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巻頭言
医療の安全に関する研究会
理事長

島田康弘

皆様にはお元気で活躍中のこととお喜び申し上げます。第21回の研究大会のご案内とお誘いを
申し上げます。
第21回研究大会は昨年に引き続いて記念大会として、「医療事故調査と医療の安全を考える」を
テーマに組むこととしました。今年は市民の側に立ってこの「医療事故調査制度」をどう考えるか
に取り組むこととしました。また、昨年同様大会長を２人置きました。１人目は星城大学大学院健
康支援学研究科 医療安全管理学講座教授の北野達也さんです。そして２人目は南山大学法科大学
院教授で弁護士そしてこの研究会の事務局長としてご活躍中の加藤良夫さんです。
大会長講演の前に基調報告として弁護士でこの会の常任理事であられる増田聖子さんに「医療事
故調査制度について」話していただきます。多くの方々はこの制度についてご存知かと思いますが
誤解があってはいけません。本大会の基調になるお話ですので聞いていただきたいと思います。続
いて大会長講演として、北野さんが「あるべき医療事故調査制度を考える―国土交通省における事
故調査を踏まえて―」、加藤さんが「市民・医療被害者に期待されるもの」を語られます。そして
特別講演として医療情報の公開・開示を求める市民の会世話人の勝村久司さんに「医療被害者の活
動と医療の安全」について語っていただきます。勝村さんはお子さんを医療事故でなくされた方で、
広く医療被害の分野でご活躍中です。
昼食をはさんで午後の時間はすべてシンポジウム「医療事故調査が医療の安全に繋がっていくた
めに何をなすべきか」に費やされます。発表予定者は、医療事故被害者家族で『克彦の青春を返し
て』の著者であられる稲垣克巳さん、医療の良心を守る市民の会代表の永井裕之さん、医療過誤原
告の会会長の宮脇正和さん、陣痛促進剤による被害を考える会代表の出元明美さんを予定しており
ます。そしてコーディネーターとして加藤良夫さんと北野達也さんが加わります。すばらしいシン
ポジウムとなることを期待しています。フロアーからも活発な意見を期待しています。
皆様と12月11日（日曜日）にウインクあいちでお会いできるのを楽しみにしております。
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■基調報告

抄録

医療事故調査制度について
増田・横山法律事務所 弁護士

増田 聖子

１

医療事故調査の必要性
医療事故が発生したとき、その原因を調査・分析して、同じような事故の再発防止をすることは、

医療の安全のために必須の取り組みです。
＊医療事故：医療に関わる場所での医療の全過程において発生する人身事故一切
我が国では、平成11年に発生した患者取り違え事故、消毒薬投与事故をきっかけに、医療事故
調査の必要性が強く認識されるようになりました。平成17年からは、全国10の地域で診療行為に
関連した死亡の調査分析モデル事業が実施され、一部の医療機関では、死亡例に限らず医療事故調
査が実践されてきました。
そのようななかで、医療事故調査を法律上の制度とすることが求められてきました。
２

医療法改正：医療事故調査制度 創設
平成26年６月17日に、医療法に、医療事故調査制度が、規定されることになりました。医療法

の第３章「医療の安全の確保」のなかに、第１節 医療の安全の確保のための措置と、第２節 医療
事故調査・支援センターとして新しく規定されたのです。
医療法に規定された医療事故調査制度の概要は、概要図のとおりです。

（出典：厚生労働省ＨＰ）
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重要なポイントは、次のとおりです。
①全ての病院等に、報告・調査する法的義務があること
②報告は、第三者機関である医療事故調査・支援センター（以下、センターといいます）にする
こと
③報告・調査対象は、死亡・死産例のみであること
④病院等の管理者が、対象となる医療事故かどうかを判断すること
⑤病院等が、自ら院内事故調査し、その結果をセンターに報告すること
⑥病院等の管理者は、報告前、調査報告前に、遺族に内容を説明すること
⑦病院等、遺族は、センターに事故調査を依頼できること
⑧学会、医師会などが支援団体として、病院等をサポートすること
⑨報告を受けたセンターは、分析し、再発防止の普及啓発すること
平成28年６月の省令改正によって、次の点もポイントとなりました。
⑩支援団体が、連絡協議会をつくること
⑪死亡、死産例が発生したことを病院等の管理者に遺漏なく速やかに報告される体制を整備する
こと
⑫病院等の管理者は、遺族の求めに応じて、医療事故でないと判断した理由を分かりやすく説明
すること
３

現状
平成28年９月末現在までで、報告総計は388件、院内事故調報告がなされた総計が、161件、セ

ンターへの調査依頼の総計が、16件とされています。
４

問題点
報告件数が少なく、本来報告されるべき医療事故が報告されていない可能性が高いです。報告さ

れるべき医療事故が報告されないのでは、医療の安全という本制度の目的が達成できません。
＊医療法６条の10の定める「医療事故」の定義
当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又
は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令
で定めるもの
省令「当該死亡又は死産を予期しなかったもの」とは
以下の事項のいずれにも該当しないと管理者が認めたもの
１

管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して当該死亡
又は当該死産が予期されていることを説明していたと認めたもの

２

管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期され
ていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの

３

管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者等からの事情の聴取及び、医療の安全管
理のための委員会（当該委員会を開催している場合に限る）からの意見の聴取を行った
上で、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該死亡又は
死産が予期されていると認めたもの

院内事故調査は適切に実施されているのでしょうか。検証が必要です。適切に調査検討して、再
発防止策が立てられ、実行されて初めて、本制度の目的が達成されます。
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■大会長講演

抄録１

あるべき医療事故調査制度を考える
～国土交通省における事故調査を踏まえて～
星城大学 経営学部 健康マネジメント系 医療マネジメントコース主任・専攻長 教授

北野 達也

【はじめに】
2015年10月１日、医療法第３章「医療の安全の確保」の第６条の10により医療事故調査制度が
施行されました。2016年９月末現在、12ヶ月間の医療事故報告受付件数は累計388件、相談件数
累計1,820件、医療事故調査報告（院内調査結果）累計161件、センター調査依頼件数累計16件（遺
族から13件、医療機関から３件であり、院内調査結果報告書検証中の事例12件、院内調査結果報
告書検証準備作業中の事例１件、医療機関における院内調査の終了待ち事例３件。）とのことです。
一方、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の報告によると、この11年９ヶ月
で28,154件（報告義務対象医療機関276施設＋参加登録申請医療機関755施設：2016．6現在）も
の医療事故が発生しており、また、医療事故情報収集等事業第46回報告書（2016年４月～６月）
によると、報告義務対象医療機関276施設のうち報告医療機関数は167施設であり、報告件数813
件（平均271件 / 月）、参加登録申請医療機関755施設のうち報告医療機関数は29施設であり、報
告件数83件（平均27.7件 / 月）もの医療事故が発生しているとのことです。今回の第21回研究大
会においては、医療事故調査制度の目的を明確にし、あるべき医療事故調査制度を検討するべく、
国土交通省運輸安全委員会における事故調査のあり方や、事故調査官の役割、事故調査官の登用条
件・教育体系などを踏まえて、医療安全管理体制構築のための新たな取り組み、問題解決の手法な
どについて述べ、皆様方と議論を深めたいと思います。

【医療安全管理における問題点】
１．医療倫理学など教育を受ける機会が少ない。実習時間が少ない。実地試験が無い。
⇒医療従事者養成のための統一カリキュラムの必要性。多職種連携全体教育の必要性。
２．Professional としての自覚⇒人間性、利他主義、卓越性、説明責任を重視した教育体系必須。
３．事後の報告件数の集計・分析であり、登録医療機関、参加登録機関のみの報告で、全ての医療
機関からの報告を集計・分析しているわけではない。
⇒報告漏れのない組織・環境づくり。⇒受診・入院時疾患からの見守り、予見（予測）能力養う。
４．航空・宇宙業界の分析手法（４M4E、SHELL など）、ハインリッヒの法則が活用できるのか。
⇒収集した事例のうち、限られた事例の RCA 分析のみで、分析に時間を要するわりに改善策が見
出せず、事例の多い医療業界では活用できない。
５．各医療機関ごとのレベル別分類・定義づけであり、事例件数で医療安全水準を判断。
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⇒報告漏れもあり、医療安全水準が明確でない。
６．障害残存可能性、予期されぬ事故⇒判断基準が不明確。
７．医療事故調査制度の課題⇒原因究明・再発防止のための内部調査が最大の目的。
８．各医療従事者の想定⇒最悪の事態を想定、最善の処置を行なうこと！（By T.Kitano,1991）

【経験則・方法論から導き出された新たな手法】
１．医療安全管理者の業務の大半が事例収集・分析である。
⇒新たな医療安全モニタリング・システムなどの導入。
２．医療安全管理者の教育研修期間、研修カリキュラム内容の問題点。
⇒職種もさまざまであり、２～４年間専門職教育の必要性。特に Non-Technical Skills 強化。
３．医療事故を低減するための方法論
①健康増進により受診・入院させない。⇒今日の診療報酬制度の問題点
②受診・入院時から患者疾患に応じた見守りサポート
⇒現在、開発を進めている「医療の質・安全管理フィードバック支援システム」導入により、根本
原因分析（RCA）や、レベル別分類不要となり、インシデント・アクシデント情報収集・分析
業務（医療安全管理者の業務の54％を占める。）の作業負担を減らすだけでなく、業務の大半を
院内巡視強化、危険予測トレーニング強化、組織力強化など、院内安全管理体制の再構築に寄与
でき、院内のインシデント・アクシデントの低減を図る。
③医療安全管理者の主な業務を未然予防、院内ラウンド、安全教育に費やせる環境づくり。
４．目的・目標、価値観が共有できず、組織再構築できない。
⇒受けた教育の違い⇒組織・人間関係を再構築⇒５秒先の未来を創造（想像）する力を身につける
⇒周囲環境づくりがヒューマンエラーを低減する
５．患者の方々からクレームが絶えない。医療訴訟になることも・・・。
⇒クリニカル・パス、北野式 Informed Consent（十分な説明⇒理解⇒納得⇒同意）の活用！
６．患者 - 医療者、医療者間コミュニケーションが図れない。
⇒リーダーシップ、チームワーク、コミュニケーションなど Non-Technical Skills 強化
⇒医療コミュニケーション学の習得、臨床現場における医療ファシリテーター北野を養成・配置！
７．各医療専門職も専門分化・専門特化し連携が図れない。
⇒おせっかいチーム（お供達チーム：Attendant Team）北野 結成！⇒ Good Job Card などの活用！
８．医療安全管理体制構築のための継続的手法
現状把握⇒問題提起⇒改善策提案⇒全体周知⇒実行⇒再評価（By Kitano,1995）
９．医療安全管理者⇒総合的リスク・マネジャー北野、医療事故調査官（仮称）北野 の養成急務
⇒リスク・マネジャーは総合的リスク・マネジメントを実践する専門職であり、医療安全管理者と
は異なります。欧米においては２～４年リスク・マネジャー認定資格養成教育課程があり、本邦
においては医療安全管理者の教育体系も明確ではありません。
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【今後の展望】
院内において、組織横断的に取り組むことのできる調整役 / 交渉役（Coordinator/Negotiator）、
である高度医療専門職としての医療安全管理者、院内感染対策管理者、医療ファシリテーター北野、
医療事故調査官（仮称）北野、総合的リスク・マネジャー 北野、院内評価調査者（surveyor）などの教
育体系を明確にしたうえでの人材育成が急務と言えます。今後、構成員である医療関係者一人一人
が Cooperator（協同行動者）北野 となるべく、さらなる患者安全向上のための第一人者になることを
願っております。これらの取り組みが結果として、各医療機関において患者本位で安全で安楽な質
の高い医療提供の一端を担うものと考えております。

【終わりに】
医療従事者は、患者の方々にとって安全で安楽な質の高い医療を継続的に提供し続けなければな
らず、当然のことながらそれらを行う使命があります。今回、医療の安全に関する研究会・第21
回研究大会において、患者本位で安全で安楽な質の高い医療提供を基本とし、患者の権利を重視し
た安全文化の確立手法、医療事故情報収集等事業のあり方、国土交通省運輸安全委員会事故調査に
学ぶ医療事故調査制度のあり方等を体系的に捉え、皆様方と議論できればと考えております。また、
医療安全管理体制構築のための新たな手法を見出したので、各医療機関で実践して頂ければ幸いか
と存じます。
今一度、“誰のための医療機関で、誰のための医療で、誰のための行政であるのか？”を自問自
答され、患者本位の安全管理体制構築のさらなる重要性が認識されることを願っております。
“Ask

not

what

your

profession
ask

can

what

do

for

you

can

you，
do

for

your

patients．”

-John．F．Kennedy-（Changed by T.Kitano）
「あなた方の職業があなた方に何をもたらすかを問うのではなく、あなた方が患者さんのために何
ができるかを問いなさい。」を私の最後の言葉とします。
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■大会長講演

抄録２
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■特別講演

抄録

医療被害者の活動と医療の安全
医療情報の公開・開示を求める市民の会

勝村 久司

●被害者たちがカルテ開示を求めた理由

私が持っているカルテ開示を求める新聞記事で最も古いものは、今から30年以上前の1984年９
月29日付の朝日新聞の記事だ。「カルテ開示はなぜダメなのか」という見出しで始まるこの大きな
特集記事の中には、以下のような記述がある。

『・・・本畝淑子さんは、２歳８ヶ月の次女を亡くした。次女が発熱していくつも病院をまわり、
渡された薬を飲み続けたが、６日後、激しい頭痛を訴えて脈が薄れ、仮死状態で総合病院にかつぎ
込まれたが心音が途絶えた。死亡診断書には「ライ症候群」と書かれた。その後、「インフルエン
ザの子どもにサリチル酸系の解熱剤を使うな

米政府警告

ライ症候群の恐れ」という新聞記事が

目にとまった。次女には解熱剤が出されていた。
医師にカルテ開示を求めたが「カルテは患者に見せるものではない」と拒否された。本畝さんは、
63家族で作る「ライ症候群親の会」の会長になったが、どの家族にとってもカルテ非開示の壁は
厚かった。「何に使うんだ。警察を呼ぶぞ。」「裁判するつもりなら、絶対に出さない。」「親でも見
せられない。弁護士を呼びなさい。」等と言われカルテ開示を拒否された。確かに弁護士を通じて
裁判所に証拠保全を申し立てカルテを手に入れることができるが、風邪で医者にかかった直後に重
度の脳性麻痺になった３歳の長男をかかえる北九州市の母親は「生活に追われ、弁護士に支払うお
金がない」と語った。・・・』

この記事には、当時記者会見した３人の方の写真が掲載されている。本畝さんの左右に写ってい
るのは、共に子どもを医療被害で亡くした岡本隆吉さんと長尾クニ子さんだ。そして、この記事の
最後には、記者会見をした３人が「患者が求めたときにはカルテのコピーが取れる制度を」と厚生
省や大阪府に陳情したことが記されている。
私も、1990年12月に妻子が陣痛促進剤被害に遭い、長女を失った。そして、妻と共に、もし、
その子が生きていればその子の育児にかけたはずの時間を、同じような被害が繰り返されないよう
にするための市民運動や裁判に費やそうと決めた。それが親としての責任ではないかと感じたし、
もし、同じような被害を繰り返させないことができたとしたら、それが死んでしまった子どもの命
を最も大切にしてあげることになると思ったからだ。

私は、事故直後に、妻と同じような被害で子供を亡くした出元明美さんが作った「陣痛促進剤に
よる被害を考える会」に入り、その後、子供の医療事故の裁判を終えたばかりの近藤郁男さんや長
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尾クニ子さんらによる「医療過誤原告の会」の設立にも参加した。また、本畝淑子さんや岡本隆吉
さんらが作り、スモン薬害の被害者や富士見産婦人科病院被害者同盟なども当初から参加している
「薬害・医療被害をなくすための厚生省交渉団」にも加わった。そうして感じたことは、全ての薬害・
医療被害の背景には、「医療の閉鎖性」があるということだった。
そうして、1996年には、「医療情報の公開・開示を求める市民の会」の設立にも参加した。そこ
には、30年以上前の朝日新聞記事の写真の３人を含め、多くの薬害・医療事故の被害者の遺族ら
が参加して、医療界を透明にし、被害を明らかにして再発を防止することを求めてきたのである。
このように、カルテ開示を求める運動に粘り強く取り組んできたのは、こどもを失った親や薬害
などの医療被害者たちだった。そして、彼らは皆、自分たちの裁判のためにカルテ開示を請求した
わけではない。私も含め、受けた医療の悪質を確信し、裁判をする覚悟をした場合には、皆、カル
テの改ざんを少しでも防ぐために裁判所を通じた証拠保全によってカルテを入手する。それでは、
なぜ、医療被害者たちは、皆、自分の裁判が終わった後にカルテ開示を求める市民運動に必死で取
り組んだのか。それは、自らの経験を通じて、同じような被害を繰り返させないために、それが最
も大切なことであると実感したからに他ならない。
それでも、私の場合でも、裁判の中で主治医が「改ざんは病院の事務がやった」と証言するなど、
カルテや看護記録は改ざんされていた。医療裁判は、改ざんや事実の隠ぺいやごまかしとの闘いだ
と実感した。

●日本の医療過誤は悪意をもってなされた犯罪

長年にわたる裁判が大阪高裁で勝訴確定した直後の、ちょうど10年目の命日に、私たち夫婦は、
被告だった市民病院の職員研修で話をし、同じような事故が起こらないように再発防止に努めてほ
しいと話をした。
その際、当時、ハーバード大学の医師だった李啓充氏から、下記のようなコメントが寄せられた。

『日本における医療過誤の特徴の一つは、「過誤の質が、あまりにお粗末である」ということにあ
ります。昨年末、米国科学アカデミーが、「To Err is Human（過ちは人の常）」という報告書を出
し、その中で、米国では毎年四万四千～九万八千人の患者が医療過誤が原因で亡くなっていると指
摘し、話題になりました。この報告書の中で、米国科学アカデミーは、医療過誤を「治療が予定さ
れたプラン通りに実施されなかった、あるいは、予定したプランが初めから間違っていた」と定義
しています。
ちなみに、インフォームド・コンセントは「医療者が患者と共同の治療目的を設定して、その目
的を達成するために治療プランを作成するプロセス」と定義されますので、米国科学アカデミーの
医療過誤の定義は、「インフォームド・コンセントで患者と取り決めたことが守られなかった、あ
るいは、誤った情報をもとにインフォームド・コンセントが作成された」と置き換えることができ
ます。しかし、日本における医療過誤は、「医療の側がインフォームド・コンセントのプロセスを
端から無視している」ケースが目立ち、米国科学アカデミーの定義からすると「医療過誤」の範疇
には入れてもらえません。インフォームド・コンセントという現代医療の根幹に関わるルールを無
視するようなケースは、
「過誤（善意が前提となった行為の誤り）」として取り扱うべきではなく、
「悪
意をもってなされた犯罪」として取り扱うべきだからです。
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伝え聞きます枚方市民病院のケースも、「過誤」というよりは「犯罪」の範疇に属するもののよ
うに思います。「リスクマネージメント」とか「医療の質の管理」とか、テクニカルな努力で医療
過誤を減らそうという努力も勿論大切ですが、それ以前の問題として、医療の側がインフォームド・
コンセントのルールを守ることで、日本の「医療過誤」から「悪意をもってなされた犯罪」の部分
を取り去ることが肝要かと思います。』

この「インフォームド・コンセントのない子宮収縮薬の過剰投与による事故」は、2009年から
始まった、産科の医療事故で重度の脳性まひになった子どもの原因分析と再発防止を行う「産科医
療補償制度」によって、今も後を絶たず繰り返されていることがわかっている。私もこの制度の再
発防止委員会の委員をしているが、現在まで再三、「子宮収縮剤を使用する際はその必要性と危険
性を十分に説明して同意を得てから使用する」こと等の再発防止の提言を全国の医療機関に配布し
続けているのが実情だ。
さらに、近年大きく報道されている、小児には禁忌の鎮静剤「プロポフォール」の大量投与や、
高度な技術が必要な「腹腔鏡手術」などで死亡事故が繰り返されていた事件でも、必要性と危険性
を伝えた上で同意を得る健全なインフォームド・コンセントがなされていなかったことが指摘され
ている。

●群大病院の医療事故調査報告書の提言

私の妻子の事故から四半世紀が過ぎた2016年7月30日、その「腹腔鏡手術」の術後死亡が相次
いだ群馬大学医学部附属病院の医療事故調査報告書が公表され、大きく報道された。
同病院は、2010年12月から2014年６月までの間に確認された92例の腹腔鏡下肝切除術のう
ち、58例が保険適用外の疑いがあり、そのうちの８例が術後４ヵ月以内に亡くなっていたとして、
2014年夏に最初の事故調査委員会を立ち上げた。その委員会には、５名の外部委員が含まれてい
るとされていましたが、４名は、最初の会議に出席を依頼されたのみで、それ以降は会議に呼ばれ
ておらず、実質的に議論に参加できていなかった。しかも、参加を続けた残りの１名は、病院の顧
問弁護士であり、とても外部委員と呼べるものではなかった。さらに、2015年３月にまとめられ
た報告書の内容を遺族に説明する際に、病院側が勝手に加筆した箇所があったことがわかるなど、
事故調査への信頼が大きく揺らいだ。
そのため、大学は、2015年８月末に、完全に外部委員だけからなる新たな事故調査委員会を設
置し、調査をやり直すことを決めた。新たな委員会は６名で構成され、筆者も委員の一人となった。
この事故調査に参加して、日本の医療界がいまだに患者との情報共有をきわめて軽視しているこ
とを目の当たりにした。事故が新聞報道によって発覚するまで、正しい情報が被害者側にほとんど
伝えられていなかったことが分かったからだ。しかも、病院側がすべての遺族に事故の説明を終え
た後であったにもかかわらず、調査委員会のヒアリングの際に遺族にカルテを見せたら、遺族は皆
「はじめて見た」と話し、自分たちの記憶と異なる記述を指摘したりしたのである。
私たち事故調査委員会は、報告書の「提言」の章に、「患者参加の促進」という項目を入れた。

『本件調査を通じて、群大病院においては、日常診療の中で、患者との情報共有を図り、患者中
心のチーム医療を実現するためのシステムが不足していることが感じられた。
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また、遺族へのヒアリングからは、多くの遺族が、群大病院のことを大切に思い、今回の一連の
事故を教訓にして、より良い病院として再生してくれることを強く願っていることがわかった。群
大病院は、こうした遺族らの、誰よりも強い思いを改革のエネルギーとして生かすべきであるし、
そのことによって遺族らの期待に応えていく責任がある。
１）患者参加を促進し日常診療の質の向上を図る
①

外来患者へのクリニカルパスや検査結果データの提供
医療は患者のためのものであり、医療者は患者や家族に対して診療内容を正確に伝え、患者や家

族の医療リテラシーを高めるための努力を続けることが求められる。しかし本件では、病院側が患
者や家族に対して、病状や治療の選択肢、術前術後の経過などについて、できる限り正確に伝え、
情報共有の努力をしていたとは言えないケースが少なくなかった。
患者を中心としたチーム医療を実現するためには、わかりやすさを重視して不正確な情報提供を
するのではなく、正確な情報を提供した上でわかりやすく伝えていくことが求められる。患者や家
族らが、自ら治療法を選択したり、セカンド・オピニオンを受けたりするためにも、それは欠かせ
ない。すべての医師が、クリニカルパスや検査結果データの写しを外来患者に提供することを原則
とするシステムを、向こう１年間を目途に構築することを提言する。
②

入院患者やその家族との診療録共有
医師の診療録の記載が不十分であったことは、日常の診療やカンファレンスの際にも患者との情

報の共有が適切にできなかったばかりか、術後の容態悪化や死因についての遺族への説明、さらに
は事故の把握や原因分析までをも疎かなものとしてしまっていた。
医療者が正確で適切な診療録を記載することが重要であるが、さらに、患者を中心としたチーム
医療を実現するために、入院中の患者や家族が自身の電子カルテにアクセスできるようなシステム
を、１年間を目途に整備することを提言する。
さらに医療者は、診療録の共有に際して、患者家族への一方的な情報提供ととらえるのではなく、
患者や家族からの情報提供を受ける貴重なツールでもあるという認識が必要である。
③

カンファレンスへの患者や家族の参加

（中略）医療におけるカンファレンスの重要性は自明であるが、従来これらの意思決定が閉鎖的
な場で行われてきたことについては、疑問視されてこなかった。これらの透明性の確保は、真に患
者中心の医療を実現するためにも、カンファレンスの質の向上のためにも重要な課題といえる。た
とえば、定例のカンファレンスに患者や家族の参加を可能とするような体制を検討することも求め
られる。
群大病院はカンファレンスへの参加を希望する患者に対し、これを実現するための取り組みを率
先して行うよう提言する。
２）遺族の思いを事故の再発防止に生かす
①

群大病院医療安全週間（メモリアル週間）の設定
群大病院においては、毎年、本件のメモリアルとして「群大病院医療安全週間」を設け、一連

の事故の教訓を風化させないための取り組みを、少なくとも向こう10年程度は続ける必要がある。
この医療安全週間では、遺族にも参加を呼びかけて、改革の進捗状況を報告するとともに、医療安
全に関する全職員への新たな働きかけとして、医療事故を経験した本人や遺族による講演会などを
行うよう提言する。
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②

遺族の第三者委員としての病院の各種委員会への登用
遺族へのヒアリングから、今回の一連の死亡事故を再発防止に生かしていくことが多くの遺族の

願いであることがわかった。群大病院は遺族の思いを受けて、全国の大学病院のトップレベルの医
療安全や医療倫理の向上、患者中心の医療の実現を目指す改革を進めていかなければいけない。
そのために、今後設置する個別の医療事故調査委員会や IRB、臨床倫理委員会の委員、患者支援
室のスタッフなど、患者の視点や市民感覚、第三者性が生かされるように、重要な委員会や部署に
本件の事故の遺族に参加を要請することを推奨する。また、患者支援室等の業務にも、群大病院が
事故を教訓に患者のためのよりよい病院となることを誰よりも願っている遺族の思いを生かすこと
も検討すべきである。
なお、本委員会は、本報告書で提言した内容の進捗状況を１年後に確認する機会を持ち、その結
果について公表する予定であるが、それ以降も、本報告書の提言の実現や、本件以外の群大病院の
医療事故に関する状況や取り組みについて議論する「医療事故等外部監察委員会」を、第三者を中
心に設ける必要がある。その委員会には本件の遺族を複数配置し、「群大病院医療安全週間」など
の機会に開催されることが望ましい。』

●被害者たちの思いを生かす医療事故調査制度を

急に目の前に立ちふさがった苦しい現実を受け止めて、大きなハンディを背負いながらも、また
歩を進めようと努力をする被害者たち。その上に更にもう一つ、被害者たちは重い宿命を背負わさ
れて来た。「同じような被害をこれ以上繰り返させてはいけない」ということである。
ところが、これまでの医療界は、被害を覆い隠し、被害をなかったことにしようとしてきた。情
報の非公開、カルテ改ざん、偽証や嘘。警察や検察に行っても相手にされない。保健所や社会保険
事務局も腰が重い。厚労省に伝えても医療界をかばうばかり。裁判官もなかなかわかってくれない。
それでも、被害者たちはまず、被害を受けたことを立証するために何年もの歳月をかけてきた。
受けた健康被害を回復することができなくても、被害であることの立証は、人間としての尊厳を回
復するための第一歩だった。そして尊厳を完全に回復するためには、その被害を教訓にして、それ
以降に同じ被害が繰り返されなくなるという真の再発防止策が徹底されなければならない。
しかしこの間、多くの被害者たちや、その思いを支えてきた弁護士やジャーナリストの努力によ
って、徐々に医療界は事故や犯罪を隠しきれなくなってきた。また、行政や司法も、無責任な怠慢
を続けていられなくなってきているはずだ。

日本で医療事故と呼ばれているものには、「悪意なく起こってしまう医療事故」と「誠意なく繰
り返される医療犯罪」の二種類がある。
日本のほとんどの医療関係者の関心は、前者の方にあるだろう。しかし、先の李啓充医師の話に
もあるように、日本で実際に報道されている事故の多くは後者の類である。
つまり、これまで、被害者たちが再発防止を求めて訴えを続けて来た医療事故のほとんどは後者
だったのである。また、前者も、改ざんや隠ぺいやごまかし等によって後者になっていた。
これまで医療の安全のために、医療被害者や遺族が求めてきたものは、後者をなくし、前者を減
らしていくことであり、それを可能とする「医療事故調査制度」なのである。

－ 13 －

■シンポジウム

抄録１

医療事故調査制度のあるべき姿について
医療被害者家族『克彦の青春を返して』著者

稲垣 克巳

わが国の医療において最近まで医療の安全は重視されず、疎かにされてきた。
平成16年９月、日本医学会加盟の主な19学会が、医療の安全と信頼の向上のために予期しない
患者死亡が発生した場合等に、中立的専門機関に届出を行う制度を可及的速やかに確立すべきであ
ると声明した。
日本学術会議の医療の安全をめざしての動きもあり、平成19年４月「診療行為に関連した死亡
に係る死因究明等の在り方」についての検討会が設置された。私も委員となり、平成20年６月に「医
療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」が示された。厚労省、日本医師会、患者団体が賛同し、
公明正大な透明性のある第三者機関をつくることになった。大綱案は国会上程直前にまで至ったが、
一部の医療グループの反対により日の目を見なかったのは誠に残念であった。
その後平成26年６月に再び第三者医療事故調査機関の創設を含む医療事故調査制度を法制化す
ることが意図された。平成26年10月から医療事故調査制度に係る検討会がもたれ、平成27年５月
省令交付、平成27年10月、新しい医療事故調査制度の運用が開始された。
今回の検討会の委員には、医療者側に良識のある日本医師会その他のほかに、医療者の保身を重
視するグループが存在した。このグループは再発防止の検討や被害者に調査報告書を渡すことに反
対し、その意見に固執した。また検討会にて患者側弁護士と医療事故被害者代表を誹謗して会議を
停滞させた。このような経緯があり、昨年10月から開始された医療事故調査制度は、医療者本位に、
医療者の都合にいい様にできている。国民＝患者＝医療事故被害者にとっては極めて冷淡で、平成
20年の「大綱案」からは大きく後退して、多くの問題点をかかえている。
問 題 点
①医療事故調査について
今回の制度では事故が発生した医療機関で調査をして医療事故調査・支援センターへ報告する
こととしている。事故が発生した医療機関で先ず院内調査をするのは当然のことである。しかし、
院内の調査は今までの例では公正中立な透明性に欠け、中には事故を隠蔽するケースもあった。
従って先ず一義的な院内調査で重大な事故と考えられるものについては、事故調査委員会をたち
あげることとする。事故調査委員会は透明性があって信頼されるものとするために、外部委員を
加え、かつ委員長は外部委員とすべきである。例えば委員を６名とし、内部委員３名、外部委員
３名とし、委員長には外部委員をあてるものとする。新制度は院内調査主体となっており、当を
得ないものであり改めるべきである。
②調査委員会の目的
事故調査委員会は事故の原因を明らかにするとともに再発防止策を立てて医療関係者に衆知徹
底すべきである。本制度にては再発防止策とその徹底について不明確である。事故被害者へは報
告書に基づいて詳細かつ理解を深めるような説明をするとともに、書面による報告書を直接に渡
すべきである。そうすることにより事故被害者の納得が得られ無用なトラブルが避けられる。新
制度では口頭又は書面でとなっているが改めねばならない。
③医療事故調査・支援センターは国の第三者機関とし、国の予算を付与する。
④被害者が医療事故でないかと考えた場合、申し出る窓口を病院内に設け、一定規模以上の病院で
は設置を義務づける。申し出を受けた病院は事情を聴取して相応の事情があれば第三者機関に事
故調査委員会を設ける。
⑤医療事故調査・支援センターの設置は全国を８ブロックに分けて設け、都道府県単位としない。
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■シンポジウム

抄録２

「医療事故はあなたのそばにある。決して他人事ではありません」
患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 代表

永井 裕之

私の妻は簡単な左手中指の手術をした翌日1999年２月11日、消毒薬を誤って静脈に注入され帰
らぬ人になりました。あれから17年が経過した今日、医療界は医療安全に取り組んできていますが、
医療機関によってその内容に大変なばらつきがあります。特に医療事故の調査において、その原因
究明をしっかり行い、事故から学んで再発防止に取り組む姿勢が不十分な医療機関は多いと思って
います。昨年10月から始まっている医療事故調査制度は、医療界、医療従事者が中心の仕組みで
あり、一般の国民は蚊帳の外になっている制度です。国民が信頼できる制度にするために、当面改
善すべきことについて提言します。
１．医療事故調査制度の目的と性格（国民レベルでの共通化）
目的は事故調査をして原因究明し、再発防止を図り、日本の医療の質と安全を高めていくこと。
その性格は公正中立性、透明性、専門性、独立性、実効性が確保されていること。
２．医療事故調査制度の改善課題と対応
（１）医療事故調査・支援センター（以後；第三者機関という）の強化
公的な機関として、権限と責任を持って、この制度をリードできるように機能強化を図る。そ
して事故調査報告書などに対して助言指導をし、この制度の信頼度を高める。
（２）第三者機関に遺族からの相談窓口を設置
遺族が事故に遭ったと思っていても、医療機関が受け付けない時に、相談窓口が聞き取り、当
該医療機関に対して助言をできるようにすること。
（３）調査対象となる事故の範囲の見直し
医療機関の管理者が「予期した」と判断したが、遺族が「予期していなかった」死亡について
は、死亡原因を明確にすべく解剖を薦めて、本当に予期したものと一致するかなどをしっかり検
証し、その内容を説明して遺族の疑問を晴らす努力をすること。
（４）ガイドライン・マニュアルの統一化・標準化
現在は各支援団体が全く違うガイドラインを数多く作っている。それらの統一化、標準化を早
めること。
３．医療の安全と質の向上
この制度は、医療界・医療者の自発性・自律性・自浄性の発揮にかかっている。事故原因を個人
の責任問題で終えるのではなく、事故の根本原因・背景などを探求して、システム改善や意識改革
などによる再発防止を図る環境・風土づくりをすること。
まだ、医療界には報告文化が根付いていない。正直者が損をしない報告制度を作り、更に正直文
化が実れば、医療安全文化が定着していきます。
「新たな事故調査制度が小さく産まれました。これから大きく育てましょう」これは医療者だけ
の問題ではなく、国民みんなで育てる風土づくりをやり続けていきましょう。
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■シンポジウム

抄録３

医療事故調査が医療の安全に繋がっていくために
何をなすべきか
医療過誤原告の会・会長

宮脇 正和

医療事故遺族は「遺賊」？
今年３月に東京都内で開かれた日本医療安全学会で、医療事故の被害者を「遺賊」と表現して、
「遺
族が求めているのは金と、医師・看護師への処罰であって、原因究明や再発防止は関係ない」と学
会講演したことについて、日本医療安全学会が８月26日に、この発言は学術団体として不適切で
あり、容認しないと理事会決議声明文を発表したことが話題になっています。講演会場にいた医
療事故被害者は、「医療事故の遺族を面白おかしく表現した言葉に場が笑いに包まれ、ショックで
いたたまれなかった」と新聞コメントで述べています。日本医療安全学会の見識に敬意を表します。
しかし、大変気がかりなのは、この発言をした男性は、昨年10月に施行となった医療事故調査制
度の厚生労働省検討会の構成員であり、医療事故調査制度が遺族に寄り添ったものにならなかった
結果に大きな影響を与えたと考えられるからです。
「真相究明と再発防止」で、命の尊厳が大切にされることこそ遺族の願い
医療機関に受診して家族が突然亡くなり、医療事故を疑った遺族に対して、医療機関から丁寧な
説明がされないまま、責任を否定されて説明が打ち切られた遺族が、いろいろ模索しながら医療過
誤原告の会に相談を持ち込んできます。遺族に共通しているのは、「医療機関の説明は納得できな
い、本当の原因が知りたい、命に大事に向き合ってほしい」です。当会では、被害者・遺族に対して、
医療機関にさらに説明を求める事が出来ないか可能性を考えてもらいます。そして、どうしても無
理であれば、民事の時効10年を考慮しながら、これまでの被害者・遺族のさまざまな経験をもとに、
事故原因調査をおこなっていくためのアドバイスをおこなっています。
被害者家族・遺族が背負う苦悩
医療事故が疑われる経過で突然家族が亡くなり、医療機関が丁寧な説明など真摯な対応を行わな
かった場合、被害者・遺族が事故原因調査を行うにはたくさんの壁が立ちはだかります。毎日多忙
な仕事や生活に追われる日々で、専門家でもない被害者・遺族が、医療や法律の勉強を行なったり、
事故原因究明のためにさまざまな課題に取り組むことについて、まず家族の同意を作れるか大きな
壁があります。子供を亡くした若夫婦は、事故調査に向き合う厳しさで離婚になったり、一家の大
黒柱を亡くした家族は経済的に苦しめられ、調査どころではなくなります。高齢の親を亡くした場
合、事故調査をやるかどうかで子どもの間に不仲が生じる悩みがあります。毎年裁判提訴に至る約
800件の背後には、さまざまな困難で泣き寝入りしている、数十倍の被害者・遺族が存在しています。
医療事故調査制度の充実のために
今年６月に、医療事故調査制度が一部改定されて、医療事故調査・支援センターが遺族の受付窓
口機能を持つことになりました。今後、医療事故被害者・遺族から専門家がヒアリングして、医療
事故調査が必要と判断した場合、公正な医療事故調査を実施して、再発防止につながる制度に育て
るよう、多くの医療関係者の奮起を願っています。
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■シンポジウム

抄録４

医療事故調査が医療の安全に繋がっていくために
何をなすべきか
陣痛促進剤による被害を考える会 代表

出元 明美

「医療行為には、一定の危険、リスクが伴うものであり、刑事責任に問われると医療が委縮する」
と、「死亡」という重大なことが「一定のリスク」と同列に論じられるのは、一般人から見ると非
常に違和感があるし、医療だけ「刑事責任を免除せよ」というのは、医療側の主張であることが分
かるが、社会の通念上、それは容認出来ない。
医療の安全を確保し、死亡事故の原因究明、再発防止を行うことを目的に「医療事故調査制度」
が昨年10月に施行されて１年余り。
今年６月24日には、本制度の運用の改善を図るために医療法施行規則の一部を改正する省令が
公布され、「病院の管理者は、死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする」と
の１項が加えられ、院内調査の際に「医療事故調査等支援団体」に必要な支援を受けられる組織も
整備されたが、遺族から見れば、予期せぬ死亡事故だと思っていても、判断するのは、医療機関で
あり、医療事故と認めた場合に限る上、遺族からの報告が認められていないので、本制度のスター
トラインにも立てない状況がある。
私が代表を務める「陣痛促進剤による被害を考える会」の会員で、今年上半期に分娩事故で予期
せぬ母体死亡が２件あったが、本制度に報告されたのかをお聞きしたところ、２件とも、報告され
ていないのではないかということであった。
救急搬送された医療機関で死亡した事例は、医師から、医療事故調査制度というものがあるが、
報告は前医が行うことになっていることを聞いただけで、死亡後に前医との接触はなく、説明もな
いので、恐らく、本制度への報告は行われていないのではないかと思っている。搬送先で死亡した
場合の報告は、前医と連携して報告すべきかを判断するとされているが、死亡したことを前医に伝
えるに留まったのではないかと推測している。
＜要望したいこと＞
１、診療に関連した予期せぬ死亡事故、特に、元気に出産に臨んでいた母体または児の死亡は、医
療事故の原因究明と再発防止という見地から全例報告されるべきであるし、院内調査を義務付け、
遺族への結果説明、センター調査までも行っていただきたい。
２、医療側が本制度に報告しない等の相談があった場合は、医療安全支援センターの紹介をし、求
めに応じ相談内容を医療機関に伝達するとしているが、その報告を受けてもなお医療側が報告す
るとは限らないので、原因究明、再発防止の観点から、遺族側が報告出来るシステムにすべきで
ある。
３、本制度のセンター調査の「個別調査部会」及び「再発防止委員会」の中立性、透明性の確保の
ために、産科医療補償制度のように、遺族に公布する報告書をＨＰにも公開することが重要であ
る。全体として一般化、類型化するだけでは、その報告内容が中立性、透明性が保たれた報告書
なのかは分からない。
４、センター調査には、診療録が必要となるので、事故が発生したら、医療機関の医療安全対策室
の担当者の権限として、速やかに診療録一式を確保し、コピーを行ない保管し、遺族の了解を得
た上で必要に応じて、センター調査する際に提供することが重要である。
また、遺族の要求があれば、医療安全対策室の担当者が保管していた診療録を元に、改めてコ
ピーしてお渡しいただきたい。
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医療の安全に関する研究会総会

日

時

2016年６月19日（日） 午後３時30分～４時00分

場

所

ウインクあいち11階1106会議室

出席者

議事録

以下のとおり14名、他に委任状41名（会員122名）
島田康弘、加藤良夫、北野達也、齋藤悦子、酒井順哉、増田聖子、原絹代、
尾﨑孝平、柄沢好宣、北川喜郎、藤原奈佳子、品田知子、古谷昭雄、山﨑隆史（敬称略）

議題と議事概要
１．決算承認について
齋藤常任理事より、会計報告書のとおり報告があり、品田監事より監査報告があり、承認
された。

２．予算案について
増田常任理事より予算案の提案があり、一部修正（別紙参照）のうえ承認した。

３．「医療ファシリテーション研修会」について
北野常任理事より、案内チラシに基づき本年８月28日から11月６日まで５回実施する旨
の提案とチラシ配布等の協力要請があり、これを承認した。

４．研究大会の準備状況について
北野常任理事より、チラシ案に基づき報告があった。
若干の修正の上、別紙のとおりチラシを作成することとした。

５．2016年度の役員改選について
島田理事長より役員案が提案され、理事２名を追加して別紙のとおり決定した。

６．理事・会員のメーリングリスト作成について
酒井常任理事より質問があり、当面常任理事のメーリングリストを残し、今後さらに常任
理事会で検討することとした。

７．新川柳集について
加藤常任理事より新川柳集の広報について報告があった。
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平成28年度

理事長

医療の安全に関する研究会

役員

島田

康弘

日本聴能言語福祉学院

常任理事・事務局長 加藤

良夫

南山大学法科大学院

常任理事

北野

達也

星城大学大学院健康支援学研究科

医療安全管理学講座

齋藤

悦子

穂の香学園

理事・学校長

酒井

順哉

名城大学大学院都市情報学研究科

保健医療情報学

杉浦

伸一

同志社女子大学薬学部医療薬学科

教授

理事

教授、弁護士

穂の香看護専門学校

堤

寛

原

絹代

WAM・クリエイト代表・研修ファシリテーター

増田

聖子

増田・横山法律事務所

芦澤

直文

元横浜逓信病院

池田

卓也

医療法人淀井病院

顧問

尾﨑

孝平

神戸百年記念病院

麻酔集中治療部

加藤

憲

藤田保健衛生大学

研究支援推進センター

柄沢

好宣

堀法律事務所

北川

喜郎

多田法律事務所

鈴木

俊夫

鈴木歯科医院

出元

明美

陣痛促進剤による被害を考える会

藤原奈佳子

藤田保健衛生大学医学部

第一病理学

教授

教授

弁護士

院長

部長
講師

弁護士
弁護士
院長

人間環境大学

代表

看護学部看護学科・大学院看護学研究科

看護保健管理学

監事

学科長、名古屋大学名誉教授

教授

古谷

昭雄

大阪青山大学健康科学部看護学科

松山

健

山内

桂子

東京海上日動メディカルサービス株式会社

品田

知子

元富士通名古屋支店健康相談室

多田

元

たいよう法律事務所

多田法律事務所

弁護士

弁護士
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特任教授

保健師

主席研究員

教授

医療の安全に関する研究会
自 平成 27 年 4 月 1 日

平成 27 年度会計報告書

至 平成 28 年３月 31 日

収支計算書

（単位：円）

収

科目
前期繰越金
会費

入

参加費

支

出

資

雑収入
合
計
人件費
印刷費
通信費
事務費
研究大会費
分科会補助費
会議費
事務委託費
特別研究費
川柳集出版費
20 年誌作製費
雑費
予備費＊
小計
次期繰越金
合
計

予算額
753,165
240,000

決算額
753,165
229,000

445,000

209,500

500,000
1,938,165
50,000
150,000
200,000
50,000
400,000
100,000
50,000
200,000
100,000
450,000
200,000
0
▲ 11,835
1,938,165

1,256,153
2,447,818
0
113,993
146,336
3,331
335,671
0
11,500
200,000
0
421,200
196,344
1,566
0
1,429,941
1,017,877
2,447,818

1,938,165

産

摘要

11,000
研究大会（会員 31 名、一般 68 名）、
プレセミナー（会員３名、一般７名）
▲ 756,153 寄付、受取利息、川柳集
▲ 509,653
50,000
36,007 News letter、研究大会チラシ、封筒
53,664 電話料金、郵送料、FAX 回線工事費
46,669
64,329 研究大会収支参照
100,000
38,500 次年度総会会場費
0
100,000
28,800
3,656
▲ 1,566 振込手数料
▲ 11,835
508,224
235,500

＊ News letter 35 号に記載のとおり、計算に誤りがありましたので、
マイナスとなっています

（単位：円）

科
目
現
金
普通預金
郵便口座
合 計

差異

金

額
27,387
781,180
209,310
1,017,877

医療の安全に関する研究会
自 平成 28 年 4 月 1 日
科 目
前期繰越金
会費
収 研究大会参加費
入 講座参加費＊
雑収入
合 計
人件費
印刷費
通信費
事務費
研究大会費
支
分科会補助費
出 会議費
事務委託費
特別研究費
講座費＊
予備費
合 計

予算額
1,017,877
240,000
245,000
250,000
30,000
1,782,877
10,000
150,000
200,000
50,000
400,000
50,000
50,000
200,000
50,000
250,000
372,877
1,782,877

平成 28 年度予算

至 平成 29 年３月 31 日
摘

（単位：円）

要

120 人× 2000 円
会員 30 人× 1500 円、一般 100 人× 2000 円
会員 20,000 円、一般 25,000 円、10 名
寄付、川柳集等
事務費
ニューズレター、研究大会チラシ
電話料金、ニューズレター・研究大会案内等
送料
会場費、講師謝礼、弁当代、人件費
理事会

会場費、広報費、御茶代、講師謝礼

＊医療ファシリテーター養成講座
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