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最近の社会的活動

• 厚労省 脳死下臓器移植検証委員会委員

• 千葉県がんセンター医療事故 第三者調査委委員

• 群馬大学医療事故 調査委員会委員

• 産科医療補償制度原因分析委員会 前委員

• 産科医療補償制度再発防止委員会 前委員

• 医療事故調査制度 総合調査委員会委員



• 過去の医療事故の事故調査
報告書や判決等を徹底分析

• 有名な事故の隠された教訓

• ほとんど知られていないけ
れども重要な教訓

• そこから導かれる基本的な
考え方

http://www.shinanobook.co
m/genre/book/218

http://www.shinanobook.com/genre/book/218


２つの医療事故調で感じたこと

患者ひとりひとりの命が軽すぎないか？

↓

２つの病院では、緊急ではない手術の後に、

患者が比較的早期に亡くなっても

「患者さんの要望に応えて難しい手術

をやっているのだし」

「やむをえない合併症なのだろう」

誰も積極的にチェックせず、介入もしなかった

⇒そもそもそんな仕組みがなかった



”患者の権利は
大切にされていたのか”

その疑問を
報告書に込めました



当該医師の執刀した肝臓切除術



Ａ医師の執刀した肝切除術

どのような説明が
行われていたのか



腹腔鏡手術の死亡率



腹腔鏡手術のうち公表事例



腹腔鏡手術のうち公表事例



腹腔鏡手術のうち公表事例

8事例中の
公表５事例すべてで

”十分に説明し
承諾を得たという

記録がない“



やむを得ずヒアリングしたが

• 遺族は「よく覚えていない」「侵襲が少ない」

「最後のチャンス」「うまくいけば3週間で退院も」

• 当該医師は

「1時間以上かけてインフォームドコンセントやった」

現実としては「説明はいつも夜」「手術前日の夜だったことも」



患者さんによく説明して、

納得して治療に同意してもらうこと

近いけど、惜しい

似て非なるパターナリズム的医療と鑑別が必要

患者想いの医師ほど、

医学的に正しい治療法の利点をよく説明し

良い治療法を、患者に気持ちよく選んでもらいたいと思う

インフォームド・コンセントへの誤解



医学的に正しいということ



インフォームドコンセントの定義

Principles for the Protection of Persons with Mental Illness
（1991.12 United Nations General Assembly）



原則１１の２

◆インフォームド・コンセントとは、威嚇または不適当な誘導なしに、
患者が理解できる言葉で、以下のことを説明した後に、自由に行わ
れる同意をいう

（a）診断の評価

（b）医師が推薦する治療の目的・方法・期間・期待される利益

（c）他の治療方法（より侵襲の少ない治療法を含む）

（d）医師が推薦する治療の、予想される苦痛・不快・副作用

※1991年12月国連総会「精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則」

インフォームドコンセントの定義



• 「説明と同意」ではない。（誤訳）

• Informed Consent
あくまでも患者主体の言葉

「医師が説明をしたかどうか」（行為）が

大切なのではなく

説明の結果

「患者が本当にわかったかどうか」（状態）

のほうが大切

インフォームド・コンセント



患者と医療者による

「情報と決断の共有」
ｂｙ 木村利人早大名誉教授

インフォームド・コンセント





インフォームド・コンセントと患者安全

インフォームド・コンセントではリスク情報は必須

→患者の自己決定権の保障のため当然、紛争防止にも重要

それだけでなく

• 伝えることで「医療者が備える」→より安全になる

• 許容できないほどのリスクの高い医療をあらかじめ避ける

（患者が望まないレベルの冒険的治療の抑制につながる）
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患者安全におけるメディアの役割
私の経験 院内感染問題から

• ８０年代から日本の病院でＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌）による深刻な院内感染が多発していた

• 感染対策の決定的な遅れと、ある種の抗生物質の無秩序な使用
が原因

• 病院管理者、医療界はその事実を公表しようとしなかった

• 対策がないまま、全国の病院で患者が手術成功後に死亡



私の経験 院内感染問題

• １９９２年１１月１１日放送

ＮＨＫスペシャル「院内感染～脅威の細菌MRSAを追う～」

名古屋大学付属病院で患者死亡が多発

３人の医師が菌のDNAで感染ルートを解明

→対策の必要性を訴えるが進まない





NHKスペシャル「院内感染」



報道への情報発信と協力で
• 院内では取材反対者が続出 取材拒否の教授も

• 放送前には協力してくれた３人とも辞表覚悟

↓

• 放送後の病院長「全国病院長会議でみんなにほめられたよ」

• 対策の必要性を訴えていた少数の良心的医療者に、

ようやく陽が当たる

• 大学病院内に院内感染対策チーム設置

↓

• 厚生省（当時）が２０項目感染対策公表

• 翌年の政府予算に耐性菌サーベイランス費

• 全国の病院に院内感染対策チーム設置、ICN配置へ



良心的医療者をマスメディアが押す

内部告発をもとに週刊朝日が報道

千葉県がんセンターの事例

⇓

群馬大学の自浄的な動き

⇓

読売新聞のスクープ

⇓

第三者のみによる

事故調査委員会への動きに



メディアというものは
煽情的で短絡的
全体像を正しく伝えない



確かにその通りだが・・・

日本の医療はジョージ・ワシントン少年と
同じことができているのだろうか



日本の医療界は自力で変われるか
9月20日午前4時55分ごろ
八巻信雄さん（８８）が死亡
点滴に泡立ちがあり、不審な点が
あるので21日午前11時前、警察に届け出

界面活性剤による中毒死と判明
殺人事件の疑いで捜査開始

3日後、同室の患者で
9月18日午後7時ごろに死亡した
西川惣藏さん（８８）も、火葬前で遺体が
残っていたため解剖したところ、
界面活性剤による中毒死と判明

連続殺人事件に発展！

大
口
病
院
事
件
で
は



それどころか
捜査本部によると
この病院では
7月1日から9月20日までに
4階病棟だけで
ほかに46人が死亡していた。

病院長は
「（患者の死亡が）
確かにやや多いという印象で
院内感染を疑った」と
会見で述べている

日本の医療界は自力で変われるか

大
口
病
院
事
件
で
は



大口病院事件の約1年前から医療事故調査制度が始まっていた

提供した医療に関して予期せぬ死亡が生じたら報告し

必ず院内調査を行って原因を明らかにすることが

法律上の義務となっていた

⇒ところがそれをやらなかった院長を責める医療者は？

むしろ同情する声さえも・・・

日本の医療界は自力で変われるか



医療事故調査制度発足後５年５か月（1978日）
2021年2月28日現在の状況は

•報告数 1978件

•調査報告書提出数 1678件

•センター調査依頼数 146件

現場の医師に報告対象かどうか判断させている病院や

過誤がある場合に報告すると勘違いしている管理者も



病床規模別報告数（４年３か月間で）



再発防止の取り組みは始まっている



すでに12件の提言が出ている



例えば中心静脈の誤穿刺の再発防止

• １２件の同じような事故の報告があった

• うち１０症例の共通要因を分析

• ８つの提言

• 図やビデオを使い

わかりやすく



再発防止に向けた提言は生かされているか

• いずれも実際の死亡事例をもとに分析

• 実践的で実現可能な再発防止策を提言

• わかりやすい図や動画、漫画、患者向けパンフレットまで

作成して伝えようとしている

日本の医療界はこの問いかけにどう答えるか

プロ＝職能集団としての矜持が問われている



病院の透明性を促す社会の目が必要



THE LEAPFROG GROUPによる透明化

おそらく世界の最先端である

アメリカでは

























まとめ

日本 産科医療補償制度 2009年～

医療事故調査制度 2015年～

米国

LEAPFROG病院評価は2001年～

患者安全ランキングは2012年～

この20年間ですっかり周回遅れになってませんか？


