの理111によって行われなかったものがほとん

どである．

しかしながら，医療現jルにおいては，５Rightsの

碓忍が|舎分に行われたとしても．投与I|』の患者に異

常がノヒじる場合がある．ｆ想されるｲ『害反応であれ

ば，それをj11.期に発見し適切な対応を行わないと，

clinicoIPhQimQcist2011voL3nq6(557）５７399



のアレルギーや有害反応について医師が知っていることを確認しよう

画 一

表Ｚ｜「医療過誤防止を助ける２０のヒント」中の「薬」関連記述部分

処方釜をもらったら．それが読めるかどうか確認しよう

1．事故防止に最も有効な方法は，患者が自分自身の医療提供チームの積極的なメンバーになること

2．あなたの摂取しているすべてのもの（処方薬，市販薬，およびビタミン剤やハーブのような栄養補

助食品）を医師が知っていることを確認しよう

5８（558)clinicolphoimQcist2011vol3nQ6

気になるのは，ここ数年の医採関係者が絡む医薬

品関連の』州皇報道の噸加傾向である．重要な4刺を

表３に示す．

医師や看護師のj渉合は，まず医薬齢の入手を企て

る．多いのが，他の医師のＩＤを使用した「なりす

まし処方」である．また，ある忠者の名前を階りた

医薬I1iIIの不正入手のための処方も行われる．薬剤師

の場合は，薬局内に備蓄されている医薬1V,の｢粁服」

である．共通した動機は，個人使用と治療Il的以外

の他人への投与である．報道されているのは，氷山

の一角だと推測している．

また，医薬品だけでなく，暴刀|､J1等への販允を目

的としたディスポーザブルシリンジの不正入手に間

する報道も見受けられる．これまで，医療界におい

あなたの薬に対するこれまで

しかし，雑木ルールが明確になっても，それが守ら

れなければ意味はない．すべての医療提供群が堆本

ルールを守るよう，何度も繰り返して働きかける必

要がある．しかし，それは，容易なことではない．

■
Ⅱ

（
”
望
、
叩
）
．
棄
却
バ
ー
．

http://www,ahrqgov/consume｢/２０tiDs,htm

7．薬のラベルに書かれた指示内容に疑問があったら質問しよう

8．水薬の場合は，何を使って計量すればよいか薬剤師に聞こう．使用方法が分からないときはそれも

質問しよう

9．あなたの薬で起きる可能性のある副作用についての文書をもらおう

；略

１４.質問や関心がある場合は，はっきり言おう

「２０ＴｉＤｓｔｏＨｅｌｐＰ｢eventMedicalE｢｢orsPatientFactSheetlを翻訳

５薬を処方される時と受け取った時の両方で．薬について分かるように説明してもらおう

①何のための薬か？

②どのように，どれぐらいの期間，薬を服用するのか？

③どのような副作用があるか，もし副作用が起きたらどうしたらよいか？

④他の薬あるいは栄養補助食品と一緒に服用しても安全か？

⑤服用中に避けなければならない，食物，飲料，行動は何か？

6．薬局で薬を受け取ったときは，それが自分の担当医が処方した薬かどうか聞こう

注意義務違反と兇なされることがある．つまり，リ

スクが予想される薬剤を投与されている忠者に対し

ては，予想されるリスクをIIiI避するために，投与後

の経過観察（フォローアップ）が必要となる．つま

り，メディケーションエラー防止のために医療提供

将に求められる基本ルールは．５Rightsの確認と経

過観察（５Ｒ＋１Ｆ）である．

一方，忠粁の視点に立つと，「医療過誤防止を助

ける20のヒント」中の「薬」に関連した部分で示さ

れている堺項の確認がﾉｉｆ本ルールである（表Z)．

とくに重要なことは，思特、身が医擁提供チームの

メンバーになることであり，何か疑問か質問があれ

ば，遠慮なく医療提供着に求めることができる環境

を作ることである．異常は魁者向身が岐初に気付く

ことが多い．メディケーションエラー防止のために

は，医療提供薪は．表Ｚに示す患者からの確認と衝

間に対応することが求められる．

メデイケーションエラー防止のための基本ルール

は明確になったが，それでエラーが完全に防止され

るわけではない．確かに，基本ルールを確実に守る

ことで．かなりのエラーを防止することができる．

犯罪防止への取り組みが必要である
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表３１医療提供者による医薬品関連の過去2年間のおもな犯罪事例

報道日

2009年４月９Ｅ

報道内容

医師．同僚の|Ｄとパスワードを使って勝手に処方せんを作り睡眠薬を不正入手‘

錠剤をすりつぶして，後輩女性の缶入り茶に混入．お茶を飲んだ女性は意識喪失

看護師投与の必要ない入院患者に対して．故意にインスリン投与

医師鎮静薬「ドルミカム○」を無断で持ち出し，自分で使斥

2010年２月２Ｅ

2010年４月30日

2010年５月１９日 医師不要の患者に子宮収縮薬を処方して不正入手．交際相手の女性に堕胎目的で

投与

2010年６月１０日医師．自分や妹の名前を名義に使ってうそのカルテを作成し，病院内の薬局から睡

眠薬200錠を不正入手

2010年11月26日麻酔医．麻薬「フェンタニル」を，投与前にブドウ糖注射液とすり替え，自分用に

違法使用

2011年２月１８日看護師．医師が｜Ｃカードを差したまま席を空けたすきにパソコンを操作．自分が

所属する病棟に届くようにして，向精神薬を不正入手

2011年２月20日薬剤師調剤室から睡眠導入剤「レンドルミン③」約3万4,000錠を不正入手

ては性蒋説が取られていたが，事件報道の内祥を兄

ると，計1111i的な班例やかなり悪意のある』抑Ｉも報併

されている．犯罪拡大防止に向けて，新たな視点か

らの医蕊,}111符叫体制整備に取り組むことが緊急課胆

である．

｢ストレツサー」というエラー要因：

最大のストレツサーは，一番身近な所に
いる

人にエラーを起こしやすくする因子（環境，ソフ

トウェア，ハードウェア，周囲の人，個人的要素）

はストレス原|火|(ストレッサー)でもあるが，特に，

周洲の人（上Iij，同僚，家族，友人など）との机ﾉI：

作川による桁神的影粋が業務への集11i力を低|くさ

せ，エラーを誘う．エラー防止のためには，ストレ

ス原|ﾉ《|を除去することが基本である．しかし，周州

の人がストレッサーである場合,原因除去は雌しい、

雌大のストレッサーは，一番身近な所にいる．つま

り，“薬剤師”の雌大の敵は，医師でも看謹師でも

なく，“薬剤師'’である．

少なくとも，上司は，自分の存在が部下のストレ

ッサーであることを十分認識する必要がある．上Iij

は，スマイルで仕'jI:をしなければならない．また，

IIil僚への対応は，以ドのように考えることで桁神的

影禅を嘘減することを提案する．

１０人で会談する場合，１０人のうちの1人は，たと

え内容的に不十分な提案であっても，好迩的に受け

入れてくれる（肯定的な人)．逆に，１０人のうちの

１人は，どんなに的確な提案であっても，Ｈ輔感1,1'；

が働き，受け入れようとする気持ちは乏しい（否定

的な人)．そして，残りの８人は，“その場の空気，，

によって影響され，その時々で受け入れ姿勢が変化

する（その場の空気に影響される人)．つまり，「肯

定的な人」：「その場の空気に影響される人」：「否

定的な人」の比は，ほぼｌ：８：ｌと兄ている

("Furukawa'ｓｌ：８：lRule")．内容そのもので

はなく心理的因子に支配されているRff定的な人」

を「肯定的な人」に変えるには，イ;||当のエネルギー

が必要である，そして，費やしたエネルギーの割に

は，得られる改善効果は乏しい．しかし，「その場

の窄気に影禅される人」は，共通の不利益Ｉｌ１ｌ避や共

通の利益追求を具体的に示すことで，ｉ１ｊ･定的な方向

に誘導することが可能である．エネルギーは限られ

ている．「その場の空気に影群される人」のほうに

エネルギーを向けるほうが賢明である．このように

理解し，気持ちを落ち着かせてほしい．

リスク評価に基づいてヨメリハリをつける

インシデント報告書の「原因」とｒｌＩｊ:発防止策」
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１２

患者のリスク度

(疾患・合併症，肝機能，腎機能，理解度）

１
１

図Ｚ｜取り組みにかけるエネルギー量と成果（反応）の関係

図１１リスク評価に基づく業務ウエイト

２
1００

１

薬
剤
の
リ
ス
ク
度

成果(反応)５Ｃ

１１０１００１，０００１０，００Ｃ

エネルギー量

=

の部分には，「原lkl」として「確認不足」や「注意

ｲく足」という川語がよく使用されている．そして，

その「再発防止策」には，「十分な確認を行う｣，「-|‐

分に注葱する」あるいは「集中して調剤する」とい

うような表現が多い．

しかし，「確認｣，「注意」や「集中」という行為

には限界がある．注意深く化串をするといっても，

勤務時間I|'，緊張状態をずっと持続することは不可

能である．そこで，ｆ想されるリスクレベルに基づ

いて「注意ウエイト」を評価し，注意のウエイトを

変えて業務を行うことを提案する．

薬物治推におけるリスク評価は．「患者のリスク

度」と「薬のリスク度｣から行う．「思考のリスク度」

は，疾忠や合併症，薬の体内動態に影群を与える肝

機能と将機能や忠狩の理解度などから評価する．ま

た，「薬のリスク度」は，誤って投与したときの健

康被蒋（心停止，1111mや極度の低血糖など死亡に至

る可能性）の大きさから評価する．安全性データが

少ない新薬も，リスク度は向い．

図１に示すように「忠者のリスク度」と「薬剤の

リスク度」がともに小さい場合は緑地の部分に相当

し，注意ウエイトはｌということになる．「患者の

リスク度」か「薬剤のリスク度」のどちらかがハイ

リスクの場合は茂色の部分にｲ11当(ウエイト２）し，

６０(560)ｃ|inicQlphum1ucist2011voL3nQ6

２陪の注意を行う．また，「忠者のリスク度」と「薬

剤のリスク度」がともに大きい場合は赤色の部分に

ｲ:'1当（ウエイト４）し，４倍の注意を行う．この２

倍と４倍というのは，具体的に確認luI数や患者訪問

回数として考えることもできる．

時間と人的資源には限りがある．そこで，業務分

析を辿して，仕’"の標準化を進めること，さらに，

リスク評価に雌づいて注意のウエイトを変えること

により仕‘Ifにメリハリを付けることが安全管理の耐

で効果的と考える．

※ハイリスク薬に関しては，木柵末尾の書籍リスト

をご参照ください．

これからの１０年を，どうするか？：
｢見直し」と「進化」と「挑戦」

↑

薬理学で釜場する川{,t反応曲線を参考に，2000年

以降のメデイケーションエラー防止への取り組みに

笠やすエネルギー雌とその成果の関係を図Ｚに示し

た．2000年から20()3年の第１期は，先駆者と呼ばれ

る人たちが霧の''1を突き進んでいる時期であった．

当然，ＩＩ立った成果を実感できなかった．ところが，

第２期の2004年に入ると，安全管理への取り組みは

全IKI規模に拡大し，成果が手に取るように実感でき

るようになった．この時期に安全管理に取り組めた

人はラッキーだった．そして，2010年からの第３難

に入ると．一定の成果を実感できるものの，「休航

２

１

４

２
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は整っているが，机変わらず同じようなエラーが発

堆する．一体，これから何をすればよいのか?」と

いう低迷期に，再び突入した．これは，どのような

領域にも共通することなので，そう理解して受け入

れるしかないと思う．

では，これからどうするか？

まず、過去lo年の取り組み(病院全体と薬剤部lIij）

を振り返り，効果的でないと思われる対策を取り止

めて,業務手順をスッキリさせることに取りかかる．

この際，「利便性（例：一包化洲剤)」と「危険性｣，

｢経済性（例：持参薬の使用)」と「危険性」のバラ

ンスを再考することが砿要である．統いて，効果的

であり継続すべきと評価された対策は，状況の変化

に合わせて進化させる．しかし．これらは，エネル

ギーの割には得られる成果が少ない地味なｲＭＩであ

る．これだけでは物足りないから，楽が投ﾉjされて

いる現場に出かけ，｜剛iii，病謹師，そして忠粁が抱

えている新たな問題を検出することが必要である．

臨床現場では，「感染」と「薬物ｲ『群反応」がキー

ワードと考えている．

新たなニーズは，必ず生まれている．挑戦を統け

ないと，｛跡への‘iiIi熱は持統しない．また，ｌイド後

崖塞

第２特集医療安全管理を採点

に充実感も味わえない．

※本稿は，本誌第１巻２号の第１特集「医薬品使用

時の安全管理｣，第２巻４号の第２特集「医薬品

使川時の安全管理2010｣と併せてお読みください．

医薬品使用時の医療安全管理について

学ぶための書籍・論文リスト

●書籍

１）内川裕之．ナビトレ絶対に間違えてはいけないハイリスク

薬．大阪，メディカ出版．2011,144p，

心論文

l）小松原明哲ほか医療用輪液バッグ製剤の表示デザイン－１蒐

娠'〃故防1kのためのデザインリニューアルとその効果検証

一．人間ﾉk活_'二学．６(2)，2005,28-35.

2）IIf川硲之．Ｉ侭薬IH1使用時の安全管理に必要な新しい視点一報

道'"例から学ぶ一．ClinicalPharmacist、１(2)，2009,120-5.

3）Ilf川硲之．医療提供荷間のコミュニケーション一コミュニケー

ション・トラブルは，なぜ起きるのか?－．ClinicalPharmacist、

２(1)，2010,21-4.

4）Ｉｌｆ川裕之．「散剤」は，キケンがいっぱい１１

川:Ｉ錐１１:、５２(4)，2010,553-6.

5）ＩＩｉ川裕之．魁荷安全杵理の堆本知識：エラー報告と分析一安心

で安全な薬物治療を提供するために－．ClinicalPharmacisL

２(4)．2010.372-6.

メディカの書籍メディカの書籍

霞ZEEま 国 B2函

ＳｍａｒｔｎｕｒｓｅＢｏｏｋｓＯ４

絶対Iこ間違えてはいけない

八イリスク蕊
薬剤。疾患別アセスメントと患者対応

出目慧灘篤熱蕊裟古川裕之書
「患者さんに薬を聞かれてギクッとした｣｢投与量の計算がいまいちよくわからない｣など……そんな臨床
ナース向け。絶対に間違えてはいけないハイリスク薬や薬剤・疾患別に現場でよく使う薬剤のアセスメント
や患者対応、作用機序をイラストや図を使ってわかりやすく解説する。

定価２，６２５円(本体2.500円十税）Ｂ５判／１４４頁lSBNg7B-4-B404-36Bg-2g画T270100(ﾒデｨｶ出版wEBｻｲﾄ専用検索番号）

川(Dメラギカ出版www､medica､ＣＯ､jｐ
お客様ｾﾝﾀー函0120-276-591または06.6385-9696FAXO6-6385-0880本社〒564-8580大阪府吹田市広芝町1824

’
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園寺尾寿医療研究センター薬剤部副薬剤部長

＝ 一迫

仏
畑ら読み取る！病態か

古田勝経Fu『LIIaK3isunori

;２（562)ClinicolPhoImQcist2011voL3nQ6

第９回湿潤環境に着目した裾眉の薬物療法
■己●●■｡■｡●●■●②●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■■■■■●●●●●●■■｡｡｡■

創傷被覆材の受動的吸水：禅癒の治癒には湿潤環境が重要と考えられている．そのために

創傷被覆材（ドレッシング材ともいう）を使用したウェットドレッシング法が開発され，

現在に至っている．その目的は創を覆うことと湿潤環境をつくることであり，それにより

治癒環境が生まれるということである．創傷被覆材は原材料や厚さなどによりさまざまな

種類があり，吸水性も異なり，基本的に吸水保持能を有する．吸水した水分はそのまま保

持されるために創に対しては本当の意味で吸水したことにはならない．つまり，職種的な

吸水ではなく，創面上に出てきた余分な謬出液を吸収するものである．これを受動的吸水

と考えることができる．簡単にいえば，謬出液が出ている創の上から滞れたガーゼで覆う

ようなものである．

軟盲墓剤の能動的吸水：では創傷治癒に適した局所環境は，創傷被覆材でなければ保持す

ることはできないのか．創を覆うという点では軟脅基剤も同様である．捧痛治療に川いる
おの

外用剤はそのほとんどが軟膏剤であり，自ずと創に外用して用いるため，倉Iを覆うことに

なる．その時に創面と直接接触するのは軟膏基剤（以下，基剤）であるため，基剤の特性

の重要性は明らかである．従って，基剤自体を創傷被覆材と考えることができる．

一方，医薬品である外用剤は創治癒を促進する．薬効成分が含まれているが，創傷被覆
うた

材には含まれない（含まれているとしても薬効を龍うことができない程度である)．リ吹汀

剤は基剤で創を覆うだけではなく，薬効成分を含む薬剤としての位慨づけである．創傷被

覆材のように単なる湿潤環境の保持ではなく，基剤の種類によってそれぞれの特性を活川

し，積極的に水分をコントロール（図１）することができる．吸水性や保湿性，補水‘性と

いう３つの機能を有し，薬効成分の効果を得ることができる．基剤は，基剤が溶けきるま

で彦出液を吸収し続けることが特徴であるため積極的な吸水性と考え，創傷被覆材の受動

的吸水に対して能動的吸水と考える．創面上に乾いたガーゼを置くイメージとなる．

吸水能：各創傷被覆材の吸収能をどこで判断するのかは材料の種類や謬出液堂により大き

く左右される．基剤の吸水能は種類により違いがあり，各社が独自に行った吸水試験の結

果は公表されている．薬剤は統一した試験法の採用によって比較ができるようになり，そ

こが強みでもある．たとえば．吸水’性薬剤にはユーパスタコーワ軟衡，カデックス◇軟;荷，

ヨードコート③軟膏，デブリサンペースト（医療用材料）がある．これらは謬出液の多い

時に吸水‘性を利用して創の謬出液を吸収するとともに浮腫を抑制する．しかし，実際には

同じような効果は得られない．なぜか，それは吸水能が薬剤ごとに異なるからであり，そ

れが薬剤選択の重要なポイントとなる．図２のようにユーパスタコーワ軟膏は吸水速度が

高いためグラフが立っている．一方，カデックス◇軟獅はビーズ（カデキソマーは創傷被

覆材と同類）を含むため吸収した謬出液をビーズ間に保持するために吸水力は早い段階でＬ呈多
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’Ｉ論文・フォーラム

Ｉ

国際化が及ぼす製造販売後調査への影響

山

図１．ドラッグ・ラグと製造販売後調査との関係

有馬秀樹a)．b)，篠崎寛一;')．b〕，幸111恭浦b)‘

梅本誠治ａ)，坂井111功a)。古川裕之a)．b）

１．はじめに． 日本のみが世界的に例外な調査手法をこのまま継続

すれば，過去の治験と同様に市販後分野においても日

本除外の動きも川かねない。そこで国際化という観点

から，現行制度下での不調和という背景をもとに，世

界的手法と日本の調査制度との違いを分析し，日本で

実施されている製造販売後調在制度の阿際調和の方向

‘性を考察した。

近年，国際共同治験による医薬,1iiI,の世界|il時開発が

推進されている。この流れによりドラッグ・ラグの消

失が期待されるが，次は世界同時市販後データ収集

が行われる時代の到来が予想される。そのためのガ

イドラインであるＩＣＨＥ２Ｅの手法を適合させるべき

フィールドは，世界は臨床研究であるのに対し，「1本

では州変らず独''１システムの製造販売後,洲在（特に使

ﾊ]成紙紺f，特定使用成統洲弼である'１．２)。この製

造販売後訓在においてもすでにＩｉｌｉｌ際化の波が押し符せ

てきており，その|玉I際的手法の流入が洲推実施要攻に

形紳し始めている$)。

2･日本と海外との市販後安全性Ｉ情報

収集の違い

､虻 ドラッグ・ラグと製造販光後洲布の関係を図１に示す。

ドラッグ・ラグのある状態では，日本での発売時期には｡

世界ではある軽度の市販後安

全性情報が集積されているた

め，製造販売後調査は国内だ

けをみていればよかった。

しかしドラッグ・ラグ解消

により，海外でも市販後安全

性惰報がないことから，日本

のデータも必要とされるよう

になる。

日本と海外とのＩＣＨＥ２Ｅ

のフィールドにおける違いで

あるが（図２)，日本では製

造販売後調査（特に使用成紙

調査，特定使用成績調査）で

あるのに対し，海外では臨床

研究として実施される。前者

国内治験症例も少ないし,世界中でも使用実績がないの？使いにくいなあ。

;'）Ｉ１ｌ１１ﾉ<学脹学部附偶病院臨床拭験父援センター

b）ｌｌＩｌｉ大学|ｼﾐ挙祁附堀病院菜剤祁

世界中で使われているなら情報も揃っているので安心ですね!！

『
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では「薬事法の義務等」として

｢医薬品の製造販売後の調査及

び試験の実施の基準に関する省

令」（GPSP）下で行われ，倫理

零査・同意取得の規定がなく')，

全例訓査では｢処方＝訓益対象」

の図式である。一方，海外では

臨床研究で実施しており，ICII

E2Eでも「陸|際的に承認された

ガイドラインを参考」としてい

る。実際にはヘルシンキ宣言4)，

国際化が及ぼす製造販売後調査への影響

’日本 |’海外

憧議駕蕊蕊繍査国際的に承認されたｶｲドﾗｲﾝを参着
臨床研究で実施

薬事法の義務等

ＧＰＳＰ

倫理審査の規定なし

同意取得の規定なし

全例調査（処方＝対象）

日本だけが例外的

×

ヘルシンキ宣言

GPP，各国の倫理指針等
（ＥＵ臨床試験指令等）

｜号倫理審査の規定あり

錐｡蕊:識
一

＝mｐ

GPSＰ調査データは海外臨床研究と しては挿入できない

国際薬剤疫学会ガイドライン 市販後のデータ収集に日本だけ除外されてしまう１１

(GoodPharmac()cpidemi()l()ｇｙ 図２．日本と海外とのｌＣＨＥ２Ｅのフィールドの違い

Practice，GPP）剛，各悶の倫

理指針（ＥＵ臨床試験指令‘)等）等で行われており，販売後調査等として実施するならば，ＳＤＶが可能な

倫理群在・li1意取得の規定があり，試験参加と処方の製造販光後臨床試験として災施していれば，間迦はな

分離，ＳＡＥ対応，妊娠対応，データ〃I質保証などがかつたはずである。

行われている。実際に，ヘルシンキ寅需，GPP等が

外盗系企業の社内SOPに擬I)込まれてきており，製3-2．患者登録に注文の付いた全例調査

造販光後調在の実施要攻に形糾し始めている。承認条件で「全例洲在」の特定使用成絞訓炎にお

このように新薬の市販後のデータ収集は，日本において，調炎対象岨粁には「識録に際しては可能な限

いてのみ例外的手法で行われており，GPSP調在デーリ本剤以外の生物学的製剤未使川例の釜録を考慮」

タは海外臨床研究としては挿入できない。その結果，との記戦があった。この背餓は，①他の生物学的製

市販後のデータ収集において，日本だけ除外されてし剤投ﾉj,例では当該脹薬,Ｉｉｉ１の正しい評価ができない，

まうことが危棋される。②グローバルの試験の手lllr餅を和訳するときに適切

な表現ができなかった，③グローバルでは全例調査

3．製造販売後調査の国際化がもたらしたではないため，このような意Ⅸlが可能となる（試験

不調和事例として実施し，他の生物学的製剤投与例は除外)，と
いうものであった。

｜釧祭的;iI洲を持つ製造販売後訓査の不調和事例を紹

介する。 3- 3． その他の不調和事例

その他の事例として，特定使川成紙洲査でSAE報

3-1．ＳＤＶを行う特定使用成績調査告を24時間以|ﾉj，その詳報を51-1以内に求めるものが

全世界共通プロトコールで実施される臨床研究（多あった。これは，外涜系企業において社内SOPに則っ

国間非介入調査試験）を，日本においては特定使用成たものであるが，’-1本のGPSP下調査にはＳＡＥ緊急

綾調査として行われることになっており，本調査には報告の概念はない。

SDVが規定されていた。治験や製造販売後臨床試験また，特定使用成紙訓盃（全例調査）のオプション

とは違い，ＧPSP下の調査においては，患者の診療録として，別途同意取得できた,蝋者に限り海外研究へ

を第三者に提示できる法的根拠はない。本調査を製造データを挿入するものがあった。海外では大規模共同

２０１１年８月号 CIinicolReSeorchPIoIe5SionｏｌＳＮｏ２５９
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図３．ＥＵ臨床試験指令における非介入的試験の

定義

『
可

研究のため|il意取得が必要となっている。しかしこの

場合，liil懲取得ができなくても日本での特定使用成紡

洲在は実施される。

､■

’［論文・フォーラム

3-4．今後の不調和候補事例

ある全例調在に添付されていた治擁に対する''1葱:ilド

において「……訓在について説明を受け，説ﾘ榊を読

み，納得しましたので，○○○による治療に対して同

意いたしました｡」との記載があった。つまり，訓査

に'１１意しないと治療してもらえないということであ

る。本同意評で明確になっていることは，全例調在は

海外の非介入的試験の定義（図３）からは外れている

ということである。このように国際化という視点では，

全例調査の濫用は次の新たな不調和候補と考える。

2011年８月号

①試験開始前に全参加施設は，適切な倫理委員会ＩＲＢより承認を得る。
②医薬品の処方と患者を研究対象とすることの明確な分離。
③倫理審査委員会で承認された同意説明文書を用いて，全参加患者から文書同意を得る。

弓非介入的試験(non-inteIventionaltriaI)の定義謡
医薬品が，市販承認の条件に従う通常の方法で処方され

る研究。患者を特定の治療戦略に割り付けることが試験

の研究計画書によって前もって決定されることがなく，

通常の診療行為の範囲内にあり，医薬品の処方が、患者

を研究対象とすることの決定からは明らかに分離されて

いるもの。患者に対して追加的な診断もしくは観察の手

順が加わることがなく，収集されたデータの解析に疫学

的な方法が使われるもの。

４，多国間非介入調査試験に学ぶ

製造販売後調査の改善点

安全面

iEU臨床試験指令は適用しない弓

柴原千絵子：ＥＵ臨床試験指令とイギリス臨床試験規1111．臨床

評価３１（２）：351-422（2004）

｢人に仇川する脹薬州製造物の臨床試験の実施におけるＧＣＰ

の脳１j:に側する加盟脚の法令および行政規則の調和につ

いての2001年４jj41I欧州識会および欧州迎合班ﾘ{会脂令

2001/20/EC」翻訳内よ'）

特定使用成績調査として行われている多国間非介入

調査試験は，現行の製造販売後調査制度を超えたもの

となっている。しかし，逆を考えるならば，製造販売

後調査を世界的なエビデンスにするための鍵は，多国

糊{Ｉ非介入柵在試験に隠されている。そこから学ぶ製

造販売後訓在の改稗点は，倫珊､，安全Ⅲ，データの

11,Ⅷ，仙人慌報に関するﾖ噸である（図４)。

このように世界韮準に適合する手法とは，ほぼ

GCPの適用と考えてもよい。特に介入行為を伴う訓

在は，ＥＵ臨床試験指令を参考にするならばGCP対応

にすべきである。

さらに，調布机当医師（症例報('f群）を

Investigator（研究者）にするべきであり，研究群と

1０dinicolReseorchP『oIessionolsNo25

①モニタリング（症例が多い場合はサンプリング可）を行い，原資料とのデータの照合／検証を行うことがで
きる。

②医療機関にもすべての原資料に対して，一定期間の保管義務を課すことができる。

図４．多国間非介入調査試験に学ぶ製造販売後調査の改善点

調査担当医師(症例報告者）をInvestigator(研究者)へ→研究者としての責務，共同研究者としての実績の付与

倫理面

①依頼者への提出物に対し，患者イニシャル等は使用しない。

②責任医師／担当医師は患者の記録が同定できるよう，一覧表(スクリーニング名簿等)を作成し保管しておく。

世界基準に適合する手法で行う→ほぼＧＣＰの適用と考えてもよい
特に介入行為を伴う調査はＧＣＰ対応（ＥＵ臨床試験指令を参考）

①重篤な有害事象発生時は，責任医師／分担医師は速やか（２４時間以内）に報告する。

さらに
瞳_一

個人情報

データの品質
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一写字

■巳

し

国際化が及ぼす製造販売後調査への影響

Ａ案．Ｂ案共通して
介入行為を伴うものはすべて製造販売後臨床試験で行う。

全例調査は極力避け，実施する場合は研究目的を排除する。
監視・監督するシステムも必要。それは現状が証明している。

２０１１年８月号

Ａ案（現行制度厳格運用案）
エビデンスの確立を目的とするもの（たとえば臨床研究として結果を公表するもの）は製
造販売後臨床試験（GCP下）として行う。

→目的を明確にし，現行ＧPSPの定義を厳格に守る。

製造販売後訓炎の阿際化でﾘ｣らかになった問題は，

①使用成績調査・特定使川成紙調在が国際的な臨床研

究としての要素を満たしていないこと，②製造販売後

臨床試験が活かされていないこと、である。

蚊近は，エビデンス柵築のために洲在を利川する動

回引用文献

ｌ）医薬品の製造販充後の調在及び試験の実施のJ馴畠に閲する柑令，
ルIﾉk労働柑令第1718.（2004.12.20）

２）医薬品安全性監視の計lIIIiについて，薬食群企発第0916001妙，

菜食安発第0916001号（2005.9.16）

３）イ｢馬秀樹，他：製造販売後洲缶におけるlMl地1f例の分析．

ClinicalRGseal･chProfEssionalsNo23：14-18（2011）

‘l）ヘルシンキ宜需，２００８．１０，ＷＭＡソウル総会にて修11ミ

５）Guidelinesfbrgoodpha1･macoepidemiologypractices（GPP）‘

PharmacoepidemiologyanddrugsafetvYo1.17：200-208（2008）

６）柴原T舎絵~r･：ＥＵ臨床試験指令とイギリス臨床試験規則．臨床;;1リ
イllli31(2)：351-422（2004）

ClinicolReseorchPro(esslonol5No25１１

*本原稿の主たる内容は．日本臨床試験研究会第２Ｍ学術集会

総会(2011年２月４～５日）でポスター発表したものである。

Ｂ案（区分新設案）
GPSP下調査・試験に，特別非介入研究（仮称）を新設し，エビデンスを確立するための
観察研究（非介入的試験)，同意取得が必要な調査（多国籍間調査を含む）を行う。

特別非介入研究は国際的に研究として認められる，倫理性，データ品質，研究者の責務等
(図４）を担保させる。
→観察研究としての品質を向上させる制度とする。

_夢

■
■
■

６．まとめ

｜瓶|際化に対応するためのGPSＰの改稗案を提案する

(図5)。Ａ案は現行制度を厳格に逆川するものであり，

Ｂ案は観察研究としての,lMrを向上させるために，現

行制度において新区分を創設するものである｡ただし，

どちらの場合も介入行為を伴うものは製造販売後臨床

試験で行うべきである。また，全例調森は極力避け，

実施する場合は研究目的を排除する｡これらに加えて，

調査・試験の進行を監視・監将するシステムも必要で

ある。

図５．国際化に対応するためのＧＰＳＰの改善案

きもある３１。そこにＣＲＣを動典しデータ収集力を尚め

たとしても，観察研究としての衝を尚めなければ，得

られた結果もエビデンスとしてI測際的には認めてもら

えない可能性が商い。

しかし。製造販売後洲i{制度はわが|服|が誇る素I1iIiら

しい灰薬IlII1安全監視システムである。ＩＣＩＩＥ２Ｅを本

制度に当てはめるには，制度の解釈・逆用や医推機関

の努力による実施ではなく，新薬の安全監視体制と臨

床研究としての国際的評価が両立できる製造販売後調

査制度の早急な再構築が必要である。

してのｉｌｉ務，共lid研究群としての実紙を付.Ｉｊ,すべきで

ある。

5．国際化に対応するためのGPSＰの

改善案
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