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は じ め に 

 

 

 2015 年 10 月 1 日より、医療事故調査制度が創設されます。安全で質の高い医療を実現

する第一歩であることを祈念していますが、公布された省令では具体的な医療事故調査の

指針は示されておらず、公正性・中立性・透明性を確保するためには、市民の視点から今

後の運用を注視していく必要があります。 

  当センターでは、昨年 5 月、「公正な院内事故調査を求めて～『医療事故調査・支援セン

ター』が果たすべき役割を考える」と題して、総会シンポジウムを開催しました。 

  当日は、堀康司弁護士の基調報告に続いて、勝村久司氏（患者の視点で医療安全を考え

る連絡協議会）、木村壯介氏（日本医療安全調査機構）、杉岡篤氏（藤田保健衛生大学）、五

十嵐裕美氏（弁護士）、和田清二氏（弁護士）から院内事故調査制度についてのご報告を頂

き、パネルディスカッションでは、いかにして医療事故を抽出させるか、専門性・独立性

を有する専門家をいかに確保するか等について、活発な議論が交わされました。 

 本冊子は、当日の報告及びパネルディスカッションの様子を収録したもので、資料とし

てご活用頂ければ幸いです。 

 

2015 年 7 月 

 

医療事故情報センター 

理事長  柴  田  義  朗 
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第 1 部 報告 

司会  景山智也 

 

 

 

司会  それでは、時間がまいりましたので、シン

ポジウムを始めます。本日、司会を務めます医療事

故情報センター常任理事の景山智也と申します。

よろしくお願いいたします。 

 今回のシンポジウムは、「公正な院内事故調査を

求めて～『医療事故調査・支援センター』が果たす

べき役割を考える」と題して行います。 

 本日のシンポジウムは 2 部構成で行います。第 1

部では、院内事故調査に関わった経験のあるシン

ポジストの皆さんに、それぞれの観点からご報告をいただきます。 

 そして第 2 部では、シンポジストの皆さんにご登壇をお願いして、パネルディスカッションを

行います。 

 それでは第 1 部を始めます。 

第１部 報告 

 

司会  景山智也  
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基調発言 

医療事故情報センター常任理事  堀 康司 

 

 

 

司会  最初に、医療事故情報センター常任理事の堀康司弁護士より、医療事故調査制度を巡る

動き、論点整理について基調発言を行います。 

 堀さん、よろしくお願いいたします。 

 

堀  医療事故情報センターの常任理事を務めております堀

康司と申します。今日は、「公正な院内事故調査を求めて～『医

療事故調査・支援センター』が果たすべき役割を考える」と題

しましてシンポジウムを開催させていただきます。本当に多

数の方に足をお運びいただきましたことに心より感謝の念を

申し上げます。 

 まず、私のほうでは、医療事故調査・支援センターに絡めま

して、本日院内事故調査の在り方を討議することを提案させ

ていただいた経緯について、少し振り返りながら、前提となる

これまでの流れについて確認をしたいと思っております。 

 

医療事故調査制度を巡る動き 

 

 お手元に一冊の資料をお届けできていると思います。全体の通し番号の 1 ページ（本誌 7 ペー

ジ）のところに、「医療事故調査制度を巡る動き」という年表がありますので、まずこれに沿って、

本日までの流れをざっと確認してみたいと思います。 

 私たち医療事故情報センターが発足しましたのは、1990 年のことになります。それ以後、医療

事故の被害に遭われた方の被害回復をどうしたらよいかということを継続して考えてまいりまし

た。初代の理事長である加藤良夫弁護士から、早い段階で、1997 年ですけれども、医療事故の被

害を救済するためには、裁判制度だけではなく、別の仕組みが必要なのではないかということを、

医療被害防止・救済センター構想という形で発表させていただいたこともあります。 

 その後、1999 年になりまして、大きな医療事故が相次いで報道されたことをきっかけに、医療

の安全という問題が社会に広く認知されるようになりました。そして、国の政策課題として、医

療の安全をどう実現したらよいのかということが、ようやくこの時点になって意識されるように

なりました。 

 日本の近代医学の歴史は、この時点で 100 年近い歴史を持っていたわけですけれども、医療の

基調発言 

 

医療事故情報センター常任理事 弁護士  堀 康司  
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安全について政策課題として認知されたのは、まだこの十数年のことであるという歴史があるわ

けです。 

 その後、都立広尾病院事件の最高裁判決が 2004 年に出たことをきっかけに、日本医学会加盟

主要 19 学会が、診療行為に関連して患者さんが亡くなったすべての場合について､中立的専門機

関に届出を行う制度を可及的速やかに実現するべきだという宣言を発しました。 

 しかしながら、こうした中立的専門医療機関というものは、未だ実現できないまま、本日を迎

えております。 

ただ、この頃から、医療事故の届け出、あるいは医療事故の調査をしていくという仕組みが、

部分的にいくつか立ち上がり始めました。 

 2004 年 9 月からは、特定機能病院など一部の病院ではあるのですけれども、医療法によって、

事故が起きた場合には報告をするという制度が始まりました。報告先として日本医療機能評価機

構も立ち上げられました。 

 2005 年からは、この後にシンポジストの方からも詳しいご説明があると思いますが、診療行為

に関連した死亡の調査分析モデル事業が開始されました。これは、起きた事故が、第三者によっ

て調査されるという仕組みです。 

 2007 年から 2008 年にかけて、第三者機関を立ち上げるということについて、法案化の動きが

ありましたが、紆余曲折がありまして、国会に提出するには至らないまま終わってしまいました。 

 その後、2009 年には産科医療補償制度が発足をいたしまして、分娩の際に脳性麻痺になったお

子さんに対して、無過失補償を行うとともに、その原因分析を第三者が行うという制度も始まり

ました。 

 2010 年には、診療関連死調査分析モデル事業を日本医療機能評価機構が引き継ぐということ

にもなりました。 

 ここに下線で引かせていただいたこれらの事業が、今現在、日本の中で医療事故の届け出、あ

るいは医療事故の調査として公的な制度になっているものであります。 

 その後、改めて第三者機関の立ち上げに関する検討が厚生労働省の中で始まりました。現在、

2014 年 2 月になりまして、医療法改正案の中に医療事故調査制度の創設が含まれており、国会

における審議が進んでおります。 

 

医療法改正案：医療事故調査関連部分抜粋 

 

 いま提出されている法案を要約したものを、通し番号 5 ページ（本誌 11 ページ）にまとめて

あります。 

 現在、国会で審議されている制度の中身は次のようなものになります。 

6 条の 10 を見ていただきたいのですけれども、こちらに定められているのは、すべての医療機

関が、診療に関連して予期せぬ死亡が起きたときには、今後発足する医療事故調査・支援センタ

ーという第三者機関に対して、その事例を報告することが義務づけられます。 
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 6 条の 11 というのがその下にありますけれども、その報告をした医療機関には、病院の中で起

きた事故について調査を行うことが義務づけられることになります。 

 そして、6 条の 11 の 4 項という条文によりまして、事故の調査が完了したときには、第三者機

関に対してその結果を報告しなければならないということが定められています。 

 6 条の 15 からは、第三者機関がどのようなものかということが定められています。これは民間

の団体を国が 1 つだけ指定をしまして、そこがこの報告を受けるという機能を担うことになって

おります。 

 この第三者機関は、6 条の 16 によりまして、自ら調査をするということも業務として担うこと

が予定をされております。 

 

医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方 

 

 こうした中身を法案として作っていくに当たってベースとなりましたものが、通し番号 8 ペー

ジ（本誌 14 ページ）からの、医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会が昨年 5

月 29 日にとりまとめました、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」です。

この報告に基づいて、今のような法案ができあがったという経緯があります。 

 通し番号 12 ページ（本誌 18 ページ）のところに、医療事故調査制度における調査制度の仕組

みという図解があります。今回の法案は、概ねこうした図解で表現されるところを、実際の立法

によって制度化しようとするものになっております。 

 ところで、その隣に付けてあります 13 ページ（本誌 19 ページ）の図解ですけれども、こちら

は私たち医療事故情報センターが 2007 年頃に立法化の議論をしていた際に、私たちの団体とし

て求める制度はこういったものですということを図解で表現したものです。 

 このとき医療事故情報センターとしましては、民間団体ではなくて、公的な団体が第三者機関

を担うべきではないかということを提言しました。しかも、その公的な組織は、中央に一つだけ

あるだけではなく、多数ある医療事故を全国的にきちんと取り扱えるようにするために、ブロッ

ク単位で地方組織を持つべきではないかということも提案をしました。 

 そして何よりも、患者・家族から調査の開始が要請できる制度であるべきだということも提言

をいたしました。 

 それから、医療安全中央委員会は、各医療機関が行う院内調査の報告を受けているだけではな

く、院内調査を行うプロセスの中でもいろいろな役割を果たすべきではないかということも申し

上げました。 

 また、調査の前提となります解剖の制度の充実ということにも、かなり力を入れた主張をさせ

ていただきました。 

 現在、私たちの思いとしては、長年の課題である第三者機関が発足しつつあることについては

喜ばしいことと感じておりますが、もともと私たちが考えていたものと比較をしますと、かなり

遠いところまできてしまったのではないかという不安も感じているという次第です。 
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 今日は、新しく立法作業が進んでいるこの制度について、今後制度ができあがった場合にはど

んな運用になっていくのかということを皆さんで議論したいと思います。 

 

医療事故調査制度と院内事故調査に関する論点整理 

 

 多数の論点があるのですけれども、今日は議論の整理のために、論点整理表というものを付け

ました。通し番号で 3 ページ（本誌 9 ページ）のところに、医療事故調査制度と院内事故調査に

関する論点整理というメモをつけてあります。 

 

論点１：医療機関の管理者は、調査を行うべき事例を適切に抽出して報告できるか？ 

 

 論点の第 1 点目としては、医療機関の管理者は、調査を行うべき事例を適切に抽出して報告を

することができるだろうかという、患者側から見た不安感について指摘をさせていただきました。 

 もともと、今現在も一部の医療機関に関しては、医療法上、医療事故の届出義務が課されてい

ます。しかしながら、多くの医療機関から多数の医療事故が届け出られている反面、一部の医療

機関からは、この制度ができて以来、なかなか報告が上がらないという実態が明らかになってい

ます。 

 論点表の左側のページを見ていただきますと、現在の医療事故情報収集等事業の報告書からの

抜粋になりますが、病床数が 1000 を超える医療機関のうち、報告義務を負うという医療機関は

27 施設あるのですけれども、昨年 1 年間で 27 施設のうち、25 施設からは事故の届け出がありま

したが、2 施設からは全く報告がなかったということが明らかになっています。他方で届け出の

あった 25 施設からは合計で 552 件の事故が届け出られているという事実があります。 

 1000 のベッドがあって、年間で 0 というのは非常に違和感のある数字でありまして、現状は

こうでありながら、今後できる制度では、本当にきちんと事例が現場から第三者機関に対して届

け出られるのだろうかということが、一番大きな不安として感じられております。これが論点１

にまつわる議論であります。 

 

論点２：事故の当事者となった医療機関が、公正・中立に院内調査を行いうるのか？ 

 

 めくっていただきまして、論点 2 というものを挙げております。これは本日一番大きな課題に

なる、今回の制度ができあがった後に、院内事故調査制度というものが非常に大きなウエイトを

持ってくることになりますけれども、実際に事故の当事者となった医療機関が、公正・中立に院

内調査を果たして行いうるのか、患者側から見て不安に感じるところであります。 

 事故の当事者となった医療機関が公正・中立に院内調査を行うためには、外の人が関与する必

要があるのではないのかという論点があります。 

 それから、今回の制度の中では、医療事故調査等支援団体という団体が指定されて、中小機関
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における院内事故調査を支援していくということが予定されておりますけれども、支援団体が関

与することによって、本当に公正・中立性が確保されるのかということについても、患者側から

見るといささか不安を感じております。 

 それから、第三者機関として発足をします医療事故調査・支援センターが、実際に十分な役割

を果たしうるのだろうかということも、相当に気になっております。非常にたくさんの報告書が

上がってくるはずですので、それをじっくり検討しようとすると、なかなかのマンパワーが必要

になってくるはずですけれども、本当にそれに耐えうるだけの仕組みがこれから立ち上がってい

くのかということを、非常に不安に感じている次第です。 

 そして、院内調査において、遺族の位置づけがどうなっていくのか。調査が続いている間、き

ちんと遺族が認識した事実についてヒアリングがされていくのだろうか。あるいは報告書が出る

までの間、遺族の側が放置されるようなことにならないだろうか。そんなような心配も感じてお

ります。 

 

 私たちの側から見た論点というのは、特に重要なものを挙げますと、この 2 点であろうと感じ

ております。今日は、こうしたことについて、パネリストの方からご意見を伺いながら、実のあ

る議論を行えればと思っています。 

 今後、この制度を運営する際には、詳細なガイドラインが作り上げられると聞いております。

そのガイドラインの中身がどうなっていくのかということが、この制度の帰趨を決するのではな

いかと感じておるわけですけれども、その時の議論がより充実するような検討が、今日この場で

できればいいなあと感じております。 

 私からは以上です。 

 

司会  堀さん、どうもありがとうございました。 
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医療事故調査制度を巡る動き

1990年 12月 医療事故情報センター発足

1991年 1月 第１回医療事故全国一斉相談受付実施

1997年 2月 医療被害防止・救済センター構想（加藤良夫弁護士による）

1999年 1月 横浜市立大学病院患者取り違え事故

1999年 2月 都立広尾病院消毒液点滴事故

2001年 4月 厚労省に医療安全推進室設置

2004年 4月 都立広尾病院事件最高裁判決

・診療関連死も医師法 21条の異状死に該当し、届出対象となる

・医師免許は人の生命を直接左右する診療行為を行う資格を付与するとともに、

それにともなう社会的責務を課するものであり、医師免許に付随する合理的根

拠のある負担として憲法上の不利益供述強要禁止には該当しない

9月 日本医学会加盟主要 19学会共同声明

・診療行為に関連して患者死亡が発生したすべての場合について、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

9月 特定機能病院等に事故報告義務付けへ（医療法施行規則改正）

10月 日本医療機能評価機構が医療事故情報収集等事業開始

2005年 9月 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業開始

2006年 6月 参議院厚生労働委員会附帯決議・衆議院厚生労働委員会決議

・第三者機関による医療事故の調査等について検討を要請

2007年 3月 厚労省試案「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等のあり方に関す

る課題と検討の方向性」公表

4月 医療機関管理者に安全確保指針策定等を義務付け（医療法施行規則改正）

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関する検討会設置

10月 第二次試案公表

2008年 4月 第三次試案公表

6月 医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案公表

9月 医政局総務課長通知：医療事故情報収集等事業における報告すべき事案

等の周知について

・2004 年 10 月から 2007 年 3 月までの間に、報告義務対象医療機関 273 施設のう

ち 53施設は届出事例ゼロ

2009年 1月 産科医療補償制度発足：補償対象事例の原因分析を開始

9月 民主党政権発足

2010年 4月 日本医療機能評価機構発足：モデル事業を承継

2011年 8月 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設置

2012年 2月 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会設置

2012年 12月 衆議院選挙で民主党大敗

2013年 5月 検討部会「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」を

公表

8月 医療事故情報センター「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的

なあり方」に対する提言を公表

2014年 2月 医療事故調査制度の創設を含む医療法改正案を内閣が国会に提出

3月 医療事故情報収集等事業第 36回報告書公表

・報告なき医療機関が依然存在（※別紙参照）
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■別紙：医療事故情報収集等事業第 36回報告書より

※注 ・事故報告を義務づけられた 1000床以上の医療機関は 27施設。

・平成 25年の 1年間で、1例でも報告した医療機関は 25施設。

・1000床以上の規模がありながら、2施設は報告ゼロ。

・他方、報告のある 25施設から 552事例が報告された。1施設あたり約 22例/年。

・同様に・・・

850-899床：1施設が報告ゼロ （他方で 3施設から 109例）

800-849床：1施設が報告ゼロ （他方で 10施設から 247例）

750-799床：2施設が報告ゼロ （他方で 1施設から 5例）

700-749床：1施設が報告ゼロ （他方で 10施設から 118例）

600-649床：3施設が報告ゼロ （他方で 24施設から 445例）

※同事業における報告の対象情報

① 誤った医療また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 誤った医療また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事故の発生の予防及び再発の防止に資する事例。
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医療事故調査制度と院内事故調査に関する論点整理

■論点１：医療機関の管理者は、調査を行うべき事例を適切に抽出して報告できるか？

１ 重症患者に対する事故などでは、管理者が「死亡を予期していた」と言えば、

報告は不要になってしまうのか？

例：生命予後不良と考えられる状態で搬送されてきた患者が、院内で移動中にストレッチャーから

転落し、その外傷によって患者が死亡した。

２ 現行の医療法上の届出義務の履行状況を見ると、一部の医療機関においては、

届け出るべき事案が適切に抽出されていない可能性が高い。

※資料●１参照：堀作成の評価機構報告書からの分析メモ

このままでは、同じ事故でも医療機関によって報告するかどうかが異なる結果

となってしまうのではないか？

３ 遺族から医療事故調査・支援センターへの報告を受け付けないという仕組みの

下で、適切な事例抽出を実現できるのだろうか？

４ 医療機関毎の報告のばらつきをなくすために、ガイドラインには、何をどのよ

うに記述する必要があるのか？
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■論点２：事故の当事者となった医療機関が、公正・中立に院内調査を行いうるのか？

１ 外部委員の関与がなければ公正・中立な調査は不可能なのではないか？

１）公正で中立な外部委員を医療機関が自ら選任することができるか？

○選任プロセスの透明性確保のために、遺族や医療事故調査・支援センターへの

報告等が必要になるのではないか？

２）委員長は外部委員が担当する必要があるのではないか？

３）外部委員は過半数を占める必要があるのではないか？

４）医療関係者以外の外部委員の関与も必要ではないか？

○適切な事実認定・公正な議論の実現と弁護士の役割

○再発防止策検討と工学系専門家の役割 等々

２ 医療事故調査等支援団体の関与によって公正性・中立性は確保できるか？

１）管理者が団体に支援を求めない場合にはどうなるのか？

２）管理者が任意に支援団体を選択できるのか？その場合の透明性は？

３）支援団体の公正性・中立性を確保するにはどうしたらよいか？

４）都道府県医師会が支援団体として関与することは、利益相反となる

のではないか？

○都道府県医師会は医師損害賠償責任保険の運営主体。

３ 医療事故調査・支援センターは、院内調査の公正性等の確保のために十分な役

割を果たすことが可能か？

１）事故報告を受けた後、院内調査報告書を受け取るまでの間にも、同

センターが果たすべき役割があるのではないか？

○解剖実施等を含む必要な基礎資料の確保

○院内調査委員会の構成の中立性の確認 等々

２）管理者が事例を適切に報告しない場合には、管理者がスイッチを押

さなくても、同センターが独自に調査するべきではないか？

３）同センターが独自調査を支援団体に委託することによって、同セン

ター自体に調査分析機能が蓄積されない結果となるのではないか？

４）年１０００件を超える報告書を十分に分析できる組織として発足す

るのか？分析が形骸化する恐れはないか？

５）診療関連死調査分析モデル事業の人材の蓄積を生かすためにも、ブ

ロック単位で地方支部を設ける必要があるのではないか？

４ 院内調査において、遺族の位置づけはどうなるのか？

１）適切な事実認定のためにも、遺族からのヒアリングは必須とされる

べきではないか？

２）希望がある場合には、遺族の傍聴を認めることが望まれるのではな

いか？
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医療法改正案：医療事故調査関連部分抜粋

※読みやすさのために算用数字に変更し項立てを整理した。【】内は医療事故情報センターによる注記。

第３章 医療の安全の確保

第１節 医療の安全の確保のための措置

第６条の１０

【医療事故調査・支援センターに対する医療事故報告義務】

１項 病院、診療所又は助産所（以下この章において「病院等」という。）の管理者は、

医療事故（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つて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなか

つたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）が

発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故

の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第６条の１５第１項の医

療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

【事故報告時の遺族への説明】

２項 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医

療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生

労働省令で定める者（以下この章において単に「遺族」という。）に対し、厚生労

働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺

族の所在が不明であるときは、この限りでない。

第６条の１１

【院内事故調査実施義務】

１項 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところ

により、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査（以下この章において

「医療事故調査」という。）を行わなければならない。

【医療事故調査等支援団体による調査支援】

２項 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団

体（法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項

及び第６条の２２において「医療事故調査等支援団体」という。）に対し、医療事

故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

３項 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事

故調査に必要な支援を行うものとする。

【医療事故調査・支援センターに対する調査結果報告義務】
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４項 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、遅滞なく、その結果を第６条の１５第１項の医療事故調査・支援センタ

ーに報告しなければならない。

【調査結果報告時の遺族への説明】

５項 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺

族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族が

ないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

第２節 医療事故調査・支援センター

第６条の１５【医療事故調査・支援センター】

１項 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理

者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを

目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切か

つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・

支援センターとして指定することができる。

第６条の１６【医療事故調査・支援センターの業務】

医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

①第６条の１１第４項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこ

と。

②第６条の１１第４項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の

整理及び分析の結果の報告を行うこと。

③次条第１項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告するこ

と。

④医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を

行うこと。

⑤医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。

⑥医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

⑦前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

第６条の１７

【医療事故調査・支援センターによる調査】

１項 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族か

ら、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことがで

きる。

【病院等管理者に対する説明・資料要請】
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２項 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、

同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他

必要な協力を求めることができる。

【病院等管理者の説明・資料要請応諾義務】

３項 第１項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあ

つたときは、これを拒んではならない。

【説明・資料要請に応諾しない病院等の公表】

４項 医療事故調査・支援センターは、第１項の管理者が第２項の規定による求めを拒

んだときは、その旨を公表することができる。

【医療事故調査・支援センターによる病院等管理者及び遺族への報告義務】

５項 医療事故調査・支援センターは、第１項の調査を終了したときは、その調査の結

果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。

第６条の１８【医療事故調査・支援センターの業務規程】

１項 医療事故調査・支援センターは、第６条の１６各号に掲げる業務（以下「調査等

業務」という。）を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事

項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程（次項及び

第６条の２６第１項第３号において「業務規程」という。）を定め、厚生労働大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

（２項以下略）

第６条の２２【医療事故調査・支援センターから医療事故調査等支援団体への調査委託】

１項 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に

委託することができる。

２項 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又は

これらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。

第６条の２５【厚生労働大臣による監督】

厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・

支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第６条の２７【厚生労働省令への委任】

この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生

労働省令で定める。
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2007年11月2日　医療事故情報センター 

「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案 第二次試案 」 

に対する意見書　添付図
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医療事故被害者の観点から 

「原因分析・再発防止」と医療裁判～陣痛促進剤事故と産科医療補償制度を例に～ 

患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 世話人  勝村久司 

 

 

 

 

司会  それでは、これからシンポジストの皆さんにご報告をお願いいたします。 

 まず最初に、患者の視点で医療安全を考える連絡協議会世話人の勝村久司さんに、医療事故被

害者の観点からご報告をお願いいたします。 

 勝村さんは、1990 年に、陣痛促進剤の被害でご長女を亡くされたことをきっかけに、医療安全

に関する活動に取り組まれております。では、勝村さん、よろしくお願いいたします。 

 

勝村  みなさん、こんにちは。ただいまご紹介いただきまし

た勝村です。本日はお招きをいただき、ありがとうございます。 

 さっそくですが、レジュメのスライドに沿ってお話をさせて

いただこうと思います。 

 

ぼくの「星の王子さま」へ 

 

 まず、私が医療事故の問題に関わるようになったのは、1990

年の一人目の長女の出産のときに、陣痛促進剤による被害で子

どもを亡くしたということでした。 

ちょうどこの年に医療事故情報センターができているわけですが、この翌年に全国組織の医療

過誤原告の会も設立されました。僕の子どもの事故の頃は、ちょうど、当時医療裁判を終えられ

た被害者の人たちが、今後同じ事故が繰り返されないようにという思いで、医療過誤原告の会と

いう被害者の団体を立ち上げようとしている頃だったのです。僕も設立の時から関わらせてもら

って、それまでに努力されてきた被害者の人たちとの交流によって、どういう被害が起こってい

るのか、どういう背景があるのかというようなことが、それまでよりも非常によくわかることが

できるような時期に起こったのが私の子どもの事故だったと、いま思っています。 

 

陣痛促進剤被害が漫然と繰り返された理由 

 

 当時、始まったばかりの NHK の「クローズアップ現代」にも僕の子どもの事故は取り上げら

れ、そのこともあって、それ以前やそれ以降のいろいろな被害者の人たちと、より連絡を取り合

 医療事故被害者の観点から  

「原因分析・再発防止」と医療裁判 

～陣痛促進剤事故と産科医療補償制度を例に～ 
 

患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 世話人  勝村久司  
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うようなことになって、多くの被害者と出会っていくわけです。 

 そうすると、被害に共通点があることがわかっていきます。当時、陣痛促進剤は「子宮口を柔

らかくする薬」だとか、「血管確保の目的で点滴をします」というような、同じ台詞で、同じよう

な使われ方が、地域や時代を超えてされていて、それで同じような被害が繰り返されているとい

うことがわかってきたわけです。 

 当時は、癌であっても、癌だと病名を言わないという時代だったので、本当の薬名を言わない

ということにも、医療側に全然抵抗感がなかったのかもしれませんけれども、知らない間に投与

されているということだったわけです。 

 ところが、被害者たちは、何らかの理由で偶然使われたことに気付いた人たちだけが被害者な

ので、使われていることに気付いていないけれども、実は被害だったというケースはどれほどさ

らにあったのだろうかと思っているわけです。 

 使われていることさえ伝えられていなかったわけですから、被害に遭うまで、被害者たちは、

そういう被害が繰り返されているということも当然知らなかったし、国もそういうことをきちん

と把握していなかったし、把握しようとすることもされていなかったわけです。 

 

陣痛促進剤が漫然と繰り返された背景 

 

 なぜそういうことが漫然と繰り返されてきてしまったかという背景は、ここにありますように

大きく 3 つあると思っています。  

 特に 2 つめです。1974 年なのでもう 40 年前なのですが、当時は日本母性保護医協会と言って

いましたけれども、産婦人科医会が会員向けに 1 冊の冊子を配布していました。1974 年の時点

で、日本中のすべての産科医に 1 冊の冊子が配布されたのですけれども、その冊子には、近年、

陣痛促進剤によって、胎児仮死、胎児死亡、子宮破裂、母親死亡、重度の脳性まひが頻発してい

るという主旨が書かれてあるわけです。感受性の個人差が 200 倍以上あるから、添付文書に書い

てある最大使用量の半分以下しか使うべきでないという注意喚起の書を 1974 年に発行していま

した。 

 しかも、そこの文章をよく読むと、医賠責（医師が入っている医師賠償責任保険）のなかで、

陣痛促進剤を使った重度の脳性まひになる事例への支払いが非常に突出して多いので、保険会社

から何とかならないかと相談を受けて、この冊子を書いているというふうに読み取れるような文

面もあるわけです。 

 それが 40 年前に発行されていたわけですから、それ以前から、日本では要するに半世紀にわ

たって、そういう事故が非常に多かったということだと考えられるわけですけれども、一方で、

そういう危険があるということを内々では言いながら、外向きには事故なんかは起こっていない

ふりをするということを医会がしてきたために、本当の意味で事故は伝えられなかったので、反

省される機会がなかったのだと思っています。 

 実際、添付文書を大幅に改定しないといけないような事実が 1974 年に発行された冊子に書か

- 21 -



れてあったわけです。最大使用量の半分以下しか使うべきでないとか、添付文書では筋肉注射で

打ってもいいと書いてあるけれども、1 分間に 3 滴など点滴で慎重に始めるべきと書いてあるの

ですが、そのような内容に実際に添付文書が改定されたのは、18 年後の 1992 年に、被害者たち

が、このときに配布された冊子等を厚生労働省に持って行って、ようやく添付文書が改定された

という歴史があるわけです。 

 

『産婦人科医療事故防止のために』日本母性保護医協会（1990 年１月発行） 

 

 1974 年に発行された冊子と同様のものは、その後毎年のように発行されて、1990 年 1 月に発

行されたものには、このように書いてあります。 

 日本母性保護医協会というのは、今の日本産婦人科医会ですけれども、当会が、つまり産婦人

科医会が行った妊産婦死亡調査で子宮収縮剤を使用したものが多いと。しかも、そういう事例で

は、必要がないのに使っていると。3 つ目には、医療側の都合で使って事故を起こしたりせずに、

妊婦や子どものために行うという立場を忘れてはいけないと。そういうことがわざわざ書いてあ

る冊子が 1990 年 1 月にも発行されています。 

 しかし、私の子どもの事故は、1990 年 12 月に筋肉注射で説明も無しに打たれたわけです。そ

ういう被害の実態に気付いた被害者たちは、こういうことを放置していてはいけないだろうと感

じて、被害者運動というのは始まっていくわけです。 

 

妊産婦死亡の防止に関する研究 1996 年度研究報告書 

 

妊産婦の死亡調査で、厚労省科学研究でしっかりとなされたまともなものは、この研究くらい

ではないかと思っているのですが、その中でも陣痛促進剤は有意に関係しているという報告が、

この時点で出されています。 

 

陣痛促進剤被害 母子 127 人死亡 

 

1992 年に添付文書が改定されましたけれども、それ以降も被害者団体が把握しているだけで

相当の被害が出ているという記事です。このように被害の実態は、被害者団体に集まった情報を、

被害者団体が公表していって初めて知られていくという状況が続いてきたわけです。 

 

過失認定の出産事故の４割強が陣痛促進剤使う 

 

 私たちの裁判は 1999 年 2 月に勝訴確定しているのですけれども、この記事は弁護士のグルー

プが、私たちの裁判が終わった後の 1999 年 4 月以降の事例を集約したものです。 

 自分が裁判をしている 10 年間に、それなりにいろいろな活動もしてきたし、いろいろな被害
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者側の訴えもあったので、事故が減っていればいいなと思ったのですが、僕たちの裁判が終わっ

た後からの調査でも、さらに陣痛促進剤の被害というのはずっと繰り返されているのです。僕た

ちの事故の以前も以降も、残念ながら繰り返されているということです。 

 

2010 年６月１日の添付文書改訂 

 

 ようやく 2010 年 6 月 1 日に、さらに添付文書は大幅改定されました。スライドの 3 つめの項

目のアンダーラインの部分ですけれども、陣痛促進剤を使うときは、必要性と危険性を説明して、

同意を得てから使わないといけないということを、ようやく書いてくれました。これを書いてほ

しいとずっと言い続けてきていたのですけれども、患者に本当の薬名を言うか言わないかは医師

の裁量だということを厚労省はずっと言い続けてきました。しかし、2010 年 4 月 1 日から厚労

省の見解はようやく変わったわけです。 

 2010 年 4 月 1 日から全患者に診療明細書の無料発行を義務付けることが療養担当規則に盛り

込まれました。そのことによって、病院の中で使われた薬名は全部患者に伝わるということにな

って、それを受けてようやく薬名を言うか言わないかというのは医師の裁量ではなく、必ず伝え

られることとなりました。そういうふうに変わったのは、ほんの 4 年前なのです。 

 

医療安全対策ＷＧ報告書 

 

 2005 年 6 月に、私は厚労省の医療安全対策検討ワーキンググループの委員に入れてもらいま

した。これは 2006 年の医療法改正のためのワーキンググループだったのですけれども、この時

に日本でもリスクマネージメントという言葉が出始めていました。リスクマネージメントという

のが、当時は、ヒヤリハットとか、インシデントレポートとかであって、アクシデントから学ぼ

うという感じが全くなかったというように私は感じていたので、3 つの柱の中で 2 つ目にありま

すけれども、医療事故の原因分析、アクシデントから学んで再発防止するというのを盛り込んで

ほしい、大きな柱に入れてほしいと発言をしました。 

 ところが当時の医師会等の代表の人たちは、アクシデント、すなわち事故から学ぼうとすると、

医療が委縮するとか、事故から学ぼうとすると、医師たちは本当のことを言わなくなると思うが、

それでもいいのかというような恫喝のような発言がされたりしました。 

 これまで本当のことを言ってきたのかと私は言いたくなったりもして、非常に激しい議論にな

ったワーキンググループでした。改めて厚労省の当時の検討会のホームページを見てみたら、1

回目と最終回の形式的な会議の議事録以外の途中の非常に激しい議論の部分は、全て議事録が掲

載されていませんでしたけれども、非常に激しいやりとりをしていたワーキンググループが 2005

年頃にあったわけです。 

 結局、大きな柱の 2 本目に、事故から学ぶという表現は入れてもらいましたけれども、言葉が

入っただけで、実際の行政の動きとしてそういうのはなかった。それが 4 年たって、ようやく産
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科医療補償制度ができるときに、本当に事故から学ぼうという制度が、初めて登場したのかなと

思っているわけです。 

 

2009 年から始まった産科医療補償制度 

 

 産科医療補償制度も、このスライドに書いていますように、保険会社や医師会の動機というの

は、僕らからすると非常に不純な動機で、被害者団体が作ってほしいと言っていたものではなか

ったわけですけれども、結果としてこれが事故から学ぶということをやろうとしたということな

ので、そういう意味では、僕たちにとって待望の制度かもしれないということだったわけです。 

 まずは、産科医療補償制度というものが、産科だけ、しかも重度の脳性まひだけから始まった

のはなぜか、と多くの人が疑問に思ったわけですが、それは保険会社の側からは必然であって、

先ほどお伝えしたように、40 年前からずっと医賠責の支払いは、産科の重度の脳性まひ、陣痛促

進剤被害というものが突出していたわけです。だから、新たな公的な保険制度にその部分を切り

離す、つまり、新たな制度がその分野から始まるというのは、保険会社の動機としては非常に必

然性があったのではないかと思っているわけです。 

 

陣痛促進剤、不適切使用目立つ 

 

産科医療補償制度の対象は、重度の脳性まひになった事例だけですが、半年以内に死亡した子

どもは除かれています。半年以内に死亡した事例は特に重度、重症のケースだと思うのですけれ

ども除いていますし、逆に、軽度の脳性まひ事例も除かれていますし、母体の側が死亡や植物状

態になっている事例も対象ではありません。それでも、対象となっている、重度の脳性まひにな

った事例をすべて原因分析してみると、最初の 14 例を終えた時点で、陣痛促進剤の被害がこれ

だけあるということがわかった、というのがこのスライドです。これらが学会のガイドライン、

つまり添付文書の使用法を大きく逸脱していたということがわかりました。使用法を逸脱すると

脳性まひになりますよ、だからだめですよと言っているのを逸脱して脳性まひになっているとい

うのが、この時点でこれだけあるのです。 

産科医療補償制度が始まったことによって、現場の医師たちに、これからは事故例が原因分析

をされることが伝わったでしょうから、そのことによって緊張感が増しているのではないかと想

像できるのですが、このスライドは、それでも 4 割が、大幅に逸脱した事例だったということが

わかったという報道です。 

 

子宮収縮薬 多くで学会の指針守られず 

 

さらに、昨年の報道ですけれども、その後、原因分析がされた症例は増えていくのですけれど

も、陣痛促進剤の使用方法を大幅に逸脱した事例で重度脳性まひになっている事例というのは減
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っていないわけです。ほんの少しずつ割合が減っている感はややあるものの、まだまだ無茶苦茶

な使い方をしている医師たちがいる。そのことで重度脳性まひになっている子どもがいまも少な

くないのです。これまでの脳性まひの子どものどれだけ多くが実は被害者だったのかと改めて思

うような結果が、いまも出てきているということです。 

 

産科補償 問題繰り返しの５機関に改善要求 

 

 このスライドは、これまでの原因分析を終えた事例の中で、すでに同じような事故を繰り返し

ている医療機関があるということです。漫然ととんでもない事故を繰り返しているところには、

何回同じような事故を起こしても、公的な保険制度が代わりに賠償金を支払っておきますから大

丈夫ですよということでは再発防止にならないわけですから、そういうところにこそ注意喚起を

する必要があるということです。まだまだ、警告の手紙を出す程度のことしかできていませんけ

れども、産科医療補償制度が始まって、改めて、そういう警告を発しないといけないリピーター

の実情があるということがわかってきているわけです。 

 

原因分析に関するアンケート結果（1）（2） 

本制度全般に関するアンケート結果（1）（2） 

 

 これは実際に原因分析をされて良かったかどうかというアンケートですけれども、保護者のほ

うは、良かったも多いですけれども、良くなかったと答えている人も少なくはない。そういう人

たちにマスコミの人たちが取材に行ったりとか、僕たちのところに情報が入ってくるところでい

うと、結局この人たちは、何を不満に思っているかというと、病院側が事実経過を正しくカルテ

に記載していないのに、それをもとに原因分析されている。または、非常にとんでもない事例だ

ったのに、原因分析の報告書が、それでも仕方がなかったんだとか、お医者さんをかばうような

言葉が随所にある。そういうことに対して非常に批判的に良くないと思っているということが多

いと感じています。 

 それから、分娩機関の方では、良かったとか、制度全体に関しても良かったという感じできて

いるということです。 

問題は、正しい情報で原因分析されているかどうか、また原因分析自体が本当に健全に科学的

に、かばいあいではなしにきちんとされているかというところが、再発防止という観点からは見

ていくことが必要になると思うわけです。 

 

医療裁判とは何か･･･「嘘・隠蔽・ごまかし」との闘いに過ぎない 

 

 僕自身も医療裁判をしてきましたし、ちょうど広尾病院事件が起こる頃に、僕たちは高裁で勝

訴確定をするわけですけれども（1999 年 2 月）、当時からいろいろな他の人たちの医療裁判もた
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くさん傍聴してきました。その上で「医療裁判とは何か」と僕が一言で言うとしたら、自分の裁

判だけではなくて、非常に多くの医療裁判を見てきて感じることですが、嘘とか隠蔽とかごまか

しとの闘いに過ぎないということです。 

 僕が知っているすべての医療裁判はそうだったと言って言い過ぎではないと思います。勘違い

してほしくないのは、すべての医療事故がそうだと僕は言っているのではなくて、医療事故の内、

医療裁判になっている事例がそうだということです。 

 逆に言うと、医療事故が起こっても、嘘とか、隠蔽とか改ざんやごまかしなどをしなければ日

本では裁判にはなっていないと思います。海外は知りませんけれども、日本のこれまでの医療裁

判はそうだと思います。 

 医療裁判で医学論争がなされているというのは大きな誤解で、事実経過を争っているだけです。

私の妻の場合は、陣痛促進剤でとんでもない強い陣痛がきて非常に苦しんでいた妻に対して、病

院側は、陣痛が弱くてずっとニヤニヤ笑っていたみたいな主張をするわけです。本当はどっちな

のかということを裁判で闘っていたというのが実情です。 

 すべての医療裁判は、準備書面、訴状とか判決文を読むだけではわかりにくいですけれども、

必ずと言っていいほど、原告本人の陳述書というのが裁判所に提出されているので、それを読む

と裁判の実情がよくわかるんです。僕はいつも他の人の医療裁判に関心を持った場合は、その陳

述書から読むのですけれども、必ず改ざんをしている、嘘をついている、事実と違うということ

が書かれていて、このまま放っておくと再発防止につながらないと感じた、というような言葉が

あり、それが、裁判で闘おう、再発防止のために頑張ろうと決意するエネルギーになっている、

ということが読み取れます。日本の医療裁判をしてきた人たちの歴史というのはそういうことだ

ったと言ってまとめることができると思います。 

 

医師専用の掲示板や医師のブログ、医師が書き込んだウィキペディア等に見られる偏見や差別 

 

 それにもかからず、クレーマーが医療裁判をしているなんていうような言説が最近 5 年、10 年

の間にネットや一部のメディアなどを通じて広がりました。ウィキペディアなどに、偏見を持っ

た医師らが、まったく根拠のないことを書き、偏見を書くことで、それが一定メディアなどにも

そのまま報道されてしまうということがありました。薬害や医療被害の被害者たちというのは、

常にそうやって偏見とも闘わなければいけないというのがこれまでの歴史です。 

 

医師のネット言論などで報告書－日医懇談会 

 

僕らもいろいろ厚労省にも、このような事実ではない言説を一部の医師らが広げているのは許

せないと言いにいって、日本医師会とか医学会とかにも、インターネットで被害者を誹謗中傷し

たり、事実でないことを書き込んだりするのはやめましょうということも、このスライドのよう

にやってもらいましたけれども、それでもウィキペディアなどに医師たちが書き込んでいる被害
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者の誹謗中傷、偏見にはかなりひどいものがあります。 

 

枚方市民病院の改革への取り組み 

 

 枚方市民病院は僕の子どもが事故に遭った病院ですけれども、裁判が終わって終わりではなく

て、僕たちは裁判が終わったことが、子どもからの宿題のスタートでした。裁判中は、病院側は

何も悪くないと言っているわけです。当時、枚方市民病院は全員に陣痛促進剤を使って、休日や

夜間の人件費を削減していたと言っているわけですけれども、そういう使い方はやめてください

ということは、裁判が終わって、初めて言いにいくことができるわけです。 

 裁判が終わってから 10 年目の命日の日に枚方市民病院で職員研修が開かれ、私の妻が事故の

経過を話し、私たちは病院にいろいろと要望するということになっていきました。当時、市民が

参加する医療事故の外部監察委員会というものを作ってほしいという要望が実現して、大阪のほ

うでは一面トップ記事になりましたけれども、その病院の被害者遺族である私もその病院の医療

事故の外部監察委員になって、病院の医療事故を減らしていくように取り組んでいこうというふ

うになったのは当時としては非常に珍しいことだったと思います。 

 

枚方市民病院「医療事故等防止監察委員協議会」の市長への提言 

 

そのなかで市長に提言もして、当時はまだ、カルテが開示される時代ではなかったのですが、

カルテ開示請求があれば例外なくすぐに開示するんだということを決めてもらいました。 

それから当時の枚方市民病院はカルテの改ざんで元院長が逮捕されるなど非常に問題になった

ので、カルテ改ざんをしない、できないマニュアル、つまり、事故が起こったと認識したら、す

ぐに病院の中の第三者がカルテ等の保全をして、そのコピーを本人や遺族にすぐ渡して、事故が

起こったことを伝える。そして、今から院内でいろいろ調べていきたい。保全した証拠はこれだ

と。説明するまでには少し時間がかかるかも知れないけれども、とりあえずカルテ等のコピーは

渡しておくので、いまからこれを元に院内で事故調査をするということを伝えておくというよう

に、とにかく情報だけは先に渡してしまうことをしてほしいという要望も実現しました。 

 これも関西では、各紙一面トップで報じられた、2003 年当時の枚方市民病院の動きだったわけ

です。 

 

産科医療補償制度の実践からわかったこと 

 

 産科医療補償制度のこれまでの実践からもわかってきたことについてです。まず、原因分析に

ついては、被害者側からするとちょっと甘い、もっと厳しい表現にすべきではないかと思う部分

とか、事実ではないものを事実として、改ざんされたカルテを元にして、原因分析がされている

という不満が一部にありますが、それらを除けば、原因分析、再発防止というのは、産科医会や
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学会のまともなメンバーが集まれば、一定できるのだなあということは、とりあえず僕は経験と

してわかった気がします。 

 

医療事故から学ぶために必要な２つのサイクル 

 

 しかし、事故から学ぶということの流れには、2 つのサイクルがあります。いま産科医療補償

制度には、原因分析委員会と再発防止委員会という 2 つの委員会があります。 

 原因分析委員会というのは、一個一個の事故を原因分析して、その当事者である医療機関と、

患者側に結果を返すというもので、これをやっているのが原因分析委員会で、PCP サイクルと私

は呼んでいます。 

 もう一つは、原因分析の報告書がたまってくると、それらを疫学的に縦覧する形で見ていって、

例えば陣痛促進剤の事故が多いのではないかとかいうようなことを見ていく必要があります。そ

の役割が再発防止委員会で、これを PCEP サイクルと呼んでいるのですが、この 2 つのサイクル

が一応動いている形になっています。 

これらのサイクルの中で何が最も大事かというと、ついついみんなは下の原因分析委員会と、

疫学研究をしている再発防止委員会の内容が気になってしまうのですが､僕はここよりも最初と

最後の、入口と出口の矢印が非常に大事だと思っています。 

 つまり、きちんと正しい情報が保全された上で原因分析がスタートするかということ、このス

タートで事実を曲げられた過去の被害者たちの思いや、裁判が闘われてきた意味を考えると、一

番大事なことだと思うわけです。仕組みとして、ここを軽視して始まっていたら、なかなか制度

全体が本当の信頼を得るものにはならないし、すべてが無意味なものになってしまう可能性もあ

ります。 

 もう一つは出口です。せっかく再発防止の委員会が再発防止の報告書を年に 1 回まとめ、すで

にもう 4 回出していますけれども、それは医療界全体に対して返しているのですが、いったいど

れだけ読まれているのかということ。そのあたりの入口と出口の問題というものが一番、再発防

止にとっては大事なのではないかと思います。 

 

無過失補償制度で医療裁判はなくなるか 

 

 続いて、この制度で医療裁判はなくなるのかということですけれども、お金を払う制度をつく

ったらなくなるというのは、大きな誤解です。裁判を決意した被害者たちの多くは、被告側から

の高額の賠償をするから何もなかったことにしてもらえないかというような和解や示談の話をみ

んな拒否して、勝つか負けるかわからない裁判によって、まず、悲惨な被害や、とんでもない医

療内容の事実について認めてもらう努力をした。そのほうが、本当の意味で再発防止につながり、

被害者たちの命に意味を持たせることができるからです。死んでしまった子どもは返ってこない

けれども、その子には「君は死んでしまったけれども、そのことによってこれ以降、同じような
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被害が起こらなくなったよ」と言いたいがための被害者の裁判なのです。これで本当に再発が防

止されるだろうという実感を被害者たちは求めているので、そのためには、本気で再発防止につ

ながげていく制度でないと、被害者たちは納得できないわけです。 

 

どうすれば医療裁判をなくすことができるのか 

 

 どうしたら医療裁判をなくせるかということですけれども、事実経過で病院側に嘘が無く、そ

の事故を受けて、再発防止策を講じ、医療の質を高めるということを約束してくれているのであ

れば、裁判をする理由はなく、自分の子どもの事故を生かしてくれたということであれば、事故

を受け入れて、重度脳性まひの子どもを育てていけるということになるのだと思うのです。 

 

カルテ改ざんを認めた医療訴訟判決 

 

 にもかかわらず、このスライドは判決でカルテ改ざんが認められた最近の訴訟の例です。非常

にひどい改ざんの事件でしたけれども、つい先日最高裁で確定しました。このように、今も、医

療裁判は、とんでもないカルテ改ざんと闘っている訴訟なのです。 

 

医療に対して検察は何を誤ったか 

検察は医療にどうかかわるべきか 

 

 今までの話は民事ですけれども、検察という意味では、僕は過去に検察は 3 つの過ちを犯して

いると思います。 

 後に、民事訴訟で「医療とは呼べない犯罪行為」と最高裁で確定した、富士見産婦人科病院事

件を不起訴にしたこと。 

もう一つは、枚方市民病院のカルテ改ざん事件で 2000 年 6 月 1 日に内部告発で逮捕されたこ

とがありました。元院長の外科医が看護師に指示をした改ざん事件でしたけれども、医師がそば

にいない間に患者が死亡したのに、医師がずっとそばにいたかのように看護記録を書き直させた

という改ざん事件です。指示した医師も、改ざんした看護師も認めているのだけれども、あまり

にも明らかな改ざんなので、悪質とはいえないとして不起訴にしたというケースです。あまりに

も明らかだから内部告発をしたのに、これを不起訴にして許すというようなことをすると、社会

の価値観がおかしくなり、現場でも改ざんをやめようという機運がそがれてしまいますし、事実

がわからなくなり、司法は自らの首をしめることにもなってしまうだろう、それほどのやる気の

なさという過ちです。 

 一方で福島県立大野病院事件などは、21 条の問題がどれほど関与しているかはわかりませんけ

れども、県の内部で調査して、主治医に行政処分を課していたのに、それをあとから逮捕しまし

た。 
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子どもを育てるときでもそうですけれども、ほめてもらえるかなというときに殴られたり、叱

られるかなというときに、それでいいんだと言われたりすると、健全に育たないわけで、医療界

という社会を健全に育てていくという視点で見ると、検察は非常におかしくしてきたと思います。 

 こういうものも含め、これまでのいろいろな経緯に惑わされずに、改めて原点である被害者の

視点に立って、患者の視点に立って、医療事故をどうしていくかという制度を考えていってほし

いと、被害者の立場から思っているということです。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

司会  勝村さん、どうもありがとうございました。 
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公正な院内事故調査を求めて～医療事故被害者の観点から～

｢原因分析･再発防止｣と医療裁判
～陣痛促進剤事故と産科医療補償制度を例に～

2014.05.31
医療事故情報センター総会記念シンポ

患者の視点で医療安全を考える連絡協議会

勝 村 久 司
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陣痛促進剤被害が漫然と繰り返された理由

• 知らされずに投与された
「子宮口を柔らかくする薬です」

「血管確保の目的で点滴をします」

• 被害の実情が把握されなかった。
事故を把握・集約し、原因分析・再発防止するシステム
がなかった。

• 被害が伝えられなかった
被害者団体ができるまで、被害者たちが民事訴訟に訴
えるまで、被害は社会に伝えられなかった。

3

陣痛促進剤被害が漫然と繰り返された背景

• 利益優先の価値観

人件費削減、薬価差益増、患者増などの利益優先の価値観
が薬害・医療被害の背景にある。

• 情報の非公開（事故が表に出ない。カルテ･レセプトさえ見られない）

1974年から再三、産科医だけに陣痛促進剤による被害の警
告書（「感受性の個人差が200倍もあるので、能書通りに使用し
ていると事故が起こる」などの記述）が配布されていた。

• 教育の不健全（患者に必要な情報の削除、不要な情報の宣伝）

保健の教科書・母子健康手帳・母親教室テキスト、高等教育
のカリキュラムで被害は全く取り上げられていない

4

『産婦人科医療事故防止のために』
日本母性保護医協会（1990年1月発行）

• 当会の行っている妊産婦死亡調査でも死亡原因の中で子宮
収縮剤使用後の子宮破裂、弛緩出血の占める比率は高い。
また羊水栓塞による死亡例の中で子宮収縮剤を使用した症
例が多いのも事実である。

• 訴訟になった例や母体死亡例では子宮収縮剤を用いて分娩
を誘発ないし促進している症例が多い。（略）それら症例の中
では誘発や促進の適応が不明なものが少なくない。

• 医療施設側の事情によって計画分娩を行うことはトラブルの
もとであり、決してすべきものではない。（略）誘発は妊婦およ
び児の利益のために行うという立場を忘れてはならない。

妊産婦死亡の防止に関する研究
１９９６年度研究報告書

妊産婦死亡197例中,陣痛促進剤使用49症例の死亡原因
を検討した結果,分娩時出血性ショックと羊水塞栓症が非
使用群に比較し有意に多かった。

さらに分娩時出血性ショックの中では,子宮破裂,頚管裂
傷･膣壁裂傷,弛緩出血が非使用群に比し有意に多かった。

これらの死亡の原因となった産科異常は陣痛の強さと関
連する異常と考えた。

陣痛促進剤使用群で救命可能と判定した例は49例中24
例であった。
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陣痛促進剤被害 母子127人死亡
92年の添付文書改訂後も医師が不適切使用

陣痛促進剤の投与による副作用で死亡した子どもが92年以降、全国で少な
くとも100人に上ることが市民団体の調査で分かった。他に、脳性まひなど重
い後遺障害を負った子どもは68人、母親も27人が死亡した。

旧厚生省は被害が相次いでいるとして、92年10月と93年3月に、医師向け

の添付文書を改訂。投与量を制限したり、分娩監視装置による監視を行うこと
を明記するなど、注意を呼びかけていたが被害は減らず、この5年間に限って
も子ども13人、母8人が死亡している。これ以外に把握できない症例は多数あ
るとみられる。

厚生労働省安全対策課の話「市民団体から寄せられた陣痛促進剤に関す
る副作用情報は製薬企業に連絡し、現場の医師に伝わるようにしている。これ
まで使用上の問題が指摘されてきたので、関係学会などにガイドラインを作成
するよう依頼している。」

（2005年12月8日 毎日新聞１面トップ記事）

過失認定の出産事故の４割強が陣痛促進剤使う

出産時に胎児が死亡したり、脳性まひになった医療事故で、裁判所
が医療機関側の責任を認めたケースの４割は陣痛を促進するため
の子宮収縮剤を使っていたことが、医療問題弁護団の調査で分かっ
た。裁判所は不適正使用のほか、胎児の心拍を監視する装置を使
わなかったミスを認定しており、弁護団は「判決の指摘を再発防止に
役立てて欲しい」と求めている。

事故後に妊婦や胎児の状態や薬剤の投与量などを書き直すカルテ
の改ざんを認定されたケースも14％あった。

調査対象は、1989年以降の出産で胎児が死亡したり、脳性まひに
なったケースのうち、99年4月から07年6月までの間に裁判所が医療
機関側の責任を認めた43件の医療事故の判決。弁護団のほか、研

究者を交えた研究会で分析、複数の産科医にも意見を求めてまとめ
た。

（2008年5月4日 日本経済新聞）

2010年6月1日の添付文書改訂
• 母体及び胎児の状態を十分観察して、本剤の有益性及
び危険性を考慮した上で、慎重に適応を判断すること。
特に子宮破裂、頸管裂傷等は経産婦、帝王切開あるい
は子宮切開術既往歴のある患者で起こりやすいので、
注意すること。

• 本剤の感受性は個人差が大きく、少量でも過強陣痛に
なる症例も報告されているので、ごく少量からの点滴より
開始し、陣痛の状況により徐々に増減すること。また、精
密持続点滴装置を用いて投与すること。

• 患者に本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療の必要
性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使
用すること。

10

医療安全対策ＷＧ報告書

Ⅰ．医療の質と安全性の向上

Ⅱ．医療事故等事例の原因究明・分
析に基づく再発防止対策の徹底

Ⅲ．患者、国民との情報共有と患者、
国民の主体的参加の促進

（２００５年６月８日）

2009年から始まった産科医療補償制度
（保険会社の動機）産科事故で重度の脳性まひになった子どもに対す
る医師賠償責任保険の支払い額が多くなりすぎて収支が悪化。

（医師会の動機）過失の有無にかかわらず補償金が支払われる仕組
みがあれば、医師が裁判で訴えられることがなくなるのではないか。

（政治決定）公的な医療保険制度による出産一時金を値上げして、産
科事故で脳性麻痺になった子どもに、過失の有無にかかわらず保険
金を支払う新たな民間の保険制度をつくる。

★情報開示による医療の質と信頼性の向上。

★事故から学び、医療事故自体を減らす努力。

★脳性麻痺の子を持つ親の立場での制度作り。
11

＜医療裁判を減らすため本当に必要な制度と行動＞

陣痛促進剤、不適切使用目立つ
出産事故原因分析 （2010年11月27日 読売新聞）

出産事故で脳性まひとなった子どもに補償金を支給する「産科医療補償制度」
で、事故原因の分析がまとまった支給対象１４件のうち、陣痛促進剤の使用法や
量が学会の指針を逸脱していた例が５件に上ることがわかった。日本産婦人科
医会は、近く全国の産科医に注意を呼びかける。

同制度は２００９年１月に始まった。医療側の過失の有無にかかわらず総額３０
００万円が支給される。支給対象のケースは専門家が個々に原因を分析し、報
告書にまとめる。今年１０月までに支給が決まった８６件中、報告書がまとまった
のは１４件。５件は、同会と日本産科婦人科学会の指針に照らし、陣痛促進剤の
使用量が多すぎたり、投与間隔が短すぎたりした不適切な使用例だった。原因
分析にあたった医師によると、薬の不適切な使用が事故の直接的な原因となっ
た事例はないが、日本産婦人科医会は「医療安全の観点から、指針を守っても
らう必要がある」とし、改めて注意喚起すべきだと判断した。

陣痛促進剤は強すぎる陣痛を招いて胎児の仮死や子宮破裂などに至ることが
あり、不適切な使用が事故につながる恐れが指摘されてきた。

12
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子宮収縮薬多くで学会の指針守られず
（2013年5月8日 NHKニュース）

生まれてくるときの何らかの事故で脳性まひになった子どもに補償金を
支払う ｢産科医療補償制度｣で、対象となった出産を分析したところ、薬剤
で人工的に陣痛を起こしたケースの大半で、薬の使い方や量を定めた学会

の指針が守られていなかったことが分かりました。（中略）制度の運用が始
まった平成21年からの2年間に、子宮収縮薬を使って人工的に陣痛を起こし
た56例のうち、7 7%に当たる43例で薬剤の使い方や量を定めた学会の指針
が守られていなかったことが分かりました。（中略）中には、胎児の心拍数
などを把握しないまま薬剤を投与していたケースもあったということです。

また、子宮収縮薬の使用について妊婦や家族から同意を得ていたケース
は半数の 28例にとどまっていました。

再発防止委員会の委員長を務める宮崎大学附属病院の池ノ上克病院長
は、｢明らかになった問題点を医療機関に周知し、これから生まれてくる子
どもたちのために産科医療の向上につなげていきたい｣と話しています。

13

生まれてくるときの何らかの事故で脳性まひになった子どもに補償金を支払う
「産科医療補償制度」で、５つの医療機関が、胎児の心拍数の異常を見落とす
といった問題を繰り返していたことが分かり、運営に当たる日本医療機能評価
機構が改善を求めました。（中略）日本医療機能評価機構がこれまで補償対象
とした事故のうち、２６１のケースを分析したところ、２３の医療機関で複数の事
例があり、このうち５つの施設が同じ問題を繰り返していたことが分かりました。

それぞれ問題とされたのは、胎児の心拍数の異常を見落としたか、陣痛促進
剤の使い方が学会のガイドラインを逸脱していたかのいずれかだったということ
です。このため機構は５つの医療機関に改善を求める文書を送り、半年後をめ
どに取り組み状況を報告するよう求めました。

分析に当たった日本産科婦人科学会の岡井崇副理事長は、「お産の現場で
医療の質を向上させる余地のある事例が存在することは間違いない。脳性まひ
になる赤ちゃんを一人でも減らすため、学会と協力して再発防止に向けた態勢
作りを強化したい」と話しています。

14

産科補償 問題繰り返しの５機関に

改善要求 （2013年5月17日 NHKニュース）

15

原因分析に関するアンケート結果（1）
（保護者向け）

問．原因分析が行われたことは良かったですか。

（アンケート返送率 ４5/87(=51.7%)

とても良かった

１３件（29%)

まあまあ良かった

１４件（32%)

どちらとも言えない

５件（11%)

あまり良くなかった

１１件（24%)

非常に良くなかった

２件（4%)

「とても良かった」・「まあまあ良かった」理由(27件)
（複数回答可）

■第三者により評価が行われたこと ・・・21
■今後の産科医療の向上に繋がること ・・・11
■原因がわかったこと ・・・11
■分娩機関や医療スタッフに対する

不信感が軽減したこと ・・・ 2
■その他 ・・・ 6

「あまり良くなかった」・「非常に良くなかった」理由(13件)
（複数回答可）

■結局原因がよくわからなかったこと ・・・10 
■分娩機関や医療スタッフに対するご家族の

不信感が高まったこと ・・・ 6
■今後の産科医療の向上に繋がるとは思えないこと・・・ 6
■公正中立な評価だと思えないこと ・・・ 5
■その他 ・・・ 4

16

原因分析に関するアンケート結果（２）
（分娩機関向け）

問．原因分析が行われたことは良かったですか。

とても良かった

２１件（36%)

まあまあ良かった

２３件（40%)

どちらとも言えない

１２件（21%)

あまり良くなかった

２件（3%)

非常に良くなかった

０件（0%)

（アンケート返送率：58/99(=58.6%)

「とても良かった」・「まあまあ良かった」理由(44件)
（複数回答可）

■第三者により評価が行われたこと ・・・43
■今後の産科医療の向上に繋がること ・・・23
■原因がわかったこと ・・・12
■分娩機関や医療スタッフに対するご家族から

の不信感が軽減したこと ・・・11
■その他 ・・・ 2

「あまり良くなかった」・「非常に良くなかった」理由(2件)
（複数回答可）

■分娩機関や医療スタッフに対するご家族の
不信感が高まったこと ・・・ 3

■公正中立な評価だと思えないこと ・・・ 2
■今後の産科医療の向上に繋がるとは思えないこと・・・ 2 
■結局原因がよくわからなかったこと ・・・ 1
■その他 ・・・ 1

17

本制度全般に関するアンケート結果（１）
（保護者向け）

問．この制度があってよかったと思いますか。

よかったと思う

よかったと思わない

わからない

よかったと思う

２０５件（91%)

よかったと思わない

１件（0%)

わからない

１７件（8%)

（アンケート返送率：225/326(=69.0%)

「よかったと思う」理由(205件)
（複数回答可）

■補償金を受け取り、看護・介護に関する経済的負担が軽減したので ・・・１６８
■原因分析が行われたので ・・・１５２
■再発防止を行うことにより、脳性麻痺発症の減少に繋がると思うので ・・・１１９
■今後の産科医療の質の向上につながると思うので ・・・１１５

18

本制度全般に関するアンケート結果（２）
（分娩機関向け）

問．この制度があってよかったと思いますか。

よかったと思う

よかったと思わない

わからない

よかったと思う

１６２件（83%)

よかったと思わない

６件（3%)

わからない

２２件（11%)

（アンケート返送率：195/294(=66.3%)

「よかったと思う」理由(195件)
（複数回答可）

■補償金を受け取り、看護・介護に関する経済的負担が軽減したので ・・・１４７
■原因分析が行われたので ・・・１２１
■紛争の防止や早期解決につながると思うので ・・・ ７８
■今後の産科医療の質の向上につながると思うので ・・・ ６４
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医療裁判とは何か・・・
｢嘘・隠蔽・ごまかし｣との闘いに過ぎない

• カルテ改ざん、偽証、かばいあい鑑定等との闘い

（医学論争ではなく事実経過を争っているだけ）

• 偏見や差別、誹謗中傷との闘い

（「嘘つき」から「被害者」になるための取り組み）

• あまりにひどい不誠実をなくすための闘い

（被害から学び再発を防止するための取り組み）
19

医師専用の掲示板や医師のブログ、医師が書き
込んだウィキペディア等に見られる偏見や差別

• クレーマーが薬害訴訟や医療裁判をしている

• 被害者たちの市民運動が医療を崩壊させた

• 精一杯医療を行っても結果が悪ければ訴えられる

• 薬害訴訟や医療裁判が医療現場を萎縮させている

• ・・・・

人間を相手にし、命や健康を対象にするする
仕事である医療には、コミュニケーションの技
術よりも、偏見や差別、誹謗中傷のない人権
感覚を育てることが肝要。

日本医師会の第11次生命倫理懇談会（座長＝高久史麿・日本
医学会会長、自治医科大学長）は2010年2月1日、「高度情報化
社会における生命倫理」についての報告書をまとめた。
医師によるインターネット言論については、医師が加害者になる

事例があると指摘し、医療事故の被害者や医療機関内部の不正
の告発者、医療政策にかかわる公務員個人などを対象とした不
注意な言論が、医師という専門職に対する信頼を損なう結果につ
ながると懸念。
医師としてふさわしくない情報発信の例として、▽匿名発信、多

重発信、なりすまし発信▽虚偽情報、未確認情報の流布▽個人
攻撃、個人に関する情報の収集と投稿－などを挙げている

医師のネット言論などで報告書―日医懇談会

22

枚方市民病院の改革への取り組み

①10年目の命日の職員研修での約束

• 遺族へのカルテ開示

• 複数大学の医局からの医師の採用

• 市民による医療事故防止外部監察委員会

②外部監察委員会の提言

• 例外のないカルテ開示

• カルテ改ざん防止策

• 病院窓口でのレセプト相当の明細書発行

枚方市民病院「医療事故等防止監察委員
協議会」の市長への提言（2003年3月）

●情報公開の徹底（例外のないカルテ開示）

03年4月から、患者や遺族の請求があれば、カルテなど診療
情報を例外なく全面開示。以前は、治療効果などに悪影響
が懸念される場合は、公開しない事になっていた。だが、監
察委員からの強い要望によって、例外規定を削除。

●カルテ改ざん防止マニュアルの策定

04年7月には、カルテ改ざん（医師の指示による看護記録改
ざん）防止の取り組みを強化。医療事故が発生した場合、院
長は当事者から事故の報告を受けるとともに、それまでのカ
ルテなど診療情報の写しを患者や家族に速やかに提供する
よう、「医療事故発生時における対応指針」に盛り込んだ。

産科医療補償制度の実践からわかったこと

• 医会や学会が標準医療として定めたガイドライン
を守ればあまり事故は起きない

• 一方で、ガイドラインを著しく逸脱しているケース
では事故が起こっている

• 事実の保全がまだ不十分なケースが存在する

• 医療界は自らのプロフェッショナルオートノミーと
学問的良心に則り、原因分析や再発防止を健全
に行っていくことができるかもしれない。
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原因分析

Cause
Analysis

再発防止（Ⅰ)

prevention of 
recurrence

情報保全

Preservation of 
evidence

疫学研究

Epidemiological 
study

医療界

再発防止（Ⅱ）

prevention of 
recurrence

医療機関

（PCEPｻｲｸﾙ）

医療事故から学ぶために必要な２つのサイクル

事故

再発防止
委員会

再発防止に関
する報告書

原因分析
報告書

妊婦・家
族の記憶

カルテ・看
護記録

原因分析
委員会

原因分析
報告書

この３つの矢印が健全に機能するかどうかがもっとも重要

（PCPｻｲｸﾙ）

無過失補償制度で医療裁判はなくなるか

これまで被害者が裁判でしか求めることができな

かったことをこの制度で実現する → 裁判はなくなる

（そのために必要なこと）

①「ウソ」や「ごまかし」や「隠蔽」のない事実の保全

②「原因分析報告書」や「再発防止報告書」を

本当に再発防止につなげる努力

（もし、制度導入後も裁判があれば「事実保全」「原因分析」

「再発防止」等に、不健全性がなかったかの確認が必要）

どうすれば医療裁判をなくすことができるのか

医療裁判をなくすために患者に情報を与えない等、
患者を操作しようとすると裁判はなくならない

医療裁判をなくすために事故が繰り返されないよう
医療の質を高める努力をすれば裁判はなくなる

情報を閉ざして事実や事故をごまかそうとするのではなく、
情報を共有して健全に原因分析し再発防止の努力をする

カルテ改ざんを認めた医療訴訟判決
東京地裁判決（毎日新聞2012年10月25日）

「長女が生後1カ月余りで死亡したのは産科診療所の診療に誤りがあ

ったためとして、両親が医療法人社団に損害賠償を求めた訴訟で、東
京地裁は25日、両親の請求を全て認める判決を出した。

判決によると、母親（36）は07年9月、東京都江戸川区の「清水産婦人

科クリニック」で長女を出産。退院後も通院したが、長女は先天的な心
臓疾患で血液の流れが悪く、同11月に急性心不全で死亡した。

両親は「毎日の聴診をしていれば簡単に発見できた症状なのに、見落
とされた。死亡後にカルテも改ざんされていた」と提訴した。

菅野裁判長は「実際に聴診を行うか、真剣に聴こうとすれば異常を聴
取でき、専門病院に転送もできた」と診療所側のミスを認定。さらに「カ
ルテの記載には不自然、不合理な点が多く、信用性は極めて乏しい」と
疑問を投げかけた。

（2013年4月24日の東京高裁判決も一審判決をそのまま支持し確定）

医療に対して検察は何を誤ったか

• 富士見産婦人科病院事件

「医療とは呼べない犯罪行為」と民事訴訟の最高裁判決で確
定した、健康な子宮を摘出する等して社会で大きく報道された
事件が不起訴にし、医療界の価値観を混乱させた。

• 枚方市民病院カルテ改ざん事件

内部告発され、死亡患者の側に主治医がいたかのように書き
加えられた改ざん事件を、「あまりにも明らかな改ざんで悪質と
はいえない」として不起訴にし、医療界の価値観を混乱させた。

• 福島県大野病院事件

内部で事故調査がされ、行政処分もされていた医療事故の
主治医を逮捕し、医療界の価値観を混乱させた。

検察は医療にどうかかわるべきか
• 富士見産婦人科病院事件

起訴すべきだった。

• 枚方市民病院カルテ改ざん事件

起訴すべきだった。

• 福島県大野病院事件

健全な医療事故調査制度で対応していくべき。

↓

健全な価値観が、健全な医療界を育てるのであ
り、今後の医療事故調査制度の議論の前提とし
て、上記のような根本的な整理が必要。
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「モデル事業」の立場から 

発足の経緯、仕組み、業績、成果、今後 

医療安全調査機構 中央事務局長  木村壮介 

 

 

 

 

司会  続きまして、日本医療安全調査機構中央事務局長の木村壯介さんに、モデル事業の観点

からご報告をお願いいたします。 

 モデル事業とは、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業として、平成 17 年から始ま

った事業であり、平成 22 年から日本医療安全調査機構に引き継がれております。 

 木村さんは、平成 25 年 4 月から、日本医療安全調査機構の中央事務局長を務めておられます。

それでは、木村さん、よろしくお願いいたします。 

 

木村  ご紹介いただきました木村です。よろしくお願いし

ます。 

 いまお話のあったとおり、もう 8 年にわたるモデル事業を

やっておりまして、その中から、そして今現在、法制化に向

かっている動きをどういうふうに考えていくかということ

をお話ししたいと思います。 

 いま法制化される原因究明制度、院内調査というのは、ま

だどこがやるか実は決まっておりません。ですから、私ども

もそういう立場でお話しするのではなくて、いまやっている

モデル事業の立場から見て、今後これをどういうふうに考えていくべきかということをお話しし

たいと思います。 

 

「医療事故」及び「医療事故原因究明制度」に関する状況の変化 

 

 先ほど堀先生から基調報告がありましたとおり、歴史的にはこのように医療事故が続いたあと、

行政からの試案が出、いろいろな団体からの提言がありました。医療事故を刑事事件として、警

察が出て行って処理しても解決にはならないということが、この間の経過の中でわかってきたと

いうこと、そこで中立的な第三者機関が必要であるということが言われ、そのためのいろいろな

行動がなされてきたが、なかなかうまくいっていないというところがあるのだろうと思います。 

 

 

 モデル事業の観点から  

「モデル事業」の立場から 

発足の経緯、仕組み、業績、成果、今後 
 

日本医療安全調査機構 中央事務局長  木村壯介  
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日本医療安全調査機構 

 

 私どもの日本医療安全調査機構は、2004 年の基本領域 19 学会からの提言その他で、2005 年

から厚労省の補助事業として始まって、現在に至っています。 

 地域事務局を 9 カ所置きまして、「総合調整医」という方、学会とか大学の先生にお願いしてい

るわけですが、非常勤で約 60 名、それぞれの地域で相談にのっていただいています。「調整看護

師」は、現場の経験が豊かな方たちですけれども、約 20 名弱ですが全国にいて、実際に資料を集

め、客観的な立場で遺族と医療機関の間に入って調査を行っています。 

 解剖協力医療機関は 38 施設、学会の評価委員は約 3000 名登録しておりまして、そのうち 150

～200 名の方に毎年実際に評価をお願いしているということです。 

 国から 1 億 2 千万円、学会・団体等から 5 千 8 百万円いただいています。 

 解剖してそれを詳しく評価・分析するという方法で、申請があったものをやっているわけです

けれども、大体年間 30～35 例ぐらい。25 年度は 24 例で、大体平均調査期間が 10 カ月ぐらいか

かっておりました。 

 診療現場の事故の分析・評価に加えて、解剖を必ず行って病態分析・評価をする。ここの意味

は「モデルの事業」として解剖を全例に行って、どういう評価ができるかということが考えの基

にあったからです。 

 基本的な考え方としては、原因究明と再発防止であって、そのことによって医療の質の向上を

目指すこと。司法、賠償には関わらないという立場を取っております。 

 

組織概要 

 

 組織は書いてあるものが皆さんのお手元にあるので、飛ばさせていただきます。 

 

協力学会 

 

 協力学会は、基本領域 19 学会。それからサブスペシャリティ、外科学会、内科学会の下にあり

ますこれだけの学会、18 学会すべて。それから医療系学会、看護協会とかですね。あとは日本医

師会とか、そういう医療団体が加わっていただいています。 

 

各地域事務局 

 

 地域事務局は、現在やられているのが全県ではありませんで、9 つの地域事務局を置いていま

す。 

 各地域での資料の作成・指導、評価委員会の開催等、地域に根ざした、顔が見える関係が必須

ということを考えておりますので、今後、新しい制度ができても、地域ごとに医療安全調査機構
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のような機構があるとすると、それの事務局は必要ではないかと考えています。 

 

医療安全調査機構の機能と構造 

 

 構造ですけれども、基本的には医療機関からの申請で動き出すというふうになっています。患

者さんの遺族の方からの申請相談というのがよくありますけれども、それはよく相談にのってあ

げて、それを医療機関に返すと。それで医療機関側から申請をいただくという形を取っています。

今度の制度でも、その辺が問題になっているところです。 

 第三者型というのと協働型という 2 つの方法で調査を行って、結果を医療機関と遺族の方にお

渡しすると。そこには医師会とか大学病院、学会等の協力を得ているということです。 

 

モデル事業の対象 

 

 対象としているのは、あとでまた出てくると思いますが、「診療行為に関連した死亡について、

死因究明と再発防止策を中立な第三者機関において検討するのが適当と考えられる場合」という

状況になっています。 

 対象となる事例の決定は複雑で、第三者機関にぜひやってほしいという希望が大きい場合、実

際には本来の適応としてはどうかというのもありますので、こういう書き方をしているというこ

とです。 

 

○調査分析事業の実務について 

 

申請受付 

 

 実際の分析はどのようにやっているかということですが、最初の電話がかかってくるときはこ

んな状況で、病院側からの場合、どのような事例ですかということ、それから申請手続きの書類

をご覧になって、概要をお知らせくださいということで、お返事をしています。 

 ご遺族からの場合は、病院に要望を伝えるということで、どんな状態だったかをお聞きしてい

るということです。 

 

従来型と協働型 

 

 従来型といいますのは、モデル事業が最初に始まったときはこれでやっていたんですね。当該

医療機関、医療事故が起きた医療機関から、医療機関とご遺族のご了解をもちろん得た上で、ご

遺体を搬送します。解剖の協力施設（38 施設）に運んで、第三者として解剖を行い、そこで地域

評価委員会を行うという形です。 
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 この方式は非常に大変な手続きとか労力がありますので、院内で解剖ができるような大きな施

設においては、右にありますように「協働型」として、院内で解剖をやり、協働調査委員会を開

く。そこに外部から解剖の立会医、外部委員を派遣して、外部委員が委員長になって、委員会を

開くという形を取っています。 

 これは、これからお話しする、今の厚労省で中心になってまとめた新しい制度にやや近いとい

う形になります。ただこれは院内でまとめた委員会の報告が出ますので、改めてそれを別の委員

で中央審査委員会として、こちらの場合は審査をして、最終的な報告とさせていただいていると

いうことです。 

 「従来型」は、その機関の全く外で調査・評価を行うということ。「協働型」は院内で行うので

すが、そこに外部が入っていって、それを指導、リードするということ。それによって中央審査

委員会でさらにそれをチェックするという方式を採っているということです。 

 

○第三者型（従来型）について 

 

調査・評価の手順 

 

 その従来型を中心にどんなことをやっているかということですが、今お話ししたように、ご遺

体を搬送して、全国に実は 460 の病理解剖をやってよろしいという認定施設があるんですね。大

学の医学部はもちろん、基幹病院、県立中央病院とかそういうところですが、その 460 あるうち

から、現在、医療安全調査機構が契約を結んでいる 38 施設にお願いをしていると。そこには、法

医の先生、これは刑事事件等で出てくるわけです。それから病理の先生、それから臨床立会医。

これは同じ領域の臨床医であって第三者の立会の下に解剖を行うということです。 

 最終的な結果はしばらくしないと組織診断は出てこないわけですけれども、解剖終了後、口頭

で遺族の方と医療機関に肉眼的所見を説明するということです。 

 

遺族の疑問に答えるために調整看護師によるご遺族との面談 

 

 ここで調整看護師が働くわけですが、ご遺族の窓口となる方を確認したり、説明の確認であっ

たり、この事業で調査をすることに対して何を望んでいらっしゃるかということ、明らかにして

ほしいのはどこなのか、どういう点を疑問に思っているのか、病院からの説明に対してどういう

疑問点があったかということを、ご遺族に直接ヒアリングしてその内容を文書にして承諾、確認

を得た上で、後で行われる地域評価委員会の資料にするということをやっております。 

 

地域評価委員会 

 

 こういうふうにしてできた解剖の報告書、臨床データの報告書、カルテ、それから血液データ
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等ですね。それに対して、その診療科の専門家、当該領域の学会にお願いして、評価委員を大体

2 人。内視鏡で事故が起きた場合、内視鏡の専門医、学会でも第一線で活動している先生にお願

いして、評価を行っているということです。 

 総合調整医がいて、解剖医が報告をし、法律家の方、場合によっては患者の代表の方に入って

いただいて評価委員会が開かれるということです。 

 中央でやる場合には、ほとんど病院側、遺族側というのですか、当該事例に係わっている弁護

士さんではなくて、そういう立場にいらっしゃる第三者の弁護士の方に入っていただく。 

 それから、患者の代表として、これもこの事例には直接は関係ない方が、患者の立場として入

っていただいて、評価委員会を開いています。 

 

説明会 

 

最終的に約 6 カ月から 10 カ月と先ほどお話ししましたが、医療安全調査機構から病院側と遺

族側に説明を同じ場で行います。それで報告書を提出すると。これは文書で渡すということです

ね。 

その他の対応としては、報告書の概要版、これは氏名とか病院名、年齢も何歳代というふうに

して、それをホームページに公開しています。こういう事例があったということを公開する。 

カルテ、検査記録等は病院に返却すること。委員会の議事録ですが、要旨は保存しております

けれども、会話の逐語訳は廃棄しております。 

これは司法、賠償等に関与しないということと、調査終了後は患者の個人情報、評価委員個人

への配慮を行うということです。 

この事例が司法の場に取り上げられた場合、評価に関わった先生方、医療安全調査機構そのも

のは、裁判には関わらないという態度をとっています。そうではないと、原因究明・再発防止に

特化することにはならないということです。 

 

調査の流れ 

 

 実際の調査の流れは、左から右のほうに行くのですが、事例が発生して、まず相談があります。

その中でご遺族とも相談し、調整医の先生が間に入って、これは事故として扱うべきか否かとか

で調整がある。 

 それから、申請が行われ、外にご遺体を運んで解剖をします。 

調整看護師が行ってヒアリングをしたり、こういう情報をまとめてくださいということをお話

しして、最終的には自分たちで質問・追加等をして資料を作成し、最終的に報告資料として作る

という形をとっています。 

 それで評価委員に評価をしていただいて、報告書が出ると。これが従来型です。 

 こうやってみると、調査・評価がまったく当該医療機関の外で、第三者ということを意識して
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やられているということになると思います。 

 

○協働型について 

 

従来型と協働型 

 

 協働型についてですけれども、協働型というのは右のほうですね。先ほどお話ししました、院

内で行うということです。 

 

「協働型」の目的 

 

 協働型の目的ですけれども、今現在もまさにそういうときですが、事業を全国に拡大した場合

を想定すると、従来型のモデル事業で、全部第三者でやって、そこに何人も第三者を集めてとい

うのは、かなり困難があるんですね。 

 調査のための人材、評価委員への負担は非常に大きいものがあるので、新しい方式を試行して

制度化に向けた検討をするということで、協働型を始めています。 

 基本的には医療機関そのものが自浄作用によって、自ら適正な調査ができるという社会を目指

すためには、これが基本的にできていなくてはいけないということもあります。 

 第三者性を担保した上で、当該医療機関の中で中立・公正な調査分析が行われるための支援。

これはどういうふうにやったらいいかということを目指すということも、目的の大きな一つにな

っているというところです。 

 

調査の流れ 

 

 比べてみると、右側の協働型というのは、医療安全調査機構から委員を派遣して、病院の中に

入っていって、そこで解剖の立ち会いをし、報告書資料を作成すると。それによって協働調査報

告書が出ます。それを中央審査委員会でもう一度、また別の組み合わせの委員で審査をして、そ

れに加えるような形で、この部分はこういうような意味をもう少し強調したほうがよいのではな

いかとかいうようなコメントをつけて、中央審査報告書というものが出ます。ですから、協働型

の場合は 2 通報告書が出るような格好になっています。 

 

「協働型」に申請可能な医療機関の要件 

 

協働型に申請可能な医療機関というのは、かなり大きな医療機関ということになります。 

 自分のところで解剖ができるようなこと、それから病院機能評価の認定を受けている、過去に

外部委員が参加した公式な院内調査の実績があるというようなことで、申請可能な病院というこ
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とになります。 

 

○調査事例の中間まとめ 

 

事例受付状況及び進捗状況 

 

 今まで開始されてから 8 年間で 220 事例、全国でこれだけの数がやられたということです。今

お話しした協働型は 17 事例、そのうち現在すでに報告書が出て終わっているのが 188 事例で、

まだ 32 事例は評価中ということになります。 

 各年度の評価がありますが、昨年度は少し減って 24 事例でした。 

 

事例の年齢構成 

 

 事例の年齢構成ですけれども、亡くなった方は 60 代、70 代が多いのですが、先ほどもお話が

あった、出産時の問題もあって、1 歳未満というところにも山が一つできています。 

 

依頼医療機関の病床規模 

 

病院の規模ですが、200 床以上の病院が多い。220 事例なのに、ここではＮが 241 になってい

ますが、2 施設以上からの申請というのがありまして、小さな病院で起きた事例を、実際には大

きな病院に救急搬送するわけですね。救急病院に搬送して、そこで最終的に亡くなる、あるいは

搬送中に亡くなるという事例があって、その場合には両方から資料をいただいて出しているので、

Ｎが 241 になっているということです。小さいほうの病院、0～19 床というのは、実際には自分

たちだけで事故を処理し、報告をしてということに協力いただいて、調査機構がやるというより

は、どこかとペアでやっていることが多いわけですね。 

 

主たる診療科 

 

どんな診療科が多いかというと、外科系が半分ありました。内容は渡した資料を見ていただけ

ればと思いますが、内科系が 240 のうち 76 事例ですね。それからその他というのがこういうふ

うに入っています。 

 

警察への届出の有無 

 

警察への届出ですけれども、医師法 21 条で 24 時間以内に警察へ届け出なさいと。これは医療

事故とした場合に申請となるわけですから、法律上は届けることを当然考えなければいけないこ
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とにもなるわけです。 

 平成 17 年～21 年、いわゆるモデル事業の時代は 105 事例、丁度半々ぐらいになるのですが、

届出は 61％ありました。それ以降は 50％を切っているような状態で、下の棒グラフのように、

各年次でだんだん下がってきているとも言えないような形です。 

 この内容は、実際にその医療機関独自の判断で届け出て、それから調査機構にも届け出て、調

査機構のほうで調査をする。これは、警察のほうでは、どうぞそちらでお願いしたいと。これは

警察が出るものではないという場合もあります。それから、その間相談にのっている調整医師か

ら、後でいろいろな問題になるといけないので、警察にも届けておきなさいということをアドバ

イスする事例もあります。 

 それから現場で実際に警察と調査機構、及び病院と話し合って、これはじゃあこちらでやりま

しょうというような形でやられていて、調査機構に調査が依頼されるというので、48％が警察に

届け出ているという形になっています。 

 

モデル事業、総受付数の内訳 

 

 実際には、220 事例を受けているのですけれども、相談事例を入れると実はこの 8 年間に 547

事例を扱っています。 

 相談を受けたけれど、申請受諾に至らなかった事例がどんなのがあるのかというと、司法・行

政解剖、警察でやるからということで向こうにいったのが 17％。遺族の同意が得られない、多く

の場合ほとんどが解剖したくないということで、そういうことをやるんだったらお断りするとい

うような言い方で断る。 

 当該医療機関の中で、すでに病理解剖をやったという事例もあります。最近では医療安全調査

機構のほうで、その解剖の結果を利用させていただいて評価をするということもやっている事例

が例外的な事例としてあります。 

 最終的に医療機関から依頼がなかったというのが 10％、30 カ所ぐらいあります。 

 医療安全調査機構がいろいろやっているのですが、どうしても土日にかかったりとかで解剖体

制が取れない、遺族の方は早くしてくれというようなことで、この調査に入らなかったというの

が 5％。 

 モデル事業対象外というのは、すでに火葬されているとか、半年前の事例とか、病死と判断さ

れるようなもの、それから司法での鑑定を希望して向こうにいった場合というものが、モデル事

業対象外として、ここと少し違うニュアンスなのですが、そういうものがあります。 

 昔の事例で、どういう理由で、相談には来たけれどもそれっきりになってしまったかがわから

ないのが 23％ということです。 
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死因究明に係わる、解剖の意義・貢献度 

 

 解剖した意義ですけれども、これは平成 22 年からで 73 事例ですが、それの 41％が死因・原

因不明でした。死因を予測・推定していたのが 37％、死因は明確だと考えていたのが 22％あり

ます。 

 解剖したことによって真死因が判明したというのが、そのうち 26％、予測が覆されて真死因が

わかったというのが 5.5％。 

 それから解剖が役に立った、死因が確認できたこと。多分これだろうというのが、やはりこれ

でしたと確認ができることというのは、この場合非常に大きな意味があります。合わせて 88％が

やった意義があったと。 

 それから解剖しても不明だったものがあります。これはアナフィラキシーショックであったり、

不整脈であったり、事故が起きてから 1 年以上たって亡くなったりしている場合に、解剖によっ

て、器質的なもので、何か原因が究明できない場合もあるということです。 

 

調査解剖が貢献した事例 

 

 その中で、特にこういったような事例がありました。 

 耳鼻科の、耳管の通気という、空気を中に通す治療があるわけですけれども、それをやってい

ったときに、気脳症といって頭の中に空気が入ってしまった。この方は、やり方がまずかったわ

けではなくて、解剖してみたら、頭蓋骨の一番下に耳との間は骨膜で境があるわけですけれども、

そこに欠損があって上下が繋がっていたという方がいた。 

 それから下肢の静脈血栓症が飛んで、急性肺動脈血栓症になった方。 

 それからフォンレックリングハウゼン病の方の腎動脈瘤の手術をした時に、操作箇所から離れ

たところの下大静脈から出血をして亡くなった。よく調べてみたら、実はこの病気は部分的に大

静脈の平滑筋繊維構造に異常があるということが初めてわかった。そういう新しい知見が出たと

いうので、学会等でも話題になったものです。 

 それから心臓にアミロイドーシスとか、なかなか臨床では診断ができない疾患で、急に何か負

担がかかったときに、心不全で亡くなってしまって原因がわからなかったのが判明したというよ

うな事例があります。 

 

診療関連死に係わる背景因子の考察 

 

 解剖の意味ですけれども、最近の高齢化社会、合併症がたくさんあるというところに向かって、

高度で複雑な医療をされる。それは多くの場合はうまくいって非常に恩恵を受けている方もいる

のですが、一つ間違うと大変なことになる。 

 当然、チームによる緻密な管理を前提とした医療が多くなってくるので、ちょっとした間違い
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が大きな影響が出るということで、外因、直接診療が関与している場合と、内因、原疾患で亡く

なっている場合とが交錯している例が非常に増えてきています。複雑だということです。 

 したがって、今後も解剖の必要性は増していくのではないかと思います。 

 

遺族／医療機関の関係、評価の受け止め方 

 

 遺族と医療の関係ですけれども、調整看護師さんが入って、病院との関係を見たところ、関係

が不良で対話もないというのが 40％ぐらい。病院が何とか努力をして対話が成り立っているとい

うのが 35%、残り 25%が普通の関係が保たれていたとなっています。 

 それで報告書を見たことに対する評価。だからこれが右のほうになったというわけではないの

ですが、報告書に対する評価としては、良く了解・理解できたというのが患者側・遺族側で 60％、

病院は 96％理解したということでした。 

 その結果ということにはならないと思うのですが、訴訟になっているのが 102 事例のうち 4 件

にとどまっています。 

 示談等は、詳しい件数はわからないので出しておりません。10 いくつあると言われていますが、

全体の中でもその程度ではないかと言われています。 

 

モデル事業での調査後の遺族の感想 

 

 モデル事業に対する調査後の遺族の感想は、モデル事業を受けて良かった、どちらかというと

良かったというのが合わせると 90％ぐらいになります。理由が、亡くなった方に最善が尽くせた

とか、死亡の因果関係が解ったとか、そういうことですね。裁判の糸口を得たというのもありま

す。 

 やっても関連が不明のままだった場合、不満が残った場合、死因が不明だというようなことが

ありますけれども、パーセントでいうと 10％。このアンケートは 31 事例を対象に行いました。

こういうアンケートはなかなかできないものですから、平成 22 年以降 2 年間だけにわたって 1

回やったアンケートの結果です。 

 

「遺族の声」抜粋 

 

 それから、「遺族の声」というのは別の時のものですが、第三者の評価であることで納得ができ

たというのが大きいと思います。 

 

厚労省「医療事故に係わる調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」 

 

 それから、今やっている厚労省の検討部会には、ざっと見ただけでも医療関係者の他に、看護、
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法曹界、患者の会、報道関係が入って作った原案ですので、これはやはり尊重しなければいけな

いと私は思っています。 

 

医療事故に係る調査の仕組み等について 

 

 具体的な文言は、先ほどもお話があったので、医療事故が起きた場合に届けるということと、

院内調査を医療機関がやる義務があること、それを法律で決めたということです。 

 

医療事故調査制度における調査制度の仕組み 

 

 こういう図柄になっていますが、具体的にこれはどういうことかというと、事故が起きたとき

に、医療機関の中に院内安全委員会とか、そういうものがあるわけですが、そこに外部委員を入

れた外部参加型の院内調査委員会を作りなさいと。これは大学病院のように大きいところはいい

のですが、小さな病院、あるいは診療所みたいにそういうものがないところでは、支援団体、支

援組織が入ってやりなさいというのが基本的な厚労省の考えです。 

 

「院内（事故）調査委員会」の構造・成り立ち 

 

 大きな医療機関は大きな委員会を持っているでしょうし、ないところもあると。格差が大きい

ところに対して支援団体が支援をするという形で委員が入っていって、全体として院内調査委員

会の対処・管理能力を担保しようということが一つ。もう一つは、外部から入ることによって、

中立性、専門性を担保しようということです。 

 第三者機関はここに助言をするという形で加わるという形になっています。 

 

新・院内（事故）調査制度との比較 

 

 新制度と今やっている協働型との違いですけれども、協働型では、あくまで申請に対して、医

療安全調査機構が調査をする、その委員を院内に送り込むということですが、今度の新しい制度

では、申請ではありません。事故を報告すること。院内に委員会を設けて、そこで評価をすると。

そこには支援組織が業務の支援とか評価の支援という形で入ってくるということです。報告書を

第三者機関がチェックするという形なので、意味が少し、あるいは大分違ってきているというこ

とですね。 

 

医療事故調査の基本的な考え方 

 

 ここで、医療事故調査の考え方を申し上げたいのですが、よく言われている専門性と中立・公
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正性、透明性というのを確保しなくてはいけないということです。 

 まず、当該医療機関内部での評価というのは、専門性という意味では中くらいのところ。中立・

公正性という意味では、内部ですから、当事者ですから非常に低いということになると思います。

これに対して、外部の専門医による評価が必要だと。 

 ところが、これは医療界の中の話ですので、医療事故は医療者でないとわからないというのは

たくさんあります。この全体を社会的第三者が監査をして、このやり方、この手続きならばよろ

しいでしょうということを審査しないといけないのではないか。つまり、この三段階を理論的に

は持っていないといけない。理想的な第三者というのは、医療事故ではなかなかないということ

です。 

 

「院内（事故）調査委員会」を基本とする制度 

医療機関への「支援」の役割・問題点 

 

 今度の新しい制度で、支援組織が入ってきなさいということですが、支援というのが、寄り添

って支援すると同時に、第三者性も、専門性も持っていなくてはいけないということになる。2 つ

のことを持たせる。二面性があるということになります。 

 先ほどお話ししたように、院内事故調査の具体的業務の支援というのは何かというと、経過の

時系列で起算し、整備したり、その資料を整えることなんですね。 

 先ほども、後でカルテの操作があったという話がありましたけれども、客観性を持ったまとめ

をしないといけない。さらに出来上がったものを使って今度は、外部の委員として一歩離れて評

価しないといけないということになります。 

 つまり支援という形で、業務の支援をするのと、評価の支援をする、2 つのことをやらなくて

はいけない。したがって、第三者機関を助言という形でそこも評価しないといけないのではない

かと。ここをきちんとやらないと、この制度が社会から認められたものにはなりにくいのではな

いかと考えています。 

 

支援組織のあり方 

 

 第三者機関のもとにいろいろな機関が関連していて、業務の支援というのは、どちらかという

と寄り添って助ける側、それからレフェリーのように評価をする側とが必要になると思います。 

 

診療行為に係わる死亡事故症例数試算 

 

 事故の件数ですが、いろいろな計算があって、年間全国で 1500 という計算。いや 150～200 ぐ

らい。いや 1 万 5 千から 2 万と、それだけでも 3 桁違うんですね。 

 

- 47 -



全国・地域の組織体制、推測数 

 

 いまは 12 都道府県で分析事業をやっているのですが、全国で想定される事故数が書いてあり

ます。北海道だと 99 件年間に起きるだろうと。それに対して 19 の解剖施設が対応する。解剖を

全部やるとするとですね。そういう図です。 

 

「第三者機関」と「支援団体」を設置する意義・今後の問題点 

 

 問題点を書いておきましたけれども、｢支援団体｣には二つの面があるんだということ。それか

ら、この制度の目的の一つは、新制度を通して院内事故に対する自浄作用。したがって病院の中

でこういうことをやって、それぞれの医療機関が自らをきちんと報告したりする文化を育てると

いうことも期待しているということです。 

 

「第三者機関」と「支援団体」の関係 

 

 したがって、第三者機関の下に支援団体があり、その支援の下に当該医療機関という形にしな

いと、統一の対応ができないではないかと思います。 

 

医療の特殊性／医療を受ける側、提供する側の関係 

Professional Autonomy and Self-Regulation 

医療における「第三者」の考え方 

職業団体としての“Professional Autonomy and Self-Regulation” 

 

 最後は、時間がないので、プロフェッショナルオートノミーというのと、第三者性。 

 プロフェッショナルオートノミーであるから外から入ってくるなということで、院内主導型の

委員会を設けているところもありますけれども、実際には外部から入ってきて、それをさらに第

三者が監査をするという自律制度を医療界がきちんと作らないといけないのではないか。 

 これは行政が作る大綱案のほうがきちんと守れるという意見もありますけれども、それではだ

めで、医療界が自らこういうことをやらないといけないのではないかと思っています。以上です。 

 

司会  木村さん、どうもありがとうございました。 
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院内担当者の観点から 

大学病院における院内事故調査について 

藤田保健衛生大学 肝・脾外科 教授 

前医療の質・安全対策部長 

手術・中央材料部長  杉岡 篤 

 

 

司会  続きまして、藤田保健衛生大学病院の杉岡篤さんに、院内担当者の観点からご報告をお

願いいたします。 

 杉岡さんは平成 22 年 2 月から平成 26 年 3 月まで、藤田保健衛生大学病院の医療の質・安全対

策部長として院内事故調査に携わっていらっしゃいました。それでは杉岡さん、よろしくお願い

いたします。 

 

杉岡  ご紹介頂きました、藤田保健衛生大学の外科の杉岡

です。今年度 3 月まで医療の質・安全対策部の部長として 3 年

間、医療安全に関わってまいりましたので、その経験を踏まえ

て、院内担当者の観点から、我々の医療事故に対する取り組

み、特に事故調査についてお話をさせていただきます。 

 

○当院の概要 

 

藤田保健衛生大学第一教育病院の概要 

 

 まず当院の概要ですが、我々の病院は、愛知県の豊明市に所在しており、病床数は 1505 床で、

これは日本で一番多い病床数です。年間の延べ入院患者数は 45 万 8 千人。一日平均入院患者数

が 1200 人。年間の延べ外来患者数は 63 万人。一日平均 2132 人です。標榜科は 25 科、診療科

は 40 科、勤務者数は 2818 人で、尾張東部二次医療圏に位置しております。 

 

○当院の医療事故の実態と課題 

 

当院の医療安全管理体制 

 

 我々の安全管理体制は、医療の質・安全対策部として、安全管理室、医療の質管理室、感染対

策室を統括して医療安全に取り組んでいます。総勢 22 名で、安全管理室は 9 名、医療の質は 3

名、感染対策は 6 名です。しかしながら、専従の安全管理者は 3 名、感染対策も 3 名で、医師は

 院内担当者の観点から  

大学病院における院内事故調査について 

 

藤田保健衛生大学 肝・脾外科 教授        
前医療の質・安全対策部長、手術・中央材料部長  杉岡 篤  
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感染対策の専従が 1 名だけであり、専従の担当者が少ないということは、どこの施設でもそうで

しょうが、大きな課題です。 

 

医療の質・安全対策部と各種委員会の位置づけ 

 

 我々の安全対策部のシステムです。ここに安全対策部が位置していますが、医療安全推進者（セ

ーフティーマネージャー）が各診療科、看護部、およびすべての部門におり、総勢 90 名います。

彼らが中心となって院内の安全管理の実務を担っており、主に報告や分析等を行っています。そ

の上位に事故防止対策委員会、医療問題対策委員会という委員会が常設されており、病院長と密

接な連携を取りながら、必要に応じて病院長の決定により医療事故調査委員会を立ち上げていま

す。 

 

医療事故対策の流れ 

 

 医療事故対策の流れに関しては、いかに事故報告を抽出するかということが一番重要で、それ

に則って調査、分析、原因究明、再発防止、報告という流れになっています。 

 

医療事故レベルの分類 

 

 これは皆さんご存じの、医療事故レベルの分類です。インシデントはレベル 0 からレベル 3a

までの比較的軽い事故、アクシデントはレベル 3b 以上の比較的重い事故を指し、重大事故とし

ては、レベル４は永続的な後遺症、レベル５は死亡した場合という取り扱いで報告書を上げても

らうことになっております。 

 

医療事故とレベル分類 

 

 医療事故とは、すべての有害事象でありますが、これは過失に基づくものだけではなくて、不

可抗力によるもの等も含んでいます。一方、過誤は過失によるものを指します。 

 このレベル分類の注意すべき点は、報告時における報告者の自己申告に基づいているというこ

とで、ここに挙げたレベルがすべてそのまま、実態を表しているというものではありません。 

 そして、最終的なレベル分類は、状況に応じて各種の委員会等による調査、分析に基づいて最

終的に決定をしていくという流れでやっております。 

 

事故報告の目的と原則 

 

 事故報告の目的は、WHO のドラフトガイドラインにもあるように、医療システムの欠陥から、
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患者安全性を向上させるということであり、非懲罰性、秘匿性、独立性を担保するということを

念頭に置いています。 

 

医療安全報告 入力画面 

 

 これが実際の電子カルテ上の医療安全報告の一部で、報告者は非常に膨大なデータを入力しな

ければいけません。これは医療安全評価機構に報告するために、このような書式とせざるを得な

いのですが、このすべてに入力するとなると、かなり労力がかかります。現場で事故が起こった

時に、迅速に報告するという観点からは、問題点があります。しかしながら、一次報告として簡

単な報告書だけで済ませると、後の事務処理が非常に大変になりますので、現時点ではこういう

書式を取らざるを得ません。 

 我々の医療事故の実態について報告します。 

 

医療事故報告件数の年次推移 

 

 これは事故報告の年次推移で、昨年度は 4952 件の医療事故報告がありました。そのうち比較

的重大な事故（アクシデント）は 170 件で、大体一定の割合で発生しています。多く（4782 件）

は軽微な事故（インシデント）でした。 

 

事故報告のレベル別頻度 

 

 その事故レベルを頻度別で見ますと、レベル 5 とレベル４は、報告時点のレベルですが、大体

30 件から 40 件を推移しています。 

 

職種別報告割合の推移 

 

 職種別の報告割合ですが、看護師が 70％を占め、大部分の報告は看護師から得ています。医師

の報告率は大体 10％前後というところが現状であります。 

 

新聞記事 

 

 医師の報告率が少ないと思われるかもしれませんが、実は医師が 10％以上報告をしているの

は、東海地区では我々と長寿医療研究センターだけでありまして、なかなか医師からの報告は得

にくいというのが実態です。 

 やはり責任が重いということと、その場の事故に対する対応に追われて報告がなかなか行えな

いものと推察されます。 
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医師の事故報告と重大事故の推移 

 

 これは年間の月別の事故発生件数と報告件数を見たものです。下段のグラフが重大なアクシデ

ント件数、上段が医師の報告件数ですが、アクシデントの発生数に伴って医師の報告件数も増減

しており、医師の報告の約 50％はアクシデント、すなわち重大な事故であるということがわかり

ます。 

 

診療科別にみた医師からの年間事故報告件数 

 

 これは診療科別にみた医師からの報告の状況です。報告件数には大変ばらつきがあり、最低は

1 件から、最高は年間 34 件までありました。 

 しかしながら、事故報告が多い科は危険であるかというと、決してそうではありません。報告

数の多い診療科には、有名な外科医がいて、レベルの高い医療を行っています。要するに、事故

報告からまた学んでいくという自浄作用がすでにできあがった診療科であると我々は理解してい

ます。 

 一方、事故報告が少ないところは安全文化が高いのかというと、やはりこの中には、確かに安

全な診療科もあるかもしれませんが、必ずしも適切な事故報告がなされていない部分も含まれて

いると考えなければなりません。 

 

事故報告に基づく重大事故予防の取り組み 

 

 多くの事故報告をいただきますと、我々は事故防止のために介入することができます。そのよ

うな取り組みを 2 つ紹介します。 

一つは「手術・検査適応検討会」です。非常に手術死亡リスクが高い、手術はしなければいけ

ないとは思うけれども、合併症等で手術リスクが高いという症例がありますと、これに対して、

手術適応を診療科だけでは適切に決定できないという申告がある。そういう申告があれば、その

関連の診療科をすべて集めて、病院としてはこの手術をやってもよいかどうかということを決定

する会議を行っております。 

 実際、この会議を行いますと、1 年間で 11 件検討いたしましたが、そのうち 7 件は手術すべき

ではないという結論になりました。もし手術を行っていたら、大変危険であったと推測されます。 

 一方、残りの 4 件に対しては、病院、あるいは手術部全体として、安全体制を取ってから手術

をするということにしました。この 4 件はいずれも無事に手術を終え、退院することができまし

た。 

 このように、申告、報告に基づいて介入して、安全文化に寄与することができるという実例で

あります。 

 二つ目は「内視鏡外科合併症カンファレンス」です。昨今、腹腔鏡や内視鏡手術の事故がよく
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報告されていますが、この領域は非常に急速に発展をしている新しい手術で、極めて高度で特殊

な技能を必要といたします。その合併症も特殊でありまして、安全管理部に報告をされましても、

いったいどのように介入してよいかなかなかわかりにくいのが実情です。そこでこういう手術を

行う 10 の診療科と麻酔科、手術部が合同で、2 年間で 80 件の事故報告を得て、その中の 39 件

に対して新たな対策を立案しました。このように新しい手術に対しても新たな取り組みによって、

より安全に行うことができると思います。 

 脱線をいたしましたが、事故報告がどれだけ大事かということをお話ししたいと思います。 

 

医師の事故報告－重大事故を全例抽出できているか？ 

 

 問題は、重大事故をどれだけ抽出できているかということです。 

 先ほどお示ししたように、医師の事故報告は、アクシデント、すなわち重大事故が約 50％であ

り、ほぼ網羅されているということは確かです。報告件数が多いほど、診療レベルも高いという

こともわかります。 

 しかし、問題は事故報告がリアルタイムには得られていないことです。リアルタイムに報告が

得られませんと、資料や物品の保全および情報収集に関して非常に難渋いたします。そのために

重大事故ほど事故報告をリアルタイムに得ることが重要です。 

したがって、重大事故を迅速に抽出して、しかも見落としのないシステムによる支援が必要で

あると考えています。一方で、いくら強制しても改善が得られないということもわかっています。 

 

医師の事故報告（図） 

 

 そこで我々は、医師の事故報告だけではなく、様々な方面からの報告を抽出して、医師の事故

報告につなげるという努力をしてまいりました。事故ではなくて合併症と認識していても報告し

てもらうようにしています。合併症の中に事故も含まれている可能性もあり、事故を網羅的に抽

出しようと考えています。あるいは手術室のデータから、例えば手術時間が予定の 2 倍になった、

あるいは出血量が予定の 2 倍になったというような症例を自動的に抽出して、この中に事故が隠

れていないかどうか検討します。さらには WOM（口コミ）も重要で、そういった情報を気楽に

話してもらえるように、医療者間の信頼関係を構築して、すべての事故を網羅的に抽出しようと

考えています。 

 

○院内死亡事例の抽出 

 

入院患者死亡数の推移 

 

 入院死亡というのは重大事故を把握するための最後の関所ですので、院内死亡例を全例調査す
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ることも重要です。とにかく押さえるということでありますが、昨年度は 1 千人の入院患者死亡

がありました。40 万人中の 1 千人ということで、0.25％程度です。 

 

入院後 30 日以内死亡者数の推移 

 

その中でも特に入院して 30 日以内に死亡した事例は注意をしなければいけません。もちろん

高齢化、重症例、あるいは緊急例が増加しており、死亡数が増えるのは仕方がないところもあり

ますが、やはりこういう事例に関しては、死因等を分析して、事故報告がなくても、重大事故が

隠れていないかどうかをチェックすることが重要です。 

 

術後 30 日以内の死亡者数の推移 

 

さらには、術後 30 日以内の死亡者数というのも機械的に報告が上がってきますので、その中

に重大事故が隠れていないかということを調査することも必要です。 

 

院内患者死亡報告手順／院内患者死亡報告書 

重大事故（レベル４,５）の抽出は、他のレベルからの移行も含めてほぼ可能 

 

 院内死亡が発生した場合には、本当に問題のない事例かどうかということを、必ず院内の第三

者がチェックをすることにしています。これは院内事故報告として報告書に記載して、家族の受

け入れ状態、解剖の有無、説明の有無、そして経緯などを第三者、安全管理室員や他の診療科の

准教授以上の者が第三者的にそれを判断するというシステムになっています。この報告書によっ

て、重大事故の有無を確認するということを続けてきました。 

 従って、重大事故レベルの抽出は、他のレベルから移行する場合もありますが、ほぼ可能にな

っていると思っております。 

 

重大事故発生時の対応 

 

 重大事故に対しましては、このような流れで対応しなくてはなりませんが、初期治療、事故報

告、患者・家族への誠実な対応、記録、保管。ここまでがとにかく初期対応として大変大事なと

ころでありますが、問題は初期治療、すなわち事故が起こっている現場で、これらのことができ

るかどうかで、これは容易ではありません。 

 

ＭＥＴ（Medical Emergency Team） 

 

 我々は、まず患者の安全を最優先にしなければなりません。そのために我々は、院内救急チー
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ム（MET）を配置いたしまして、院内患者に緊急事態が起こったときには、必ず駆けつけて、初

期治療を支援するというシステムを作っています。 

 

最近１年間の月別ＭＥＴ出動回数 

 

 MET の出動回数が大体年間 100 件を超えています。この事実は、院内では、AED 等の簡単な

処置だけではなくて、気管内挿管、あるいは薬剤等の非常に高度な治療を必要とする院内救急患

者をこれだけ扱っているということを示しており、チームが安全に寄与しているとともに、他の

初期対応の支援にもなっており、さらに重大事故の抽出にもつながっています。 

 

重大事例（医療事故レベル４・５）口頭報告ルート 

 

 しかしながら、レベル４、レベル５といった重大事故が発生した場合には、あらゆるルートを

使って口頭で迅速に事故報告を行うことを最優先にしており、時間内、時間外あるいは、安全管

理を通す、通さないに関わらず病院長まで報告を必ず上げるということにしています。 

 

院内患者死亡時の流れ 

 

 患者が死亡して、異状死の疑いがあれば、病院長へ報告して、緊急事例検討会を行います。こ

のために病院長が北海道に出張しておりましたけれども、飛行場についてそのまま次の便で帰っ

てきたということもあるというくらい、緊急の初期対応が非常に重要です。もし異状死の疑いが

あるということであれば、我々は警察署への届出、検視を積極的に遅滞なく行っていますし、異

状死なしと判定しても、疑義のある場合には、遺族に対して病理解剖、死後画像診断（Ai）を勧

め、モデル事業を勧める場合もあります。 

 

異状死が否定できないため警察へ届け出た件数 

 

 異状死が否定できないために警察へ届け出た件数は、最近 4 年間では 4 件ありました。 

 

○当院の院内事故調査委員会の実態と課題 

 

重大事故発生時の対応 

 

 事故調査委員会の実態です。先ほどまでの記録、保管という段階から調査・分析へ移るわけで

すが、我々の病院では、まず院内事例検討会として内部委員のみで院内事故調査を行いますが、

必要に応じて医療事故調査委員会として外部委員を含む、院内事故調査委員会を立ち上げるとい
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う流れにしています。 

 

重大事故への対応－調査・分析－ 

 

 通常の医療事故の場合には、毎日及び随時行っているミーティングで室長、部長、そして病院

長への報告を行いながら、解析を行っていくわけですが、異状死が疑われる場合には、いつでも

緊急事例検討会を行って、疑いがあれば先ほど言ったように警察への届出、疑いなしとなっても

重大な事例であれば、事例検討会、事故調査委員会、モデル事業などの設置を検討していくこと

になります。 

 

重大事故（レベル５） 

 

 表は調査、分析の流れでありますが、異状死がないということであれば、通常の順序に従って

死因を究明して行きます。 

 異状死の疑いがあれば、いつ何時であろうと緊急事例検討会を開いて、その疑いがあれば警察

に、異状死ではないとしても事例検討会を開催します。 

 

重大事故（レベル４） 

 

 永続的な障害が残ったレベル 4 の場合にも、過誤の有無を判定して、事例検討会、そして院内

事故調を設置するという流れを取っています。 

 

院内事故調査委員会の実態 

 

 これが当院における事故調査委員会の実態です。レベル 4 から 5 といった重大事故として報告

された事例は、年間 20 件から 40 件程度発生しており、4 年間では 125 件。そのうち異状死が疑

われるということで緊急事例検討会を開いたのが 13 件。そして、院内事例検討会は 67 例に対し

て施行しておりますが、医療事故調査に至ったのは 2 例、モデル事業になったのが 1 例、そして

もう 1 例は司法解剖になりました。 

 

医療事故調査委員会規定 

重大な医療事故とは 

 

 医療事故調査委員会としては、我々はこのような規定を作っていて、重大な医療事故に対して

は、必ず外部の委員を含むこととする。そして関連専門領域の適任医師、看護師、そして弁護士

を選任し、委員長の選出は、原則として外部委員の中から決定すると規定しています。 
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 そして、患者、家族への対応として、委員の了承のもとに適宜委員会に出席させることができ

るとも規定しており、実際にそのように出席していただいた委員会もあります。 

 

医療事故調査委員会 

医療事故調査委員会の委員構成 

 

 これが実際の医療事故調査委員会、外部委員が入った事故調査委員会の実態であります。 

 3 回開かれておりまして、委員長は弁護士が 2 回、専門医が 1 回。外部委員が 3 名、3 名、4

名、内部委員は 2 名、2 名、4 名という体制で行ってまいりました。 

 

医療事故調査委員会開催の課題 

資料確保の課題 

 

 このように、一番問題になるのは、先ほど言った初動調査、資料確保がどれだけできているか

ということであります。迅速な事故報告が得られないと、事故の起こっている、対応している現

場でこれだけのことをやっていくのは大変労力がいることでありますし、そのような保全された

証拠を解析、そして分析していくのは大変困難です。 

 私も外部調査委員会等に出席することもありますが、膨大なデータをそのまま生データで渡さ

れて、これで判断しなければなりませんが、大変難しい作業です。診療録、画像データ、血液デ

ータをそのまま渡されます。 

 しかし、資料をどれだけ適切に準備できるかによって、事故調査委員会の質が上がると思いま

す。 

 

手術映像 

 

 これは実際の手術室の監視モニターです。実際にはこういうものは通常の施設には設置されて

いませんし、必ず保存されているようにするには莫大な費用がかかります。これは実際に事故が

発生した状況の画像ですが、もしこの映像がなければ、誰が何をしていたかということすら、実

際の現場の人の記憶にたよっていたのでは全くわかりません。 

 映像に基づいていろいろなことを調査・分析するのは非常に有用ですが、こういったデータあ

るいは手術のビデオというものをすべて保存するには、莫大な費用がかかり、解析に要する時間

と労力も膨大なため、なかなか現実的ではないというのも実態です。 

 

委員人選の課題 

 

委員の人選も大きな課題です。まず、安全管理専門医、専従者は絶対的に不足しています。 
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内部委員の確保も容易ではありません。専門医の中から、さらに適切な人材を選ばなければい

けません。経験上、必ずしも専門医だからといってすべての事例に関してきちんとした検討がで

きるかというと、そうでもないということを実感しております。さらに外部委員会の選任に関し

ては、ただ専門医、あるいは学会推薦といったことだけで人選をしても、質の高い医療事故調査

委員会ができるかというと、やはりそこは問題があります。また先ほどもお話がありましたが、

専門家集団の中からの人選で第三者性を確保するというのは大変難しい課題で、現実的ではあり

ません。 

 

心電図波形 

 

これは手術後 15 日目に突然ベッドの上で亡くなっていたという事例であります。3 時間程度

前までは普通に血圧等も保たれていたことが確認されています。このような事例は、異状死とは

言えませんが警察に届けます。そして病理解剖も行いました。しかし、何も死因となるようなも

のは特定できませんでした。 

そこで内部の専門委員を集めて検討しましたが、与えられた情報は、この紙でプリントされた

心電図と酸素飽和度の波形だけでした。 

これは必ずしもプリントされるものではありませんので、たまたまそこの現場の人たちが意識

して保全し、残っていたのでありますが、これを専門家が詳細に解析することによって、実際に

はこの事例は、ここで突然心停止が起こっているということがわかりました。そこで致死性の不

整脈等も起こっていないし、酸素飽和度の波形からいくと、血圧もしっかり保たれているという

ことが逆にわかって、これは伝導障害による突然死であるということが確定して、これはもちろ

ん警察にも報告をいたしました。資料の確保と適切な事故調査委員会が原因究明につながった実

例です。 

 

専門委員確保の課題 

 

 専門委員の人選は大変難しい。形の上だけで専門医が、あるいは外部委員が入っていれば、そ

れで質の高い検討ができるかというとそうではありません。専門委員には特定の領域の高い専門

性は当然ですけれども、独立性、中立性、公正性、そして厳格性、透明性等が求められます。専

門医の中でもさらにそういった条件を満たす人材を選ぶことが非常に重要であることを痛感して

います。 

 

説明と対外報告 

 

 さらに最終的には、患者家族への説明及び対外報告を適切に行うことも、我々の責務でありま

す。 
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医療事故調査委員会規定 

大学付属病院における医療上の事故等の公表における指針 

 

 これも規定にあるように、患者、家族、遺族へは、書面または口頭で説明をします。今までの

3 例の事故調査委員会に関してはすべて報告書を遺族に手渡しています。 

 報道機関等に対しても、「大学附属病院における医療上の事故の公表における指針」を遵守して、

公表等対応をしています。 

 

日本医療機能評価機構への報告件数 

 

 日本医療機能評価機構への報告件数は、年間 6 件から 8 件です。 

 

○「医療事故調査・支援センター」と大学病院 

 

今後、我々大学病院として、どのように新しい事故調査制度に関わっていくかということにつ

いて私見を述べたいと思います。 

 

医療事故調査制度における調査制度の仕組み 

 

新しい医療事故調査制度の模式図がありますが、まず、我々の施設で事故が発生した場合にど

のように関わっていくかということですが、院内調査としては、透明性あるいは公正性を保って

粛々と行うことは我々の責務ですが、それに対して、第三者機関の重要な意義は、第三者性の担

保というところにあると思っています。いくら努力しても、院内調査、院内事故調というのは、

はたから見たときには第三者性というのはなかなか保てないという問題は多分にあると思います

ので、そこの点に関しては期待するところがあります。 

 

重大事故（レベル５） 

重大事故（レベル４） 

 

どの時点で第三者機関に報告するかということは、今後明確にしていかなければなりませんが、

少なくとも異状死が疑われたときには警察へ届けると同時に、第三者機関へも報告をしていくと

いう姿勢が重要であると思っています。レベル 4 の事例に関しても、将来的には院内事故調でき

ちんと検討したうえで第三者機関に報告というふうになると思っています 
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○「支援法人・組織」としての大学病院の役割 

 

「支援法人・組織」としての大学病院に求められる役割 

  

 最後に、大学病院の役割として、「支援法人・組織」としての役割も求められているということ

にも触れておきたいと思います。基本的には、「支援法人」のところの役割ですが、ここに非常に

大きい問題があると我々は考えています。この両方に関わる、支援あるいは一体となった調査と

なっておりますけれども、他施設における院内調査の支援、そして第三者機関とともに一体とな

った調査を実施することは実際には容易なことではありません。 

 

安全管理室が関わる院内・院外の会議等 

 

 「支援法人・組織」は確かに重要な仕組みとは思いますが、実際に我々安全管理室は、このよう

な院内・院外等を含めた膨大な業務によって、院内の安全をかろうじて保っているという状況で

あります。ここに「支援法人・組織」という業務が加わったときにどれだけのことができるか、

我々はいささか不安を覚えざるを得ないということです。 

 その点に関して、我々はこのように様々なレベルでのシステムとの関わりを持って安全管理に

関わってきているという実績があります。 

 

愛知県の病院数・病床数 

 

 本日参加していらっしゃるのは愛知県の方だけではないかもしれませんが、愛知県には 320 病

院、67,800 床が、このように二次医療圏別に分布しています。我々の尾張東部地区は 6 千床あっ

て、ここには 2 つの大学病院があります。そして名古屋市内にも 2 つの大学病院と、合計 4 大学

ありますけれども、愛知県全域をこの 4 大学で支援するのは難しいと思います。 

 

既存の医療システムとの連携 

 

現実的には、既存の医療システムとどれだけ連携を強化して取り組んでいけるかということが

これからの緊急課題と思っています。 

 東海北陸地区であれば、東海北陸厚生局、あるいは東海地区であれば、東海医療安全研究会、

そして愛知県ではこのような様々なシステムとして医療安全に関わっていますし、二次医療圏の

中では拠点病院、あるいは地域医療支援病院といったような、地域でのネットワークも確立され

つつありますので、これらをいかに有機的に活用できるかが、これから院内事故調査制度が法制

化された上で大事になると考えています。 
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愛知県医師会の医療安全対策 

愛知県医師会医療安全支援センター 

愛知県内医療安全支援センター 

 

 特に我々は、愛知県医師会の医療安全支援センターの役割に期待しているところです。 

 我々も医療安全支援センターのメンバーとして加わっていますけれども、患者側からの相談に

対して、専門医が問題解決に向け仲介するというシステムが 2003 年から立ち上がっています。

各医会からの専門医、医師会、名古屋市医師会、弁護士、看護協会、市民代表としての女性団体、

薬剤師、そして我々4 大学の安全管理担当者すべてが加わり、行政機関の担当者も加わって活動

をしています。 

 このようなネットワークシステムでは医師会と、県民からの苦情の受付、北陸厚生局、保健所、

警察などとの連携も実績としてあるので、愛知県ではぜひこのネットワークシステムを活用して

いくのがよいと思っていますので、紹介させていただきました。 

 

医療事故対策の総括 

 

 これがまとめです。重大事故の検証と対策には、医師からの迅速な事故報告が不可欠です。 

 医師からの自発報告を支援する報告システムの確立がぜひとも必要です。 

 そして医療事故の調査・分析と原因究明には、適正な専門委員の人選が最も重要で、適正な専

門委員は、内部委員、外部委員によらず、事故に対し高い専門性とともに、独立性、中立性、公

明性をもって臨むことが可能であると思いますし、彼らは自浄意識も強いということも言えます。 

 大学にとって新しい事故調査制度での第三者機関設立は、院内事故調査委員会の第三者性が担

保されることを期待しています。報告基準の明確化、調査・分析機能の確保とそのための人的物

的支援がこれからの大きい課題です。 

 そして大学病院は、地域における医療安全の「支援法人・組織」を担う責務もありますが、そ

のためには既存の医療システムとの連携が不可欠であると考えており、愛知県においては、愛知

県医師会医療安全支援センターなどは良い受け皿になるのではないかと考えています。 

 医療安全に関しては、医師の持続的な自浄・自律努力によってのみ、健全かつ安全な医療の発

展が可能であると考えています。医療安全の向上により医師と患者の信頼関係が確立されること

を願っています。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

司会  杉岡さん、どうもありがとうございました。 
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大学病院における院内事故調査について
「院内担当者の観点から」

藤田保健衛生大学
肝・脾外科 教授

前医療の質・安全対策部長
手術・中央材料部長

杉岡 篤

2014年5月31日医療事故情報センターシンポジウム

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

藤田保健衛生大学第一教育病院の概要
• 所在地 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1‐98

• 病院開設 1973年5月29日（旧名古屋保健衛生大学病院）

• 病床数 1,505床（一般病床: 1,454床、精神科病床: 51床）

年間延入院患者数 458,706人、一日平均入院患者数 1,257人

年間延外来患者数 626,690人、一日平均外来患者数 2,132人

• 標榜科 25科

• 診療科 40科

• 勤務者数 2,818人

– 常勤医師 453人

– 初期研修医 65人

– 歯科医師 14人

– 看護師 1,134人

– 助産師 27人

– 薬剤師 77人

– 診療放射線技師 88人

– 管理栄養士 20人

– その他 600人

尾張東部二次医療圏

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

当院の医療安全管理体制

部長 兼任医師
副部長 専従看護師
弁護士

安全管理室
(9名)

感染対策室
(6名)

医療の質管理室
(3名)

室長 兼任医師 1名
副室長兼任医師 3名
専従看護師 3名
兼任理学療法士 1名
専従薬剤師 1名

室長 専従医師 1名
兼任医師 1名
専従看護師 2名
兼任検査技師 1名
兼任薬剤師 1名

室長 兼任医師 1名
副室長 兼任医師 1名
室員 兼任医師 1名

医療の質・安全対策部
（22名）

医療の質・安全対策部
事務員 １名
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医療の質・安全対策部と各種委員会の位置づけ

病院長
医療問題対策委員会

医療事故調査委員会

医療の質・安全対策部
安全管理室、医療の質管理室事故防止対策委員会

医療安全推進者（セーフティマネージャー）連絡会

診療科 看護部門 その他部門・室
臨床検査部・輸血部・ME室
薬剤部・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
食養部・放射線部
事務局・中央手術室・施設部
医療相談室・健康管理室

医療事故対策の流れ

• 事故報告による抽出

• 調査

• 分析

• 原因究明

• 再発防止

• 報告

医療事故レベルの分類

レベル分類 患者影響度レベル

イ
ン
シ
デ
ン
ト

レベル０ エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者
には実施されなかった場合

レベル１ エラーや医薬品・医療用具の不具合があり、患者に実施さ
れたが、被害がなかった場合

レベル２ 患者のバイタルサインに変化が生じたり、検査の必要性が
生じた場合

レベル３ａ 軽微な治療や処置（消毒、湿布、鎮痛剤投与など）が必要
となった場合

ア
ク
シ
デ
ン
ト

レベル３ｂ 濃厚な治療や処置（予定外の処置や治療、入院、入院期
間延長など）が必要となった場合

レベル４ 永続的な後遺症が残る場合

レベル５ 死亡した場合（原疾患の自然経過によるものを除く）

クレー
ム

医療事故とは異なるもので、医療従事者に過誤・過失がな
いにもかかわらず、患者・家族から苦情が発生した場合

医療事故とレベル分類

 医療事故とは、医療者の医療行為や医療施設の設備、シス
テムに原因を発した、患者に対するすべての有害事象をさし、
医療者・管理者の過失に基づくものだけでなく、不可抗力に
よる場合も含む。

 医療過誤とは、医療事故のうち過失によるものを指す。

 レベル分類は、報告時における報告者の自己申告によるも
のであり、事故の実態を表すものではない。

 レベル分類は状況に応じて各種の院内委員会等による調査、
分析に基づいて最終的に判定される。

事故報告の目的と原則

• 事故報告の目的は医療システムの欠陥から学び、患

者安全を向上させることである。

• 事故報告においては、非懲罰性、秘匿性、独立性が

確保されていなければならない。

• 事故報告は、専門家により速やかに分析され、現場

に有益な勧告を行い、現場も速やかにそれを実施し

なければならない（適時性、反応性）。

• 事故報告から得られる勧告の対象は、個人ではなくシ

ステムでなければならない（システム指向性）。

「有害事象の報告・学習システムのた
めのWHOドラフトガイドライン」 2011
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• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

医療事故報告件数の年次推移
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診療科別にみた医師からの年間事故報告件数 事故報告に基づく重大事故予防の取り組み

手術・治療適応検討会
目的：原疾患の手術適応はあるが、高度の心肺腎機能障害などを有し、手術死亡の

リスクがきわめて高く、診療科だけでは手術適応を適正に決定できないとの申告を

受けた場合、関連の各診療科の医師、看護師等が集まって総合的に検討し、病院と

して手術適応を決定するとともに、手術を行う場合には周術期の体制を計画する。

結果：1年間で11例を検討し、7例（64%）は手術適応なしと判定し、4例（36%）は無事

に手術・治療を終了し退院となった。

内視鏡手術合併症カンファレンス

目的：ロボットを含む内視鏡手術は近年急速に発展、普及した新しい手術で、きわめ

て高度で特殊な技術と器具を要する。その合併症も特殊であり、対策立案には専門

的知識と経験を要する。そこで、内視鏡手術を行う１０の診療科と麻酔科、手術部が

協力して事故報告を基に新たな安全対策を考案している。

結果：2年間で80件の事故報告を集積し、39件の対策を立案した。

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

重大事故を全例抽出
できているか？

医師の事故報告

• 医師の事故報告はアクシデントが約50%を占めており、重大事故はほぼ網羅
されている。

• 安全意識が高い診療科ほど報告件数が多く、診療レベルも高い。

• 医師の事故報告はリアルタイムには得られないことが安全対策上問題であ
る。

• 報告時にレベル3bであった事故が後でレベル4・5へ移行する場合がある。

• 重大事故を迅速に抽出し、しかも見落としのないシステムによる支援が必要で
ある。

• 外圧で報告を強制しても改善は得られない。自発的な報告文化の醸成（自浄
努力のひとつ）がもっとも重要である。

抽出

医師の

事故報告

看護師の

事故報告

他職種からの

事故報告

院内死亡

報告

合併症
報告

患者

相談窓口

患者

ご意見箱

WOM

手術データ
などからの
自動抽出 院内死亡事例の抽出
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入院患者死亡数の推移
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• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

重大事故発生時の対応

• 初期対応

• 事故報告

• 患者・家族対応

• 記録、保管

• 調査・分析

• 対外報告

最近1年間の月別MET出動回数
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病院長への報告
緊急事例検討会の招集

Ai
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異状死が否定できないため警察へ届け出た件数

年度 件数

平成22年度 0

平成23年度 2

平成24年度 0

平成25年度 2

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

重大事故発生時の対応

• 初期対応

• 事故報告

• 患者・家族対応

• 記録、保管

• 調査・分析

• 対外報告

院内事故調査の実施
①院内事例検討会

（内部委員のみ）
②医療事故調査委員会

（外部委員含む）

重大事故への対応
ー調査・分析ー

• 安全管理室ミーティング
部長、室長報告 随時、毎日
病院長報告

• 安全管理室打合わせ会 毎週

• 事故防止対策委員会 毎月

• 医療事故対策委員会 毎月

• 院内事例検討会 必要時
（内部委員）

• 医療事故調査委員会 必要時
（外部委員含む）

異状死なし

• 院内事例検討会
（内部委員）

• 医療事故調査委員会
（外部委員含む）

• モデル事業
（協働型）

異状死疑いあり

• 警察署報告、検視
• モデル事業
• 司法解剖

緊
急
事
例
検
討
会

重大事故（レベル５）

異状死なし

医療問題対
策委員会

事例検討会

院内事故調

異状死疑い

緊急

事例検討会

異状死なし

事例検討会

院内事故調

異状死疑い

警察届出

検視

モデル事業

（協働方）

院内事故調

（病理解剖）
司法解剖

重大事故（レベル４）

過誤なし

医療問題対
策委員会

事例検討会

院内事故調

過誤疑い

緊急事例検
討会

過誤なし

事例検討会

院内事故調

過誤疑い

院内事故調
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院内事故調査委員会の実態

年度 アクシデント レベル4・5
緊急事例
検討会

院内事例
検討会

医療事故
調査

委員会
モデル事業

平成22年 146 21 0 23 0 0

平成23年 145 42 4 16
1

（3回）
0

平成24年 183 32 4 16
1

(2回)
1

平成25年 170 30 5 12 0 0

合計 644 125 13 67
2

(5回)
1

医療事故調査委員会規定（抜粋）

（目 的）

この規定は、藤田保健衛生大学において発生した重大な医療事故に関し、そ
の原因等を調査、検討するための医療事故調査委員会の設置に関し必要な事項
を定めることを目的とする。

（委員会の設置）

委員会の設置は病院長が決定する。

（委員会及び委員長）

委員会の委員は、病院長が安全管理室長及びその他の副院長の意見を聞
いて次の者から選任し、必ず、外部の委員を含むこととする。

(1) 当該医療事故の関連専門領域の適任医師、看護師（複数）

(2) 法的見解が必要と認められるときは弁護士等

(3) 当該医療事故との関係で適当と認められる者

(4) その他、委員会が必要と認めた者

2 委員長の選出は、原則として外部委員の中から委員会で決定する。

（患者、家族又は遺族への対応）

委員会は、患者、家族、遺族またはその代理人から委員会への参加要請が
あった場合は、病院長と協議の上、適宜委員会に出席させることができる。

重大な医療事故とは

• 高度な障害や死亡など結果が重大で、事故
原因についての判定が困難であり、診療業
務上又は医療業務上の問題点や再発防止
等の事項について、調査、検討が必要と認め
られる事故を云う。

医療事故調査委員会

年度 アクシデント レベル4・5
緊急事例
検討会

院内事例
検討会

医療事故
調査

委員会
モデル事業

平成22年 146 21 0 23 0 0

平成23年 145 42 4 16
1

（3回）
0

平成24年 183 32 4 16
1

(2回)
1

平成25年 170 30 5 12 0 0

合計 644 125 13 67
2

(5回)
1

医療事故調査委員会の委員構成

委員長 外部委員 内部委員

院内事故調 外部委員 弁護士 3名 2名

院内事故調 外部委員 弁護士 3名 2名

モデル事業 外部委員 専門医 4名 4名

医療事故調査委員会開催の課題

• 資料確保

• 委員の人選と確保

• 委員会の時間調整

• その他
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資料確保の課題
ー事故の起こっている現場での対応ー

• 迅速な事故報告 事後では対応困難

• 記録、物品保管 現場での正確な記録、物品などの証拠保全

• 事情聴取 記憶に基づく事実確認は信頼性が低い

事故後可及的早期に行う必要がある。

• 検査データの確保と解析 記録の保管に留意する。

膨大な検査データの解析には専門的知識が必要

血液、尿検査

心電図（トレンド）等の生体モニター情報

呼吸器情報

• 画像、映像の確保と解析 画像診断 画像の読影には高い専門性が必要

手術ビデオ、監視モニター

通常の施設では全手術の画像保存は不可能

画像保存のためには高額な設備投資が必要

画像確認のためには膨大な時間と労力が必要

ビデオがあっても手技の一部始終を確認することは不可能
ビデオ影像で手技を判定するには高い専門性が必要

委員人選の課題

• 安全管理専門医、専従管理者の絶対的不足

• 内部専門委員の確保

– 適切な専門領域の決定

– 専門医の中からさらに適切な人材を決定（内部であれば可能）

• 外部専門委員の確保

– 関連専門領域の決定

– 地域基幹病院

– 学会推薦

– 基幹病院の各領域の専門医は互いに知己である

– 出身大学、医局の制約

• 専門医の第三者性を確保することは困難である

専門委員確保の課題

• 事故に関連した病態を正確に検証するためには、内部、外部を問わず適切な専

門医の人選が最も重要である。

• 重大事故の際に得られる情報は限られており、的確な判断を下すには高い専門

性が必要である。

• 専門委員には、特定の領域の高い専門性とともに独立性、中立性、公明性、厳

格性、透明性などが求められ、専門医の中でも人選は限られる。

• 適正な専門医は自らの専門領域に対するこだわりが強く、内部委員であっても独

立、中立、公正な意見を述べることができる。

• 外部委員として第三者性を確保することは困難である。

• 外部委員が、事故調査に対して高い動機付けを維持することは容易ではない。

• 外部委員が事故の全容を把握することは困難で、分析は表層的になりやすい。

• 外部委員の主な役割は、内部委員の詳細かつ客観的な調査・分析に基づく原因

究明と再発防止策の提言である。

• 高い専門性を有する医師は、多忙であり時間調整は極めて困難である。

対外報告

1. 患者、家族に対する調査報告書の説明

2. 警察、保健所

3. 公表

4. 日本医療機能評価機構

5. 厚生労働省（薬剤、医療機器）
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医療事故調査委員会規定（抜粋）

（患者、家族又は遺族への対応）

4 病院長及び委員会は、患者等に当該医療事故の原因等の調査結果につき
原則として書面又は口頭で説明するものとする。

（報道機関に対する対応）

重大な医療事故に関し、報道機関からの取材或いは報道機関への対応
は、病院長、医療事故 調査委員長、安全管理室長等において協議の上、患
者・家族の同意を得た後、迅速に対処する ものとする。

大学付属病院における医療上の事故等の公表における指針

（医
療
過
誤
）

過
失
あ
り

死亡

①

重篤・永続的
①

非重篤・永続的
③、重大な過失
の場合は②

ヒヤリハット

③

重篤・濃厚な処置、治
療後に回復②、重大な

過失の場合は①

非重篤・一時的
③

（合
併
症
・副
作
用
を
含
む
）

過
失
な
し

予
期
し
な
か
っ
た

予
期
し
た
も
の
を

上
回
っ
た

死亡

③

重篤・永続的
③

非重篤・永続的
③

重篤・濃厚な処置、治
療後に回復

③

非重篤・一時的
③

予
期
し
て
い
た

死亡

③

重篤・永続的
③

非重篤・永続的
③

重篤・濃厚な処置、治
療後に回復

③

非重篤・一時的
③

公表の方法：①発生後可及的速やかな公表、②調査後HP等により公表、
③各大学付属病院で定めた基準により判断。

日本医療機能評価機構への報告件数

年度 件数

平成22年度 ー

平成23年度 6

平成24年度 6

平成25年度 8

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

第三者性の担保

重大事故（レベル５）

異状死なし

医療問題対
策委員会

事例検討会

院内事故調

異状死疑い

緊急事例検
討会

異状死なし

事例検討会

院内事故調

異状死疑い

警察届出

検視

モデル事業

（協働方）

院内事故調

（病理解剖）
司法解剖

報告
第三者機関
に報告

第三者機関
に報告
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重大事故（レベル４）

過誤なし

医療問題対
策委員会

事例検討会

院内事故調

過誤疑い

緊急事例検
討会

過誤なし

事例検討会

院内事故調

過誤疑い

院内事故調

第三者機関に報告第三者機関に報告

• 当院の概要

• 当院の医療事故の実態と課題

当院の安全管理体制

医療事故の実態

重大事故の抽出

重大事故に対する対応

• 当院の院内事故調査委員会の実態と課題

• 「医療事故調査・支援センター」と大学病院の事故

• 「支援法人・組織」としての大学病院の役割

「支援法人・組織」としての大学病院に求められる役割

• 他施設（病院、診療所）における院内調査の支援

• 第三者機関とともに一体となった調査の実施

安全管理室が関わる院内・院外の会議等

• 院長・副院長会議

• 医療問題対策委員会

• 事故防止対策委員会

• セーフティーマネージャー会議

• 安全管理室打合わせ会

• 臨床系教授会安全管理報告

• 診療連絡会

• 研修医連絡会

• コンプライアンス委員会

• 事例検討会

• 医療事故調査委員会

• 院内死亡確認

• 手術・治療適応検討会

• 内視鏡外科合併症カンファレンス

• キャンサーボード

• 院内巡視

• 新入職者オリエンテーション

• 新研修医オリエンテーション

• 新規採用者オリエンテーション

• 学生講義

• 学生臨床実習

• RCA、KYT、SBAR研修

• 安全管理研修会

• 年間医療安全報告

• 東海北陸厚生局医療監視

• 私立医科大学協会医療安全相互ラウンド

• 愛知県医師会安全支援センター会議

• 医事関係訴訟意見交換会

• 東海医療安全研究会

• 医療の質安全管理学会

支援法人・組織

安全管理室が関わる院内・院外の会議等

• 院長・副院長会議

• 医療問題対策委員会

• 事故防止対策委員会

• セーフティーマネージャー会議

• 安全管理室打合わせ会

• 臨床系教授会安全管理報告

• 診療連絡会

• 研修医連絡会

• コンプライアンス委員会

• 事例検討会

• 医療事故調査委員会

• 院内死亡確認

• 手術・治療適応検討会

• 内視鏡外科合併症カンファレンス

• キャンサーボード

• 院内巡視

• 新入職者オリエンテーション

• 新研修医オリエンテーション

• 新規採用者オリエンテーション

• 学生講義

• 学生臨床実習

• RCA、KYT、SBAR研修

• 安全管理研修会

• 年間医療安全報告

• 東海北陸厚生局医療監視

• 私立医科大学協会医療安全相互ラウンド

• 愛知県医師会安全支援センター会議

• 医事関係訴訟意見交換会

• 東海医療安全研究会

• 医療の質安全管理学会

支援法人・組織
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25,500

6,000

3,200

7,800 500

7,800

4,100

2,400

4,000 5,700

700

320病院、67,800床
既存の医療システムとの連携

• 東海北陸地区 東海北陸厚生局

• 東海地区 東海医療安全研究会

• 愛知県

県医師会医療安全支援センター

４大学のモデル事業のシステムの継続

（日本医療安全評価機構）

病院機能評価認定病院 98病院

• 二次医療圏 がん診療連携拠点病院 15病院

地域医療支援病院 11病院

• 市および地域医師会

• 地域診療ネットワーク

• 病診連携ネットワーク

既存の医療システムとの連携

• 東海北陸地区 東海北陸厚生局

• 東海地区 東海医療安全研究会

• 愛知県

県医師会医療安全支援センター

４大学のモデル事業のシステムの継続

（日本医療安全評価機構）

病院機能評価認定病院 98病院

• 二次医療圏 がん診療連携拠点病院 15病院

地域医療支援病院 11病院

• 市および地域医師会

• 地域診療ネットワーク

• 病診連携ネットワーク

愛知県医師会の医療安全対策

① 医療安全支援センター（苦情相談センター） 2003年4月設立

患者側からの相談に対応し、医師である専門委員が問題解決に向け仲
介する。

② 医療安全対策委員会
医事紛争のなかで金銭が関わるもの。リピーター医師は医師会へ呼び
出して指導（2年に1例程度）

③ 会員相談窓口
会員相談窓口①

会員の福祉に寄与することを目的とし、問題解決に向け支援する。
会員相談窓口②（診療報酬に関する相談窓口）

平成24年4月16日より、診療報酬に関する相談・質問の窓口を開
設。

70公益社団法人愛知県医師会

愛知県医師会医療安全支援センター
（苦情相談センター）委員構成（月１回開催）

内科医会 ４名 愛知県医師会副会長 １名
外科医会 ２名 愛知県医師会理事 ２名
産婦人科医会 ２名 名古屋市医師会理事 １名
整形外科医会 ３名
精神科医会 ２名
小児科医会 １名
眼科医会 ２名
皮膚科医会 １名
耳鼻咽喉科医会 １名

泌尿器科医会 １名

※オブザーバーとして行政機関担当者が出席

弁護士
愛知県看護協会
女性団体連盟（市民代表）
4大学病院安全管理担当者・
学識経験者

１名
１名
２名
７名

合計 34名

71公益社団法人愛知県医師会

愛知県内医療安全支援センター

情報共有

愛知県

医師会

愛知県

名古屋市

豊田市

岡崎市

豊橋市

県民

東海北陸厚生局
保健所・警察署

指導・監督

愛知県医療安全推進協議会

苦情

紹介

情報共有

公益社団法人愛知県医師会
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医療事故対策の総括
• 重大事故の検証と対策には医師からの迅速な事故報告が不可欠である。

• 医師からの自発的報告を支援する報告システムの確立が必要である。

• 医療事故の検証と原因究明には、適正な専門委員の人選が最も重要で
ある。適正な専門委員は、内部、外部によらず事故に対し、高い専門性
とともに、独立性、中立性、公明性をもって臨むことが可能であり、自浄
意識も高い。

• 大学病院にとって、「第三者機関」設立は院内事故調査委員会の「第三
者性」を担保する意義が期待される。報告基準の明文化とともに調査・分
析機能の確保が課題である。

• 大学病院は、地域における医療安全の「支援法人・組織」を担う責務が
あるが、そのためには既存の医療システムとの連携が不可欠である。

• 愛知県においては、「愛知県医師会医療安全支援センター」が「支援法
人・組織」として地域の中核組織として、大学病院を含む基幹病院を統括
することが期待される。

• 医師の持続的な自浄・自律努力によってのみ、健全かつ安全な医療の
発展が可能である。
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院内調査の実態に関するアンケート結果 

医療事故情報センター 嘱託 弁護士 松山 健 

 

 

司会  今回のシンポジウムを行うに当たりまして、医療事故情報センターでは、正会員を対象

に院内事故調査に関するアンケートを実施しました。ここで、当センター嘱託の松山健弁護士よ

り、アンケート調査の結果をご報告いたしたいと思います。 

 それでは松山さん、よろしくお願いいたします。 

 

松山  医療事故情報センター嘱託の松山と申します。 

 今回、医療事故情報センターでは、全国にいらっしゃいます

正会員の弁護士の方々に対して、アンケートを実施しました。

会員数としましては、約 650 名になります。 

 アンケートの内容ですけれども、院内事故調査に対して、外

部委員として関与したご経験、そして患者側から院内調査に

対して外部から関わったご経験、もしくは先ほど木村先生か

らご紹介がありましたけれども、モデル事業に委員として関

わったご経験、それぞれについてアンケートを行いました。 

 企画の意図としましては、全国各地でいろいろな院内調査に患者側の弁護士さんが関わられて、

それなりに院内調査ごとで実情の相違というものがあるだろうと。それぞれ体験談の中から、今

後の事故調査制度を作る上で、委員会の運営の仕方についての示唆が得られるだろうということ

を期待しておりました。 

 実際、アンケートを行って、蓋を開けてみると、院内調査に対して関与の経験があると回答を

いただいた先生自体が極めて少ないということがわかりました。この例でいいますと、50 事例に

満たないくらいということになります。 

 ですので、当初企画した段階では、統計的な形でこの比率は何割くらいで、数としてはこのく

らいといったことを、グラフ等を作ってご報告できればと思っていたのですけれども、そういっ

た形での統計的には比較的乏しいのかなと考えています。 

 ざっとそういったことではありますが、こちらのレジュメには書いていませんが、院内調査に

関する数値的な比率を簡単にご紹介します。 

 あくまでもこちらは統計の基礎となる母体自体が少ないものですから、参考までということで

お聞きください。 

 

 

院内調査の実態に関するアンケート結果 

 

医療事故情報センター嘱託 弁護士  松山 健  
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アンケート結果（参考） 

 

 まず、構成に関してですけれども、院内調査の委員長が外部の委員から選任された比率は 57％

でした。 

 院内調査における委員全員に占める外部委員の比率が過半数である事例は 62％でした。 

 結果の報告として、院内調査の報告書を公表した事例は 90％ありました。多くは、病院長から

交付されていました。 

 報告に際して、書面の交付だけの事例と、口頭の報告があった事例でいいますと、口頭の報告

があった事例は 71％ありました。口頭の報告に関しては、報告の主体は病院長とその委員会の委

員長が半々という比率でした。 

 そして、院内調査結果についての患者・ご遺族の反応については、アンケートに書いていただ

いた正会員の先生方の印象でありますけれども、納得されていたというケースが 38％、納得され

ていないというのが 27％、不明が 33％でした。 

 次の関心のある項目ですけれども、院内調査が終わった後の責任追及状況がいかがなものかと

いうことについてアンケートを実施したところ、示談交渉を開始した事例が 47％、開始されなか

ったケースが 8％、不明が 45％。その他、裁判外の ADR ですとか、訴訟とかについても、アン

ケート項目にはあったのですけれども、こちらについてはほぼ回答が得られていないという状況

です。 

 

寄せられた声 

 

 統計的な意味でのご報告としては価値のあるご報告は比較的できない状況ではあるのですけれ

ども、アンケートの中に自由記載欄を設けまして、各経験者の方々から感じられた問題点ですと

か、評価できる点というものをお聞きしています。 

 そういったものは、今後新たな事故調査制度が院内調査を実施するガイドラインを設ける上で

の示唆となる視点になると思いますので、ご報告していきます。 

時間の関係もありますので、マイナス面、消極評価のほうを中心にご報告させていただきます。 

 

（１）委員の選任・構成について 

  

Ａ 委員の構成については、例えば病院長が委員に加わっていた点が問題であるというご報告

もいただいています。 

その他、内部の委員が多すぎるとか、結局、院内調査を行う事故を起こした当該病院の力関係

上の公平性が担保できないような構成になっていたという点が問題視されているところと、３つ

めも同じですけれども、同一開設者の別医療機関の医師が入っていた。 

その他、内部委員の診療科に重なりがないので、批判的な評価が行えなかったということがあ
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ります。 

あと、患者側代理人としての関与の経験がある先生からは、委員の構成を外から開示してほし

いと求めたけれども、調査が終わるまで開示してくれなかったということも、消極評価としてあ

りました。 

得られた視点としては、委員長は外部委員が望ましい。外部委員が占める割合は、できれば過

半数で定まっていることが望ましいであろう。外部委員として弁護士が入る場合には、医療側だ

けではなく、患者側も入れられるべきではないか。 

Ｂ 外部委員として選任されていたメンバーとしては、弁護士、ジャーナリスト、大学教授、

一般市民という報告があります。 

 Ｃ 外部委員として選任される手続についての問題点として記載をいただいたものをご紹介し

ます。 

 まず、専門的な評価が必要な種類の事故であったところ、専門評価をなし得るだけの専門性を

備えた委員が選任されていなかったので、追加選任を求めたところ、選任されたという経験をお

持ちの先生。 

 次は、実際の運用上の問題点ですけれども、前振りとして、委員長に選任されるということを

全く聞かれていなかったので、準備なくいきなり打診されて困ってしまった。 

 次は、こちらも今後、委員会を院内で運営する上で、外部からの委員に対して報酬等の問題が

出てくると思うのですけれども、適正な額であるべきというところと、報酬が当該病院とは別の

ところからちゃんと出る仕組みが設けられなければならないといった視点も得られました。 

 その他、忌憚のない意見を述べたら、その後、声がかからなくなってしまったというものもあ

りました。 

 

（２）委員会での発言、とりまとめについて 

 

次が、委員会での発言、とりまとめというところです。 

 こちらについては、先ほどは忌憚のない意見を述べたら声がかからなくなったというところで

機能は発揮されたわけですけれども、そもそも意見をしづらい雰囲気になってしまうところが、

構成メンバーの点であることも指摘がありました。 

 ここで積極評価のところをご紹介しますと、実際に皆さんお忙しい方が多いということで、な

かなか期日を合わせて、顔を合わせての会合を実施するのが難しいところがあるけれども、メー

リングリスト等での期日間の連絡の取り合いもあったということで、こういったことも実務上の

生かし方として、指摘できるのではないかと思います。 

 

（３）調査期間について 

 

調査の期間についても、かなり問題点の指摘が多かったところです。 
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 特に、患者側代理人としての関与で、外部から感じられている問題点として多く上がっていま

した。 

 多くは調査から結果が出るまで、時間がかかりすぎているという不満が上がっています。調査

開始から報告書の交付まで 1 年半以上費やしたであるとか、この間、中間報告的なものがあれば

まだしも、そういったものもないということで、かなり不満がたまってしまうということもある

ようです。 

 逆に、中にはあまりにも拙速にすぎるのではないかということで、3～4 カ月くらいで早くでき

てしまったので、中身がないと考えてしまうという回答もありました。 

 得られた視点としては、その都度、次回期日を決めるという形ではなくて、あらかじめ日程が

決まっているほうが望ましいだろう。事案による難易度はあるにせよ、標準的な調査期間という

ものが定まっていたほうが望ましく、原則的な調査期間を決めておいて、事案の難易度等に応じ

て変動させるというような仕組みが必要ではないか。それを、かつ患者側から把握できるような

ことも必要である。 

 

（４）事故関係者の関与について 

 

 事故関係者の関与についてですけれども、被害者からの聴き取りがなされなかったとかいうこ

とについての不満がかなりありました。 

 例えば、傍聴は許されたけれども、委員に配布される資料の配付がされず、内容がわかりにく

かった。病院側の顧問弁護士が同席していた。 

 ここで得られた視点としては、患者さん、ご遺族、もしくはそれらの代理人の関与というもの

が、調査の実を上げるうえで、かなり効果を発揮することがあるということが確認できるのです

けれども、それに代わる役目を外部委員も期待されているであろうということです。 

 少なくとも、事実関係の把握の観点からだけ見ても、被害者からの聴き取りというものが必須

であろうと考えられます。 

 

（５）調査結果・調査報告書についての問題 

 

報告書についての問題点ですけれども、経験者の方からは、こちらは問題なしという評価が多

くありました。 

 中には、再発防止策が提示されていないとか、報告書に示されている医学的評価について、示

されている原典に当たってみたところ、誤りが発見されたとか、そういった問題点が指摘されて

います。 

 ここから得られた視点としては、患者側の弁護士が外部委員として関与していないケースでは、

得てして自己防衛的な報告書としてまとめられがちであるということが窺えるのかなと思います。 

 そういう意味では、患者側の弁護士がチェック機能を外部委員として果たせることが望ましい
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であろう。 

 

（６）調査後の経緯について 

 

調査後の経緯として、問題点として挙がっていたのが、病院長自身が患者側に報告書を交付し

たにもかかわらず、以後は態度を翻すような訴訟上の展開になってしまっているというところで、

問題点を感じたということがありました。 

 

（７）全体について 

 

全体についての消極評価ですけれども、事実関係の有無について、患者側と病院側とで争いが

あるような事案については、院内事故調査の手続でこれを決することは、厳しい言い方ですけれ

ども、不可能かつ不適切であり、これが限界といえ、民事訴訟手続に任せるべきである。 

刑事手続も進行した事案で、誠実な院内調査が行われ、刑事手続は期間中保留されて、結果的

に不起訴となったけれども、受け止め方について遺族側で温度差があったらしい、被害者側から

の直接の聴取がなされなかったので、被害者からの事実関係に対する聴取がなされればよかった

という回答もありました。 

 

まとめ 

 

 以上をまとめますと、まだ法律もガイドラインも定まっていない現状ですので、医療機関ごと

に独自で我流の院内調査を実施しているというのが現状です。それだけに、ガイドライン等によ

る整理がなければ、院内調査が陥りがちな病理現象というものが、このアンケート結果に表れて

いるのではないかと思います。 

 外部委員の入らないケース、特に患者側代理人が外部委員として入っていないようなケースの

運用調査では、責任回避的な調査結果がどうしても導かれがちであると思われます。 

 昨年のシンポジウムでは、消費者事故を扱われている中村雅人弁護士にお話しいただきました

けれども、そこでも消費者事故等では、事故を起こしたメーカー等が自分の起こした事故につい

て調査を担当することはありえないという視点をいただきました。そういった観点をスライドさ

せて考えるだけでも、医療事故でも、当該事故を起こした医療機関が、どうしても責任回避的な

調査報告書をまとめたがってしまうという方向性が働くであろうことは否定できないところです

ので、そういった意味では、今回のアンケートでの観点というものは、今後のガイドライン作り

の上では参考になるのではないかと思っております。 

 私からの報告は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

司会  松山さん、どうもありがとうございました。 
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平成 26 年 5 月 31 日 

弁護士 松山 健 

アンケート調査を実施して 

 

１ アンケート 

（１） 対象者 

医療事故情報センター正会員 

（２） 回答者  

外部委員としての関与 

   

 患者側代理人としての関与 

 

 モデル事業委員としての関与 

   

追跡調査 

  各地研究会・弁護団の中心的メンバー 

 

（３） 企画意図 

 アンケート企画当初は、全国各地において、院内調査に際して、外部委員として患

者側弁護士が関与していることを前提に、大都市圏と地方とでの実情には相違がみら

れるであろうが、実際の関与経験を踏まえての外部委員の在り方についての多様な意

見が得られるであろうとの見込みで実施 

 

２ わかったこと 

 しかし、いざ蓋を開けてみると、全国的に患者側弁護士の外部委員としての院内調

査への関与自体が極めて少ないという実情があることが判明した 

 

院内調査に外部委員として患者側で活動する弁護士が入る事例が地方では稀である 

地方では、院内調査が行われて外部委員として弁護士が入ることがあっても、東京

の医療側弁護士や地元の医療側弁護士が呼ばれ、患者側弁護士には声がかからない実

情 

  

３ 寄せられた声  

（１） 委員の選任・構成について 

A 委員の構成 

（積極評価） 
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 ・外部委員が委員長として選任された 

（消極評価） 

・病院長が委員に加わっていた 

・内部の委員が多すぎる 

  ・外部委員として、同一開設者の別医療機関に所属する医師が複数入っていた 

・外部委員と内部委員の専門性（診療科）に重なりがないため、内部委員の専門分野

の意見について批判的評価ができていなかった 

・委員の構成を調査終了まで教えてくれなかった（患者側代理人としての関与） 

（得られた視点） 

・委員長は外部委員が望ましい 

・外部委員が占める割合は定まっているべき 

・外部委員として弁護士が入る場合、医療側だけでなく、患者側も入れられるべき 

 

B 医療関係者以外の外部委員としてどのような人が選任されていたか 

 弁護士（医療側、当該医療機関顧問、患者側）、ジャーナリスト、大学教授、一般市民  

 

C 選任手続について 

（消極評価） 

 ・術後の出血性ショック等が問題となるにもかかわらず、術式の適否等が論点として設

定され、初回の委員会では、集中治療の専門家が委員として選任されていなかったた

め、専任を求めたところ、次回の委員会から委員として選任された 

 ・予告なく第１回の委員会で委員長に選任されて、準備ができていなかったので、事前

の打診があるとよかった 

・評価委員の報酬が低廉、特に起案作業に携わる委員に対し、起案、検討に要した時間

に対する評価が乏しく不当 

・忌憚のない意見を述べたら、その後、声がかからなくなった 

（得られた視点） 

 ・適正な調査を行う上で必要があれば委員の追加等を行う柔軟性が必要 

 

（２） 委員会での発言、とりまとめについて 

 （積極評価） 

   会合だけでなく、期日間のメーリングリストでの検討や報告書の確認がなされた 

 （消極評価） 

 ・当該診療科の関係者が委員のほとんどを占めて、患者側弁護士の意見が採用されに

くい雰囲気があった 

・外部委員の一部が病院擁護的な発言を繰り返し、それに従った報告書が作成された 
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（３） 調査期間について 

（積極評価） 

委員の選任段階で、数か月先までのスケジュール調整がなされ、定期的な会合がなさ

れた 

（消極評価） 

  ・各委員がそれぞれ多忙であるため、なかなか日程が合わせられない 

  ・調査開始から結果が出るまで時間がかかった 

・調査開始から報告書交付まで１年半以上要した 

  ・この間、督促しないと、完成時期の目途や会合開催状況の説明がなかった（患者側

代理人としての関与） 

・報告書の完成に患者の死後１年半を要した。この間の経過報告が非常に不備であっ    

た（患者側代理人としての関与） 

・事故から４か月弱、死亡から２か月で報告書ができあがっており、十分な調査と委

員会での議論がされたとは思えない、報告書に「医療側に過失があったとは言い難

い」と記載されており、作成の目的が過失の否定であった、最も重要な患者がショ

ックに至る経過の事実認定と蘇生の処置の適否の評価が詳細になされていないこと

も上記目的であったことを推認させる（患者側代理人としての関与） 

・少なくとも調査期間の標準ないし目安を外部から分かる形で定めることが必要（患

者側代理人としての関与） 

 （得られた視点） 

  ・その都度、次回会合日程を調整する運営方式では徒に調査期間が長引いてしまう 

・標準的な調査期間が定まっている方がよい 

・被害者側等委員会の外側から調査の進捗状況や報告書の完成時期の目途が把握でき

ることが望ましい 

   

（４） 事故関係者の関与について 

 （積極評価） 

  ・被害者からの聞き取りがなされ、患者側弁護士の外部委員が担当した 

・代理人の傍聴は拒否されたが、患者遺族の傍聴は許可された（患者側代理人として

の関与） 

 （消極評価） 

・被害者からの聞き取りがなされなかった 

  ・事故関係者からの聞き取りが不十分だった 

・傍聴は許されたが、委員に配布される資料の配布をしてくれず、内容が分かりにく

かった、病院の顧問弁護士も傍聴していた（患者側代理人としての関与） 
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・報告書だけでは納得できなかったが、その後の患者側での検証作業や病院側との質

疑応答を経て、納得し得る情報を得ることができた（患者側代理人としての関与） 

・患者・遺族は、当事者なのに、聞き取りもされず、立ち合いもできず、蚊帳の外の

扱いで病院に対する不信感を募らせる形になった（患者側代理人としての関与） 

 （得られた視点） 

  ・事実関係の把握の点だけでも患者・遺族からの聴取は必要 

  ・患者側代理人の関与により、より調査が精緻化する面あり。患者・遺族及び代理人

からの疑問や質問を把握することは調査の質の向上に有益 

 

（５） 調査結果・調査報告書についての問題 

 （積極評価） 

・問題なしが多数 

 （消極評価） 

  ・再発防止策が提示されなかった 

・医学的評価の前提として引用された資料について、原典にあたってみると、報告書

に反映されるべき知見が未検討のまま、重要な結論が導き出されていることが判明

した（患者側代理人としての関与） 

・検討を行うにあたって、院内報告書では必要となる事実関係等の情報が大幅に漏れ

ており、疑義照会を要した（モデル事業） 

・参考人の医師が CTG の基線細変動がある時点で「消失している」と判断しながら、

「即時の帝王切開を実施すべき義務はなかった」と結論付けていた 

・報告書の文面だけでは、事実経過や評価の根拠を十分に把握することが困難であっ

たため、報告書受領後の文書による質疑応答を反復することになった 

・結果回避ができないことについて詳細に記載されていたので、その評価について専

門医の意見を聴取したところ、誤っているとのことであった（患者側代理人として

の関与） 

・患者側代理人として、ショックに至る事実経過について再度関係者に聴取し報告す

ることを求めたが、記憶に頼らざるを得ない部分があり、正確性を担保できないと

して拒否され全く納得できない、形だけの外部委員を入れて、いかに透明性をアピ

ールしても、内実は庇い合い体質が残っている。委員長は中央組織が適切な人材を

選んで派遣するなどしないと、逆に院内事故調の形のもとで事故の問題が正当化さ

れてしまう恐れを強く感じる（患者側代理人としての関与） 

・予後不良を強調し、因果関係を否定する内容であったが、一般的知見と乖離してい

た、訴訟において、因果関係が認定され勝訴的和解に至ったが、予後に関する評価

等が極めて問題がある報告書であった（患者側代理人としての関与） 

（得られた視点） 
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  患者側弁護士が外部委員として関与していないケースでは、得てして自己防衛的な

報告書としてまとめられがちであることが窺える 

  評価の基礎となる事実関係の把握や医学的知見の妥当性について検討が不十分でな

いか外部委員としての患者側弁護士がチェック機能を果たせると望ましい 

 

（６） 調査後の経緯について 

 （消極評価） 

  病院長が、病院自身の認識として報告書を患者側に交付したにもかかわらず、以後

の交渉や訴訟において、報告書の内容を否定し、全く異なる主張をしており、極め

て不誠実であった 

 

（７） 全体について 

 （消極評価） 

 ・事実の有無について病院側と患者側に対立がある場合、院内事故調の手続でこれを

決することは不可能かつ不適切であり、限界といえ、民事訴訟手続きに任せるべき 

  ・刑事手続も進行した事案について、誠実な院内調査が行われ、刑事手続は調査期間

中保留とされ、結果的に不起訴となった、受け止め方について遺族間にも温度差が

あったらしい、被害者からの直接の聴取がなされなかったので、なされればよかっ

た 

           以 上 
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患者側代理人の観点から 

事故調査委員会の外部委員の経験から 

弁護士 五十嵐裕美 

 

 

 

司会  続きまして、東京弁護士会の五十嵐裕美さんに、患者側代理人の観点からご報告をお願

いいたします。 

 五十嵐さんは、平成 6 年に弁護士登録され、東京都内で患者側代理人として医療事件に携わっ

ておられます。本日は、神奈川県内の病院で起きた医療事故に関して、外部調査委員に任命され

た際のご経験をご報告いただきます。 

 それでは五十嵐さん、よろしくお願いいたします。 

 

五十嵐  ご紹介いただきました五十嵐裕美と申します。東

京の医療問題弁護団に所属しております。 

 本日、私がここでお話をすることになったというのは、い

まご紹介いただきました医療事故調査委員をやった経験に

おいて、今後の事故調査制度について教訓となる点を話せと

いうことだと思います。 

 と申しますのも、私が外部調査委員を務めた事故に関して

は一度院内事故調査が行われておりまして、その後、事故調

査をやり直すということで外部事故調査委員会が設置され

て、事故調査をやり直したという経過がございます。それは今後の事故調査に示唆する点がある

のではないかなということで、今日は限られたお時間ですので、その観点だけからお話をさせて

いただきます。 

 

１ 事故の概要 

 

 事故の概要ですけれども、レジュメの最初に書いてございます。事故当時 29 歳の女性の患者

さんが、クッシング症候群という内分泌系の病気のために、平成 14 年 10 月に腹腔鏡下の左副腎

摘出術を受けました。副腎腫瘍が原因のクッシング症候群の患者さんでしたので、こちらについ

て、腹腔鏡下の手術を受けたところ、4 週間後にお亡くなりになったという事故であります。 

 この事案については、いろいろな経過があるのですけれども、私が参加した事故調査委員会が

なぜ開設されることに至ったかという経緯を先にお話ししたほうが理解しやすいかと思いますの

で、レジュメの 1 ページの 2（3）からお話をしたいと思います。 

 患者側代理人の観点から  

事故調査委員会の外部委員の経験から 

 

弁護士  五十嵐裕美  
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２ 外部事故調査委員会 

 

設置の経緯～死亡原因についての所見の推移 

 

 この手術自体は、死亡の危険性が 2％も 3％もあるような手術ではありませんで、予想外に事

故が起きたということですので、お亡くなりになったあと、ご遺族の方、患者さんのご両親様は

警察に事故ということで届出をされました。 

 しばらくたった平成 15 年 2 月に、死体検案書が届いたのですけれども、この死体検案書には

直接死因として出血死、その原因として、副腎動脈縫合不全と書かれていたんですね。この段階

では、もちろん司法解剖の結果もわかっておりませんし、この死体検案が届けられたということ

で、病院側もご遺族も、手術の時の血管の止血が不十分であったんだろう、それによる出血性シ

ョックによる死亡だという認識を持ったわけです。この死体検案がこの事案を混乱させるひとつ

の大きな原因となりました。 

 結果を最初に申し上げておきますと、これは副腎の摘出手術ということで、腹腔鏡下手術をし

たのですけれども、後にわかったところでは、結果的には、膵臓の一部を副腎と見誤って、膵臓

の一部を切除してしまっていたんですね。そのために亡くなったということであります。 

 話が前後しましたけれども、当初の死体検案が出血性ショックということでしたので、その認

識の下に、病院側もご遺族側も交渉を重ねられて、平成 15 年 10 月 8 日にご遺族側は記者会見を

されまして、真相を知りたいということで、外部委員の入った外部事故調査委員会を設置してほ

しいという要望を述べられています。 

 同じ日に第 1 回の院内事故調査委員会が開催されていまして、翌日病院側が第 1 回の院内事故

調査委員会を受けて記者会見をしているのですけれども、ここでは過失を否定する見解を病院側

は述べております。 

 病院側の過失否定の根拠とされたのが、第 1 回の院内事故調査委員会でＩ医師という泌尿器科

の先生、これは泌尿器科の手術ですので、泌尿器科の先生が専門家として手術ビデオを検証され

て、院内事故調査委員会に報告をしたと。その報告の内容を根拠として、病院側は過失を否定す

る記者会見をしたのです。 

 このＩ医師というビデオを検証した医師の意見というのは、ビデオを検証したけれども、定型

的な経腹腔到達法で手術が行われていて、手術手技には特段不適切な点は見られなかったという

意見を述べられています。 

 しかし、Ｉ医師のビデオの検証が、結果的には非常に問題だったんですね。 

 まず、Ｉ医師の専門性の問題ですけれども、泌尿器科医で、腹腔鏡による手術の経験はあった

のですけれども、腹腔鏡下副腎摘出手術の経験がわずかに 1 件しかありませんでした。 

 次に、ビデオの検証の仕方自体が、当時、当該病院の泌尿器科の医長から、死亡原因は手術の

際の止血ミスだと言われているというので、止血がちゃんとなされているかどうかという点に絞
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ってコメントをくださいというふうにご依頼が出されていたということ。 

 しかも、いろいろな経過で、事故調査委員会に報告することで、時間が非常に限られていた状

況のなかでビデオを渡されて、翌日までにコメントをくれということを言われて、非常に時間の

ないなかでご覧になったものですから、Ｉ医師は止血をちゃんとしているかどうかという観点に

絞ってビデオを見て、手術ビデオの最初から最後までを細かくきちんと見たわけではなかったん

ですね。 

 さらにもう一つの問題点として、Ｉ医師というのが、この病院の泌尿器科に籍を置く非常勤講

師の立場にいた人だったということです。一応院外の先生だったのですけれども、非常勤講師と

して、ここに籍があり、当該泌尿器科の科長の先生からの依頼でビデオを検証したというところ

で、そういうようなバックグラウンドがあったということです。 

 このＩ医師の意見を基にして、病院側は 10 月 8 日に記者会見を行ったのですが、この記者会

見の席で、マスコミから「ビデオを検証したのは外部の医師なのか、それとも同じ大学の系列の

先生なんですか」という質問がありまして、これを受けて、外部委員にもビデオを検証してもら

う必要があるなあというふうに当該病院は考えまして、別の大学の医師に鑑定依頼をしようとし

ました。 

 この鑑定を依頼されたのが、日本ＥＥ学会という、いま日本泌尿器内視鏡学会と名前が変わっ

ておりますけれども、泌尿器科の内視鏡の学会でありまして、ちょうど日本ＥＥ学会では、依頼

があった 3 日前に、個人に依頼された鑑定は学会で引き受けるという理事会の決議をしたところ

でありまして、この症例が学会鑑定の第一号ということになって、当時新聞などでも取り上げて

報道をされていたところです。 

 これが平成 15 年 11 月頃のことですけれども、この頃、捜査のほうの手続の進行はよくはわか

らないのですが、学会のほうも警察のほうも、同じように学会関係で専門医に鑑定を依頼したよ

うです。 

 この間の経過というのは、よくわからないのですが、11 月、12 月と平成 16 年 1 月になって、

どうも警察のほうからの示唆で、当該病院の病理の先生に、再度病理標本を切り出して確認をし

てほしいという示唆がありまして、当該病院で保管されていた、この患者さんの病理組織をもう

一度切り出して、よくよく検討したところ、従前、病理検査の結果のコメントには脂肪組織と出

ていたのですけれども、膵臓であるということが判明したわけです。 

それで、これはいよいよ膵臓損傷だということが明らかになってきまして、その後、それぞれ

が依頼した学会の鑑定医の先生の専門的なお立場からのコメントも出て、これは血管の止血不十

分による出血性ショックではなく、副腎と誤って膵臓を切除してしまったことによる事故だとい

うことがわかりました。 

それで、平成 16 年 2 月になって、病院側も、第 4 回目の院内事故調査委員会がこの日にあっ

たようなのですけれども、膵臓損傷による医療事故であるということを認めたという経過であり

ます。 

その後、また病院側とご遺族側のやりとりがいろいろおありになったようで、紆余曲折があっ
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た結果、平成 17 年 5 月になって、この外部調査委員会というものが開催されるということにな

りました。 

 

時期 

 

私のレジュメの 1 ページ目の「2 外部事故調査委員会（1）（2）」というところに戻っていた

だきたいのですが、外部調査委員会は平成 17 年 5 月から 9 月まで、実質的には 8 月末までだっ

たのですけれど、その間に 9 回開催されました。月 2 回ぐらいなんですけれども、その間に準備

をしたり、記録を読んだり、書面を書いたり、報告書の案を書いたりということで、なかなかハ

ードな委員会だったのですけれども、この期間で報告書を仕上げております。 

 

構成メンバー 

 

 この委員会の構成メンバーですけれども、患者側の推薦委員が 3 名、病院側の推薦委員が 3 名、

その他 2 名という、この 8 名の構成でした。 

 患者側推薦に入りました弁護士は私です。それとジャーナリストの方がお一人、市民代表の方

がお一人。病院側の推薦は、医療機関側の弁護士さんがお一人、そして当該病院の副院長の先生

と医療安全管理室長の先生。この 2 人は院内ですので、この委員会は外部と言いながらも、実質

的には混合型というような委員会になるかと思います。 

 その他で、元裁判官の方で法科大学院の教授をしていらっしゃった方がお一人。この方が委員

長をされました。もうお一人が、日本ＥＥ学会推薦の専門の先生です。この手術のスペシャリス

トの先生でしたけれども、その方が入られました。 

 この調査委員会の一つの特徴として、ご遺族と院長先生（当時）が、毎回オブザーバーとして

参加されています。 

 外部委員会の議論というのは、医学的評価については、ある意味、間違った部位を切除したと

いうことが専門医の鑑定で勝負が出たあとの委員会ですので、非常に厳しく行われたということ

が特徴として上げられると思います。また、もう一つの特徴として、事故だけではなくて、過誤

が発見されるまでに、どうしてこんなに時間がかかったのかということも一つのテーマとして議

論しております。 

 

３ 院内事故調査委員会がなぜ機能しなかったか？ 

 

 この院内事故調査委員会の教訓、私の経験から考えられることとして、3 つのことを申し上げ

ます。 
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専門性 

 

 専門性、中立性公正性、透明性、この 3 点、先ほどらい各発表者の先生方のお話の中で出てい

ますけれども、まず専門性の問題ですけれども、今までのお話から皆さんにも十分ご理解いただ

いているとおり、まず最初に専門家として手術の検証に当たったＩ医師が、比較的専門性が低く、

かつ中立公正性にも問題があったということです。 

 他方、何人かのＥＥ学会の先生がこの手術ビデオの検証をされているのですけれども、私が入

った外部事故調査委員会に入られた日本ＥＥ学会推薦の先生は、非常に専門性が高く、ビデオを

上映しながら、説明をいろいろ私どもも聞いたのですけれども、非常にわかりやすく、適切な手

術の評価をしていただいたと思います。 

 少し背景事情を申し上げると、ビデオの検証というのは、誰が見ても泌尿器科医ならわかるん

じゃないかと思われるかもしれないのですけれども、特に手技的なミスというのは難しくて、例

えばこの事案でも、執刀医の先生は、事故が起こった後、どうしてだろうということで、自分の

手術ビデオを何度も見直しているんですね。だけど、執刀医自身は、何度見ても手術の問題点が

わからない。 

 もうひとつ、私も患者側で関与させていただいた東京医大での心臓血管外科の事故の調査委員

会がありましたけれども、これなども第三者の学会の、完全外部の調査委員会が調査して評価し

ましたけれども、当該執刀医、当該診療科の医師がビデオを見ても、なかなか問題点はわからな

いんですね。 

ですので、このことから導き出されることとしては、本当に当該分野の専門性のある先生、そ

してきちんと中立公正なご意見を言っていただける先生を、事故調査委員会の委員としてお願い

をすることが非常に重要だということが一つ言えると思います。 

 

中立性公正性 

 

 もう一つが、言うまでもなく中立性公正性の問題です。たくさん指摘されていると思います。 

 このケースではなく、私が患者側の代理人としていくつかの院内事故調査を見たことがあるわ

けですけれども、外部といわれる専門家の先生が入っている調査報告書でも、「こんなことを、こ

の先生が言うかな」と思うようなご意見が記載されていてびっくりしたという経験がございます。 

 中立性公正性の関係でもう一つ言いたいのは、形式的に外部の委員が入っているというだけで、

中立性公正性が保たれるという意味ではないと思うんですね。 

 皆さんも、もしかしてご存じかと思いますが、豊田郁子さんという、お子さんを亡くされた医

療被害者の方がいらっしゃいますけれども、この方のケースなどでも、事故調査委員会がされて

いまして、この事故調査委員会にはちゃんと外部の専門家と称する医療系の委員の先生が 2 人、

弁護士委員も 1 人入っているんです。ですけれども、この調査報告書はちょっといかがなものか

なという報告書でして、議論の中身は全然知りませんのでわかりませんけれども、外部の先生方
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がきちんと外部委員として役割を果たしたというふうには、ご遺族側としては感じられないとい

う報告書でした。 

 逆に、別の件で、患者側代理人として見たことのある調査報告で、完全に院内の先生ばかりだ

けれども、非常にクリアカットに適切な調査がされているというものを見たことがありますので、

形式だけではなく、きちんと第三者性が入るということが大切だと思います。 

 もう一点、中立公正に調査がなされるためには、やはり調査において予断偏見がないというの

も大事なことだと思うんですね。 

 今日お話ししましたケースでも、手術ビデオ以外に事故に気がつけるチャンスというのはいく

つもあったと思うのです。例えば、術後の腹部ＣＴ所見でもそうでしたし、病理の問題でもそう

ですし、詳しく申し上げる時間がないですけれども、中立公正な目で見れば、ここは何かおかし

いのではないかというふうに気がつける場面というのはいくつかあったように思います。 

 そういう疑問が、委員会の中で明白になっていくプロセスが保証ないし実現されているという

ことも、中立公正性の担保のために必要かなと思います。 

 そして、これは先ほど申し上げましたとおり、委員一人一人が、立場の中立公正性だけではな

く、独立して、倫理観を持って、自分の考えで委員会の中できちんと意見を言うんだということ

が必要で、そういう委員を事故調査委員会の中に送り込んでいけるシステムを作っていくという

ことが大事ではないかと思います。 

 

透明性 

 

 もう一つはもちろん透明性でありまして、これも先ほどらいのお話で出ていましたけれども、

患者側の関与ですね。先ほどの豊田さんのケースでも、全くご遺族側の意見を事故調査の過程で

聞いていただくという機会はありませんでした。そのために、最低限の前提となる事実経過につ

いても、ご遺族側と多少違う経過を前提に委員会の評価がなされたということがございました。 

 いま行われているモデル事業でも、産科医療補償制度でも、必ず調査のプロセスの中で、患者

さん側、ご遺族の側に意見を聞くという機会は保証されています。それは、診療経過の事実経過

について、ご遺族側、患者さん側のご認識と違うところはありませんかということと、この調査

で何を知りたいんですかということを聞くことになっています。 

 すべてのケースで事故調査に患者側の傍聴が適切かどうかというのは議論のあるところだと思

いますけれども、少なくともこの 2 つの点について、患者側、ご遺族側が意見を述べる機会があ

るということは、事故調査の透明性を担保する上で、最低限必要なことではないかなと思ってお

ります。 

 

 先ほどらい申し上げましたけれども、いろいろな要素があると思いますが、きちんとスキルを

持っていて、しかも自分の倫理観と専門性、独立性できちんと議論ができるという、少し経験を

積んだ委員を、支援センターの援助もあって、学会についても弁護士についてもそうですけれど
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も、そういう委員を院内事故調査委員会に派遣していけるような、実質的なシステムが整ってい

くということが、今後行われる事故調査では非常に必要な要素なのではないかなと個人的には思

っていることです。 

 以上、駆け足でしたけれども、経験から感じたことをお話しさせていただきました。ありがと

うございます。 

 

司会  五十嵐さん、どうもありがとうございました。 
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平成 26 年 5 月 31 日 

弁護士 五十嵐裕美 

事故調査委員会の外部委員の経験から 

１ 事故の概要 

 事故当時 29 歳の女性が、クッシング症候群のため、平成 14 年 10 月 1 日、腹腔

鏡下左副腎摘出術を受けたが、約 4 週間後の同年 10 月 28 日、死亡するに至った。 

２ 外部事故調査委員会 

（１）時期 

平成 17 年 5 月から 9回開催。平成 17 年 9 月 7 日付けで報告書作成。 

（２）構成メンバー 

患者側推薦３名（弁護士・ジャーナリスト・市民代表） 

病院側推薦３名（弁護士・副院長・医療安全管理室長） 

その他２名（法科大学院教授・日本ＥＥ学会推薦専門医） 

ご遺族と院長がオブザーバーとして、毎回、傍聴。 

（３）設置の経緯～死亡原因についての所見の推移 

死亡直後、ご遺族が警察に届け出。 

平成 15 年 2 月 10 日 死体検案書が病院に届く。 
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2 

死体検案  直接死因 出血死 

 その原因 副腎動脈縫合不全 

 これを根拠に、当初は、遺族も病院も左副腎動脈のクリップが外れたことに

よる出血性ショックによる死亡との認識。 

平成 15 年 10 月 8 日 遺族の記者会見 死因は出血死 

平成 15 年 10 月 8 日 第１回院内事故調査委員会 

★Ｉ医師が手術ビデオを検証し「定型的な経腹腔到達法で手術が行われ、手

術手技には不適切な点は見られなかった」と説明。 

★委員会では死因について「術後のクリップの外れによる出血性ショックが

直接の死因ではない。膵炎から敗血症・ＤＩＣを合併し、その後多臓器

不全から脳ヘルニアに陥り脳死状態となり、心停止となった。」 

平成 15 年 10 月 9 日 病院記者会見 

 死亡の原因は術中に起こったトラブルではなく、術後合併症（重症膵炎）

によるものである。 

記者からビデオを鑑定した医師は病院関係者かとの質問。 

平成 15 年 11 月～ 

 記者会見での指摘（質問）を受けて、当該病院のＢ医長がＫ大学に手術

ビデオの鑑定を依頼。Endourology.ESWL 学会では 3日前の理事会で学会

で鑑定することが決まっていたため、学会鑑定へ。 

 警察も鑑定依頼。 

平成 16 年１月 

病理標本の再切り出しによる膵臓の組織であることが判明。 

学会鑑定書で膵臓切除の指摘。 

平成 16 年 2 月 

 第４回の院内事故調査委員会及びその後の病院記者会見で、膵臓損傷に

よる医療事故であることを公表。 
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３ 院内事故調査委員会がなぜ機能しなかったか？ 

（１）専門性 

院内事故調査委員会のＩ医師は専門家とされたが、その専門性は低いものであ

った。中立公正性にも問題があった。 

外部事故調査委員会の日本ＥＥ学会推薦の専門性の高さ。 

（２）中立性公正性 

院内事故調査委員会の時点でも疑問は持てたはず。 

予断偏見のない調査。 

事故調査のスキルの必要性。 

「外部」「外部委員」の意味。独立性。 

（３）透明性 

遺族の関与 

非医療者（特に法律家）によるチェックの必要性 

以上 
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患者側代理人の観点から 

弁護士  和田 清二 

 

 

 

司会  続きまして、長野県弁護士会の和田清二さんに、患者側代理人の観点からご報告をお願

いいたします。 

 和田さんは、昭和 55 年に弁護士登録され、長野県で患者側代理人として医療事件に携わって

おられます。本日は、長野県で起きた医療事故に関して、外部委員に任命された際のご経験をご

報告いただきます。 

 それでは和田さん、よろしくお願いいたします。 

 

和田  長野から参りました和田と申します。さっそく、私

の経験をお話しさせていただきたいと思います。 

 実は、外部委員として調査委員会に参加したのですけれど

も、もともと調査委員会の設置要綱のようなものがありまし

て、その中にも外部に漏らしてはいけない云々というような

ことが書いてありました。これは公表する手段がないまま、

調査委員会の結論を出して報告もしたのですけれども、外部

公表をしていないという顛末で終わっているんですね。 

 そのようなことで、余り中身の詳しいことはお話しできな

いかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。 

 

事案の概要 

 

 長野県のある公立病院という程度でお話しさせていただきたいと思いますが、平成 17 年にあ

った事故なんですね。これは非常に悲劇的な事件でありまして、ある月の例えば 5 月 16 日に大

腸癌手術が大過なく終わりまして、若干痛いとかその程度のことはありましたが、それは普通の

経過だろうという形で、通常の過程で 28 日に退院したと。翌日は日曜日なのですけれども、キリ

キリお腹が痛いというような症状があるんですね。そこのところで我慢してしまうんですね。日

曜日ということもありました。その翌日、30 日に再入院ということになりました。 

 キリキリお腹が痛むということで再入院するのですが、6 月 1 日には亡くなってしまうんです

ね。この間に 2 週間ちょっとしかないわけで、残された家族、奥さん、子ども、ご両親は、これ

は非常に悲劇的な、信じられないという状況でした。 

 

患者側代理人の観点から 

 

弁護士  和田清二  
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調査委員会の構成 

 

 調査委員会の立ち上げは非常に早くて、1 カ月そこそこの間に調査委員会がありまして、実際

に翌月の末には、第 1 回の委員会が開かれました。 

 その外部委員として私が入ったのですけれども、構成を申し上げますと、私の他に大学病院の

ドクター、それと原告の会の幹事の方がいらっしゃいました。内部委員は 3 名ですが、ドクター

2 名、リスクマネージャー1 名ということで、総勢 6 名です。 

 冒頭、オブザーバー参加を認めてくれということを言われまして、議論にはかって、当該病院

の院長がオブザーバーで参加できるということにはしておりましたけれども、発言する機会はな

いままもちろん終わっています。 

 私はそこの中の委員長になったんですね。これは私の予想したことでもなんでもないのですが、

自分としては非常によかったなと今では思っております。 

 

調査期間 

 

 結果を 6 カ月後には報告書として完成し、内部調査ですから、公立病院の管理者宛に提出した

ということになります。 

 その後、患者さんのほうで法的責任の追及はどのようになったかと申しますと、もちろん私ど

もは全然関与しておりませんし、正式に聞いたことではないのですけれども、示談交渉をして、

大分かかったと聞いておりますが、示談で解決しているようです。 

 

調査目的の確認 

 

 私がもともと外部委員として連絡を受けて参加をと言われた経過ですけれども、これはわから

ないです。私も「これはいい機会だな」と自分でも思いました。 

 第 1 回の委員会の時から、加藤先生が作られた、湯気がまだ立っているような段階の本だった

のですけれども、『医療事故から学ぶ』という事故調のバイブルのようなものですけれども、もう

すでに公立病院のほうで持っていまして、その後の進行が、私が委員長になってからも非常にや

りやすかったです。 

 ここに書いてあるように、責任追及のためにこの委員会を開いているのではないのだと、要す

るに何がこの現象をそうさせたのか、何が彼を死に至らせたかということの原因、誘因を探索し

ながら、改善点、これから何をすべきかと、どのように医療の改善に向けてやるべきかという、

そういう観点で調査をさせていただきますという、その根幹がこの本には書かれていまして、そ

このところを皆さん全員納得なさっていて、自由に議論もされましたし、証拠についても的確に

出していただいたし、事務局の整理も強引ではなく、委員サイドから出る要望に従った形で、記

録整理などもしてもらいました。 
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委員の構成比の問題 

 

 委員の構成として、3：3 と申し上げましたけれども、この事件を委員長としてやらせていただ

くときには特に問題ないのですが、内部委員はドクター2 名で、外部委員としてのドクター1 名

というのは、人数の比からいってどうなのかなという気はしました。 

 いろいろな論争になったときに、どうしようかなという気持ちを私は持ったんですね。ですが、

外部委員の先生が非常に精力的に事実経過の整理についても目を入れてくれましたし、私も十分

見ました。 

 医学的な意見については、私も知らないような原因疾患が出てきたものですから、そういうも

のを医学文献上でも明らかにしてほしいということを申し上げまして、しっかりと先生も医学文

献を用意していただいたりしながら、報告書の中にも医学文献を添付して完成させております。 

 このように、具体的にはよろしかったのですけれども、問題点としては、人数構成ということ

ではどうかなということは、ちょっと当時考えておりました。 

 

調査方法についての評価 

 

 先ほど申し上げましたように、振り返って調査方法について何か問題点があるかということに

なれば、時間も 6 カ月そこそこで、8 回の委員会でしたが、非常に精力的にスムーズにできたと

いうことで、問題はなかったと思っております。 

特に良かったなと思うのは、加藤先生のバイブルのおかげかもしれませんが、何が原因で誘因

かという、じゃあどうすればよかったのかということを後向きで、私も訴訟ではそのような対応

をするのですけれども、そういう観点から見て、後向きで検討する。それをまた遡って時系列に

一つ一つ押さえていくという、こういう弁護士としてやるべき筋道だった段取りをこの委員会の

中でとれたと。 

よく、医療訴訟になると、すぐに因果関係に問題が出てきたり、あるいはそういう考え方もあ

るけれども、この場合には、こういうふうに考えたのだから問題がないというような、自然科学

的な判断というのですか、イチゼロのような考えにすぱっと言い切ってしまうようなところが、

自然科学者にはありがちではないかなと僕はいつも思っているのですが、後向きに見て、でもそ

ういう考え方ばかりではなくて、こういう文献もあるでしょうと。こういうことも考えられる余

地があったでしょうというような議論が非常に成り立っていたということですね。 

 いろいろな可能性の議論を旺盛にできたということですね。わからないから仕方がないという

ような意見が、この委員会の中で病院側のほうからもあまり出なかったですね。 

 一番の成果は、そのような考え方で、司会といいますか、筋道ができたということと、一緒に

参加していただいた外部ドクターが非常に整理を詳細にしていただいたということですね。 
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結果公表のシステムを 

 

 残る問題なのですが、結果公表の問題ですね。 

結果は非常に私どももたくさんの、このような改善点がある、このようにしてほしいというこ

とを研究しました。なおかつ病院まで行って、ICU のルームまで見分させていただいて、こんな

機械ばかりの中で、いったい先生方、あるいは看護師さんとの間で共通認識が得られるのだろう

かと。刻々と変化していく病態に対して、共通の情報が得ていられるのだろうかと。あるいはカ

ンファレンスなんて、いったいどこでやるのだろうと。機械ばかりで座る机もない。そういうと

ころまで見て、いろいろな観点からこのような対応をしてほしいと申し上げたのですが、バイブ

ルにもあるのですけれども、患者さんの同意を得なければ公表できないというところに、非常に

問題がありました。報告書は、患者さんの氏名、年齢まで入れないように、非常に注意して作っ

た報告書ですが、これは患者さんには渡したものの、外部に公表される、あるいは公立病院で対

外的に確認点、あるいは改善点を外に公表するということもなかったです。 

 ですから、そういう面では、医療の事故から何を学ぶかという観点での外部調査委員としての

役割というのは、本当に画竜点睛を欠くようなことになったのかなという、そこが非常に悔やま

れます。 

 一生懸命やって、改善点を申し上げたのだけれども、本当にその病院が正確に捉えてくれたの

かな、あるいは市民、あるいは全医療との関係で、改善点が認識されたのかなというところにつ

いては全く確証がないです。 

 それが今後の課題で、事故調などをやるときに、公表のシステム、患者さんの意思だけに拘束

されるのか、あるいはもっと弾力的な方法があるのではないかということを考えています。 

 

責任論・因果関係論との関係 

 

 最後ですが、調査の中でいろいろ意見を言っていくときには、今回の意見の中では、この段階

ではこういう手術をするべきであるというようなことまではっきりと書いていただいている部分

もありますが、やはり責任追及ではないよというようなことにこだわりを持ってしまいますと、

ついでに因果関係論が出てきたり、本当にその時やれば、救命できたんですかという、いわゆる

訴訟論みたいなものが入ってくると、ちょっと事故調もうまくいかないような気もするので、そ

の責任論と因果関係論をどの程度、調査の意見書の中に反映させるのか、議論できるのかという

ところは、これから私どもも、情報センターでももう少ししっかり考えたほうがよいのではない

かと思います。 

 雑ぱくでございましたが、最後はそんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

司会  和田さん、どうもありがとうございました。これで第 1 部は終わりといたします。 
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第 2 部 パネルディスカッション 

コーディネーター 医療事故情報センター常任理事  加藤良夫 

  司会       医療事故情報センター常任理事  堀 康司 

 

 

 

司会（堀） それでは第 2 部を始めたいと思いま

す。第 2 部は、医療事故情報センター常任理事の加

藤良夫弁護士にコーディネーターを依頼してあり

ます。 

 先ほどご登壇いただいた方に前に並んでいただ

いております。冒頭ご説明しました論点整理など

に沿いながら、さらに議論を深めていきたいと思

います。 

 また、アンケートでいくつかご質問もいただい

ておりますので、それも適宜織り込みながら、進行を進めたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

１ 医療事故の抽出力を高める仕組み 

 

加藤  後半のコーディネーター役をさせていただきます加藤良夫です。 

本日は、シンポジストの皆さん、とても参考になる良いお話をしていただきまして、ありがと

うございました。若干、冒頭の堀弁護士からの論点整理を睨みつつ、少し私のほうから質問など

もさせていただきたいと思っております。 

 皆さんからの質問・意見等を、いま堀弁護士が集計中であります。後に紹介をしていただきな

がら、パネルディスカッションの中で活かしていきたいと思っておりますのでご了解ください。 

 最初に、杉岡さんにお尋ねをしたいと思います。実際にお医者さん達は医療事故を起こしたと

きに、「これは合併症だ」ということで、事故という形で報告することに抵抗感があるのではない

かなということを私は感じているのですが、医療安全の部署で働いていて、杉岡さんはその点に

ついてはどんなふうにお感じになっているでしょうか。 

 

杉岡  加藤先生が正におっしゃるとおりで、先ほどの発表でも申し上げましたけれども、事故

報告の中に合併症という項目を設けました。医師は、事故と言う言葉には非常に抵抗感がありま

す。ですから有害事象と言うのですけれども、その中に合併症という項目を作って、報告をさせ

るというふうに取り組んでおりまして、そこはかなり情報収集に役立っていると思います。 

第２部 パネルディスカッション 

 

コーディネーター  加藤良夫  

司会  堀 康司  
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 合併症だからいいとか悪いとかではなくて、合併症として報告するという文化が大事なのだと

思っています。 

 

加藤  ありがとうございました。実際に、手術をしてから 30 日以内の死亡とか、そういう形で

きちんと抽出できるようにしていくというのは、一つのとても大事な考え方だと思います。それ

から、院内において、各部署に医療安全に関わる人たちが 90 名ぐらいおられるというお話でし

たが、そういう体制は、こうした医療機関の管理者が、院内で起きている調査すべき事例を適切

に抽出するという観点では必須のことだろうと思います。ですから、今後、法律に基づいてガイ

ドラインができていく、そういう中には、そうした安全管理の部署というものを、きちんと作っ

て、抽出力を高められるような仕組みというものを作らなければいけないのではないかなと思う

のですが、その点はどうお思いでしょうか。 

 

杉岡  抽出させるためには、システムを作っていくということが非常に大事でありまして、手

術で何か事故が起こったといったときに、当事者に報告をさせるだけではなくて、その部署の、

正確に言いますとセーフティマネージャー、すなわち安全管理推進者が報告をする、あるいはそ

れに対して介入をするといったシステムが役立っています。 

 要するに個人のレベルではなくて、部署あるいは安全管理推進者というのを各部署に配置して、

彼らが中心となって事故報告を上げていくというシステムが必要なのだろうと思っています。 

 

加藤  今の点について、木村さんはどんなふうにお感じでしょうか。 

 

木村  おっしゃるとおりで、合併症だと言えば、すべて済むかなんて誰も認めないと思うんで

すね。ただ、先ほどお話ししましたけれども、今後、高齢化する社会で、それぞれが 2 つ 3 つの

病気を持っているのが当たり前のような状況が、もうすでに始まっている。それから、やる手術

は非常に複雑化されて、内視鏡の手術などもある。その中で、じゃあこれは合併症なのか事故な

のかという判定も非常に難しくなっていますし、多分もっと複雑になるだろうと思います。 

 もう一つは、いま保険点数の問題で、7 対 1 をもっと減らして、ワイングラス型からピラミッ

ド型にしたい。要するに、介護だとかそういう領域をどんどん増やして、高齢化に備えたいとい

うような事態になると、そういう施設、長期療養のような施設で起きる事故を、じゃあどう考え

るのかという。とたんにいろいろな複雑な問題があると思いますので、この点は確かにおっしゃ

るようにシステムとしてそういうものを作る。ただ、それもなかなか難しいと思います。 

 私どもは、後ろのほうに推進委員会の報告を出していますが、事故がこういうものであると定

義をしても、なかなか文章で言えないので、医療事故とするかどうか判断するプロセスを決めた

らどうかということを一つ提案しています。 

 それは 3 つぐらいポイントがあって、それを決めるのは病院の管理者ではなくて、しかも経験

の長い医師が、最終的にこれはどうしたらよいかを決めるというのも一つだし、患者側から問題
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として出てくるということもあるわけですけれども、基本的にはクレームがあるから事故対応す

るというのではなくて、イベントがどうだかということによって、イベントオリエンテッドな判

断をしなくてはいけないだろう。 

 3 番目として、これをどうしようかと考えたときに、外部に相談する機能、そういうものがシ

ステムとしてあったほうがよいのではないかと考えています。 

 

２ 専門委員の人選方法 

 

加藤  資料の 3、4 ページ（本誌 9、10 ページ）をご覧いた

だきたいと思いますが、論点 1、2 とございまして、時間が相

当食い込んでおりますので、とりあえず論点 2 のほうのお話

をさせていただきたいと思います。 

 論点 2 のところで、杉岡さんが委員の人選ということの大

切さをお話しされました。要するに専門医であればいいとい

うわけではなくて、そこには自浄意識、あるいは厳格性、そう

いうものが必要なのだと。言ってみれば同僚評価、ピアレビュ

ーということの困難さをお話しになったのだろうと思うので

すが、どういうところで自浄意識の高い医師と低い人とを、実際の委員人選に当たって配慮され

ているのか、もし何かヒントがあれば教えていただきたいと思います。 

 

杉岡  内部委員の場合には、逆にいうと、我々は常に同僚評価をしているわけですね。それこ

そ日常の会話であるとか、普通の患者さんの情報交換等でも、やはりこの人は公明正大な意見を

持って言える人であるかどうかということを評価しています。逆に我々は内部委員のほうが選び

やすいというか、自信をもってこういう事故にはこういう方に評価をしていただきたいと言える。 

 問題は外部委員のほうでして、外部委員はやはり学会の推薦とか、基幹病院の専門医から選ぶ

ということなんですけれども、我々はその専門医としての情報はありますし、この人はしっかり

した人かどうかとか、間接的な情報はできるだけ収集しますが、実際にこの人がどれだけのピア

レビューに耐えうる人材であるかどうかということに関しては、正直わからないし、不安である

ということを実際によく経験いたします。 

 

加藤  学会として外部委員の推薦依頼があった時に備えて、きちんとピアレビューのできる人、

厳格に同僚評価ができる人というのを予めリストアップしていると期待して良いものでしょうか。

その点、木村さんにお伺いします。 

 

木村  医療安全調査機構では、先ほどお話ししたとおり 3 千人学会の専門医を登録していて、

その時々必要な専門医をお願いしているのですが、それをどうやって選んでいるかというと、消
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化器なり循環器なりの学会の理事長の先生に、何かあったときに、その領域の評価委員を推薦す

る先生をまず一人登録させていいただいて任命する。その先生によくお話をして、人格、評価と

いう点で公正性を持って、良く内容を理解して、罰を与えるのではなくて、原因究明ですよとか、

そういうことを良く理解している学会の中の、しかも専門性を持った方をその都度推薦していた

だくと。その推薦者をよくお話をして、普段からお願いしているという、2 段構えにしています。 

 

加藤  私からお聞きしたかった点を最初に質問させていただきましたが、皆さんからのアンケ

ートに寄せられた質問や意見について堀さんから紹介していただきたいと思います。 

 

３ 病理解剖の実施率を上げるには 

 

司会（堀） ご質問をお寄せいただきまして、ありがとうございました。 

 まず、事実認定の問題についてご指摘をいただいた方がいらっしゃいます。調査をきちんとす

るためには、前提となる事実がきちんと認定できなければならない。そのためには、まず解剖の

問題というのが非常に重要だと感じております。 

 木村さんのお話では、解剖した結果、もともと予測していた死因とは違う死因であることが判

明したものが 5.5％あるというご報告だったと思います。これは 20 件やると多分 1 件ぐらいそう

いうものが引っかかってくるというような数なのかということで、少し驚いたんですけれども。 

 解剖をきちんと実施していくことが、まず事故調査のためには重要ではないかと思われるので

すが、病理解剖の実施率は、むしろ上がっておらず下がっている現状にあります。今後、医療事

故調査制度を作り上げていく上で、ガイドラインなどで、どのような配慮をしていくと、解剖が

実現できるのでしょうか。 

 あるいは解剖を実現するための医療界の体制を作っていくために、どんなことが必要になって

くるのか。まず、木村さんにお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

木村  解剖が非常に大事だということは、先ほどもお話ししたところで、私も去年からここに

関わるようになって、しみじみとそのことを感じているところです。 

 医療事故と決めて、これを調査しようとなったときに、義務として解剖を必ずしなさいという

のは、国によってはそういうところがあるんですね。本人・家族の有無を言わさず解剖しろとい

うところもあります。 

 日本では、もちろん承諾解剖、承諾しないことにはできないわけですけれども、それをどうす

るかというのは、ある程度公的な力、法律でもって協力をしなさいというようなことをガイドラ

インで入れるかどうかというのは、恐らく議論されるのが一つ。 

 それから、もし解剖しないと、最終的なところで、十分な結果評価ができなくなる部分があり

ますよ、それもご了解くださいということは、遺族の方にもちゃんと言わないといけないかなと

思います。 
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 あとは、解剖体制のほうですけれども、いま医療安全調査機構が契約を結んでいるのは 38 施

設だけで、全国に 460、解剖の認定施設があるわけです。そういうところが、外から持ってきた

そういう事例でも、すぐ受けて解剖をやってあげますよというように、学会とか全国の大きな病

院はこれに協力するようにということを訴える、あるいはそれに登録していただくということも

必要だと思います。 

 ではクリニックで起きたらどうするのかというのは、解剖体制をもっと広げようと。まさに愛

知県では医師会の剖検システムというのがありますね。医師会を介して、4 つの大学の医学部と

連携を取って、クリニックで起きた事例も、そこに頼んで解剖してもらうと。それが全国に広が

るように、そういうこともやっていかないといけないのかなと思っています。 

 

司会（堀） 実際に解剖を行う病院の立場から、杉岡先生のご意見はいかがでしょうか。 

 

杉岡  実態は、先ほど申し上げましたように当院では入院患者さんが年間約千人死亡します。

原則的に我々は、死亡した患者さんにはすべて病理解剖をお勧めするようにしておりますけれど

も、実態は大体 800 例ぐらいに解剖をお勧めする。ただし、その中で解剖を承諾されるご遺族は

40 名程度です。大体これぐらいの比率で、非常に少ないんです。これはどこの施設でもそういう

傾向にあります。  

その原因として一つには解剖というものに対する認知度が低いというか、要するにメスを入れ

られたくないという認識が、日本人の間にはまだまだ多いということ。もう一つは、病理解剖を

する人材不足というか、マンパワー的にはかなり厳しいので、解剖を承諾されても、例えば 1 日

2 日待っていただくということがなきにしもあらずということも影響しているかもしれません。 

対策としては、病理解剖ということはシステムとして必要なんですよということを広く社会に

発信していくということと、病院側に対しても、十分な人材が確保できるように支援していくと

いう両面が必要なのではないかなと思います。 

 

４ カルテ記載が不十分で事実認定が困難な場合の対応 

 

司会（堀） ありがとうございました。事実を認定するうえで、カルテの記載が非常に大事にな

ってくると思うのですが、現実には、カルテの記載が不十分であって、事実の認定が難しい場面

が出てくるのではないかというご指摘をいただいております。 

 これに関して、外部委員として調査を担当された五十嵐さん、和田さんから、それぞれ実際に

調査を担当してみて、カルテの記載が不十分で事実認定に迷うような例があったかどうか、もし

ご経験があればご紹介いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

五十嵐  私自身、病院が開設する医療事故調査委員会の外部委員をやったというのは 2 件しか

ないのですけれども、それ以外に患者側で携わったモデル事業であったり、産科であったりでの
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経験からすると、やはり足りない部分はありますよね。 

 そういうときには、当該医療機関のほうに、それについて照会をするとか、そのような方法で、

どんな調査も基本的に補わざるを得ない部分はあるなと思います。 

 聞いてもなおわからなければ、そこは仕方がないという場合もあると思うのですけれども、カ

ルテだけで判断するということではなくて、ここについてはどうなんだろうか、調査の前提とし

て事実関係を確定する必要があると委員が考えれば、当該医療機関に質問をするということが必

要になると思います。 

 

和田  私の経験の例では、カルテ記載が不備ということを直接問題にしたことはありません。

ただ、論点の中に、感染症、敗血症に入っているといういろいろなデータが捉えられているのに、

それについてドクター、あるいはチームの中で議論した部分の記載がないと。そういう面では、

ではカンファレンスをどうやっていったのですかということにはなりました。そこは実際にやっ

た形跡がないわけですから、私の意見としては、チーム医療としてのいろいろなカンファレンス

の体制が整っていないところを問題点として指摘することになったんですよね。 

 ですから、ないということについては、真偽不明というところにストレートに続くような面で

の記載不明というものはなかったですね。直接問題になったことはなかったです。 

 

５ 手術室にビデオを取り付ける際の留意点 

 

司会（堀） ありがとうございました。そういった情報の隙間をきちんと埋めるために、杉岡さ

んのご報告では、手術室にビデオを取り付けたり、いろいろな工夫があり得ると思うのですが、

それにはコストがかかるというご指摘があったと思います。 

 ただ、実際に病院の中では、そのコスト負担について了解を得られているのだと思うのですけ

れども、そのコストを負担するという決断を病院の中でされるうえで、何かご苦労はありました

でしょうか。 

 

杉岡  監視モニターを付けるというようなことは、いろいろなレベルがあるわけですね。ただ

監視をしているだけと。要するに画像として保存ができないレベル。それから、じゃあ何日間ぐ

らいのデータとして保存をするか。1 週間なのか、1 カ月なのか、それによって保存するサーバ

ーの値段が桁違いに変わってきます。そういうところを、じゃあどの程度のところで手を打つか

というのは、非常に難しいコストの問題と、それから有用性の問題の両方があります。 

 我々としては、保存ができていない画像は、結局リアルタイムに監視している人がいない限り

は事故調査には役に立たないということで、画像情報は保存する必要があるということを主張し

て、病院側はそれに対して了承をしてくれたということなんですね。 

 それは例えば 1 週間しか保存されないということは、逆に 1 週間以内に事故報告を上げてもら

わないと、そのデータは無駄になってしまうということです。やはり車の両輪として、保存をす
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るだけではだめで、そのデータを有効に活用するためにも迅速な事故報告が大事です。 

 現在、手術室では自発的にこの事例に関しては保存をしましょうとか、我々が言わなくてもや

ってくれるようになってきておりますが、やはりそのレベルにならないと、いくら画像情報を保

存しても役に立たないというふうになってしまうと思います。 

 

６ 患者側からの要望 

 

司会（堀） ありがとうございます。勝村さんにお聞きしたいのですけれども、勝村さんご自身

の体験された事故において、事実を立証することに大変苦労されたと思います。今後、この事故

調査制度ができあがっていく上で、前提となる事実を十分に確定できるような資料を残すことに

ついて、患者の側から見て、どんな要望を上げていくべきだと思われますか。また、中医協の委

員をされたご経験から、そのコストについて、こういう形で出す方法があるのではないかという

アイデアがありましたら、お話をいただけないでしょうか。 

 

勝村  一つは、産科医療補償制度でも、再発防止の報告書といっていろいろな事例を集めて、

どんな事故が多いかという報告書が、年に一度、既に 4 回出されていますが、2 回目の時に、事

故をテーマ毎に分類して再発防止策を検討するどころではないということで、事故の内容ではな

しに、事故事例のカルテ等の記載について、いかに記録の不備等が多いかということが緊急のテ

ーマになりました。第 2 回目の報告書では、4 つの章のうちの 1 章がそれに割かれたのです。産

科医療補償制度が始まってからは、すべての重度の脳性麻痺事例を原因分析するから、こういう

ふうにきちんと書いてくださいねという文書等が、制度の開始時に改めてすべての産科医療機関

に再三配布されていたにもかかわらず、実際に事故

が起こって送られてくるカルテには、当然あるべき

分娩監視装置の記録がないなど、記録や記載があま

りにもいい加減であるために、原因分析ができない

というような事例がたくさん出てきていたという

現実があったのです。 

 最近に至っては、患者が請求して持っていたカル

テと、医療機関がその制度に出しているカルテが、

本質的な一番重要な部分で大きく書き換わってい

るという事例もあったということです。 

 常々思って来たことは、そういう隠蔽とも言えるほどの記載の不備や、改ざんなどが簡単にで

きてしまっていたのは、日常なんの情報も開示されていないから、いつでも医療機関の側はやろ

うと思えばやれてしまえる。なので、やはり日常から情報を共有しておくと、急にいろいろと書

き換えることもできないわけで、だからこそ、日常的な情報開示というのが、いろいろな意味で

大事だと思っています。 
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 被害者たちが、診療明細書を毎回手渡すべきだ、という運動を続けてきました。いざというと

きにはカルテ開示が必要ですけれども、日常的には、カルテほどは必要ないけれども、どんな薬

が使われ、どんな検査がされたということがわかる正式名称が書かれたものが毎回必ずもらえる

ようになった。 

 それから、なんらかの検査結果が出たら、必ず写しをくださいということも被害者たちは要望

してきたわけです。 

 それから、できるだけ看護記録は患者と共有してほしいと。結局、カルテというよりも、大き

く取り上げられたカルテ改ざん事件というのは、ほとんどが、医師が看護師に看護記録を改ざん

させた事件なので、看護記録の方がやはり、指示簿ではなくて結果簿なので、非常に大事な記録

なのです。看護記録が患者と共有されているということも含め、診療明細書と検査結果を合わせ

たこれらの 3 つを日常的に患者と情報共有していくということが、きっと健全な原因分析、再発

防止の仕組みの前提として大事なのだろうと思うということが一つ目です。 

 もう一つが、厚労省のこの制度の試案では、第三次までずっと、これまで警察に通報していた

代わりに、第三者機関に連絡するんですよと書くと共に、改ざんがあったということがわかった

場合は警察に言いますということが書かれていました。 

 当時も今も、改ざんは犯罪だよねということは、医療関係者も皆認めていたのですが、その記

載がここに来てなくなってしまっているということがあります。それは非常に第一次、第二次、

第三次を通して、被害者たちが被害を繰り返さないために一番こだわっていた当然のことを書い

てくれていたという安心感が消えてしまったということになりますので、改ざんしたほうが許さ

れて、正直に医療事故を言ったほうが咎められるみたいなのは、先ほどもお話ししましたように、

価値観がおかしいので、医療界は健全に成長していけないと思います。子どもにも「ちょっとぐ

らい悪いことをしても、お父さんは怒らへんよ、その代わり嘘をついたときだけは怒るで」とお

父さんは子どもに言っておくわけで、その方が子どもたちも失敗から学べるのであり、一番健全

に子どもが育っていくわけです。 

正直に話をしているうちは、子どもを信頼でき、再発防止や健全な成長が期待できますが、嘘

をついた方が怒られずにすむ、となったときには、再発防止にもつながらず、それは非常に健全

な成長を妨げることになりますから、患者にとって大事な医療というものが健全にいい形で育っ

ていってほしいと思うならば、嘘をついたときだけは怒られるよということをしっかり明言して

おいたほうがいい。本当のことを言ったら患者はみんな怒るんだと思っている人がいますけれど

も、被害者たちは決してそうじゃないと。きちんと本当のことを言ってくれて、これから再発防

止に向かいますときちんと言ってくれたら、誰も裁判しないし、みんな納得する。そういう形、

そういう価値観というものを、新たな制度では、きちんと出していく、伝えていくということも

大事なのではないかと思います。 

 コストの面では、僕は中医協に出た経験で言うと、医療安全のために、こういうことでこうい

うコストが必要だと、健全な論理で主張するなら、誰も反対せず、ほぼ満場一致でそのような意

見は簡単に通ると思います。それが、通らないと思っている人たちは、中医協を偏見で見ている
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だけで、議事録などをきちんと読んでいない。 

 なぜそれが今まで通っていないのかというと、医療側の代表の委員がそこに本当の意味で関心

を持っていないからです。医療側の代表の委員が、それよりもそれぞれの利害調整の議論に終始

しようとするから、他のことにお金を回すと、それ以外の収益が減らされるだろうから言いたく

ないとなってしまっているのです。意外と医療側ではない人たちの、僕たちのような患者側や保

険者などの支払い側の方が、もっと医療安全にお金をかけるべきじゃないかと言っているぐらい

なのが実態なのです。中医協に対して、何を言っても無駄で無理だと思っている人が、心ある医

療者の方に多いんですけれども、言っても無駄なことは全然ないので、そこはどんどん動いてい

くものなんだと、今は中医協もそんな雰囲気になっているんだと思ってやってもらえたほうが良

い方向に動いていくだろうし、僕の任期が終わった後も、中医協には医療安全が大事だと感じて

いる被害者も委員に入っていますから、そういうふうな観点で、心ある医療者には中医協を見て

いってほしいなと思います。 

 

７ 協働型の理念を今後にどう生かすか 

 

司会（堀） ありがとうございました。 

 木村さんにご質問ですが、従来モデル事業では協働型という形で、院内調査と関わりながら事

故の調査を進めるというモデルを模索されてきたと思います。 

 今回、立法が予定されている内容を見ますと、協働型と比べても、院内事故調査に対して第三

者機関が関わるポイントが、関わる密度というのですか、調査のプロセスにおいてどこまで関わ

っていくのかというのが、まだ見えていない状況だと思います。 

 これまでモデル事業では、協働型の場合、単に結果をもらうだけではなくて、事故の調査を開

始する時点、あるいはその過程において、いろいろな関わりを持つことを前提として透明性を高

めていくということを理念としてお持ちだったと思うのですけれども、今後、その理念をこれか

らできていくであろう第三者機関と院内事故調査の関わりの中で、どう生かしていったらいいと

お思いでしょうか。 

 

木村  ありがとうございます。確かに第三者性、それから中央がどれぐらい関わっていくかと

いうのは大きな問題だと思います。協働型ではどこかでつながりながら、それぞれ院内でも、こ

ちらから送り込んだ委員がやっているという形をとっていたのですが、それでも従来型という完

全に外で第三者がやるものに比べると、入っていった委員が病院の中でどうしても遠慮をしてし

まうとかいうような報告を受けたこともあります。 

 それから、今度の支援団体がどういう形で入るかということに関してはまだ決まっていません

が、先ほどお話ししたとおり、支援というのにも、大きく分けると 2 つあって、それを一緒のチ

ームでやるということは基本的に無理だと思います。 

 二面性があるんだよということと、業務を支援する、先ほどのカルテ・記録をきちんと整理す
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るとか、集める係と、それから評価委員として入っていって評価する側と、これは全然別の仕事

だと意識をしてやらないといけませんということは、一生懸命あちこちで私は言っているつもり

なんですけれども。それがガイドラインに生かされればいいかなと思っています。 

 

８ 専門委員の中立性を担保するには 

 

司会（堀） もう一点、木村さんにご質問ですが、会場から寄せられた意見の中に、外部から院

内調査の委員を入れる際に、同じ地域ではなくて、少し離れた、遠隔地から入れることが第三者

性、あるいは透明性を高めるための方策として合理的なのではないかというご指摘があります。 

 実際いま、支援団体として予定されている団体の中には、都道府県単位での医師会も関与する

ということになっていますが、これは少しブロック単位ぐらいでつながないと、むしろ地元で完

結するということになってしまうと思うのですが、そこの点についてどうお考えでしょうか。 

 

木村  おっしゃるとおりですが、ガイドラインを作るに当たって、こちらからもまた提言とい

いますか、それは支援する側、これが地域の、県の中の医師会から基幹病院の中にいる医師とか、

医療安全管理者が行って、小さな医療機関を手伝ってあげて資料をまとめる。これはその地域で

やるべき仕事だと思うのですが、ひとたびそれを評価する側というのは、少なくともブロック、

埼玉なら関東、山形なら東北というように地域の中で、離れたところから選ばないといけない。 

 それから評価委員になるときに、その病院の管理者、あるいは当事者と同じ大学、同じ医局で

ないこととか、それからその病院に以前勤めていたとか、そういう方は除くようにということを

学会にお願いして委員を選んでいただいている。 

 ところが、そう簡単にはいかなくて、しかも同時

に専門性が非常に高い方を選ぶというのがかろう

じて可能なのは東京ぐらいで、関西地区であって

も、具体的に言うと阪大にみんな関係していると

か、そういうことなんですね。47 都道府県のうち

35 県は 1 大学しかない。したがって、70 何％は 1

大学。それから基幹病院等を含めて 3 つしかない、

2 つしかない、1 つしかないという県もありますの

で、そう現実は簡単にはいかない。 

 それから、評価委員で、先ほど非常に全体が見られて、専門性が非常に高くて、恐らく日本で、

例えば内視鏡のある部分の専門医というと、そういうことができる方は非常に少数になってしま

うかもしれないんですね。 

 ですから、10 人いたとしても、その方たちは、本来やるべき仕事というのは、自分たちが臨床

をやり、新しい手技を開発したり、研究したりすることが本来の仕事であって、そういう方たち

に評価をお願いするというのは、これ全部をそういう方たちにお願いしていたら、評価の専門に
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なってしまうわけですね。その辺も現状を含めて検討していかなければいけない。まだまだ大変

だと思います。 

 

９ 医療事故調査は時間との勝負 

 

加藤  今日、木村さんの資料の中で、すでに火葬されモデル事業の対象外とされたのものが 18

例ほどあったというお話がございました。今回、医療法の改正の条項を見ていますと、「これは厚

生労働省令で定めるところにより、遅滞なく云々」と書いてあるのですけれども、ある意味では、

亡くなって、家族はお通夜のこと、お葬式のことなどで、ばたばたと時は過ぎてしまいますね。 

 ですから、事故が起きたときの初期対応、初期治療に続いて、患者さんが亡くなったときには、

解剖のことや、現場保存的なことなども含めて言うと、かなり時間との勝負ということも出てく

ると思うのですが、その点は木村さん、どんなふうにお考えですか。もしこれがガイドラインで

きちんと書くとか、厚生労働省令で書き込むとすれば、24 時間以内とか、そういうことになって

くるのだと思うのですけれども。 

 

木村  解剖ということを念頭に置くと、時間はもちろん必要ですよね。ですから 24 時間以内

に届ける、あるいは医療事故として認定というか、そういう前提で調査を進めるということの決

断は、時間との勝負ということになると思います。少ない情報だけが、例えば今だったら、医療

安全調査機構のほうに電話とファクス１枚来て、これを調査するかどうか検討してほしい。それ

だけ見て、どういうことか判断をしなくてはいけないわけですね。遺族のほうだって、すぐに家

に連れて帰って火葬とか、親戚との関係とかあるわけですから、その間に解剖もして調査に乗せ

るという形にしようかどうかという判断、これもかなり負担をかけていると思います。 

だからある程度その辺は、ガイドラインなり規則の中で決めていかなくてはいけません。 

ただ、今度のは、解剖しない事例でも、いろいろな臨床データから評価をするということが入

っていますので。ご遺体がもうなくて記録だけ残っているというものでも、後からでも、理論的

には解剖はなしで、じゃあ調査をしましょうということはあり得る状況になると思います。 

 

10 死産の取り扱いと医師法 21 条との関係 

 

加藤  会場からご発言ある方はいらっしゃいませんか。 

 

薬師寺  今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。私もこの月曜日から論じなけれ

ばならない身といたしましてお尋ねいたします。多くの方々から、特に医療関係者からヒアリン

グを行いました。「今回、対象に死産というのも入っている。大野事件以来、かなり医療現場とし

ては萎縮してしまった経緯から、この死産を対象から外してくれないか」という要望書も多く届

いております。それについてもしご意見があればということと、もう 1 点、医師法 21 条との関
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係ですね。医療界の中でも危惧されている面でございます。それについてご経験の中で、ご意見

があればお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

木村  死産については、分娩時の母体との関係、それから先ほどの収縮剤との関係があったり

する場合は、医療事故として扱わなければいけないのですが、産科の先生で評価委員等をやって

いらっしゃる先生からのご意見として、「子宮内胎児死亡」というのですか、その境目がどの辺な

のかというのは、具体的に死産とかそのあたりが私は専門でないのでよく分からない部分があり、

まだ勉強中なのですけれども、子宮内死亡というのは年間 1 万何千あるそうです。ですからそれ

を全部医療事故として扱ったらとんでもないことになるので、これは別扱いすべきではないかと

いうご意見はいただいています。 

 ただ、安全に生まれるというのが当たり前、日本は新生児の死亡率や出産時の母体の問題とか、

世界の中でも群を抜いて成績が良く、その中で起きるのは、やはり何かあったのだろうというこ

とも含めて、どこまでを範囲とするのか、それはこれから検討していかないといけないことだと

思います。あまり広くすると、ここまでやるんだととても手が回らないというのも事実だと思い

ますので、難しいところだと思います。 

 21 条に関しては、前の大綱案の時は、そこに届けることによって、21 条で届けることを免除

するというようなことが書いてありました。これは警察のほうも了解というのが但し書きについ

ていた。 

 大綱案では、中央の機関を行政の中に作った。つまり、医療者の集団は関与しない。その上で

全体を管理するぞというのが形だったので、医療者側から大反発を食ったというところがありま

す。 

 今度は、民間の中の公的機関となっていますので、そうすると法律とは別のところでやりまし

ょうということなので、医師法 21 条がある限りは、そちらの適応で警察は動くよということに

なってしまう。 

 ですから、そこを一緒にやると大変なので、医師法 21 条に関しては、今回の厚労省の中での検

討部会でも、それは別にしておきましょうというのは、その辺にあったんだと思うのですね。 

 じゃあ今後どうするかということですけれども、粛々とこういうことを進めて、医療安全の文

化が進んで、警察が入っていくよりも、こういうところできちんとやるほうがいいんだというこ

とで、警察が入ってきて調査をするということは、もうしないというふうになるのが本当は一番

いいと思いますけれども。医師法 21 条をやめれば、取って代わる、悪意を持った医療行為とか、

いろいろなところを取り締まる法律を別に、今度は作らなくてはいけないことになると聞いてい

ます。その辺は民間の公的機関で、ここにいらっしゃる方も含めて、それに関与する医療集団が、

責務として原因を究明するんだぞというのが本来あるべき姿だと私も思うのですけれど。行政が

管理するということになれば、簡単に 21 条は外す、簡単ではないかもしれませんが外せるとい

うところにつながる。そこのところは今後ちゃんと検討しないといけないところかなと思います。 
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勝村  大野病院事件というのは、患者側からすれば、判断や制度の工夫によって、何とか助け

ることができなかったのかと考えてしまうのも無理はない、特にほめられた医療行為であったと

は思わないわけです。事故後には行政処分もされていたわけですから。でも、事故報告書が書か

れ、行政処分がされていたのに、逮捕されるということの違和感というのは患者側でも持つわけ

です。改ざんや隠蔽工作があった、というなら別ですが。 

 あの事例が、死産の問題とは一般に関係はつながらないと僕は思いますが、おっしゃる意味と

したら、あの事件をきっかけに、マスコミで、事実と無関係なキャンペーンが広がったというの

は、僕も感じています。先ほどもお話ししましたけれども。 

 産科は、精一杯やっても結果は悪くなることがあるのに、そのことを理解していない被害者が

訴えるから、産科は大変なんだという根拠のないキャンペーンを一時期ある新聞社がやりました。

そして、それが事実かのようにウィキペディアなどに多数書き込まれたというようなことがあり

ましたけれども、それは決して事実じゃないと被害者たちは言い続けてきました。その証拠が、

今回の産科医療補償制度の再発防止報告書、原因分析報告書を読めばわかるわけです。あまり僕

がそのことを繰り返し言うと産科医療に対するだめ押しになるので、きちんと原因分析をしてい

る医師たちが、事故を起こしている医師らから突き上げられることもあるらしいですが、それら

を読んでもらえばわかるということです。重度の脳性麻痺になった事例を見れば、本当にガイド

ラインや標準医療を逸脱している医療行為がほとんどです。これまでは、これらが裁判にならな

いと事実さえあきらかにならなかったのであり、精一杯やっているとはとても言えないというこ

とを、産科学会を代表する原因分析委員会の委員長、再発防止委員会の委員長らが、NHK ニュ

ースに対しても、コメントで正直に答えているわけです。 

 ただ、これは重度脳性麻痺の子を育てるための補償の制度なので、生まれてから６カ月以内に

死亡した子どもは除外されていますけれど、本来は、じゃあここの原因分析と再発防止というの

は、少子化の時代で、日本の未来のために非常に大事なテーマなのに、そこを探られると、さら

に産科医療が責められるのではないかという不安に駆られている一部の人たちが「死産を対象外

にすべき」ということを言っているとしか僕には考えられない感じがします。そういう意見をレ

クチャーされた方がおられるとしたら、僕からするとまともな人たちではないし、健全な産科医

療のリーダーシップを取っている人たちには、再発防止のための原因分析なのですから、そんな

発想はないと思います。僕はいま産科医療補償制度で、そういう産科医療の安全を向上させよう

と努力されている医師たちとお付き合いをしていますが、そういう発想はないと感じていますの

で、非常に偏見に満ちた産科医ではない人たちや事故を繰り返している人たちによるナンセンス

な意見ではないかと思います。 

 

司会（堀） どうもありがとうございました。 

 まだまだ議論は尽きないのですが、会場の使用時刻をすでに過ぎているという状況ですので、

最後に、医療事故情報センター理事長の柴田弁護士より、総括と閉会の挨拶を申し上げます。 
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■総括と閉会の挨拶 

医療事故情報センター理事長  柴田義朗 

 

 医療事故情報センターの理事長の柴田です。本日は、長時

間にわたりまして、充実した報告、熱心な討議をいただきま

して、シンポジストの方々には、どうもありがとうございま

した。 

 また、長時間にわたりまして、熱心に耳を傾けていただき

ました、今日の会場の皆さん方にも感謝申し上げます。どう

もありがとうございました。 

 私自身も、院内事故調査には、外部委員として関わったり、

あるいはその一方当事者の患者側の代理人として報告書に

目を通したりという機会が非常に多いところです。 

 中には、非常に識見の高い委員長が、適切な委員会運営をして、適切な結論に導くというよう

なことを目にすることもありますし、内容的にも非常に誠実な報告書が提出されるということも

あります。 

 ただ、今日、松山さんの報告、あるいは五十嵐さんの報告にもありましたように、かなり公平

性・中立性・透明性を失っているのではないかというのが実感であります。形ばかりの外部委員

が入って、議論をミスリードしていくというようなことを目にしますし、報告書も、一般的な医

学的知見と乖離したような内容のものが出てくるというようなことが多いものです。 

 そういった現状からすると、医療事故調査の中核を院内事故調査に担わせることに関しては、

かなりその懸念を感じておるところでもあります。 

 ただ、本日の討議の中で、中立性・公平性・透明性をいかにして担保するかというようなヒン

トがいくつか提示されたかと思いますし、杉岡さんの報告の中での、藤田保健衛生大学の実践は、

事実を抽出する、公平性・中立性を担保するという点からして、かなり示唆に富むものであった

かと思います。 

 また、木村さんが最後に触れられました、プロフェッショナルオートノミーばかり強調するの

ではなくて、セルフレギュレーションも重視する姿勢が必要だという指摘も、今後の院内事故調

査の持ち方としては重要な視点ではないかと思っております。 

 今後、法制化がなされまして、院内事故調査のガイドラインが策定されることになってくるか

と思いますが、本日のシンポジウムの主催者としましては、本日の議論が、そういったガイドラ

インに反映されることを切に願っておるところであります。 

 それでは、最後にシンポジストの方に拍手をお願いいたします。どうも今日はありがとうござ

いました。 

総括と閉会の挨拶 

医療事故情報センター理事長  柴田義朗 
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●医療事故情報センター刊行物のご案内● 
 

医療過誤訴訟 鑑定書集 第 26 集 2015年3月発行 
付録 該当判決文併載・キーワード索引・類似判例付診療科別索引 

Ｂ５判 全423頁 定価6,000円（税別） 

〈既刊〉第4集、第5集、第8集～第14集、第19集～第25集 各6,000円、第15集 5,300円 

第16集 5,700円、第17集 5,500円、第18集 5,200円（すべて税別） 

第1､2､3､6､7集は在庫なし、第5､10集は残部僅少 

第26集 掲載事例・17例 

■産婦人科 

１ 出生直後の呼吸状態不良に対して人工呼吸等の措置がなされなかったために児に低酸素脳症による四肢

麻痺等の障害が残ったことが争われた事例【判決】 

■小 児 科 

２ 乳児重症ミオクロニーてんかん患者が、発熱中の重積発作により四肢麻痺になった事例 【判決】 

■外  科 

３ 心臓カテーテル検査後に感染性心内膜炎の発症があり、脳動脈瘤破裂となった事例【判決】 

４ 膀胱癌の手術後、創部感染から壊死性筋膜炎を併発し死亡した事例 

５ ＰＴＣＡ施行時に冠動脈を損傷し血管閉塞した事例 

６ イレウス手術後に呼吸不全状態になり死亡した事例 

７ 未破裂脳動脈瘤に対し、血管内治療が行われ後遺障害が残存した件で、医師の責任が認められた事例 

８ 生体腎移植の１年４ヶ月後に腹腔内に悪性リンパ腫が発見され、化学療法開始後、小腸穿孔により汎発

性腹膜炎にて死亡した事例 

９ 腹腔鏡下直腸癌切除手術で縫合不全により汎発性腹膜炎となって死亡したケースで手技不良による過失

及び術後管理の適否が争われた事例 

10 腎嚢胞を腎臓癌と誤診し腎臓が摘出された事例 

11 不安定狭心症のため、心カテーテル検査、ステント治療（ＰＣＩ）を受けたところ、治療中に脳塞栓症を起

こし、重度の後遺障害が残存した事例【判決】 

■整形外科 

12 腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下除圧術において、医師に手技を誤った過失があると鑑定された事例

【判決】 

■内  科 

13 小細胞肺癌（ＴＮＭ分類による病期はⅢＢ期）の診断で入院した85歳の男性患者に対する治療行為の適

正性が争点となり、鑑定意見を排斥し一定時期における医師の過失を認めたが救命可能性が無いと因果関

係を否定した事例【判決】 

14 腹痛と嘔吐があり救急外来で受診し、イレウスと診断され入院したが、適切な治療がなされず死亡した

事例 

15 「科学的根拠に基づく急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン」に従った措置をしなかった医師の過失を

肯定した事例【判決】 

16 スキルス胃癌を疑った患者につき、再検査の時期の適否が争われた事例【判決】 

17 急性大動脈解離の画像による確定診断を怠った過失が認められた事例 

                     【判決】：判決文併載  



●医療事故情報センター刊行物のご案内● 
 

医療過誤事件 症例報告集 第５集・第７集 
Ｂ５判 第５集 300円、第７集 500円（すべて税別） 

センターニュース「症例報告」に掲載された和解・示談事例を診療科別に編集 

第1～4、6集は在庫なし 第7集は在庫僅少 

 第７集 掲載事例（一部） 

■内  科 急性膵炎見落としにより、死亡した事例 

■外  科 PTCD（経皮経肝胆道ドレナージ）を使用したバルーンカテーテルによる総胆管結石除去術中

に出血し、その８日後に患者が失血死した事例 

■整形外科 胸椎後縦靭帯骨化症（OPLL）に黄色靭帯骨化症（OYL）を合併した患者が椎弓切除術の術後

にＴ８レベル以下の不全対麻痺となった事例 

■産婦人科 助産師が入院中の産婦の高血圧・頭痛に対する経過観察を怠って医師への連絡を遅滞し、子癇

発生後に初めて医師の診察を受けて娩出された児に重篤な後遺症が残った事案 

■麻 酔 科 腹腔鏡下虫垂切除術中、血圧低下が20分以上継続したにもかかわらず、気腹を実施して心停

止を招き、遷延性意識障害に至らしめた事案 

 

 

センターパンフ          Ｂ５判 各100円（税別） №1､3､4は在庫なし 

№２ 医療事故の法律相談と調査のはなし 

弁護士は、どのように、何をしてくれるのですか？／医療事故の法律相談について／医療事故の調査

について／訴訟前交渉について 

№５ 弁護士の頼み方 

医療事故と弁護士／患者側弁護士に求められること／弁護士の探し方／弁護士への相談・委任の仕方 
 
 

医療事故情報センター  センターニュース 
        毎月1日発行 Ａ４判・12ページ  年間購読料（4月～翌年3月）3,000円（税別） 

〈内 容〉  

◆ドクターインタビュー ···· 医療の安全や患者の人権向上に取り組む医師に弁護士がインタビュー 

◆弁護士リレーエッセイ ···· 患者側弁護士としての活動、思いを語る 

◆判決速報 ················ 担当弁護士による医療過誤裁判の判決事例報告  

◆症例報告 ················ 和解・示談による解決事例報告  

◆情報センター日誌 ········ 情報センター弁護士による医療訴訟関連情報の紹介  

◆その他 ·················· 書評・特集など 



●医療事故情報センター刊行物のご案内● 
 

医療事故情報センター総会記念シンポジウム報告 
Ｂ５判 各500円 ※2000年､2010年（Ａ４判）、2011年（Ｂ５判）は各 1,000円（すべて税別） 

 

1993 年 医療被害者の救済をめざして－医療従事者の役割を考える－ 

パネリスト 鈴木満・水野勝義・伊藤雅文・白柳マツエ  

1994 年 裁判官はどのように訴訟をとらえているか 

パネリスト 可知鴻平・乾達彦  

1995 年 証拠保全について考える 

パネリスト 寺本嘉弘・池田伸之・増田聖子・近藤郁男 

1996 年 医療は過ちから何を学ぶか 

パネリスト 島田康弘・黒部信一・森功・加藤良夫  

1997 年 医療の質評価と事故防止 

パネリスト 大道久・堺常雄・吉田嘉弘  

1998 年 医療被害者の救済システムを考える 

パネリスト 池田伸之・水野幹男・朝見行弘・加藤良夫 

1999 年 医療の安全を求めて 

パネリスト 村上陽一郎・横山和子・島田康弘 

2000 年 医療被害者の救済をめざして（10 周年記念）※  

医療事故情報センター10年の軌跡／10周年記念シンポジウム／各地弁護団紹介 

2001 年 医師の研修制度について考える 

パネリスト 堀康司・石井トク・大島伸一・鈴木満 

2002 年 医療事故情報をめぐる諸問題 

パネリスト 石川順子・清水陽一・後藤克幸・伊藤隼也 

2007 年 安全な産科医療をめざして－医療体制のあり方を中心として－ 

パネリスト 古橋信晃・打出喜義・竹内美恵子・田中啓一・勝村久司 

2008 年 死因究明制度を考える 

パネリスト 矢作直樹・池田洋・岩瀬博太郎 

2009 年 院内メディエーターのあり方を考える 

パネリスト 佐原康之・和田仁孝・豊田郁子・岡本左和子・稲葉一人 

2010 年 多様化する患者側弁護士の役割を果たすために（20 周年記念）※  

第1部 講演     医療事故情報センター20年のあゆみ／医療過誤原告の会20年のあゆみ 

第2部 リレートーク 産科医療補償制度／医療事故調査制度／訴訟を巡るネット上の言説／ 

診療関連死調査モデル事業／医療ＡＤＲ／医療集中部審理／総括 

2011 年 医療事故調査のための第三者機関の創設を願って ※ 
パネリスト 堀康司・山口徹・黒田誠・長尾能雅・本田宏・永井裕之・渡辺真俊 

 

1992､2003､2004､2005､2006年は在庫なし 



●医療事故情報センター刊行物のご案内● 
 

弁護士のための医療過誤訴訟法講座 講義録 
Ｂ５判 各1,500円 ※第18回は2,300円、第19回はＡ４判 1,500円（すべて税別） 

 

第３回 裁判経験に基づく医療訴訟－事実の認定・・主張、立証における論点－ 

講師 稲垣 喬 先生（大阪弁護士会）   2004年9月11日開催 

第５回 相談から訴訟まで 基礎編    2005年4月9日開催 

講師 加藤 良夫・増田 聖子・柴田 義朗（愛知県弁護士会） 

第８回 医療編～臨床検査 1 生化学検査   2006年4月22日開催 

講師 小山 進 先生（小山医療研究所） 

第９回 医療編～臨床検査 2 動脈血ガス分析・末梢血・凝固系検査  

講師 小山 進 先生（小山医療研究所）   2006年9月9日開催 

第 10 回 患者側弁護士に求められる「弁護水準」～相談から訴訟提起までを中心に～  

講師 安東 宏三 先生（東京弁護士会）   2007年6月23日開催 

第 11 回 医師尋問～反対尋問のコツとポイント～   2008年1月26日開催 

講師 森谷 和馬 先生（第二東京弁護士会）・加藤 良夫（愛知県弁護士会） 

第 13 回 医療過誤訴訟における損害論   2010年10月2日開催 

講師 山口 斉昭 先生（早稲田大学法学学術院教授） 

第 14 回 医療過誤訴訟における立証責任   2011年1月22日開催 

講師 円谷 峻 先生（明治大学法科大学院教授） 

第 16 回 医療過誤訴訟における自己決定権の役割と機能 2012年1月21日開催 

講師 赤松 岳 先生（埼玉弁護士会） 

第 17 回 ①医療行為の適応と説明義務の牽連関係  2012年9月8日開催 

 ②裁判上の鑑定と私的鑑定意見書の使い方について 

講師 小笠 豊 先生（広島弁護士会） 

第 18 回 担当弁護士から学ぶ医療過誤訴訟 ※   2013年1月19日開催 

講師 安東 宏三 先生（東京弁護士会）・佐野久美子 先生（大阪弁護士会） 

   青島 明生 先生（富山県弁護士会） 

第 19 回 医療過誤冬の時代における最高裁判例         2014年1月25日開催 

講師 小林 洋二 先生（福岡県弁護士会） 

第4､6､7､15回は未発行 第1､2､12回は在庫なし 



下記にご記入の上、ＦＡＸまたは郵便にてお送りください。電話、ホームページからも承ります。

請求書・郵便払込用紙を同封してお届けいたします。

※ すべて税抜き価格。消費税・送付手数料別途。 * は残部僅少

鑑定書集 各6,000円　但し、第15集 5,300円、第16集 5,700円、第17集 5,500円、第18集 5,200円

　第４集 （冊） 　第12集 （冊） 　第18集 （冊） 　第24集 （冊）

　第５集 * 　第13集 　第19集 　第25集

　第８集 　第14集 　第20集 　第26集

　第９集 　第15集 　第21集

　第10集 * 　第16集 　第22集

　第11集 　第17集 　第23集

症例報告集 第５集 300円、第７集 500円

　第５集 （冊） 　第７集　* （冊）

センターパンフ 各100円

　№２ （冊） 　№５ （冊）

シンポジウム報告 各500円　但し、2000年、2010年、2011年は各1,000円

　1993年 （冊） 　1997年 （冊） 　2001年 （冊） 　2009年 （冊）

　1994年 　1998年 　2002年 　2010年

　1995年 　1999年 　2007年 　2011年

　1996年 　2000年 　2008年

弁護士のための医療過誤訴訟法講座　講義録 各1,500円　但し、第18回は2,300円

　第３回 （冊） 　第９回 （冊） 　第13回 （冊） 　第17回 （冊）

　第５回 　第10回 　第14回 　第18回

　第８回 　第11回 　第16回 　第19回

センターニュース　（毎月1回発行　年間購読料 3,000円） □ 見本紙希望

〒

お名前 電話番号

申込先 ：　 医療事故情報センター

〒461-0001　愛知県名古屋市東区泉1-1-35　ハイエスト久屋6階

TEL. 052-951-1731　FAX. 052-951-1732

http://www.mmic-japan.net/

ご住所

刊行物ご注文用紙



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'14．5．31 医療事故情報センター 総会記念シンポジウム 

公正な院内事故調査を求めて 

～｢医療事故調査･支援センター｣が果たすべき役割を考える 

 

発行日 2015 年 7 月 15 日 

 

発行所  医療事故情報センター 

〒461-0001 名古屋市東区泉 1丁目 1-35 

ハイエスト久屋 6階 

TEL 052－951－1731（代） 

FAX 052－951－1732 

http://www.mmic-japan.net/ 
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