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２月24日(土), 京都テルサ・テルサホールにおいて ｢第４回医療安全シンポジウム｣ が京都

府医師会主催で開催され260名 (医師会員34名) の方が参加された｡

森 会 長 の 挨 拶

平成16年２月に, 地域の住民の皆様に親しまれる医師会, 開か

れた医師会として, 我々が医療の安全, 信頼を高める努力をして

いるのだということを知っていただくために, また, 一生懸命努

力しても避け得ない事故が起こることを理解していただき, 何よ

りも, 医療に関わるトラブルが発生しないために, 府民・市民の

皆様とともに考えていく場として, 第１回の医療安全シンポジウ

ムを開催した｡ しかしこのような取り組みは, 各地でも独自に行われるようになってきたが,

残念ながら, 昨年１年間も医療事故などの報道があり, トラブルが減少してきているとは言え

ない状況である｡ 病気は医師だけで治すことは出来ない｡ 患者さんと共に考え, どうすること

が患者さんにとって一番良いのかということをお互いに考えて取り組む必要がある｡ 本日は,

ご参集の皆様方の本音のお話をお聞きし, 我々の取り組みにもご理解をいただくことで, トラ

ブルを出来る限りなくすこと, またお互いの理解を深め, ともに病気の治療に取り組むことで,

より安全で安心な質の高い医療の提供が可能となるよう, 誠心誠意努力していきたいと挨拶さ

れた｡

基 調 講 演 辻本 好子 氏 (ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センター ＣＯＭＬ 理事長)

｢かしこい医療へのかかり方｣

1990年からのＣＯＭＬの活動を, 月に300件ある電話相談

を中心に報告された｡ ＣＯＭＬの活動の合言葉は ｢賢い患者

になりましょう｣ であり, 電話相談は, 患者さんからの一方

的な訴えであるが, 人は自分の中で悩んでいる事を誰かに聞

いてもらう, そして一緒に問題を整理してもらう人がいるこ

とで, 自分が問題を解決していく気持ちが生れてくると説明
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された｡

電話相談から見えてくることは, 電話相談をしてこられる一部の方で, 自分さ

え良ければ良いといった, 周りの見えない人がいる｡ 電話相談では, ｢100－１が

ゼロ｣ であることをよく感じる｡ お話を聞いてみると, 医療機関で受診して, ｢忙しい医療現

場での医療従事者のたった１つのマイナス１｣, つまりたった１人の ｢医師｣, ｢看護師｣, ｢事

務員｣ の対応の悪さで腹が立ち, 感謝を忘れ ｢100－１がゼロ｣ になってしまっている現状が

あると指摘された｡ そして我々患者が真の意味の大人になるのに何が必要か｡ それには医療者

としっかりと向き合う, コミュニケーションが大切であり, お互いの ｢もう一言｣ が重要であ

ると説明された｡

またご自身の乳癌体験を元に, インフォームド・コンセントと患者としての自己決定の重要

性を説明され, 医療は ｢協働作業｣ であり, 対立関係に良い人間関係は生れないと述べられた｡

次にマスコミの功罪として, 患者が操られている姿もみられると指摘し, 今の患者はマスコ

ミに誘導された漠然とした不信感であるので, 医療現場に行った時に向き合った医療者から,

｢この人に出会えて良かった｣, ｢納得できた｣ と人間関係を取り戻して再構築していくことが,

日本の医療の崩壊を阻止する大きな要因になると見解を示された｡ また100％の期待を医師だ

けに向けるのは無理で, 30％は医師, 残りの70％はチーム医療として医療従事者に向け, 医療

従事者をもっと活用してほしいと説明された｡ そして患者と医療者の間には深い河があるが,

お互いがコミュニケーションをとることで, 心の架け橋を架けていかなければならないと強調

された｡

インフォームド・コンセントについては, 説明と同意と訳された時から, 理解と選択がない

と患者不在に陥ると主張してきたことを説明されるとともに, 厚生労働省が医療をサービス業

だとしてから, 相互に敬う概念がなくなり人間関係が崩れてきたことを指摘された｡ ただ患者

にとっては, 家に帰って読み返すことで確認出来る文章を渡してもらえると, 理解の助けにな

るので実現してほしいと訴えられた｡

最後に, 賢い患者になる具体的な方法として, ｢医者にかかる10箇条｣ を紹介された｡

パネルディスカッション

座長の山木委員長よりパネリストの紹介後, 齋藤副委員長の司会でパネルディスカッション

を行なった｡

・辻本 好子 氏 (ＣＯＭＬ理事長)

３年前の都立広尾病院の ｢患者権利章典｣ を創る時, 委員として入っ

たが, 患者の権利だけでなく義務ということも章典に加えてほしいと要

望した (①自分の持っている情報を伝える ②自分の聞きたいことを聞

く ③医療は準委任契約であるので患者としてもモラルを守る)｡ また今

年度都立広尾病院では, ｢子供権利章典｣ がまとまり施行されることになっ

たことを報告された｡
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・澤 美彦 氏 (医師)

インフォームド・コンセントは, 説明と同意と訳されるが, ここで重

要なのは治療の決定権は患者さんにあり, 権利である｡ より良い結果を

得ていくためには, 信頼関係を築けるようなインフォームド・コンセン

トが必要であると報告された｡

また現在の高度医療では, パターナリズムだけで解決する事は出来な

くなっているが, 患者さんの自己決定の方法に現時点ではこれが良いと

の明確な回答はない｡ 患者さんが自己決定されるのもよし, もし決めか

ねるようであれば治療の誘導と批判されても, 医師が良いと思える治療法をお勧めすることも

あり得る｡ 患者さんの自己決定を支援するケースも日本型のインフォームド・コンセントとし

て考えていくべきであると見解を示された｡

・片桐 秀樹 氏 (京都市立病院医療安全管理者 薬剤師)

医療安全管理者の仕事をして２年になり, 医療安全管理者の仕事は,

病院の中には様々な職種があるが, 組織を横断的に風通しの良くなるよ

うに活動をしていると報告された｡ 例えば, ｢医療安全の問題の提案｣,

｢最新情報の伝達｣, ｢他医療機関の事故事例の検証｣ 等々を病院の医療現

場にフィードバックすることで, 患者さんへの安心で安全な医療の提供

を目指していると説明された｡

・古瀬 佳代 氏 (京都府立医科大学附属病院医療安全管理者 看護師)

今年の４月から医療安全管理者の仕事をしている｡ 仕事の内容として

は, 横断的に組織に顔を出して, 医療事故・インシデントの調査, 分析

をしていると報告された｡ また人はだれでも間違えるが基本にあると考

えるが, それだからこそ医療安全は, 間違えないシステム創りが必要と

考えていると述べられ, 医療従事者を守れば患者さんの医療安全は確保

できると説明された｡

・尾古 俊博 氏 (京都新聞)

1990年代から記者として医学・医療に関わってきた｡ インフォームド・

コンセントという言葉に出合ったのは, 京大での生体肝移植が出てきた

頃である｡ インフォームド・コンセントの言葉が出てきた時に, 日本語

をカッコ書きにする時, “説明と同意”とつけたが, 生命倫理の関係の

方から指摘があり, 報道機関では“十分な”を付け加えた｡ 皮膚の臓器

提供を同意した事例で, “十分な説明と同意”の必要性を思い知らさた
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ことがあると報告された｡

また今の時代, パターナリズムの医療は通じなくなってきており,

｢一般の方の目線で説明できる医師｣, ｢医療について常に勉強していく

医師｣ が必要ではないかと意見を述べられた｡

座長の齋藤副委員長は, 現在のように慢性疾患が出てく

ると, 医師は患者さんの命の延命ばかりを考えれば良い時

代から, 患者さんが要望される医療を実現しないと患者さ

んの納得が得がたい時代になってきていると指摘｡ 先程,

辻本ＣＯＭＬ理事長が言われた ｢越えられない河｣ をどの

ように一緒になって越えていくかを考えないといけない時

である｡ これには, 患者と医者のコミュニケーション, 意

思疎通が大変重要であると述べられた｡

最後に座長の山木委員長からは, 今後もシンポジウムにご参加していただくことで, 医療に

対する理解を深めていただき, 患者・医療者との協働作業として進めていける社会の実現を目

指していきたいと締めくくられた｡

新 医者にかかる10箇条
あなたが“いのちの主人公・からだの責任者”

１. 伝えたいことはメモして準備

２. 対話の始まりはあいさつから

３. よりよい関係づくりはあなたにも責任が

４. 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報

５. これからの見通しを聞きましょう

６. その後の変化も伝える努力を

７. 大事なことはメモをとって確認

８. 納得できないときは何度でも質問を

９. 医療にも不確実なことや限界がある

10. 治療方法を決めるのはあなたです

ＣＯＭＬ (コムル)




