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愛知県弁護士会会員

新 しい事故調査制度 についての懸念
今後 の課題 と展望

加藤 良夫
ん れ 動ジカ

医療機関 ごとに (あ るいは学会 ごとにある

安全な医療を求めて
一患者側弁護士の立場か ら一

いは地域 ごとに)安 全対策を構築 してい くこ
とも重要であ り、各医療機関は院内で発生 し

1

は じめに

た医療事故を正 しく網羅的に把握する仕組み

(1)私 は弁護士 になって約40年 間、患者側 の弁

を用意 しておかなければならない。

護士 として、多 くの医療過誤事件 を取 り扱 っ
て きた。

2

医療被害者の「5つ の願 い」

ミスによって重篤な結 果 を招 いた医療過誤

(1)医 療被害者は、①原状回復、②真相究明、

の ケ ー スで あって も、医師・医療機 関 は、 率
直に非 を認めて謝罪 した り、再発 防止策 を被

③反省謝罪、④再発防止、⑤損害賠償 の「5
つの願い」を持っている。

害者 に伝 える ことがほ とん どな く、責任 回避

医療事故で被害を受 けた患者・家族は真相

的態度 を示 す のが普通の姿 だった。 この よう

の究明 と再発 の防止を強 く願っている。真実

な医療側の対応 によって、患者側 はさらに傷

があいまいにされ、同じ過ちが繰 り返される

ついて きた。

ことによって被害者は人間としての「尊厳」
を大 きく傷つけられることになる。

(2)安 全対策 を立ててい くためには、 まず医療
事故 の報告制度 とい うものが極 めて大事 であ

(2)し かし、医療被害者 のこのような願いに正

る。 どこにどん な事故が起 きてい るのか とい

面から向き合おうとする医師はどれほど存在
しているのだろ うか。医療 の世界ではこれま

うことを国の レベ ルでオ
巴握 しない といけない。
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で、「臭 い ものに蓋」 をす る傾 向 もみ られ、

逃げない、 ごまか さない」 とい う名大 の事故

しっか りと事故調査 をせず、教訓 を引 き出さ

後 の対応 を評価 す るとい う態度 に変わった。

ず、隠ぺいす ることによって、 同種 の事故が

(2)他 の医療機 関の場合 は どうだろ う。各医療

発生す るとい うことを繰 り返 して きた。横浜

機関では、 医療安全 にかかわる部署が設け ら

市 立大 学 附属病 院 (横 浜市大病 院)の 患者取

れ、その役割 を十分果た してい るだろ うか。

り違 え手術 は、それ と似 たケ ー スがその6年

院内で発生 した事故 を正 しく把握 で きてい る

ほ ど前 に熊本市民病院で発生 していたが、そ

だろ うか。医師たちは、正 直 に医療事故等 の

の教ツ￨が 生か されない 中で発生 した もので あ

有害事象 を院長や医療安全 の担 当者 に伝 えて

る。

い るだろ うか。院内医療事故調査委員会が公

(3)医 療被害者 は、 医療事故 を公正 に調査 して

正 に機能 してい るだろ うか。 医師 たちは 自律

くれ る第二者機 関が設立 される ことを願 って

的に客観的な評価が で きてい るだろ うか。そ

い る。 医療事故が発生 した各医療機関が、 自

して院長は、進 んで「 日本医療機能評価機構」

分たちで公正 に調査 をす るか ら信用 してほ し
い といって も、 にわかに信用す ることがで き

の医療事故情報収集等事業 に報告 してい るだ
幼
ろ うか。

ない。 これ までの体験 の 中か ら仲 間かばいが

作成 された「医療事故調査報告書」 を見た

あ って きっと公正 には調査 して もらえない と

限 り、あたか も責任 を回避 す る目的で作成 さ

感 じてい るか らである。

れたのではないか と感 じられるもの もあった
し、裁判 にお いて、院内医療事故調査報告書

3

『隠 さない、逃げない、ごまかさない』

の結論 と異 なる判断が示 された例 もある。仲

(1)医 療 事故 の調査 に私 が最初 にかか わ った

間か ばいがみ られるとか同僚批判が不十分 で

の は2002年 8月 に起 きた名古屋大学 医学部附

ある点など、 自浄作用が まだ育 っていない と

属病 院 (名 大病 院)の 腹腔鏡 の手術事故 だっ

い う実感 を私 は持 っている。

1)執

た。

刀 医 は ヒア リ ングの 際、 あ りの まま

を正 直 に語 って くれたので、真相究明、再発

4

防止 を考 える上で大 い に助 け られた。

(1)私 は2002年 以降い くつ かの大学病院等 の院

この名大 の腹腔鏡手術 の件 は、事故直後警

医療事故調査制度創設 へ のかかわ り
内事故調査委員会 にかかわって きた。

察 にも名大 か ら届 け られていた。最終的には

(2)ま た2005年 9月 以 降 は厚労省 の補助事業 と

事故調査報告書 を踏 まえて、民事裁判 に至 る

して実施 されて きた「診療行為 に関連 した死

ことな く国が遺族 に賠償金 を支払 うとい うこ

亡の調査分析 モ デ ル事業」や厚労省 の「診療

とで示談解決が で き、刑事事件 としては警察

行為 に関連 した死亡 に係 る死 因究明等 の在 り

が検察庁 に書類送検 をす る手続 きもしない ま

方 に関す る検討会」 (い わゆる医療版事故調

まに終了す るとい う大変特異 な経過 をた どっ

検討会 )等 の構成員 の一 人 として事故調査制

た。

度づ くりに参画 して きた。

当初 メデ イアは、名大病院で こ うい う事故
があった と大 きく報 じてい たが、「隠さない、

D

(3)な お、 日弁連 とのかかわ りの 中では、私 は
2008年 10月 に富 山で 開催 され た 日弁 連 第51

1)DEl藤 良夫・後藤克幸編著『医療事故か ら学ぶ』中央法規出版、2005

2)/Ak益 財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故1青 報収集等事業 httpi〃 www.med― safe,ip/
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医療 事 故 調 査 制 度 実 務 上 の留 意 点 、 そ の他 の 展 望 ― 患者 側 弁 護 士 の立 場 か ら二

回人権擁護大会のシ ンポジウム「安全 で質 の

(2)日 本医療安全調査機構 の設立

高 い医療 を実現 す るために」 の企 画運営 にか

2010年 4月 、 日本医学会、 日本医師会、病

かわ り、「安全 で質 の高 い 医療 を受 け る権利

院団体等が参画 し、一般社団法人 日本医療安

の実現 に関す る宣言」 の採択 のために尽力 し
°
た。

全調査機構

(以 下「調査機構」 とい う。
)が 設

D

立 された。

この宣言 の 中で、 日弁連 は国に対 し医療事

民 間組織 が 医療 事 故調査 の ための 第 三 者機

故 の調査制度 を整備 す るよ う求 め、その後直

関 とな りうるのか とい う点 では、事業 の継続

接厚生労働省大臣 と面会 してその旨を申 し入

性、財政的な裏付 け、調査権 限等で、弱点 も

れた。

指摘 で きるものの、医療法や同施行規則等 の
改正 によって、各医療機関 は診療 関連死 を こ
の調査機構 に届 け出る とともに、 自ら医療事

医療事故調査制度創設への道

故 の調査 をし、その報告書 をこの調査機構 に
送 り、その レビュー を受 け るよ うにす る等す

1

厚労省 の重要施策の一 つ としての医療安全

れば現状 よ りも医療安全 の文化が医療界 に育

(1)1999年 に相次 いで発生 した横浜市大病院患

ち、安全で質の高 い医療 の実現が図 られる可

者取 り違 え手術 事件、都 立広尾病院消毒剤誤

能性がある もの と考 え られた。

投与事件等 を受 け、医療 にお け る安全性 の確

3)

保 は、厚 生労働省 にお け る最優先課題 の一つ

2

となっていた。医学会等 か らも医療事故 を調

(1)医 療事故調査制度 の創 設

医療法の改正
(医 療法 の改正 )

査す る仕組みづ くりの要請があ った。その よ

2014年 6月 に 医療 法 が改正 され、
「 医療 事

うな中、2005年 9月 にはい わゆる「診療行為

故」 (医 療従事者が提供 した医療 に起 因 し、

に関連 した死亡の調査分析 モ デ ル事業」が厚

または起 因す ると疑 われる死亡 または死産で

労省 の補助事業 (実 施主体 は内科学会)と し

あ って、病院等 の管理者が、当該死亡 または

て開始 された。 これまでの厚労省 の施策 の経

死産 を予期 しなかった もの として厚生労働省

緯 と今 回の医療法 の改正 による事故調査制度

令 で定 める もの)が 発生 した場合 には、管理

の内容等 については大坪論文に詳述 されるの

者 は第二者機関に報告す ることな どを内容 と

で簡潔 に記す。

す る新 たな医療事故 に関す る調査制度が定め

厚 労省 診 療 行 為 に関連 した死 亡 の 調 査 分 析 モ デル 事 業 http:〃 www.mhlw.go.jp/tOpics/bukyoku/isei/i…

anzen/

med― model/

厚 労省 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 httpl〃 www.mhlw.go.ip/Stf/shingi/
other― isei.htrlnl?tid=127273
厚労省 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 httpi〃 www.mhlw.goJp/Stf/Shingl/
other― lsei.htrlnl?tid=127360
厚労省 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 httpi〃 www.mhlw.go.ip/Stf/shingi/other¨

isei.

html?tid=127361
4)

厚労省 医療事故調査制度の施行に係る検討会 httpl//www.mhlw.go.ip/Stf/shingi/other―
日弁連シンポ実行委員会編『安全で質の高い医療を実現するために』あけび書房、2009
また は

日弁連

isei.html?tid=228657

安全 で質の高 い医療 を受 ける権利 の実現 に関する宣言 httpl〃 www.nichibenren.o「 .ip/actiVity/

document/ci∨ il」 ibe「 ties/year/2008/2008̲2.htrnl
5)

一般社団法人 日本医療安全調査機構 httpi〃 www.medsafeJp/
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られた。

新 しい事故調査制度についての
懸念

(2)改 正医療法 の 中には「省令 で定 める」 とさ
れた事項 も多 くあ って、2015年 10月 か ら法が
施行 される前 に調査制度の詳細 について、省

1

は じめに
こ う して2015年 10月

令や通知 で定 めてお く必要 があるため、2014

1日

か らや っ と医療事故

年 11月 には厚生労働省 に「医療 事故調査制度

調査制度が動 き出す ことになったが、患者 ・遺

の施行 に係 る検討会」が設置 された。2015年

族 の視点か ら新 しい事故調査制度 を見 る と、遺

まで5回 にわたって白熱 した議論が展

族か ら第三者機 関へ の調査依頼 の道が狭 く限定

2月 25日

されてい るな ど不十分 な点や心配 な点が少 なか

開された。
論点 は多岐 にわたるが、主な もの としては

らず存在 してい る。

医療事故 の定義、医療事故調査 の 目的、第三
者機関「医療事故調査・支援 セ ンター」及 び支

2

顛末報告義務 について

援 団体 (医 師会等 )の 役割、医療機 関が行 う

新 しい 医療事 故調査 制度 は、原 因究 明 を し

医療事故調査 の方法 (遺 族へ の説明、調査結

て、 医療 の安全 に役立てる ことが 目的であ り、

果 の取 り扱 い な どであ った。

遺族へ の説明 をす ることは 目的ではない とされ
てい る。

3

医療事故調査 は、遺族がいなくても行 われる

省令、通知 のたたき台 の提案
私 は 日弁連人権擁護委員会第四部会 (医 療 と

とい う意味ではt遺 族、の説明それ自体が制度

人権 に関す る部会 )の メ ンバーの協力 を得 て、

の主 目的になっていないことは明らかである。

「医療事故調査制度 の施行 に係 る検討会」構成
員各位 に宛 てて、2015年 1月 6日 付 で、『省令、

他方、 この制度 にお い ては、遺族が い る時に
は、遺族へ の説明が必要 とされていて、遺族へ

通知 のたた き台 の提案 一 医療 の安全 に資す る

の一定の配慮がうかがわれる6

医療事故調査制度 とす るために一』 とい う文書
①
を提 出 した。

診療契約上、患者の地位を相続によって承継
した相続人は、顛末報告義務を果たす よう求め
ることができる (民 法645条 )6相 続によらず と

4

も、遺族は「第三者のためにす る契約」や「付

医療法施行規員Jの 改正
パ ブ リック コメ ン トを経て2015年 5月 8日 に省

令が公布 され、 医療法施行規則 等が 明 らか に

随義務」構成によつても報告を求めることがで
きよう。
院内事故調査報告書 を遺族に交付するかどう

なった。

かを巡っては、検討会で鋭 く意見が対立 したと
ころであるが、Iの 2で 述べ たとお り、遺族が
真相究明 と再発防止 を願っていることは明らか

であるから、医療人としてはそのような遺族の
思いに寄り添う姿勢が大切であると考える。

6)厚 労省医療事故調査制度の施行 に係る検討会
田遷構成員、永丼構成員、西澤構成員 )(PDFi

10801000‑lselkyoku―
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第 4回 資料 構成員提出資料 (小 田原構成員、4El藤 構成員、河野構成員、

4,534KB)p.13‑26 httpi〃
Soumuka/0000073567,pdf

www.mhlw.go.jp/file/05‑Shingikai―

医療事故調査制度実務上の留意点、その他の展望―患者側弁護士の立場から一

医療事故調査報告書を遺族に手渡す と、必ず

死亡 したとす る。遺族は事故の原因を知 りたい

それを「刑事責任追及等に悪用す る」 とは限ら

と思 うに違いない。 このとき工場長が「扱 って

ない。にもかかわらず、刑事責任追及になりう

いる化学物質は専門性 も高 く、プラン トも複雑

るからといってかた くなに医療事故調査報告書

な構造になっているから、まず は工場 の内部の

を遺族に手渡そ うとしないならば、かえって遺

専 門家 にようて公正、客観的に事故調査 をし

族が疑心暗鬼に陥 り、紛争化す ることも十分あ

て原因を究明するのでその結 果 を信用 して欲

りうる。

しい」 と言 ったならば、遺族は納得す るだろ う
か。人々は「病院の場合 は、内部調査であって

3

自己保身について

も公正かつ客観的な調査ができる」 との信頼を

検討会では「少 しでも責任追及される可能性

寄せて くれてい るのだろ うか。「病院ならばで

があるのなら、医師は真実を語れない」 とぃ う

きるはず」 と思っているとしたならばそのよう

意見 も耳にした。 もしこの姿勢を貫 くならば、

に信頼す る根拠 はどこにあるのだろ うか。この

医療 ミスをした医師は患者や遺族に対 し、何 ら
かの責任追及がなされることを恐れ、事実 をあ

点について私 は全 く楽観をしているわけではな
い。特にクリニ ックや小 さな病院で医療事故が

りの ままに語ることができず、「隠す、逃げる、

発生 した時には、院内で公正に事故調査をする

ごまかす」 とい う誤 った道を選択することにな

ことはできない。よほどしっか りした仕組みを

りかねない。 カルテの記載についても、正直か
つ率直 に書 くことを避 け、将来紛争化 した時に

用意 しておかない とおざな りなものとなる。た
だ公正 ・客観的に調査をしようとす る医師が存

備 えて、あ らか じめあれ これの弁解 を書 いた

在 していることも明らかであ り、そのような芽

り、自分に不利 とな りうる重要な事実を意図的

をよリー層育ててい く必要があることも間違 い

に記載 しないこととす るなどに腐心す ることと

ない。そのような土壌が形成されない以上、第

なろう。そ して、院内事故調査委員会において

三者機関ができたとして も公正な調査は期待 で

ヒアリングを受 けた時には、進んであ りの まま

きないからである。医療界が自分たちの力 で事

を詳述す ることは期待できないこととなる。仮

故調査 をす るといっているので、その通 りに展

に保身 を優先す る医師たちが医療事故調査にか

開す るかどうか注意深 く監視 しつつ新 しい芽を

かわったとす ると、当事者 となった医師・医療

温か く見守 りたい と思っている。

機関を守 るために、不利な真実は隠ぺい される
こととなろ う。診療経過 に関す る医学的評価に

今後の課題と展望

関しても、極力甘い評価をすることとなり、決
して「過失」を裏付けることとはならぬよう、
あれ これ報告書 の文言にも気 を遣 うこととな

1

被害救済の視点の必要性

る。このように医療 の安全を確保す るための事
故調査制度が、あたかも医師・医療機関を守る

関係や刑事責任等 の追及 とは全 く切 り離 して設

ための制度 となってしまう危険も内包 している

計 されてい る。 また、民事 上の賠償責任 とも全

といえよう。

'

新 しい医療事故調査制度 は、 医師法第21条 の

く切 り離 されてい る。 したがって、病院の管理
者が医療事故 の発 生 を正 直 に報告 した ら何かメ

4

院内調査を中心にして大丈夫か
ある化学工場 で爆発事故が発生 し、従業員が

リッ トがあるか といわれると、医療の安全 に役
立 つ 以外、刑 事責任、民事責任 が軽 くな る と
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◆

い うもので もない。医療事故 の内容特 に過失の

ために取 り組 んで活躍 されてい る人 々が存在 し

大 きさ、悪質性 の強 さ次第では、刑事 上、民事

てい るとい う事実 を忘れてはな らない。医療事

上の責任問題 が発生す る可 能性 も高 くなる。す

故 で妻や子 を失った遺族 の中には、医療 の安全

べ ての医師が 「その時はその時」 と割 り切 って

を目指 して本 を出 した り医療従事者向け に講演

正直 に報告 ・対応す ることがで きるとは限 らな

をした り、医療安全 に関す る検討会 に参加 した

い。 したがって「正直者が馬鹿 を見 る」 ことの

りして、一生懸命活動 をしてい る人 もい る。あ

ない仕組み、逆 に隠 した りごまか した りしよう

ま り知 られてい ない と思われるが、 医療事故 に

とすれ ばかえってひどい不利益 を受けるとい う

よって息子 さんが寝 た きりの状態 にな り、民事

仕組みが必要 になる。

裁判 によって勝訴 してその後息子 さんを亡 くし

日頃か ら患者 のために誠心誠意、身を粉 に し

たご遺族が、医療事故 を起 こ したその病院に対

て働 いてい る 中 で 誤 って事故 を発 生 させ て し

し、医療の安全 に役 立ててほ しい と3000万 円の

まった とい う場合 や、被害者 の「5つ の願 い」に

寄付 をされた例があった。

応 え事故後正直 にすべ てを患者 ・家族 に伝 え、

医療 の安全 を考 えた り、医療 に対 す る国民 の

事故調査 に対 して も誠実 に向 き合 らて、 あ りの

信頼 を考 えた りす るときに医療事故 の遺族 につ

ままを語 り再発 防止策 の立案 に尽力 してい る場

いて誤 った認識があれ ば どうか改めていただ き

合 には、それ らを高 く評価 して許 し許 されると

たい と思 ってい る。

い う文化 も必要 となって くると考 える。
医療事故調査制度が結果的 に民事責任 や刑事

3

同僚批判 (ピ ア・ レビュー)か ら安全文化 ヘ

責任 さらには行政処分 と、 どの ように関連 して

(1)医 療事故調査 にかかわる専 門の医師 たちは

くることになるのか とい う点 について も、早急

多 かれ少 なかれ「明 日は我が身」 とい う思 い

に議論が必要 となると思われる。特 に、医療被

を抱 い てい る。そ うす ると「偉そ うな ことは

害者 の救済 の問題 を棚上げに したまま医療の安

言 えない」 とい う立 ち位置 に立つ可能性があ

全の確保 を図ってい くことは難 しい。 したがっ

るが、診療経過 に関す る事実 の認定 について

て 医療被 害者 の救 済 と事故 防止 を一 体 的 に行

も、診療 内容 につい ての医学的評価 について

う仕組 みづ くりが必要 となる。 この点に関 し、
「医療被害防止・救済 セ ンター」構想 も参考 にさ

も率直に自分 の見識 を述べ ることので きる人

つ
れたい。

が、事故調査 にかかわるべ きとい うこととな
る。同僚か ばい をす るのではな く、正 しく的
確 に同僚批判がで きるように意識 を変 え、そ

2

ご遺族 に対する偏見 を超 えて
医療事故調査 のあ り方 を考 える時、適正 に調

査 を行 うことによって国民の医療 に対す る信頼
あるい は医師・ 医療機 関 と患者 ・遺族 との信頼
関係 を高めるとい う視点 も必要である。

(2)医 療 の世界 は決 して風通 しが良 い わけでは
な い。 医療 事 故情報 は沈殿 しが ちであ る。‐
「臭 い ものに蓋 」の文化か ら「安全文化」へ大
きく転換 してい くためには、意識改 革が必要

医療事故 によって家族 を失った ご遺族 の 中 に

である し、それな りの時間 も必要 となる6医

は、その後医療 関係者 の方 々 と共 に医療安全 の

学部 にお け る医学生の教 育 の 中で も、医療安

7)ジ

ュ リス トNo1323

nifty.com/pcmv/
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のための トレーニ ングもしてい く必要がある。
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4

全 の大切 さとそのための事故調査 の手法等 に

事実 は決 して公表せず極力伏 せて対処 しよう

ついて しっか りと教 えて欲 しい と思 う。新 し

とす る)等 の保 身 のための方策 を ことさら考

く創設 された医療事故調査制度 も医療安全 の

えた りす ることは、私たちが期待 してい るプ

魂 を失っては何 ともな らない もの となろ う。

ロ としての医師のあ り方、姿勢 ではない。

医療事故 と向 き合 うプ ロ としての医師のあ

医師等 の医療従事者 にとって も、医療 の質
を高め患者 に対 し安全 な医療 を提供す ること

るべ き姿

(1)二 日に医療事故 といって もその 中 には様 々

は、職業人 としての誇 りであ り、喜 びである

なものが含まれる。医師等の明らかな過誤に

はず である。医療 の質 の向上 を図る ことよ り

よって患者が死亡 したケース もあれば、回避

も、単 に訴訟や医事紛争 を減 らす ことや患者
の不平不満・ク レニ ム を表面 的 に押 さえ込む

が可能な合併症 によって患者が死 亡す るケ

=

ス もあ る。「明 らかな」 とは言 えない過誤が

ことに熱心 になるのでは、いかにも悲 しい話

あった時の医師・医療側の対応の仕方には相
当の幅があるように思われる。過誤を厳しめ

である。

にとらえるか極力甘 くとらえようとするかが
分かれ道 となる。プロとしての医師は、素人

す。 もし間違 ったことをしてそのため患者が

「 プ ロで あ る以 上、 自分 は ベ ス トを尽 く
死亡 した時には、率直にお詫 びす る。民事 に
ついては賠償保険でカバー して もらいたい。

よりも厳 しく自戒することだろう。
(2)予 定手術 (緊 急手術 ではな く、あらか じ

刑事 については悪 質な もの と評価 されれば別

め、何 日の何時からと決められて行 われる手

であ るが な るべ く寛大 な もので あ ってほ し

術 )で 、 この患者が手術 中または手術 して1

い。 日頃か ら一生懸命診療 をして きてい るこ

か月以内に死亡す るとは考 えにくく、通常は

とも正 しく評価 してほ しい。予期 せ ず医療事

手術 によって回復 し日常生活を送 ることがで
きる との強い見込み (高 い可能性)が あ った

故 で家族 (患 者 )を 亡 くした ご遺族 のため に

にもかかわらず、死亡 したとすると、その原

経過及 びその医学的評価 、死亡 した原因、反

因を調べ、教訓を引き出して、同じようなこ
とが再び発生 しない ように考え、改善を図っ

省点、今後 の改善点 を分か りやす く医療事故

てい くことになる。「医学はまだ未完成 だか

渡 し、かつ 直接 お会 い して説明報告 をす る」

ら」 とか「人のやることに完璧 とい うことは

とい うのがプ ロ としての医師の本来 の姿 であ

ないから」 とか「患者の体質に問題があった

るべ きもの と思 う。

も、医療事故 を客観的、公正 に検証 し、診療

調査報告書 の 中 に書 き込み、それを遺族 に手

から」 とかあれ これの言い逃れや弁解 を考え

(3)な お、 この よ うに正 し く対応 したか らと

た り、「刑事責任、民事責任、行政処分等 の

いって、遺族 の気持 ちが常 に落ち着 くとい う

制裁を極力受けることのないようにしたい」

ものではない。受け取 った医療事故調査報告

(そ のためには ヒアリングを受けたとしても

書 に重大 な医療過誤 を裏付 け る事実 が明記 さ

肝心な ところは責任が回避できるように答え
る)「 遺族か らのク レームにさらされないよ

れていた時 には、遺族 は警察 に告訴す るか も

うにしたい」 (そ のためには事故調査報告書
は悪用されるかもしれないので遺族には渡 さ

日に開催 された医療事故 に係 る調査 の仕組み

ない)「 病院の内外 の評判 を悪化 させた くな
い」 (そ のためには医療事故が起 きた とい う

しれない。 この 点 につ いて、平成24年 3月 29
等 の あ り方 に関す る検討部会 (第 2回 )資 料6
として有賀徹構成員 か ら示 された 「全 国医学
部長病院長会議 の考 え方」 の 中には 日本救急
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医学会 の提案 (案 )が 紹介 されて い て、そ こ

し、その運用 実態 を把握 して、的確 な意見 を表

には、「院内事故調査委員会 にお い て判 明 し

明 で きるように準備 してお く必要がある。

た事実 については、た とえ当該医療者 の刑事
責任 が問 われ る可能性 が あ る事 実 であ って

6

実践 マニュアルの必要性

も、 関係者 (家 族 ら、 医師 ら)に 対 して真実

私 はかつ て二つの ケースに対す る各大学病院

を正確 に説明 し、 また、院内事故調査 の報告

にお け る事故調査委員会 の取 り組み を紹介 しつ

書 を交付す る。その結果、説明 を受 けた患 者

つ、院内におけるあるべ き医療事故調査 の実践

家族 らが刑事告訴 し、刑事司法が介入す る事

マニュアル を示 し、それが医療機 関で広 く実践

もあ りうる。異状死 の届 け出が必要 ない場合

される ことによって、再発防止、医療 の質 の向

で も、患者家族へ真実 を正確 に説明す ること

上、 医療 の安全 につ ながってい くよ うにとい う

で刑事告訴が誘発 される可能性 もある。 しか

9
強 い願 い を込 めて本 を出版 した こ とが あ る。

し、院内事故調査委員会 の 自律性 を維持 す る

日弁連で もシ ンポ実行委員会が院内事故調査 の

ため には必 要不 可欠 で あ る。 これ は、 医師
のprofessional autonomyの 理念 に基 づ く。」
とあ って、 プロ としての医師の高 い見識が示
Э
されてい る。

1°
ガイ ドライ ンを作成 した。

今後、重大 な医療事故が発生 した際には、 ど
の医療機関であって も、従来 の「 隠す文化」か
ら決 別 し、「正 直文化」 に向け速やか に公正 な
事故調査 を尽 くし、制度改善 のための諸活動 を

5

展 開 してい くべ きであ り、そ うす れば 日本の医

弁護士会の取 り組み
今後病院か ら各単位弁護士会宛てに、院内事

療 の姿 も大 きく変 えてい くことがで きるであろ

故調査委員会 の外部委員 の推薦依頼が来る こと

う。その大 きな契機 となるのが、 医療機 関 ごと

もあ りうる。 また、医療事故 で家族 を亡 くした

の医療事故調査委員会 の活動 と第三者機 関の活

遺族か らこの調査制度につい て相談が寄せ られ

動 である。今後 とも患者 ・ 医療被害者及 び良心

ることも増 えてい くか もしれない。 さらには、

的な医師等 と力 を合 わせて医療 の質 の 向上 ・安

間 もな く制度改善 のための見直 し作 業 も始 まる

全 な医療 に資す る事故調査制度 を構築 してい き

ので、弁護士会 として も、 この調査制度に注 目

たい と思っている。

8)厚 労省

第 2回 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 資料 6全 国医学部長病院長会議の考え方 (全 国
医学部長病院長会議提出資料 )(PDFi4582KB)p.1 5 http:〃 www mhlw.go.jp/stf/shingi/2「 98520000026tyo―

att/2「 98520000026u46

pdf

9)前 掲 1)
10)第 51国 人権擁護大会 ・シンポジウム第 2分 科会基調報告書 (PDFi1 82MB)p.281‑291 httpi〃 www nichibenren.
0「
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