
 

 

 

「コンプライアンス推進月間」の実施について 

令和 4年 12月 1日 

コンプライアンス委員会 

 

12月は「コンプライアンス推進月間」です。 

自分自身のいつもの行動を振り返ってみましょう。 
 

 

【コンプライアンス推進月間の概要】 

 

１．目的 

患者および市民から信頼される職員であるため、職員一人ひとりが医療従事者として 

ふさわしい倫理観を持つことでコンプライアンス意識を高める。 

 

２．実施期間 

 令和 4年１２月１日～１２月３１日 

 

３．主な活動 

（１）「診療記録にかかるリスク対策」セミナーの開催 

（２）コンプライアンス行動の自己チェック 

（３）コンプライアンス宣言の職員への定着 

（４）ハラスメント防止に関するアンケートの実施 

（５）その他コンプライアンスの推進 
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12 月はコンプライアンス推進月間です 

 

                

            

コンプライアンス委員会 

堺市立病院機構 

コンプライアンス 

宣言 
 わたしたち職員は、 

法人の理念と使命に則り、 
誠意と誇りをもって職務に専念し、 
コンプライアンスの正しい理解と、 
遵守を推進します。 

社会や地域の信頼に応えるため、自らの行動を振り返りましょう。 
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アンガーマネジメントを 

やってみましょう！ 

コンプライアンス委員会 

ハラスメント防止委員会 

コンフライアンスＮＥＷＳ 

怒りが生まれてから理性が働くまで、 

６秒かかると言われています。 

衝動的な行動を起こす前に、まずは６秒我慢しましょう。 
 

６秒深呼吸する 
６秒心の中
で数える 

秒待とう！ 

カッとなったら… 

６ 

気持ちを落ち
着けるための
言葉を心の中
で繰り返す 



１.人権と多様性の尊重 ２. 法令・ルールの遵守

３. 安全の推進 ４. 個人情報の取り扱い

５. 公平・公正な関係 ６. 透明性の確保

７. 法人財産の保護 ８. 公私の峻別

９. 反社会的勢力の排除 １０.実践・報告の義務

コンフライアンスＮＥＷＳ

堺市立病院機構の職員として自覚し、
遵守に努めなければならない規範を定めています
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患者、他の職員、取引先、地域社会一人ひとりの
人権及び個性と多様性を尊重し、いかなる差別、
偏見またはハラスメントにつながる言動も
行いません。

法令及び法人諸規程等を遵守するとともに、
法人が掲げる基本理念の実現ため、
常に高い倫理観を持って誠実に行動します。

高度で良質な医療の安定的かつ継続的な提供のため、
安全で働きやすく、心身ともに健全な職場環境の維
持及び推進に努めます。

利害関係のある取引先からの贈答、飲食や遊戯等の
供応接待、便宜供与等は絶対に受けません。

職務上知り得た秘密は、定められたルールに従い
特に慎重に取り扱い、不注意により外部に漏れること
のないよう十分注意を払います。

病院運営にかかる資金の一部が市民の税金や
その他の支援によるものであることを認識し、
公正かつ効率的・効果的な使用に努めます。

法人の財産等は、使用責任者の管理監督の下に、
善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理し、
紛失や破損した場合は、速やかに報告します。

法人での立場と私的な個人としての立場を明確にし、
与えられた権限を濫用せず、法人の財産や情報の
私的利用はしません。

反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で対応します。
テロ行為や麻薬取引等、その他個人又は組織的犯罪に
関与しません。

万一、違法行為等、服務規律に違反を察知した
場合には、速やかにその旨を所属長に報告します。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス・コードとは



 

 

 
 

コンプライアンス委員会 

コンフライアンスＮＥＷＳ 

１２月はコンプライアンス推進月間です 

堺市立病院機構 

コンプライアンス 

宣言 
わたしたち職員は、 

法人の理念と使命に則り、 

誠意と誇りをもって職務に専念し、 

コンプライアンスの正しい理解と、 

遵守を推進します。 

社会や地域の信頼に応えるため、自らの行動を振り返りましょう。 
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利益相反自己申告に関する 

ご質問等は内部統制室へ 

 

内線：３４８０ 
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 コンフライアンスＮＥＷＳ 

～法令違反や不正行為に係る通報や 

相談窓口～ 
内部 内部統制室 内線 3480 

●直通電話 072-289-6599  

   ●メール tsuho@sakai-hospital.jp         

外部 弁護士 木村 尚巧（きむら なほよし） 

   ●電話   06-6360-7517 

●メール  kimura@hk-law.jp       

 

 

コンプライアンス委員会 

① 法人役員 

② 職員兼業要綱に基づき営利企業の兼業を行っている職員 

③ 薬事委員会、診療材料委員会、医療機器等整備委員会、医療倫理

委員会、治験審査委員会、臨床研究倫理委員会の委員 

④ 人を対象とする臨床研究について取り組んでいる職員 

⑤ 日本医療研究開発機構（AMED）研究開発事業または厚生労働

省科学研究費補助金を申請予定または実施中である職員 

⑥ 契約に関する業務に従事している職員 

 

利益相反自己申告書は

提出しましたか？ 

申告対象者 

 

キャビネット／800_各部門資料/E032_人事室/労務・服務の取り扱い） 

 

様式：キャビネット／800_各部門資料/ A９９９_内部統制室／利益相反マネジメント） 

 

※契約に関する決裁ライン上の方も申告対象となります 

Vol.10 

2021.5.26 

mailto:tsuho@sakai-hospital.jp
mailto:kimura@hk-law.jp


 

 

 

コンフライアンスＮＥＷＳ 
 

 

◆１２月は コンプライアンス推進月間 です  

法人では以下の取り組みを行っています 

この機会にコンプライアンスを意識してみましょう 

 

（１）コンプライアンス研修の開催 

（２）職場ミーティング等における意識啓発活動  

（３）倫理および法令遵守（コンプライアンス・コード）の確認 

（４）その他コンプライアンスの推進に関すること  

 

 

少しの判断の誤りがコンプライアンス違反 となります。 

職員一人ひとりが 法人（病院）職員 であることを自覚し、 

法令遵守に努め、マナーに則った言動・行動をしましょう。  

 

個人情報漏洩 ＳＮＳの発信、職務上必要のないカルテ情報を閲覧・ 

院外に漏洩しないこと 

ハラスメント禁止「酔っていて覚えていない」は通用しません！              

セクハラ・パワハラ行為は絶対にしないこと 

利益相反 利害関係のある業者等からの贈答、飲食等の便宜供与は     

絶対に受けないこと、求めないこと 

無断転載・複製禁止 著作権を侵害する行為は犯罪です 
 

ちょっと待て！  コンプライアンス違反かも？ 

コンプライアンス委員会 

 

《職員相談窓口：内部統制室》～あなたの声をしっかり受け止めます～ 
院内 ●専用メール 新規作成→アドレス帳→カスタムグループ→★職員相談はこちら★へ  

相談内容を送信してください ※相談担当者にのみメールが送信されます 

   ●専用電話  072-289-6599 

外部 ●第三者機関 日本産業カウンセラー協会関西支部 06-6125-5596 
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コンプライアンス委員会 社会や地域の信頼に応えるため、自らの行動を振り返りましょう。 
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コンプライアンス・コード 

私たちは、直接市民に医療を提供するという職務の特性から、日頃の態度や行動が医療従事者と  

して、またみなし公務員としてふさわしいかを意識し、謙虚な心と誠実な対応を心がけ、地域社会の

信頼を得られるよう努めます。 

1. 人権と多様性の尊重 

患者、他の職員、取引先、地域社会一人ひとりの人権及び個性と多様性を尊重し、いかなる差別、

偏見またはハラスメントにつながる言動も行いません。 

2. 法令・ルールの遵守 

法令及び法人諸規程等を遵守するとともに、法人が掲げる基本理念の実現ため、常に高い倫理観

を持って誠実に行動します。 

3. 安全の推進 

高度で良質な医療の安定的かつ継続的な提供のため、安全で働きやすく、かつ、心身ともに健全

な職場環境の維持及び推進に努めます。 

4. 個人情報の取り扱い 

職務上知り得た秘密は、定められたルールに従い、特に慎重に取り扱い、不注意により外部に  

漏れることのないよう十分注意を払います。 

5. 公平・公正な関係 

利害関係のある取引先からの贈答、飲食や遊戯等の供応接待、あるいは便宜供与等は絶対に受け 

ません。 

6. 透明性の確保 

病院運営にかかる資金の一部が市民の税金やその他の支援によるものであることを認識し、公正 

かつ効率的・効果的な使用に努めます。 

7. 法人財産の保護 

法人の財産等は、使用責任者の管理監督の下に、善良なる管理者の注意義務をもって使用及び  

管理し、紛失や破損した場合は、速やかに報告します。 

8. 公私の峻別 

法人での立場と私的な個人としての立場を明確にし、与えられた権限を濫用せず、法人の財産や 

情報の私的利用はしません。 

9. 反社会的勢力の排除 

反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で対応します。また、テロ行為や麻薬取引等、その他個人の  

または組織的犯罪に関与しません。 

10. 実践・報告の義務 

万が一、違法行為等、服務規律に違反を察知した場合には、速やかにその旨を所属長に報告   

します。ただし、所属長に報告することが相当でないと認められるときは、所属長以外の上司  

または内部通報窓口に報告します。 

 

法人では、上記のとおりコンプライアンス・コードを定めました。日々コンプライアンス（誠実な行動）

を意識して日常業務に取り組みましょう。 
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◆コンプライアンス推進月間  

法人では１２月を「コンプライアンス推進月間」と定め、コンプライアンスに重点的に 

取り組みを行っています。 

（１）コンプライアンス研修の開催 

（２）職場ミーティング時の意識啓発活動  

（３）倫理および法令遵守の確認書の提出 

（４）その他コンプライアンスの推進に関すること  

年末年始はコンプライアンス違反に注意！ 

皆さま今年も１年お疲れさまでした    早いもので令和元年も残すところあと半月！  

忘年会や新年会、帰省等で飲酒の機会が増えるシーズンでもあります。 

お酒を飲むとコンプライアンス違反のリスクが高まります。 

お酒の席でも SCMC の一員であることを忘れず、法令遵守はもちろん、社会通念や 

マナーに沿った行動を心掛けましょう。  

飲酒の強要(アルコールハラスメント)、パワハラ、セクハラなど相手の嫌がる 

行為は絶対にやめましょう！ 

大声で上司や同僚の噂話や業務内容を話さない！ 

帰省先で親戚や旧友との「ここだけの話・・・」はここだけの話にはならない！ 

飲酒運転は犯罪です！飲酒運転と知りながらお酒を勧めたり、飲酒運転に同乗 

したら厳罰に処されます。 

「職員の服務規律について（注意喚起）」R1.12.20 付掲示板に留意し、年末年始を 

ゆっくりと楽しくお過ごしください。 

 

 

 

  

 

Q：院内メールで、プライベートな忘年会の出欠連絡を行うことにコンプライアンス上、問題は 

ないか？ 

A：私用メールが業務に支障をきたす場合には、「職務専念義務違反」になる(判例)おそれもあります。

昼休みや定時後の時間を使うなど、業務に支障が出ないように柔軟な対応をしてください  。
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◆コンプライアンス推進月間 

法人では１２月を「コンプライアンス推進月間」と定め、コンプライアンスに重点的に取り 

組みを行っています。 

（１）コンプライアンス研修の開催 

（２）職場ミーティング時の意識啓発活動  

（３）倫理および法令遵守の確認書の提出 

（４）その他コンプライアンスの推進に関すること  

 

コンプライアンスＯＵＩＺ 
電子カルテ、ＳＮＳに関する説明（ア）～（ウ）のうち、正しくない説明の組み合せは

どれですか 

（ア）電子カルテを導入すれば、情報漏洩のリスクは必ず小さくできる。 

（イ）Facebook と違い、ツイッターは匿名登録であるため個人の特定はできない。 

(ウ）仕事に関わること、仕事で知ったことを SNS で書き込む場合は必ず匿名にする。 

①（ア）と（イ）  

②（ア）と（ウ） 

③（イ）と（ウ） 

④（ア）、（イ）、（ウ）すべて 

 

 

  
コンプライアンスとは社会からの信頼を損なわないこと 

健康増進法の改正により 2019年 7月 1日から病院敷地内は全面禁煙です 

診療報酬の施設基準要件にも「屋内禁煙」や「敷地内禁煙」があります 

熊本県のＴ病院の病棟で職員の喫煙が常態化し、国が定めた「屋内禁煙」の

施設基準を満たしていなかったことが分かった。同病院は、屋内禁煙を加算要

件とする診療報酬を年間約２５００万円受け取っていたとみられ、不正受給の

疑いがある。九州厚生局は「一般的に、施設基準に合わない場合は記録が残る

５年分の診療報酬の返還を求める」としている（2019/02/13付 西日本新聞） 
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× 実名、匿名に関わらず、仕事に関わること、

仕事で知ったことを SNSに書き込むべきでは

ない 

× SNSでは匿名で投稿しても複数の情報から、

所属や氏名が特定されてしまう恐れがある 

× 業務に関係のない者にアクセス権を付与すれ

ば、紙カルテよりも情報漏洩リスクが高くな

る場合がある 
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◆コンプライアンス推進月間 

法人では１２月を「コンプライアンス推進月間」と定め、コンプライアンスに重点的に取り 

組みを行っています。 

（１）コンプライアンス研修の開催 

（２）職場ミーティング時の意識啓発活動 

（３）倫理および法令遵守の確認書の提出 

（４）その他コンプライアンスの推進に関すること  

 

コンプライアンスＯＵＩＺ 
コンプライアンスには、～を守る（遵守する）という意味があります。 

もう１つの大切な意味は、次のどれですか。 

① ～の要請に応える    

② ～の知識を深める 

③ ～の理解を共有する   

④ ～の課題を解決する  

 

 

  
コンプライアンスとは社会からの信頼を損なわないこと 

法令や内部規定に違反していなくても、その行動は社会通念上どうですか？ 

業務の引継ぎをＬＩＮＥやメールで連絡している 

院内で撮影した制服姿の写真をＳＮＳにＵＰする 

自分に処方された薬を家族が服用している 

病院から支給された消耗品や備品を自宅に持ち帰り使用している 
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正解 ① 

「法規制等」「組織の規則」「社

会規範」「理念」の知識だけで

はコンプライアンスを達成した

ことにはなりません。 

「法規制等」「組織の規則」「社

会規範」「理念」の理解を共有し

ただけではコンプライアンスを

達成したことにはなりません。 

コンプライアンスは言動のあ

り方であって、「法規制等」

「組織の規則」「社会規範」

「理念」の課題を解決するも

のではありません。 

 

 

 

 

 

コンプライアンス推進事務局 


