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昭和53年に弁護士登録され現在は御池総合法律事務所所属｡ 主として民事事件を担当され､ 医療
と福祉に関心を持つとともに､ 諸問題に取組まれる｡
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京都医療ひろば世話人代表｡ 医療を市民の立場で考えようと､ 1990年に､ ｢京都医療ひろば｣ を立
ち上げ､ 現在に至る｡
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病院院長｡ 平成12年から､ 京都府医師会理事｡ 医療安全対策を担当｡
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小児科医院院長｡ 元日本小児科学会の評議員｡ 平成２年～４年間京都の小児科医会の会長｡ 京都
府医師会医療安全対策委員会委員長｡
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主催者挨拶
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司会 では第一回の医療安全シンポジウムを開

催させていただきます｡ 私は司会をさせていた

だきます京都府医師会の橋本と申します｡ よろ

しくお願いいたします｡ まずは､ 今回初めてこ

ういうふうな患者さんとの話し合いの場を持と

うということで､ 第一回の医療安全シンポジウ

ムを開催しました｡ まず京都府医師会の油谷桂

朗会長より冒頭のご挨拶を申し上げます｡

����������������		





主催者挨拶

ただ今ご紹介のありました医師会長の油谷で

ございます｡ 本日のシンポジウムの主催者とい

たしまして一言ご挨拶を申し上げます｡ ご来場

の皆さま方には､ せっかくの週末にもかかわり

ませずこうしてわざわざお運びをいただきまし

て､ 本当にありがとうございます｡ 日ごろから

私ども医師会の進めておりますさまざまな活動

に何かとご協力やらご理解をいただきまして､

この場をお借りして厚く御礼を申し上げます｡

さて私ども医師会の活動の要といいますのは､

やはりこれから先､ 医療への安全､ 医療への信

頼を高めるにはどうしたらいいかということを

活動の第一番の柱にしております｡ そのために

はやはり地域住民の皆さま方に少しでも親しま

れる医師会､ そして開かれた医師会､ そういう

立場をとることによって医療に対する信頼を取

り戻し､ 高めるという手立てがとれるのではな

いかと思っております｡ 具体的には､ その１つ

はやはり医師自らがしっかりと勉強する､ 医師

免許を取った後もずっと一生涯最新の知識を身

につけるような努力を続けていくということは

もちろんでございます｡ またもう１つは､ 医師

としての自浄作用といいますか､ 職務に対する

倫理規定をしっかり守りながら診療に従事する｡

これも当然のことでございます｡ そして３つ目

が本日掲げられております医療安全､ これを徹

底してやっていくということ｡ この３つが医療

に対する信頼を高める大きな三本柱であろうと

思っております｡ この３つはすでに当然守られ

てこなければいけなかったことばかりなのです｡

ところが振り返ってみますと､ そうでない事例

が多々見受けられた｡ これはなぜかと言います

と､ やはり急激に医療の技術が進み過ぎたとい

うこともありますでしょうし､ 社会が複雑になっ

て､ 医療従事者がそのスピードに十分対応しき

れなかったということもあったのではなかろう

かと思います｡

そういうことに対しまして昨年の12月､ 厚生

労働省のほうでは３つの点に気をつけて医療安

全対策を徹底してくださいという指示を出しま

した｡ その１つが ｢人｣､ ２つ目が ｢施設｣､ ３

つ目が ｢物｣ ということになっております｡ １

つ目の ｢人｣ といいますのは､ つまり医療従事

者ということでございまして､ 医療に従事する

者自らが､ 先ほど言いましたように最新の知識､

最新の医療技術を常に身につけておくという生

涯教育の部分｡ そしてまた患者さんに接遇する

ときの心構えといいますか､ そういった人間に

由来するさまざまな安全対策をやるべきという

ことが１つ｡ そして２つ目の ｢施設｣ というの

は医療施設､ つまり病院そのものですけれども､

2

�����

�������� �	 
�



主催者挨拶

病院の構造とかシステムとかそういったものの

中に医療安全を損なうようなものがないかどう

かの点検です｡ そして３つ目の ｢物｣ といいま

すのは､ 薬物とか医薬品あるいは医療機器に関

しまして､ さまざまな不具合が原因となってい

ないだろうか｡ こういう３つの観点から医療安

全を徹底すべしという指示を出したところでご

ざいます｡ こうした指示は､ 主に病院に対して

守りなさいという強い指示でありますけれども､

私どもはこれは診療所に対しても言われなくて

もやるべきことであろうということで､ 昨年医

師会の中に特別委員会を設けまして､ さっそく

専門医会のそれぞれの先生方､ あるいはまた一

般市民の皆さま方にもご参加いただきまして､

さまざまな形で医療安全について協議をしてま

いりました｡

そのときに出てきた考え方の１つと言います

と､ ここ10数年前までは､ 果たして医療という

ものの受け止め方をどういうふうに捉えてきた

のか｡ 医療を提供する側も医療を受ける人たち

も､ 医療というのは与えられるものという捉え

方をしてきたのではないだろうかと｡ しかし最

近ではこの考え方が少し変わってまいりまして､

医療というのは与えられるものではなくて求め

られるものであるという考えに変わってきてお

ります｡ これは昔からあるのですけれども､ 医

師がこうしなさい､ 私に任せておきなさい､ 先

生にお任せしますといった時代には､ それなり

に医師と患者の信頼関係が強固であればうまく

いったときもあったのだろうと思います｡ しか

し先ほど言った最近の高度な医療技術・複雑な

社会構造の中では､ とてもその辺のことが十分

整頓しきれない時代になってまいりました｡ し

たがいましてそこで診療に関するさまざまな情

報の開示とか診療内容に対する説明､ あるいは

同意､ こういったものが求められるのはそういっ

た所以であります｡

医療を求める側と医療を提供する側､ この両

者が一体となって医療安全に対する共通認識を

持つことによって､ １つの本当の医療安全文化

といいますか新しい考え方ができてくるのでは

なかろうかと思っております｡ 私どもはただ単

に物理的に薬の名前がどうだとか､ 点滴の器具

の形がどうだとか､ そういう物理的なことは何

とでも解決できることだろうと思いますけれど

も､ 人間と人間､ 医療を受ける人､ 医療を提供

する人､ その中で心を寄せ合って心が通い合わ

なければ､ これはなかなかそう簡単に解決する

ものではないと考えております｡

この問題は非常に難しくて大きな問題です｡

ですから今日のシンポジウムで直ぐに来年や再

来年に解決するようなことではありませんけれ

ども､ 今日のシンポジウムがそういったことを

考える１つの糸口になればと思って開催させて

いただいたわけでございます｡ 本日パネルディ

スカッションに参加していただきます３名の先

生方に心から御礼を申し上げたいと思います｡

どうぞお時間の許す限りゆっくりとご清聴して

いただければありがたいと思います｡ 本日はあ

りがとうございました｡

司会 それではさっそくパネルディスカッショ

ンを始めたいと思います｡ 開催するにあたりま

して､ 座長をお務めいただく加藤先生をご紹介

申し上げます｡ 加藤先生は小児科の先生なので

すが､ ずっと長いあいだ日本小児科学会の評議

員をされていたり､ 平成２年からは４年間京都

の小児科医会の会長もなさっておられました｡

では加藤先生､ このあとの進行をパネラーの３

名の方のご紹介も含めましてよろしくお願い申

し上げます｡
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主催者挨拶

座長 ご紹介にあずかりました加藤

静允と申します｡ 今も府医の理事か

らの紹介で ｢先生｣ と呼ばれると､

医者同士では知らず知らずにそうい

う言葉が出て､ ドクターという意味

で使っていると思うのですけれども､

今日は座長の独断で､ パネラーの方々

にもご了解をいただいて､ すべて ｢さん｣

付けで呼ばせていただきますので､ どうぞご了

解のほどお願いいたします｡

今日のお三方､ それからここにお集まりくだ

さった方というのは､ 非常に医療安全に関して

何かの興味をお持ちだと思います｡ 我々もこう

いう委員会をやりまして､ さてどうしたらいい

かと｡ 医療安全というものはいろいろ言われ出

して久しいですし､ こういう会を持てたという

ことが第一歩かと私は考えております｡ まずお

三方のお話を聴き､ これから考えるべきこと､

為すべきこと､ そして今日お集まりの方々にい

ろんなお話を聴くことが､ さらに一歩二歩と進

めていくきっかけになれば非常にありがたいこ

とだと思います｡

ではパネラーのご紹介を簡単にさせていただ

きます｡ まず井上博�さんです｡ 井

上さんは昭和53年に弁護士登録をさ

れ､ 現在は御池総合法律事務所に所

属されております｡ 主として民事事

件を担当され､ 医療と福祉に関する

諸問題の勉強を続けておられます｡

本日は弁護士の立場からご提言いただ

けると存じます｡ どうぞよろしくお願いし

ます｡ ２番目に､ ｢京都医療ひろば｣ 世話人代

表の奥田美智さん｡ 奥田さんは1990年から今日

までの13年間､ 市民団体として医療を市民の立

場で考えようとして立ち上げられた京都医療ひ

ろばの世話人代表を務めておられます｡ 本日は

患者さんサイドの立場からご提言いただけると

存じます｡ どうぞ遠慮のないところをお願いい

たします｡ そして京都府医師会理事の齋藤信雄

さん｡ 齋藤さんは平成12年から京都府医師会の

理事となられて､ 現在も病院院長としてご活躍

中でありますが､ 医師会では医療安全対策にも

取り組んできておられまして､ 本日は医療サイ

ドの立場からご提言いただけると存じます｡ お

三方どうぞよろしくお願いいたします｡ まず井

上博�さんからお話をお伺いしたいと思います｡
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パネラーによる講演

ご紹介いただきました井上です｡ 今日のシン

ポジウムに私の方で参加しないかと言われたの

ですけれども､ アメリカの弁護士で小説家のジョ

ン・グレシャムの小説の中で､ “Doctors hate

lawyers”というのがございます｡ お医者さん

は弁護士が嫌いだと書いてありますけれども､

日本でも多分そういう状況になっていると思い

ますので､ 今日のこの会でお話しすることを大

変躊躇しました｡ ですけれどもこういう催しが

京都府医師会さんでは初めてということなので､

ひょっとしたら“Doctors like lawyers”になる

かもしれないと思って参加させていただくこと

にしました｡ 私に医師会から与えられたテーマ

は､ ｢弁護士から見て事故を未然に防ぐには・

事故が起こったときの対応は・医療事故として

マスコミ報道で感じることは等｣ ということに

なっております｡ 答えになるかどうか分かりま

せんけれどお話しさせていただきたいと思いま

す｡

私は30歳のときから人工透析を始めまして､

現在で25年を過ぎました｡ 今は１時間ぐらいか

けて病院に通っているのですけれども､ 以前は

家から近いところの方がいい病院だと思って､

その近い方の病院に行っておりました｡ ところ

がそこの病院では､ 透析装置から血を返すとき

にボコボコと空気が入っていって､ 自分でパッ

と止めてしまったこともありましたし､ 透析患

者は高カリウム血症といって血中のカリウムの

値が高くなると心臓が止まってしまうのですけ

れども､ その病院では８. いくらかになってい

まして､ 腰が立たなくなったこともあります｡

ところがそこの病院では高カリウム血症という

のが分からなくて､ 神経ブロックを一生懸命さ

れていました｡ そういうことがあって病院を変

わったのですけれども､ お医者さんも一生懸命

やってくれるお医者さんもありますけれども､

勉強をあまりしていなくて､ ひょっとしたら事

故を起こすかもしれないお医者さんがいるとい

うことも事実だと思います｡

私は京都医療弁護団の事務局をしていますけ

れども､ 平成13年の相談件数が44件､ 14年が49

件､ 15年が59件というふうに毎年増えています｡

ところがこのうち訴訟になったのは､ 平成13年

で言いますと相談件数44件のうち４件だけとい

うことで､ ほとんどが相談で終わっています｡

患者さんからお話を聞くと､ 事故が起こるまで

の病院の対応やお医者さんの対応､ 看護師さん

の対応が悪かった｡ 事故が起こってもう我慢が

できないという相談が結構あります｡ 最近事故

報道がたくさんされていますけれども､ 根底に

はそういう医療に対する不信が結構あるのでは

ないかと思います｡ 今私が行っている病院の院

長先生は､ 500人以上患者さんがいると思いま

すけれども､ 透析のたびに患者の顔を見て､ 検

査結果を見て､ 入院患者については､ 日曜日で

も朝８時ぐらいからずっと回っておられます｡
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パネラーによる講演

私もいつも感心しているのですけれども､ 看護

師さんに聞いても､ あの先生は尊敬すると言っ

ていました｡ そういうふうにお医者さんに対す

る信頼と尊敬があるところには､ たぶん事故も

少なくなると思いますし､ 事故が起こったとし

ても紛争は少なくなるのではないかと思います｡

私は今年の正月にニューカレドニアに行って

透析を受けましたが､ 最終日に体調が悪くなっ

て昼の３時ぐらいに病院に駆け込んだのです｡

受付に言うと､ すぐにそこのお医者さんが飛ん

できてくれて､ 検査をして､ 問診をして､ 今ま

で言われたことがないのですけれども低血糖と

高血圧になっていると言って､ そのお医者さん

自らがいっぱいお菓子やプリンみたいなものを

持ってきて直ぐに食べなさいと言って渡してく

れました｡ そして血圧の薬も１箱､ 帰りの飛行

機で飲みなさいと言って渡してくれましたし､

日本のお医者さんへの報告書もすぐに書いてく

れました｡ たぶん日本ではそういうことはなく

て､ もっと待たされたり手続きがいろいろある

のではないかと思います｡ また､ いくらですか

と言いましたら､ 料金は要りませんと言われま

した｡ 言いたいことは､ ただにしてくださいと

いうことではなくて､ 患者に今必要なことをす

ぐに対応してくれる､ そういうお医者さんにつ

いて感心したわけです｡

医療訴訟の前に紛争になると思いますけれど

も､ 紛争を少なくしようと思うと､ お医者さん

がいかに患者のことを考えて対応しているか､

そういうことが一番大事かと思います｡

次に事故が起こったときの対応と予防という

ことを考えたいと思います｡ 最近の法律雑誌に､

アメリカのアーカンソー大学ロースクールのロ

バート・Ｂ・レクター教授という人が､ ｢日本

の病院が最も恐れるのは患者の弁護士ではなく､

記者や警察官である｣ と書いています｡ ある弁

護士も､ ｢病院が恐れているのは警察沙汰､ マ

スコミ沙汰､ 裁判沙汰の３沙汰だ｣ と言ってい

ます｡ そこで今まで事故があった事例で､ この

警察沙汰､ マスコミ沙汰､ 裁判沙汰を回避した

事例と､ この３沙汰になった事例を紹介したい

と思います｡

私は先ほど､ 透析が終わったときに空気が入っ

たということをお話ししましたけれども､ その

透析が終わったときに空気が入って死亡された

事例が2000年５月に千葉県の県立病院でありま

した｡ ここの院長さんが､ 最初に考えたことは､

｢最も重要なのは医療の透明性の確保と説明責

任の遂行である｣ ということで､ 直ちに事故の

事実を患者側にきちんと説明して､ それと警察

に対しても､ 事故隠しでないかと思われないた

めに直ちに警察に届けました｡ それから県立病

院なので県庁内に事故調査委員会を設けて､ そ

この病院のお医者さんではなくて､ 外部の３名

の先生に依頼して事故調査をされ､ 事故原因を

追究して､ そしてその結果を２カ月という早い

時間で発表し､ しかも事故の発生防止の対策ま

で提案されました｡ このことは最近の法律雑誌

にも好意を持って載せられています｡

もう１つは､ 同じ2000年の８月に名古屋大学

附属病院で大腸の腹腔鏡下手術によって出血事

故がありました｡ その死亡事例で､ そこの院長

さんは､ ｢逃げない・隠さない・ごまかさない｣

という３原則を立てて直ちに事故を公表し､ 他

の大学の専門医の先生と患者側でやっている弁

護士と放送局で医療記者として活動してきた人
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パネラーによる講演

をメンバーに入れて事故調査を行いました｡ そ

の事故調査に対しては､ 警察にまず捜査は待っ

てもらって自分たちで２カ月かけて調査をし､

その原因とその後の対策を発表したわけですけ

れども､ このことについてマスコミは好意を持っ

て発表しました｡ そしてまた早期に事故原因が

解明できたので､ 示談もすぐにできました｡ こ

れについても中部日本放送から好意をもって本

に発表されています｡

この２つの事例は､ 警察沙汰､ マスコミ沙汰､

裁判沙汰を回避しましたが､ 次の２つの事例は

これら３沙汰となりました｡

最近も新聞に出たと思いますけれども､ 2002

年10月に同じ腹腔鏡下手術によって出血し死亡

した事故が神奈川県の大学病院でありました｡

ところがこの病院では､ 事故当時は発表しない

で､ １年後に患者側がこれを記者発表して警察

も捜査に乗り出しました｡ 病院はその時には､

調査したけれどもミスはないという発表をして

おりましたが､ 警察が学会に鑑定を依頼し､ こ

れは明らかなミスだという結果が出たことを受

けて､ 病院は一転してミスを認めて遺族に謝罪

しました｡ 警察もこれを受けて業務上過失致死

罪で送検するというふうに新聞に載っています｡

もう一つは2001年１月に宇治で起こった事故

ですが､ 蕁麻疹で診察を受けた小学生に塩化カ

ルシウムを静注したとして低酸素脳症になった

という事例です｡ これも最近マスコミでも報道

されていますから､ 皆さんある程度知っておら

れると思いますが､ 病院の方は､ 事故内容につ

いては保健所と医師会には報告しました｡ 家族

にも一応報告しましたけれども､ 蕁麻疹で塩化

カルシウムを静脈注射するということは10数年

前に適用がないとされているのですが､ そのこ

と自体は言わなかったのです｡ それで１年２カ

月後に患者の方が告訴して､ 警察が捜査を始め

たことがマスコミに漏れて､ その時点で初めて

病院は記者発表したのですけれども､ そこでも

ミスは無かったという発表でした｡ ところがそ

の１年後に警察の捜査で､ 塩化カルシウムをで

はなくて塩化カリウムを静脈注射したというこ

とが分かり､ お医者さんと看護婦さんを業務上

過失傷害罪で検察庁に送りました｡ この事実を

受けて病院は一転して謝罪の記者会見をしまし

たけれども､ マスコミの方は､ 病院は事故隠し

をしたのではないかということで､ また報道し

ました｡ この事件についてはまだ裁判もありま

すし､ 検察庁の捜査もありますから､ またマス

コミに報道される可能性があります｡

以上のことを考えますと､ 裁判沙汰､ 警察沙

汰､ マスコミ沙汰を避けるには､ 事故が起こっ

た時には直ちに発表し､ 患者に説明し､ 自ら第

三者を入れて調査し､ その原因を究明し､ そし

て再発防止対策を取る方が､ マスコミ向けにも

いいですし､ 患者に対する早期解決もできます｡

警察沙汰についても､ 警察は一応捜査しますけ

れども､ 軽い処分になるだろうというふうに考

えられます｡ 名古屋大学がやったように､ ｢逃

げない・隠さない・ごまかさない｣ 対応の方が､

結局は病院にとってもいいのではないかと思い

ます｡

医療事故が起こりますと､ その病院だけの問

題としてその病院だけが孤立して闘うことにな

ります｡ そういうことであるならば､ 医師会と

しては会員に事故が起こった時に､ 医師会自身

が第三者の専門家を加えて事故調査をし､ そし

て結果を公表し､ さらに新たな事故防止対策を

立てた方が､ お医者さんにとっても孤立しない

ですむので気が楽ですし､ 患者さんにとっても

早期な解決が図れる｡ マスコミ沙汰と言われま
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すけれども､ マスコミの方も好意をもって迎え

る｡ 警察もお医者さんに対して軽い処分になる｡

しかも事故発生防止対策､ 再発防止対策が立て

られて､ 他のお医者さんにも役に立つのではな

いかと思います｡

最近フランスでは新しい法律ができて､ 患者

が事故があったと言っていくと､ 医師らで構成

する ｢補償委員会｣ は早期に事故の調査をし､

その結果を発表し､ それを患者に伝え､ 患者が

その内容で納得したらお医者さんは従わなけれ

ばならないという法律になっているらしいです

けれども､ 医師会でもそういう法律ができる前

に自らそういうことをした方が､ 一般の市民に

対する信頼性が高まるのではないかと思います｡

最近の日経新聞に､ 法的行動を起こした人の

アンケート結果が載っていましたけれども､ 法

的行動を起こした理由について､ ｢納得できる

説明が欲しかった｣ というのが96.5％､ ｢経済

的保障が欲しかった｣ というのは37.9％です｡

お医者さんの方では､ 訴訟を起こすのは金が欲

しいからだろうという言い方をする人がいます

けれども､ この記事で言いますと､ 納得できる

説明が欲しかったという理由が圧倒的に多いで

す｡ 最近の法律雑誌に裁判官が書いていること

ですが､ ｢医療過誤訴訟を担当してみると､ 患

者側は多くの場合､ 経済的保障よりも医療事故

に至る経過について詳細な説明を受けた上で事

故の原因を究明し､ それを医療事故防止に役立

ててほしいという強い希望を抱いていることが

分かる｣ というふうに書いています｡ そういう

ことであれば､ 訴訟になる前に医療の側で原因

を究明し､ それを説明して対策を立てるという

ことのほうがずっといいのではないかと思いま

す｡

次に事故の予防についてお話しします｡ 先ほ

ど千葉県の県立病院で､ 透析後に空気が入って

死亡した事例があったと言いましたが､ この事

例のあとでその病院の院長さんが､ 医療事故を

未然に防ぐためにはさまざまな取り組みが必要

であるということで透析医会を動かし､ 厚生省

から補助金をもらって全国的な事故調査をおこ

なって事故対策マニュアルが作られました｡ こ

の事故調査結果によると､ 2000年の１年間で透

析の事例では死亡例が５件､ 重篤な事故が372

件で､ 100万透析あたり31件発生して､ 概算で

は年間850例の重篤な事故が発生しているとい

うふうに報告されています｡ そこで事故対策マ

ニュアルでは､ 透析の機器にカテーテルをつな

ぎますけれども､ 今までは突き刺すだけだった

のをねじ式にして離れないようにするルアー・

ロック方式をとるということと､ 空気が入らな

い対策をとりなさいという２点について事故対

策マニュアルを作りました｡ この調査結果を受

けて２年後にもう１回調査しましたら､ 2002年

の１年間で､ 事故対策マニュアルが作られたも

のについて事故は減少していましたが､ 全体的

には死亡事故が18件､ 重篤事故が553件､ 100万

透析あたり41.4件発生しているという調査結果

が出ました｡ これは事故対策マニュアルについ

ての事故は少なくなりましたけれども､ 全体と

しては事故が減っていないということが分かり

ます｡

それともう１つは､ そのマニュアルは一応ガ

イドラインで義務化はされていないのですけれ

ども､ ヨーロッパでは義務化されているようで
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す｡ 日本ではこのマニュアルがあるにもかかわ

らず､ これを守っていない施設が17％あると報

告されています｡ 私は先ほどニューカレドニア

へ行ったと言いましたが､ ニューカレドニアは

フランス領ですが､ 透析機械が８台しかない本

当に小さなクリニックでしたけれども､ その病

院でもきちんとルアー・ロック式のものが使わ

れていました｡ ヨーロッパでは義務化されてい

て､ こんな南太平洋の小さな島でもちゃんと守

られているということに感心しました｡

こういうことを考えますと､ 個々のお医者さ

んではヒヤリ・ハット事例というのは多分あま

りないと思いますけれども､ 全体のお医者さん

を集めてみたら､ いろんなヒヤリ・ハット事例

があると思います｡ それを集めて､ それを科学

的に分析して事故対策の防止方法を考えたら､

事故がさらに防げるのではないかと｡ そしてそ

のことを医師会が全体としてやることによって､

市民の医師会に対する信頼感がさらに高まるの

ではないかと思います｡

最近､ 厚生労働省のホームページを見ていま

すと､ 国立の病院や医療機関のヒヤリ・ハット

事例が載っていますけれども､ 医師会の会員さ

んの事例とはまた少し違うのかと思います｡ そ

ういうことも含めて､ 医師会としてヒヤリ・ハッ

ト事例を集めて事故防止対策を進めていった方

が､ 事故を予防できるのではないかと思います｡

次に裁判になったときのことですけれども､

お医者さんからは､ 患者側の弁護士は無茶苦茶

言ってくるとよく言われます｡ そしてマスコミ

の方もそれに悪乗りして一方的なことを報道す

ると言われるのです｡ 確かに弁護士も素人なの

で間違っていることもあるし､ 文献を誤解して

読むこともあると思います｡ ところが私の感想

から言いますと､ お医者さん側の弁護士も結構

似て非なることをいっぱい言ってきて､ さらに

医療に対しての不信感を高めているという面が

あると思います｡

例えばどういうことかと言いますと､ アメリ

カの産婦人科学会の委員会が､ ｢成熟児で分娩

時の低酸素状態による脳性麻痺の診断基準｣ と

いうのを設けているのですけれども､ この診断

基準自体が､ アメリカは訴訟が多いものですか

ら､ 政治的色彩の強いものであるというふうに

批判されています｡ そういう文献を京都の有名

な医療側の弁護士さんは､ 成熟児でない､ それ

から分娩時の低酸素状態でないような事例にま

でもってきて､ この診断基準に当てはまらない

という言い方をして､ そういう主張をどんどん

してきて､ さらに患者さんから不信感を持たれ

てしまっています｡

この先生は､ たぶん過去の成功体験がそうい

うふうにさせたのだと思いますけれども､ 最近

は患者側の弁護士も容易に文献が入るようになっ

てきましたし､ 裁判所の方も､ 今までだったら

お医者さん側の弁護士が言うのだったらそうか

なという判断をしていたと思いますけれども､

たぶんそういう時代ではなくなっていると思い

ます｡

お医者さんが医療事故の訴訟をされたときに

は､ お医者さんと弁護士が共同して書類を作る

というふうに聞いていますが､ もし弁護士の方

がそういう似て非なるものをどんどん主張する

ようなことがあるとすれば､ そういうことはか

えって医療不信を招くだけなので､ できたらそ

ういうことはないようにお願いしたいと思いま

す｡
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もう１つは､ 患者側の弁護士も勉強不足だと

言いましたけれども､ 患者側の弁護士にちゃん

と教えてくれるお医者さんがなかなか少ないと

いうことがあります｡ 特に京都は少ないと私は

感じていますけれども､ そういうことも原因に

あって､ そのこと自体がお医者さんがかばい合っ

ているという意味で不信感を招いていると思い

ます｡

先ほど平成13年の相談件数44件のうち訴訟に

なったのは４件だけだと言いましたけれども､

これはお医者さんの側から言いますと､ 医療弁

護団が苦情処理機関になっていて無駄な訴訟は

省いている役割を果たしているというふうにも

言えると思います｡ そういうことであれば､ お

医者さんはもっと患者側の弁護士に､ 一方的に

患者の肩を持ってもらわなくてもいいのです､

公平なことを教えていただいたらいいと思うの

で､ そうしていただいた方が患者側の信頼感も

高まりますし無駄な訴訟もなくなると思います｡

裁判所には司法記者クラブというのがあって､

そこの記者は記事になる訴訟がないかと取材に

回っています｡ もしお医者さんが言われるよう

に､ 患者側の弁護士は無茶苦茶な訴訟をすると

いうことがあるとすれば､ その弁護士が起こし

た訴訟はそのままマスコミから取材されて一方

的な記事になってしまうということになるわけ

です｡ それならばお医者さんの方で患者側の弁

護士にちゃんと教えていただいて､ 公平な医療

情報をスクリーニングを掛けた方が､ マスコミ

に一方的で無茶苦茶な報道をされなくなるので

はないかと思います｡ そうした方がお医者さん

にとっても医療自体に対する信頼感が高まるこ

とになるのではないかと思います｡

先ほどアメリカの弁護士のジョン・グレシャ

ムの小説をご紹介しましたけれども､ あの小説

の中では､ お医者さんは､ 最初は患者側の弁護

士から協力を求められて嫌がっていますけれど

も､ 最後には ｢請求書を送るけれども払えると

きでいいから｣ ということで､ ちゃんと教えて

くれるという結末になっています｡ できました

ら京都のお医者さんもそういうふうにしていた

だければありがたいと思います｡ 以上で終わり

ます｡

座長 ありがとうございました｡ いろいろ考え

させられる話を非常に分かりやすく､ 温かくお

話しいただきましてありがとうございました｡

では次に奥田さん､ どうぞよろしくお願いいた

します｡
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京都医療ひろばの世話人代表をしております

奥田と申します｡ 一番はじめに私たちの会の活

動を少しだけお話しさせていただいた上で､ い

くつかの点を述べさせていただきたいと思って

おります｡

私たちは1990年に､ 医療を受けてきた約10人

の一般の人たちが集まって発足いたしました｡

年齢は30代から70代の男女で､ 職業もさまざま

でした｡ 患者の方もおられれば､ 既に原告になっ

ている方もいらっしゃいました｡ 介護に疲れて

いた家族の方もおられました｡ そういう人たち

がいろんな思いを持って集まりました｡ 私たち

が共通して思っておりましたことは､ 90年当時､

いろんな形で医療を受けていて悩んだこと､ ト

ラブルのこと､ さまざまなことを訴えていって

も､ 行政の側は何も動いてくれない､ 動いてく

れなかった､ また医師会そのほか保険医協会､

諸々の諸団体のところに訴えていっても､ 結局

のところ患者の立場ではなく､ 医者が医者をか

ばうという形でしか回答がもらえない､ あるい

は何も対応してもらえない､ そういう諸々の思

いがありました｡

そこで私たちは微力ながらいろんな声を集め

て､ その声を大きくして､ それを訴えていく方

法があるのではないかという形で､ 発足当時は

週２回の電話相談や 『参加する医療』 というタ

イトルの機関誌を発行しながら活動を始めまし

た｡ 現在活動しておりますことは､ この電話相

談と機関誌の発行以外に､ 学習会とか四条大宮

にある事務所に週１回 ｢おしゃべりルーム｣ と

いうものを設けて､ 本の貸し出し､ 資料の閲覧､

愚痴､ 経験､ そういうものを話し合ったり情報

を伝え合う場を作っております｡ 今からお話し

させていただくことは､ 主に電話相談ならびに

会員の皆さんから集まった声で非常に共通して

いる点があり､ それが問題ではないかと思いま

すので､ はじめに３つお話をさせていただき､

そして最後に１つ具体的な提案をさせていただ

きたいと思います｡ ｢医療ひろば｣ つまり､ 患

者の立場で今までやってきた活動の中から､ 医

師会やお医者さんたちの方に､ 医療関係者の方

に向かってどうしても伝えたいことをお話しし

たいと思っております｡

まず３点ある中の１つ目は､ 医療者側､ 医師

と患者､ あるいは家族のそれぞれ“つもり”の

ところでズレがあります｡ その“つもり”のズ

レがあったために､ 最終的に誤解を生んだり不

信を生んでいると思います｡ 具体例を挙げてみ

ますと､ 慢性疾患の患者さんが５年､ ６年と月

に１回ずっと処方を受けながら通っておりまし

た｡ ところが５年たち６年たって､ その患者さ

んが慢性疾患以外の病名､ 例えば癌になったと

します｡ そうしますと癌になった患者さんも家

族も､ ずっと自分の身体を全部診てもらってい

た ｢つもり｣ でしたから､ こんなに長いあいだ

毎月毎月主治医に診てもらっていたにもかかわ

らず､ どうしてこの癌が末期まで気付かれなかっ

たのか､ どうして教えてくれなかったのだとい
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う感情を抱きます｡ 医師側はどういうふうに考

えているかと言いますと､ 例えば肝炎なら､ こ

の患者さんはいつも肝炎で通院してくる｡ 確か

にまじめに通院してくる｡ でも他に悪いところ

はないのかな｡ だけどどうも患者さんの話を聞

いていると､ 年に２回職場で健診を受けている｡

健診を受けたらこうだったと具体的に話をして

くれる｡ するとこの人は全身を診てほしいので

はなくて､ 今病名を付けている､ レセプト請求

をしている肝炎を診てほしいのだなという“つ

もり”になる｡ そうすると患者側が思っている

“つもり”と医療者・医師が思っている“つも

り”がずれてきます｡ もう一歩進んで話し合っ

ていれば､ 全身を診て健康の管理をしていただ

くのか､ あるいは病名が付いた１つの病気だけ

を診てもらうのか､ そういうところのコミュニ

ケーションができますけれども､ 双方がお互い

に“つもり”のままでいてそれがずれると､ 特

に最終的に他の臓器で癌が見つかったような場

合は､ 医療ミスではないか､ 診立てに問題があっ

たのではないかという形の相談を受けます｡ 患

者が悪い､ 医者が悪いではなく､ 双方のコミュ

ニケーションがもう一歩突っ込んでされなかっ

たからではないかと思いますし､ ｢京都医療ひ

ろば｣ としましては､ お医者さんの専門家の方

からのもう一歩突っ込んだ会話を期待したいと

思います｡

２点目は､ 弁護士の井上さんからお話しいた

だいた内容と少し重なりますけれども､ 電話相

談の中でも一番よく訴えられ､ 会員からも強く

要求され､ また面談した折りにも共通して訴え

られていることなのでお話しさせていただきま

す｡ それは説明がその場しのぎの言葉だけで､

説明になっていないということです｡ そのため

に医師に不信感をもちます｡ 例えば､ 何かブツ

ブツが出てきているが､ これは薬の副作用では

ないかと思う｡ そしてたまたま診察日ではない

から､ 近くの開業医で聞いたり自分のかかって

いる別の科の先生に聞いたところ､ そうかもし

れないなという話になってくる｡ それでこの薬

が問題かなと思って､ その薬を出してもらって

いる主治医のところへ行って ｢これ先生､ 副作

用違うかな｣ という話をしたら､ 私たちは一行

分の説明と言っていますが､ ｢僕のところには

副作用の出る薬は置いておりません｣ と｡ その

答えで終わってしまっているのです｡ そうする

とその途端､ 今まで培われてきた信頼関係とい

うのは崩れると感じます｡

あるいは､ 体調がおかしくなって２カ月も３

カ月も通っていたけれども､ どうも埒があかな

いというか診断が付かない｡ 付かないから家族

の方がかなり焦って､ 無理やり患者さんを別の

病院に連れていって､ 別の病院で診断が付くと

いうような場合もあります｡ そうするとその診

断が付いたときに､ 治療可能で生命にあまり危

険を及ぼしていない病名のときにはいいのです

けれども､ そうでなかった場合には､ 初めのお

医者さんがやはり見落としたのではないか､ 診

断が甘かったのではないか､ 検査が足りなかっ

たのではないか､ 診断するレベルが低かったの

ではないか､ という形での疑問を持ちます｡ そ

してそのことを患者本人や家族が､ 初めの２､

３カ月かかった医者のところに話をしに行った

ときに､ まず医者は険悪な顔をされます｡ それ

から説明をしようとはされません｡ もし説明を

されるとしても､ 繰り返し繰り返し自分のされ

たことを話されます｡ つまり､ 薬をこうしまし

たね､ ああしましたね､ こうだったでしょう､

この検査をしたでしょう｡ それはいわゆる医師

としてどこからも後ろ指さされるものではない
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という主張をされます｡

けれどもいま私たちは高齢の方であろうと若

い方であろうと､ さまざまな医療に対するいろ

んな情報を持って生活しております｡ 主治医か

ら聞けないことを別のセカンドオピニオンをとっ

た医者からも聞けますし､ インターネットや本

やいろんなテレビでやっている健康のさまざま

な情報や知識を持っています｡ 私たちが90年に

発足して一番変わったところがそこです｡ 市民

の私たちが大変情報持っているということ｡ そ

の情報を持つ方法も増えましたし情報の量も増

えました｡ そういうところでみんなが判断をし

ていきます｡ だから一番初めの医者が言った説

明が本当なのかどうか､ 事実なのかどうか､ そ

れがふさわしいのか合っているのかというとこ

ろまで､ 医者が説明されなければ家族は他の方

法でもう一度調べます｡ つまり患者側から疑問

を持って､ ｢先生こうだったのと違うの？なぜ

そのとき分からなかったの？なぜあの３カ月間

診てもらっていたのに見つけてくれなかったの？｣

という質問があったときに､ やはり遺族や家族

が求めている､ あるいは患者本人が求めている

のは､ その経緯を時系列にお話ししていただく

と同時に､ そのときに医師なら医師が何を判断

して､ どういう数値が出たからこういうふうに

考えたのだということが知りたいのです｡ その

考えた理由はこういう理由で､ こうこうこうだっ

たからこういうふうに考えて治療してきたのだ

という根拠であるとか理由､ 経緯をきちんとお

話ししていただくことが必要だと思います｡

発熱から１カ月かかって､ やっと風邪ではな

くて別の病気であるという診断になったケース

がありましたが､ その１カ月間のあいだ､ 熱は

引かない､ 体はだるくなってしんどくなるばか

り､ 同じ症状が１カ月も続きながらそこの医師

は何もしませんでした｡ そのことについて質問

したときにも､ そこの院長はじめ医師たちは､

聴診器を当てて分からなかったのだ､ 聴診器か

らは何も異常はなく､ だから診断はできなかっ

たのだと説明しました｡ けれども家族は､ 聴診

器だけでは分からない病気があるのだ､ 血液検

査をする､ あるいはレントゲンを撮る､ そうい

う諸々の方法があったのではないかということ

を別のところから聞いてくる､ あるいは自分た

ちで調べてくるということをしました｡ けれど

も最終的にそこの医療機関の院長はじめ主治医

たちは､ 私たちのやったことに何も問題はない

という言い分でした｡ 要するに聴診器に異常は

なかったからというその一言の繰り返しでした｡

何を判断したのか､ 何をどうすることがよかっ

たのかという経緯､ 根拠､ そういうものは説明

されませんでした｡ 経緯や根拠を説明しないと

いうことは､ 医療者側が自分たちのやった行為

の中でどこが足りなかったのか､ いやどこが十

分だったのか､ 反省すべきところがあったのか

無かったのか､ そういうことを考えているんだ

なというふうに家族や患者や遺族には感じられ

ないわけです｡ 感じられないから怒りになるの

だと思います｡ そこのところで十分な説明をし､

経緯を説明し､ 時系列でその判断したことも話

しながら､ 率直に､ オープンに､ ごまかさずに

話をされれば､ そこのところで本当に真摯に聞

いてくださって真摯な言葉が返ってくれば､ 遺

族や家族たちは､ 自分の家族が､ あるいは自分

自身がどれだけ大事にされてどれだけの判断で

こういう結果に至ったかということが分かりま

す｡ そういう場合には怒りという形の方向には

ならないように思います｡ けれども電話相談に

来るほとんどのケースは､ 今言ったような経緯

や判断､ そのときそのときの医者が考えたこと､
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そのときの指示がどうしてそういう指示になっ

たかということについては語られていません｡

薬を出したでしょう､ だから問題はないのです｡

聴診器で何も異常はなかったのだから､ それは

問題はないのですという同じことの繰り返しで

話されています｡

それからもっとひどいケースは､ ｢急変した

そのときのカルテが無い｣ とはっきり言って､

そこの一番肝心なカルテを全然見せません｡ カ

ルテを無くしましたと言います｡ 医療者側がそ

ういう形の対応をしておりますから､ 報道の仕

方も確かに問題はあると思いますけれども､ 最

近ではトラブルなのかな､ ミスなのかな､ ちょっ

と問題があったのじゃないかなというふうに少

しでも感じた一般の方たちというのは､ 90年の

発足当時に比べて､ どんな些細なことであって

もそこのところでまず疑問をもって､ 私どもの

ような大変微力な団体ですけれども､ 電話をし

てこられると思います｡ 今までだったら相談さ

れなかったような些細なことであっても電話を

掛けてくるというのが最近の特徴であると思い

ます｡

共通した問題の３つ目としては､ リスクの説

明ができていないと思います｡ 今の話と少し似

ているかもしれませんが､ リスクについて電話

相談や会員の話からはほとんど説明ができてい

るという状況にはないというように見受けられ

ます｡ それは危険性というものについて､ 大き

な手術をする場合だけに限らず日常の診療のと

きにも教えてもらっていないと思います｡ 例え

ば薬を処方されて､ １日分飲んだら､ 何かわか

らないけれども今までそんなに眠たくなかった

のに日常的に眠い｡ それであまりに薬を飲む前

と薬を飲んでからで眠さが違うから電話をして､

｢先生､ 薬を飲み出したらなんとなく眠たくなっ

たのだけれども｣ と尋ねてみたら､ ｢いやあ､

それはそういうことも出るんですよ｣ と後から

説明される｡ そうすると､ 例えばその方が勤め

ていたり運転をしていたりすれば､ 眠たくなる

ということは支障があるわけですから､ 初めに

きちんと､ 薬剤師からなのか主治医からなのか､

そこのところの役割分担をした上で説明は大事

だと思っています｡

もう１つ例を挙げますと､ 皮膚に塗る薬で､

その薬を塗った状態で直射日光に長い時間当た

ると､ また違う副作用が出てくるようなタイプ

の薬があったときに､ ｢直射日光に長い間当た

ることは避けてくださいね｣ という一言を初め

に言っておかなかったために､ たまたまあるケー

スはその翌日が運動会だったものですから､ 丸

一日外に出なければならなくなって､ 最終的に

その方は直射日光に当たったらだめだよという

副作用が起ってしまいました｡ そのときにこの

医師は何て言ったかというと､ ｢僕はその副作

用のことは知らなかったし伝えられなかったの

だ｣ というふうに答えたそうです｡

危険性を言っていただかないと､ 私たちが日

ごろ病気になる前から営んでいる生活､ 暮らし､

仕事､ あるいは介護､ そういう普通の生活の中

にどれぐらい支障があるのか､ どれぐらい考え

て生活しなければいけないのか､ 少し暮らし方

を考えなければいけないのか｡ 自分で養生する

なかで､ 自分の身をコントロールしたり調節し

たりそういうことができなくなります｡ いまだ

に､ 副作用のことをたくさんしゃべったら飲ま

なくなるからなるべく言わないでおく､ 危険性

のことを言ったら患者が怖がるから､ そこのと

ころは少し説明を控えておくドクターもおいで

ですが､ 危険性のあることを伝えてどのように

対処するのか､ どういう形で患者自身も管理し
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ていくのか､ などを伝えていただくことが患者

教育だと思います｡ ですからそこのところは患

者に分かる言葉でゆっくり時間をかけて説明し

ていただく､ その説明するプロセスを通して患

者と医者の信頼関係はより深まっていくものだ

と思っております｡ ですからやはり危険性の説

明は必要だと思います｡

それともう１つ､ 危険性の中でも特に事後に

知った危険性ということの理解は､ 非常に遺族

や家族を苦しめるということがあります｡ 危険

性を説明するときに､ お医者さんたちはよく数

字でお話しされます｡ 30％治りますとか40％治

りますという形で数字での話をなされますけれ

ども､ ある方は相談に見えられたときに､ 既に

配偶者の方は亡くなられていましたけれども､

実は説明はありました｡ もし手術をしたら30％

～40％は延命はできるかもしれないという形で

の説明はあったけれども､ その30％～40％をそ

の家族やご本人も含めてどう理解したかという

と､ 一般社会の中で30％～40％という数字はや

はり可能性が低いと理解します｡ 苦しむのだっ

たら手術をやめようと決心して､ その方は手術

をせずに､ ドクターがおっしゃるような時間の

経緯をもって亡くなられました｡ 配偶者はその

あと､ その30％～40％というのが私たち一般の

生活をしている常識の中での30％～40％ではな

くて､ 医療や医学といいますか､ そういう分野

での30％～40％のもつ意味を調べたり聞いてき

ました｡ そうするとその手術のところでの30％

～40％というのは､ 一般的には70％～80％の可

能性があるというものでした｡ そうすると遺族

は､ 自分が理解できなかったことにも苦しみま

すし､ 説明不足ではないのかということも思っ

ておられました｡ それを訴える､ 訴えないの問

題ではないのです｡ やはり危険性ということを

私たち一般の者が理解するには､ 大変難しいも

のがあると思いますけれども､ 事前に分かりや

すく丁寧に､ 医者１人で時間を掛けられないの

であればコ・メディカルの方たちの言葉でもい

いですから､ 患者側が分かるところまで､ 納得

するまできちんと説明してほしいと思います｡

その説明が欠けていたために､ 不十分だったた

めに､ 先ほど２点目でも言いましたように､ 後

から分かった､ 後から教えてもらったというこ

とでは､ そこのところで何か隠したのかな､ な

ぜ私に言ってくれないのかな､ 何か他の病気が

あるからかな､ と疑心暗鬼がどんどん広がって

いくのではないかと､ 相談の話を聞きながら思っ

ております｡

以上が､ 大体いつも相談に来られる中で､ 医

療ミスかな､ 何かトラブルかな､ 医者たちの中

で隠されていないかな､ ごまかされているので

はないかな､ という形でのものです｡ 個々のケー

スの病名も年齢もさまざまですけれども､ 今言っ

た３つの共通点が大変問題であるし､ 早急にイ

ンフォームド・コンセントというところも考え

て､ 具体的な動きをとっていただきたいと思っ

ております｡

その具体的な形を取っていただく中で､ 今す

ぐにでも提案として医師会にお願いしたいこと

が１つあります｡ それは昨年３月に日本医師会

が､ ｢医師会における医療安全への取り組みに

ついての調査｣ というのを全国の医師会に向け

ておこなわれ､ 各都道府県の医師会が回答して

いるわけですけれども､ その中にたまたま今か

ら提案しようと思っていた中身が具体的に書か

れていましたので､ その文章をちょっと読ませ

ていただきます｡ ｢薬剤に副作用のある患者に
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は､ 名刺大の医師会発行のカードに薬剤名・副

作用などを記載して持たせるようにしている｣｡

安全を守るためにそういう対策を医師会はして

いると答えた医師会があるそうです｡ 私たちが

先ほどから具体的に提案したいと申しましたの

は､ ある患者さんは長年お世話になっている

｢かかりつけ医｣ から､ あなたは医薬品に大変

敏感だから､ どこの医療機関に行っても､ ｢か

かりつけ医｣ からそういうふうに言われている

ことを伝えなさいと､ 歯医者さんに行ってもど

こに行っても言いなさいと注意されていたもの

ですから､ その方はそのことをきちんと守って､

どこの医療機関に行ってもそのことを伝えてい

ました｡ ところがそういうことを伝えていたに

もかかわらず､ あるドクターは､ ｢いや心配な

いよ｡ この薬品だったら心配ないよ｣ と言って

何も調べず､ そのままその医薬品を使ってしま

いました｡ 大変なショック状態を起こして､ 今

までしていた仕事もできない状態になりました｡

つまり患者の情報を共有してほしいと思うわけ

です｡ せっかく患者が伝えなければならないと

思っていたことを訴えたにもかかわらず､ 他の

医師には伝わりませんでした｡ 単に言葉が伝わ

らなかったという意味ではなくて､ ｢かかりつ

け医｣ が判断されたと同じ内容のレベルの判断

力､ それを他の医師は理解されていないのだと

思います｡

地域内で､ 電子カルテがあるから画面で何も

かも情報が入ってくるからということで､ 情報

が共有されたということにはならないと思いま

す｡ その医師がどのレベルでどういうふうに理

解したのかということが伝わるような形のもの､

それが必要だと思いました｡ 先ほど挙げた医師

会の発行しているカードがそれにふさわしいか

どうかは分かりませんけれども､ せっかく患者

が言った情報が他の医師に伝わらないがために､

伝わらなかったことの結果として､ その患者さ

んの人生を大きく変えてしまったことになって

います｡ だから今早急に個々の医師が､ 個人個

人の診療所や病院で取り組むという姿勢ではな

くて､ 医療者・医師全体が､ あるいは京都府医

師会として具体的な取り組みをしてほしいと思っ

ています｡

それから最後に､ 私たちは90年に発足しまし

て､ 今まで医師会に要望書を提出したりお願い

したりということを３回ほどやってきました｡

初めにお話しに行った折りには､ 医師会として

は､ あなたたち医療ひろばの人たちの考え方が

あまりにもラジカルで､ あまりにもそれは違う

のだと｡ 一般の人たちはそういうふうに説明を

望んでいるわけでもないし､ そういうふうな考

え方の方は少数ですよ､ というお話でした｡ 次

に､ これではいけないと思って紙に書いた要望

書を出しました｡ もっともっと勉強してほしい

ということを書いたもので､ 生涯にわたる医療

者研修をもっとやってほしいというふうに書き

ました｡ インフォームド・コンセントがもっと

もっと広められるように､ きちんとしていただ

くようにしてほしいということも書きました｡

けれどもそのときは､ 医師会からは回答はもら

えませんでした｡ ３回目にも要望書を書いてお

願いしました｡ そのとき医師会側は､ 時代とと

もに変わってくるでしょうということでした｡

確かに今こういうふうにしてシンポジウムで

患者の立場で発言するチャンスを得ましたから､

確かに時代とともに変わったのだと思っており

ます｡ けれども1990年から発足し､ 何か変だな､

何かおかしいな､ 患者中心の医療になっていな

いな､ 患者の人権が守られていないな､ と思っ

てきた私たちにしてみますと､ 京都府医師会は
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13年目にしてやっと少しずつ変わり始めたのだ

なと考えています｡ そして本日このサブタイト

ルにあるように､ 京都府医師会としては新しい

医療の文化を創るということで動きだそうと考

えておられるのだと思います｡ つまり動き出そ

うというきっかけと言いますか､ このシンポジ

ウムを機に本当に真摯に取り組んでいただいて､

具体的に動いていただいて､ 本当に医療者が医

師集団としてあるいは看護師集団として､ 医療

者全体がまとまって何か動き始めて改善に取り

組み始められたのだということ｡ それも方向を

示すだけではなくて､ 医療の現場で臨床の現場

で感じられるような具体的な動きになって､ 私

たち患者や家族が実感できるような形になるよ

う今後も取り組んでいただきたい｡ そのことを

望むのではなくて切実に願っているというとこ

ろが､ 私たち医療ひろばの世話人たちみんなの

最終的な結論になります｡ そしてそのためにも､

私たちが医療ひろばだけではなくて､ 皆さんと

一般の方々と一緒になってたくさんの声を集め

て､ 声をもっともっと大きくあげていきたいと

思っております｡ ありがとうございました｡

司会 どうもありがとうございました｡ では３

番目の齋藤さんお願いします｡

17
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京都府医師会で医療安全を担当しております

齋藤でございます｡ いま奥田さんと井上さんか

ら､ 手厳しいといいますか医療側に厳しいご意

見をいただきました｡ 確かに時代とともに変わ

りつつありまして､ 具体的にはこれもいつにな

るか分かりませんけれども､ 我々医師自身の自

浄作用といいますか自律機能をもっと発揮しよ

うという機運がどんどん盛り上がっておりまし

て､ 失われた医療に対する信頼を回復するため

には､ 失わせた側が働きかけない限りは戻らな

いだろうという意識はございます｡ 先ほどの奥

田さんの話にも具体的な話が出ましたけれども､

私は具体的な話というよりも､ 今の日本の医療

のあり方について概念的な話になるかも分かり

ません｡ けれども実像といいますか､ そのあた

りを理解していただきたいので､ 話をさせてい

ただきたいと思います｡ (以下＊印はスライド)

＊ 医療不信といいますか医療事故といいます

か､ 今ほどこの医療不信が強い時期はなかった

と思います｡ これがずっと同じように上昇して

いくのか､ この医療不信がどこまでも続いて上っ

ていくようでは困ります｡ これは日本だけの問

題ではなくて世界各国がそうですけれども､ 特

にアメリカでは医療不信の極みといいますか､

医療訴訟が非常に氾濫していて､ 大病院の前に

は弁護士事務所の看板があるという異様な事態

があります｡ しかしヨーロッパの先進国では､

そういう医療訴訟が飛び交うということにはなっ

ていませんけれども､ 医療事故や医療不信に関

しては同じような共通の問題があります｡ 日本

だけが常にどんな問題でもアメリカの10年遅れ

でついていくということを考えますと､ アメリ

カのような医療不信の状態が日本に来ることを

非常に恐れます｡ ですから今ここで我々自身も

反省を込めながら医療不信を回復する努力をし

なければならないということで､ 京都府医師会

の中では医療安全対策委員会というのを去年設

けまして､ 第１回目の試みで､ 皆さんにもそう

いう医療不信を払いながら､ 新しく協同して新

しい医療文化を創っていきたいということが､

このシンポジウムのテーマでございました｡

＊ 医事紛争ですけれども､ これはご承知のと

おり､ 10年前から言いますと倍以上に増えてお

ります｡ 下の方に書いていますが､ 警察が病院

へ入って医療事故をいわゆる過失傷害で調べる

ということは､ 平成９年は年間21件でしたけれ

ども､ 平成14年は183件ということで非常に増

えております｡ このことは先ほどから透明性が

大事であるとおっしゃったことが少しずつ実現

しているということでもありますし､ いま医療

事故を起こしますと警察へ届けなければいけな

いという取り決めがあります｡ この警察に届け

なければいけないということは非常に矛盾をは

らんでいるわけですけれども､ そういうことの

表れで非常に変わってきたということです｡

＊ 京都府の医師会でも､ 会員がいろいろ苦情

18

医事紛争の推移

京都府医師会 医事紛争処理件数

��������	

�� ������	
����


��������



パネラーによる講演

を訴えられる､ 紛争になるということを受けて

おりますけれども､ これに関しては昨年度

(2003年) で新規分が15件ですから､ そんなに

増えたというわけではありません｡ けれども京

都府医師会では苦情相談窓口というのを相当前

から設けておりまして､ 従来はあまりございま

せんでしたが､ 今年度はまだ２カ月ほど残って

おりますけれども115件です｡ 前年が31件でし

たから､ やはり医療不信がここに極まれりとい

うことの表れですので､ 我々としては猶予なら

ないということ､ これを放置してはならないと

いうことを表していると思います｡

＊ 医療訴訟に関する数字はこのようにお示し

することができるわけですけれども､ 日本でいっ

たい医療事故はどれぐらい起こっているのだろ

うかということに関しては､ 全くデータがござ

いません｡ 有名なデータとしてはハーバードメ

ディカルのものがありまして､ ニューヨーク州

で実際に訓練された人がカルテを３万件ほど詳

細に調べて､ 医療事故があった・無かった､ こ

れはミスがあった・無かったということを調べ

た結果がこれです｡ 有名な数字ですけれども､

医療事故が3.7％あって､ そのうちの13.6％が死

亡であった｡ それで下に書いてあるように0.005

％､ つまり10万人が医療を受けた中で５人亡く

なる｡ そのうち半分は医療ミスで亡くなるとい

うショッキングな数字が出たわけです｡ ユタ､

コロラド州の数字では､ およそ10万人のうち２

人が亡くなっているという数字でした｡ それか

らオーストラリアやイギリス､ ニュージーラン

ドでも同じような調査が行われていまして､ ニュー

ジーランドで言いますと10万人に20人ですから､

1万人に２人が医療事故で亡くなるというショッ

キングな現実があるわけです｡ これは皆さんよ

くお聞きになられたと思いますけれども､ アメ

リカでこれを全米に均してみますと､ 年間44,000

人から98,000人の人が医療事故で亡くなるとい

う非常に重大な問題だということです｡ アメリ

カではこういうことを受けて､ クリントン大統

領が医療事故対策というものを医学研究所に諮

問したわけです｡

＊ これがその報告書ですが､ その報告書曰く

“To Err Is Human”人はだれでも間違える､

という非常に象徴的なタイトルの付いた報告書

が出たわけです｡ 皆さんは多分お聞きになった

と思いますけれども､ 人はだれでも間違うと｡

けれども今までの医療は､ 間違えてはいけない

ものという考え方できたわけです｡ ですから間

違えてはいけないものを間違えると､ 必ず責任

追及がある､ 処罰になるという文化であったわ

けですけれども､ これを機会に､ 人は間違える

ものであるということを前提として医療という

ものを見直しましょうということが行われなけ

ればならないわけです｡

この報告書の中では大きく分けて４つの提言

をしておりまして､ まず１つ目にリーダーシッ

プ｡ これはいろんな組織の長､ 特に国とか州と

かそういうところの責任者がきちんとした安全

教育や安全思想､ あるいは施策､ そういうリー

ダーシップをきちんと発揮するということです｡

それから井上さんの話にも出ましたけれども､

２つ目は事故事例が役に立つようにするという

こと｡ 強制と任意があるのですけれども､ 事故

事例をその場だけで終わらせてしまうのではな

くて､ すべてに普遍的に活用し利用しようとい

う報告制度｡ そして事故は絶対に隠さないで説

明するということ｡ ３つ目は業務の標準化で､

これは医師の質管理､ 看護師の質管理､ 国家免
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許を持っている者は免許の正当性をきちんと証

明するということ｡ あるいは病院とかそういう

ところの施設基準をきちんと作りなさいという

ことです｡ それから４つ目は医療機関での安全

システム｡ 各医療機関で委員会を作り､ ヒヤリ・

ハット報告を設ける､ 事故報告制度を設ける､

それを活用する､ 職員研修をやる､ ということ

を作りなさいということです｡ こういう大きな

４項目で出したわけですが､ クリントン大統領

はこれを見て､ 2000年に医療事故半減宣言で確

か2,000万ドルぐらいの予算をつけて実行に移

したわけです｡ しかし我が国では予算措置もま

だ全然できていないというのが実情です｡

＊ 奥田さんが先ほど言われたように､ 医療不

信の時代で医療事故は現実に多発していると思

います｡ 隠れていた医療事故が表面に出てきた

というだけではなく､ 実際に増えてきたと思い

ます｡ そこで､ なぜこのように今の医療不信あ

るいは医療事故が増えてきたということを考え

てみたいと思います｡

まず１番目には､ 先ほどまさに奥田さんがおっ

しゃったように疾患構造の変化ということがあ

ります｡ これは慢性疾患ですが､ ずっと治らな

い病気を医師は管理していくということになり

ました｡ 糖尿病の患者さん､ 高血圧の患者さん､

肝炎でもそうですけれども､ そうすると必ずそ

の途中で何か病気が起こります｡ 私も自分の同

級生で循環器専門の人がいますけれども､ 循環

器で一生お付き合いをしている間に必ず３人に

１人は癌になるよと言います｡ 循環器ですから

癌の知識はほとんどありませんから､ 年に１回

送ってくるわけです｡ 送ってきますけれども､

私は消化器が専門ですから消化器を診ます｡ で

すからそういうことに対して気をつけながら診

ていかなければならないわけですが､ 奥田さん

が先ほど言われたように､ 私自身にも悔しい思

いというのはいっぱいあります｡ 肝炎で受けて

いて途中で癌になった｡ なぜ見つけてくれなかっ

たのというケースは私自身にもあります｡ そう

いうふうに非常に今までの医療といいますか､

疾患構造が変わってまいりましたので､ 自分１

人で解決できないこともたくさん出てきていま

す｡ しかも治らない病気ですから､ いったい何

を目標にやればいいのかという医療の目標とい

いますか､ それが非常に多様化されてきた｡ 昔

は絶対的延命主義といって､ 私が最初医者になっ

たころには､ どんなことがあっても､ たとえ１

日でも命を延ばすことに誰も疑問を挟まないこ

とであったわけです｡ １カ月命を延ばしたら

｢やった！｣ というふうに思っていました｡ と

ころが今はそんなことでは全然だめです｡ １カ

月延ばして何の意味があるのかと｡ そうすると

一人ひとりのQOL・クオリティーオブライフ

を目標に我々はやらなければいけない｡ という

ことになりますと､ その人の願いというのは言っ

てもらわなければ絶対に分かりません｡ こちら

が思い込んでやるわけにはいかないわけですか

ら､ 医療というのは完全に協働作業になってい

るというわけです｡

医療をするのにも､ 循環器の先生が癌を診ら

れませんし､ 癌の医者は糖尿病､ 高血圧は診ら

れませんとか､ そういうふうに医療の中でいっ

ぱい専門家が関わらなくてはならない病気の状

態になってきたということもあるわけです｡ そ

ういうことで医療倫理というものがごろっと変

わってきたけれども､ 医者側も患者さんの側も

もう一つそこのところが吹っ切れていなくて､

うまくマッチングしていないというのが問題で

20

医療事故 (紛争) 多発の要因？



パネラーによる講演

あります｡

２番目は医療技術革新｡ これは皆さんご存じ

の通り､ 本当に10年前には助からなかったよう

な人が助かるようになりました｡ それこそ心筋

梗塞を起こしたような人は､ ほとんどその場で

何十％は亡くなっていましたが､ 風船で膨らま

せるとかステントを入れるとか､ そういう医療

技術革新がものすごく進んだわけです｡ ところ

がそれが進むと､ １ミリ進み過ぎたら命にかか

わるという技術にもなっているわけです｡ です

からそういうふうに助からなかった人が助かる

半面､ リスクもものすごく増えたということが

医療事故を増やす１つの大きな要因であろうと

思います｡ そして技術の革新と共に､ 医療技術

が科学技術に変わってきたわけです｡ 医療技術

というのは人間を相手にするものですけれども､

科学技術というのは物を相手にする学問です｡

医療技術が科学技術に変わってきたということ

で､ 人間を相手にするよりは物を相手にする｡

例えば受精卵を操作する､ あるいは遺伝子を操

作する｡ これは人間を相手にすると思っていれ

ばそんなことはできないわけです｡ そのように

医療技術革新というものが科学技術化してきた

ということで､ アメリカではこの医療技術革新

が経済問題化しています｡ 医療経済とまったく

絡んでいて､ 医療の商品化に結びつくわけです

けれども､ そういう感覚が出てきている｡ それ

ではいけないというので､ 医療倫理といいます

か､ 生命倫理といいますか､ きちんと受精卵を

操作するには生命倫理というものがいります｡

脳死の問題でも約束がいりますから､ 生命倫理

になります｡ その生命倫理が科学技術化された

ものとうまくマッチングして医療というのをや

らなければいけないけれども､ その辺のアンマッ

チングがまだまだあると思っております｡

３番目には医療の商品化で､ これはまさに今

の小泉内閣の､ 医療も経済活性化に利用しよう

ということです｡ 自由経済化というのはおかし

いですけれども､ 自由診療化して､ 金持ちは金

を出してもっと良い医療をしてはどうかという

ことを平気で提案されている｡ これは大反対で

すけれども､ 医療はサービス業であるというふ

うに皆さん思われていると思います｡ サービス

業であるから患者さんはお客様であると｡ 患者

様というのが正しいのだと､ 我々病院に勤めて

いる者にもそういう認識がたぶん広がってきた

と思いますけれども､ そのように呼ばれること

に対しては､ 患者さんの側からも非常に抵抗を

感じておられる人もいますし､ 私自身は､ 経済

活動・サービス業の中での患者様というのは全

く違和感を持っております｡ 患者さん本位の医

療というのは､ 医療倫理の中でも絶対に欠かす

ことはできないものですけれども､ 患者さん本

位の医療､ 患者さんが中心ですよという意味で

の患者様というのは正しいですけれども､ 患者

様と呼ばれているほとんどは､ お金を払ってく

れる人・消費者という感覚での患者様であるの

ではないかと｡ この辺の感覚のずれというのも

やはり問題になると思います｡

４番目ですけれども､ 医療評価の変換｡ これ

は疾患構造の変化のところでQOLが目標にな

りましたので､ そういうことも含まれるわけで

すが､ 昔は医療の質はその医者の質ということ

で､ 腕が良いとか最高度の医療をしてくれると

かそういうことであったわけです｡ ところが今

は安全であることが一番です｡ そして平均的と

いいますか､ 今現在の医療水準を満たしておれ

ば突出したものでなくてもいいわけです｡ そし

てもう１つは､ 患者さん自身の特別の要望に応

えていなかったら医療の質を満足させていると
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はいえないわけですから､ 今の医療の評価とい

うのは患者さんの満足度ということになるわけ

です｡ しかしこれが医療側にまだまだ理解し難

いままで残っているというのがあります｡

５番目は､ 医療事故と医療不信の連鎖｡ こう

いうことで事故が起こると叩く｡ 叩くと隠す､

弁解する｡ そうすると不信が増える｡ 先ほどおっ

しゃったとおりのことで､ やはり医療不信の目

で見られると隠したくなる｡ それで過剰防衛と

いいますか､ 防衛医療といって後から突っ込ま

れないように要らんことをいっぱいしなければ

いけません｡ あるいは下手なものには手を出さ

ないようにということで､ 触らぬ神に祟りなし

といった萎縮医療になって､ 他へ回してしまう

とか､ そういう社会風潮にあります｡

さらに無節操な社会風潮として医者も含めて

のことですが権利だけを主張して義務を果たさ

ないといいますか､ 昔は家の前が汚れていたら

自分で掃除して隣の家まで掃いていました｡ と

ころが最近では､ 市役所へ電話して､ 前の道が

汚れているから掃除せよという時代だというわ

けです｡ そういう変な社会風潮というのもやは

りあると思います｡ それと医療側のおごりとい

いますか､ 医療側の自浄作用・反省が足らなかっ

たということ｡ これはいくら言われてもしょう

がないところがあると思います｡ こういう分析

の上で医療安全というものを考えていきたいと

思っているわけです｡

＊ 医療事故の種別ということでは､ 簡単に言

いますとうっかりミス・To Err Is Humanです

けれども､ こんなことは知らなかったという能

力不足・技術不足で起こる事例｡ そして医療と

いうものは経済活動の商品として考えられつつ

ありますけれども､ 完璧な商品というのはない

わけです｡ 医療というのは必ず傷害作用を伴い

ますから､ 医者というのは加害者でしかありえ

ません｡ 薬を出すにしても手術をするにしても､

患者さんに害を与えることしかできない､ そう

いう加害行為しかできないところがありますか

ら､ 絶対に100％元へ戻るということはあり得

ないのですけれども､ それプラス100％の商品

というのはないわけです｡ 薬に関しては副作用

がありますし､ 思いも掛けないようなことがあ

ります｡ あるいは４､ ５時間の手術を100人す

れば0.5人ぐらいは手術死するとか､ そういう

合併症というのは統計的には避けられないもの

です｡ そのように不可避なる医療事故｡ そのあ

いだにはすごくグレーゾーンがありますから､

ミスだと決めつけられないようなものがたくさ

んあります｡ しかし今現在の日本では､ ミスだ

と決めつけていただくために警察に届けるとい

う非常にけったいなといいますか､ 素人の警察

に届け出て､ ミスを犯したかもしれないから判

断してくださいという異常な文化があります｡

そのように医療事故が起こって亡くなったケー

スを警察に届けなさいというのは､ 医師法21条

で異常死の届け出というのが昔からありました｡

これは例えば､ 道で亡くなっていた人を検案し

たとか､ あるいは本当に殺人事件みたいなもの

にあって死体を検案したとか､ それを届けなさ

いという法律であったはずなのですが､ 今は自

分が診ていた病気以外の病気､ 合併症､ そうい

うもので思いもかけず亡くなったのを届けると

いうことになっていまして､ こういう文化は日

本にしかないそうですけれどもおかしなことに

なっています｡
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先ほど奥田さんがいろいろ言われた厳しいご

意見は､ ほとんどが医療倫理上のトラブルとい

うことになるのかもしれませんが､ この医療倫

理の問題も非常にまだ揺れているところがござ

います｡ 自己決定権と裁量権ということで､ 昔

は ｢お任せください｣､ 患者さんも ｢お任せし

ます｣ ということで医者の裁量権というのがも

のすごく大きかった｡ あなたに任せて具合が悪

くなったのならしょうがないわと､ 私が医者に

なったころはまだそういう時代でした｡ でも今

は自己決定権の時代ですから､ 医者の裁量権と

いうのはほとんどありません｡ 医者の裁量権と

いうのは刑法に基づくものですけれども､ 自己

決定権は憲法に基づくものですから､ 本当は比

較することもないわけですけれども､ 患者さん

の中で自己決定権を求められると､ これは躊躇

されることもあります｡ 自己決定権は人に任せ

てはいけないものであるという法曹の意見もあ

りますし､ いや自分が人に任せることはできる

のだという意見もあるようですけれども､ この

辺の医療倫理上の問題というのもまだまだ揺れ

ているということです｡

医療はサービス業というのは先ほど申しまし

たので､ 敢えて申しません｡

それから事故後の対応のまずさ｡ これはいろ

いろあります｡ 先ほど井上さんもおっしゃいま

したけれども､ 要するに隠すなということ｡ し

かし今の日本の医療制度といいますか､ 刑法の

制度ではどうしても隠したくなるのが事実だろ

うと思います｡ 先ほどおっしゃっていただいた

ように､ 今は前もって非を問うといいますか､

説明する､ きちんと謝るということが絶対に必

要です｡ というのは､ 医療被害に遭われた人に

対する補償というのが日本の制度ではないわけ

です｡ その辺のところをこれからは考えていか

なければならない､ それが新しい医療安全文化

だというふうに思います｡

＊ 先ほどのTo Err Is Humanというアメリカ

の医学研究所の報告を受けて､ ほとんどあれの

中に書いてあることの踏襲みたいなものですけ

れども､ 厚生労働省も相当本腰を入れて医療安

全のための取り組みを始めました｡ これは一々

言っていますと時間がなくなりますけれども､

医療事故をそこで終わらせず次の役に立てると

いう仕組みです｡ 事故事例情報を集めて､ それ

を検討してバックするという仕組み｡ それから

ヒューマンエラー部会で､ うっかりミスを防ぐ

方法を考えましょうと｡ それから医薬品や医療

材料の安全対策づくり｡ ヒヤリ・ハット事例を

集めて役に立てましょうと｡ そして平成14年４

月には､ 医療機関における安全対策ということ

で医療法が改正になりました｡ いろんな医療安

全システムをきちんとしたシステムとして動か

さなければだめだという法律に変わったわけで

すが､ 先ほど申しましたように､ クリントン大

統領は予算を付けて医療安全をしましたけれど

も､ 厚生労働省は､ これをやらなかったら診療

報酬を減点しますよというやり方です｡ やらな

かったら金を取るよという丸っきり反対の方向

でこれが実現しています｡ それからあとは医薬

品の安全｡ そして国家試験ということで医者の

養成の問題です｡ 卒後研修がこの４月から始ま

りますけれども､ 卒後臨床研修に関しては医療

安全教育を入れますということ｡ それから４番

目には､ 医療安全を推進するための環境整備と

いうことで､ 各都道府県の相談窓口とか事例収
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集・分析をするようなシステムを作るというこ

と｡

＊ それから去年の４月に各都道府県や市区町

村に､ 医療安全支援センターというのを設けな

さいということで､ 京都市や府にも設けられて

いるはずですけれども､ 現実問題としてはあま

り機能しているように思えません｡ これはいろ

んな事故事例を集めるシステムとして厚生労働

省は考えているようです｡ それから診療情報の

提供に関する指針｡ これは去年､ 一昨年と２回

の改定が行われまして､ 日本医師会が会員に対

して診療情報は開示しなさいということで診療

情報開示のためのガイドラインを作りました｡

第一回目の改定ではけっこう制限を付けており

ましたけれども､ 今回の改定によって､ 遺族の

方からの要求に関しても診療情報は開示しましょ

う､ しかもカルテそのものを見せましょうとなっ

ておりますので､ この問題に関しては我々自身

の意識を変えるという意味でも､ 市民の方から

診療情報の開示を要求していただければいいの

ではないかと思います｡

＊ 先ほどのは厚生労働省の動きですけれども､

日本医師会が皆さんにぜひお断りしておきたい

のは､ たぶん医師会というのは自分たちの利益

擁護団体といいますか､ 組合的な団体であると

思っておられると思います｡ それは大方の見方

だろうと思いますけれども､ 本当は日本医師会

というのは学術専門団体でありまして､ 日本の

医道の高揚とか医学・医療の進歩､ そして福祉

の向上とか公衆衛生の進歩､ そういうものに向

かって働きましょうという組織であります｡ こ

れをいわゆるオートノミーといいますか､ 医者

自身の自律､ 自浄､ 自らを律するということは

あまり表面に出ていなかったし､ 実効が上がっ

ていなかったというのも事実です｡ そこでこの

医療不信と医療事故の多発に関しまして､ 日本

医師会も医療の信頼を取り戻すためには､ 自ら

の身を律しなければだめだということで､ ここ

数年いろんな委員会を立ち上げ､ 現実に答申が

出て動き始めていますけれども､ 先ほど奥田さ

んがおっしゃった､ 日本医師会は目に見えた活

動をすぐに見せよというのはなかなか難しいか

も分かりませんが､ 少なくとも前進する方向に

歩み出したということだけはご理解いただきた

いと思います｡

＊ これは日医の医療安全対策をまとめてみた

ものですけれども､ 外向き､ 医師以外に向かっ

ては､ 患者さん本位の医療ということにもう一

度意識改革をし直そうと｡ そしてチーム医療で

あるということ｡ 共同作業､ チームであるとい

うことをきちんと認識してほしいということで

す｡

そして患者さんや家族に関しましては､ やは

り患者さん第一で､ 患者さんのための医療なの

ですけれども､ 先ほどから言っておりますよう

に､ 最近の医療の目標というのは患者さん自身

でなければ分からないというところがたくさん

出てまいりました｡ ですから十分ご自分の情報

を提供していただくことと､ 分からないことは

分かるまで質問していただきたい､ そしてセカ

ンドオピニオンをどんどん求めていただきたい

というのがあります｡ 先ほどの診療情報の開示

に関しましても､ ぜひ開示を要求していただい

ていいと思います｡ ただ現実は､ 先ほど具体的

な例をたくさん挙げられましたけれども､ 現実

に言ってみたらそうではなかったではないかと
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いうことはたぶん出ると思いますが､ それは我々

が前に踏み出したと思っていただいて､ 少し長

い目で見ていただきたいと思います｡

国民に向かっては､ セカンドオピニオンの要

求などがありますけれども､ やはりご自分が一

番医療のことに関して相談できる相手というの

は､ ｢信頼できるかかりつけ医｣ であろうと思

いますので､ ぜひ ｢信頼できるかかりつけ医｣

を探していただきたいと思います｡

あとは国や業界､ 法曹界に対してです｡ 先ほ

どもちょっと言いましたが､ 医療被害に遭われ

た方は､ 医療側が明らかなミスで裁判に負けな

いと補償がされない｡ ミスがなければ補償され

ないという仕組みになっています｡ 我々はあと

で､ ああしておけばよかったかなと思いながら

も､ やむを得なかったと思うケースなどでも､

医療被害に遭われた人は事実ですから､ それに

対する補償制度が全然ないのです｡ ですから今

は結果責任は取れませんけれども､ そういう医

療被害に遭われたことに対する補償制度なども

国としての制度で作ってほしいということを実

は要望しかかっているわけです｡

＊ これは内向きの話で､ いわゆる自浄作用と

いいますか､ 自律作用としての日医の医療安全

対策です｡ まず事例研究をやりましょう｡ それ

から職業倫理規定の制定｡ これは冒頭の会長の

挨拶にもありましたけれども､ 医師の職業倫理

規定というのは実は日本にはなかったのです｡

ですから医師の職業倫理規定というものをきち

んと文書にして､ これをみんなで順守しようと

いうことが､ たぶんこの４月に発表されると思

います｡ それから医師会の自浄作用の活性化と

会員への指導の強化｡ これは３番も４番もそう

ですけれども､ いわゆる医師免許というのは､

貰ってしまえば一生通用するわけですが､ それ

をチェックする体制を少し考えなければいけな

いということを自らの口で言えるようになった

ということでございます｡

＊ そこで京都府医師会は､ このシンポジウム

を初めて開催したということでご理解いただき

たい｡ ここに書いてある中で､ 自浄作用活性化

委員会というのはまだ出来ておりませんけれど

も､ そういった内向きの委員会も立ち上げてい

かなければならないと思っております｡

＊ 新しい医療安全文化の確立と書きましたけ

れども､ こういったことで本気で我々自身が患

者さん本位の医療をやりましょうと｡ そして社

会的合意・制度改革というのは､ 先ほどから縷々

申しておりました医療倫理の問題とか制度の問

題､ そういうものをきちんと合意のうえで作っ

ていきたいと｡ 無謬性からの脱出というのは､

医療は間違ってはいけないというのではなくて､

医療には間違いがあるというところからスター

トして､ 間違って被害を与えた患者さんをどう

やって救おうかというシステムを作ってほしい

ということでございます｡

＊ 最後の結論ですが､ 医者にとって医療とい

うのは国民のためのものであって､ 安心して信

頼していただける医療を築くためには､ 誰でも

ない､ 患者さんと国民が味方になっていただか

なければ良い医療はできないということを､ 我々

自身が自覚しようということであります｡ 我々

が医者になったころから､ 今でもそうですけれ

ども､ やはり医者として伸びていくための最高
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の先生・教師は患者さんだと｡ 患者さんから教

えられるのだと｡ そのことを改めて思い出した

いということで､ こういうことをまとめさせて

いただきました｡

患者さんにとっては､ 対立と非難の中では､

不毛の論理でそこで事件が終わってしまうだけ

ですから､ 今の状態が続いていってアメリカの

ようになってしまいます｡ ですからこれはぜひ

大きな気持ちで我々を見守っていただきたいで

すし､ 一緒になって医療安全にかかわっていた

だきたいと思います｡

先ほども申しましたけれども､ 医療の安全に

関していろいろご相談するのは専門家で､ その

役割を果たすのが ｢かかりつけ医｣ だろうと思

います｡ ですから本当に ｢信頼できるかかりつ

け医｣ をぜひ探してほしいと思いますし､ 日医

も ｢かかりつけ医｣ を専門医制というようなと

ころまでレベルアップしようと考えているよう

ですけれども､ とりあえず ｢かかりつけの医者｣､

これは別に開業医の先生でも勤務医でもいいわ

けですから､ 何でも相談できる医者を作ってい

ただきたいということです｡

＊ これは最後になりますが､ ある病院で作っ

た医療安全カルタです｡ 職員が読み札を作って

絵を描いた医療安全カルタで医療の安全に努め

ているということを最後にご紹介して､ 私の話

を終わります｡

座長 ありがとうございました｡ 予定では３時

40分から質疑応答となっております｡ 今日来て

いただいた方々というのは､ きっとこういうこ

とに対して非常にご興味もあり､ いろんな経験

をなさった方で､ 一言ぐらいは絶対言って帰ろ

うと思って来ていただいた方々が多いのではな

いかと思います｡ この会へのご出席は１人でも

10人分あるいは50人分ぐらい値打のある方がい

らっしゃるのではないかと思って､ それを今日

の会の期待にしていたのですけれど｡ その前に

お三方で何か言い足りないことなどございます

か｡ あるいは他のパネラーに対し､ あなたの話

ではこうだったけれどもということがありまし

たらどうぞ｡

井上 先ほど齋藤さんのお話では､ 日本で医療

事故の統計がないとおっしゃっていましたけれ

ども､ 私が読んだ本では､ 国立保健医療科学院

の研究者の推計ということで､ 交通事故死の３

倍の年間26,000人が医療事故で死亡していると

書いてあります｡ 医療事故というのはミスがあっ

たということではなくて､ ミスがあるかないか

を問わないという意味での事故ですけれども､

年間26,000人が死亡しているというのが書いて

ありました｡ そして齋藤さんのレジメに載って

いましたけれども､ 医師賠償保険というのがあ

りまして､ あれは最高限度額が１億円です｡ 交

通事故でも今はほとんどの人が賠償限度額の無

制限の保険に入っていると思いますが､ 実際に

訴訟になったとき､ １億円以上の請求があった

ときに医療側は和解することをものすごく嫌が

ります｡ そのためにいろんなことを言って､ いっ

てみれば引き延ばし作戦をされることがありま

すが､ それはなぜかというと､ 保険が１億円し

か出ないからだというのを実際医療側の弁護士

から私も聞いたことがあります｡ そういうこと

で､ 医療事故が交通事故よりも３倍もあるとい

うことであれば､ もっと保険の金額を増やした

ほうがいいのではないかと思います｡

もう１つは､ 先程はお医者さんの方のリスク

マネージメントのことを一生懸命言っていたの

ですけれども､ 本当は患者さんの方のリスクマ

ネージメントもあると思います｡ 事故が起こっ

て不利益を受けるのは患者だけで､ 仮に医療訴
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訟で勝ったとしてもお金を貰うだけなので､ そ

んなことでは被害は回復できないわけです｡ 例

えば私の場合でしたら､ 空気が入ったというの

がありましたけれども､ あれも自分で止めたか

ら死ななかったわけです｡ それから高カリウム

血症の場合も､ カリウム値がいくらかというデー

タをもらっていましたが､ 自分がそのときに､

それがいくらぐらいになったらどうなるかとい

うのをよく勉強していたら､ お医者さんに ｢お

かしいのと違いますか､ もっと適切な治療をし

てください｣ と言えて､ 腰が立たないというふ

うにはならなかったと思います｡ 最近も糖尿性

腎症の透析患者さんが､ 足に湯たんぽを置いた

ために低温熱傷になって､ それで敗血症になっ

て死んだという事例がありました｡ 東京地裁の

判例では､ お医者さんにミスがあったというこ

とで損害賠償を認めたのですけれども､ 患者さ

んのマニュアルにも､ 糖尿性腎症の人はそうい

うふうになりやすいから湯たんぽを置いたりし

ないでというふうに書いてあります｡ その患者

さんもよく勉強していたらその事故は避けられ

たわけですから､ そういう意味で患者も自分の

被害を防ぐために勉強して､ 被害を避ける方法

はいくらでもあると考えます｡

それからもう１つだけですが､ 弁護士の場合

も弁護士倫理というのがありましたが､ これか

らはそれが規則化されて義務化になります｡ 齋

藤さんのお話では､ 今までは職業倫理規定がな

かったから作るということですけれども､ 将来

的には規則化される必要があるかもしれないな

と思っています｡

座長 ありがとうございました｡ この会場でぜ

ひ発言してこようと考えて来ておられる方も多

いと思いますが､ 何かご発言はございますか｡

〈質疑応答はページの都合により割愛〉

座長 どうもありがとうございました｡ 予定の

時間を過ぎましたけれども､ 初めての会で､ い

ろんな方向からのご意見､ いろんなふうに医療

というものを見ていかなければならないと｡ も

ちろん医療の原点というのはいろいろあります

し､ ｢まず害することなかれ｣ というのが根本

にあります｡ 医療というものへの皆さんの望み

というのは随分たくさんあると思います｡ 今日

の会を基にして､ これから先どのように進めて

いくかということを考えたいと思います｡ 今日

は本当にわざわざお越しいただきましてありが

とうございました｡ パネラーの方々も本当にあ

りがとうございました｡

司会 座長の加藤さん､ ありがとうございまし

た｡ ３人のパネラーの方々もありがとうござい

ました｡ 今日は第１回ということで､ 時間もちょっ

とうまく配分できなかったことをここでお詫び

申し上げます｡ 次回も､ 今日の意見その他を参

考にしながら､ いま何を患者さんは求められて

いるのか､ それから我々医者はいま何をすべき

なのかということを考えていきたいと思います｡

本日はどうもありがとうございました｡
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京都府医師会�

【第１回テーマ】�

～ 新しい医療文化を目指して ～�
主催：京都府医師会�

患者と医者の心地よいハーモニーを目指した新しい医療文化の創
造に向けてシンポジウムを開催いたします。当日は自由参加になっ
ておりますので直接会場にお越しください。多数のご参加をお待ち
しております。（定員500名）�

お問い合わせ　 京都府医師会　Tel.075-312-3671�
�

医療安全 シンポジウム�

平成１６年�

２月２８日�土�
日時�

午後２時～同４時�

「京都テルサ」京都府民総合交流プラザ・テルサホール�
※京都市南区新町通九条下ル　地下鉄九条駅・近鉄東寺駅から徒歩５分市バス九条車庫すぐ�

会場�

内容�１部）パネラーによる講演�
２部）パネルディスカッション�
�

パ ネ リ ス ト �

　　　井上　博　　氏　（弁護士）　　　　　～弁護士の立場から�

　　　奥田　美智　氏　（京都医療ひろば）　～患者サイドの立場から�

　　　齋藤　信雄　氏　（京都府医師会理事）～医療サイドの立場から�

座長　加藤　静允　氏　（京都府医師会医療安全対策委員会委員長）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順）�

「患者のあり方・医者のあり方」�「患者のあり方・医者のあり方」�

〈当日のご案内チラシ〉


