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中央区・清滝支部
(小田原病院)

｢ 激論, 時間強 , 事故調 結論でず｣,
これは,
年 月 日開催の第 回医療事故
調査制度の施行に係る検討会 (以下, 施行に
係る検討会という) についての, 月 日配
信の
のタイトルである｡ この記事が
状況を的確に表現しているので, 若干引用し
ながら論述したいと思う｡ ｢第 回会議は, 異
例と言える 時間強にわたる議論でも, 取り
まとめには至らなかった｡｣ ｢最も意見が分か
れているのは, 医療機関が行った院内調査の
報告書の取り扱い｡ 遺族への交付義務化, あ
るいは遺族の希望に応じて交付する旨を記載
するかどうかだ｡｣ 山本座長は, そのほか,
いまだ意見が分かれている点として, 数点を
挙げている｡
記事は, ｢今後の議事の進め方につ
いて, 座長一任 という案も出て, 支持す
る意見も出たが, 日本医療法人協会常務理事
の小田原良治氏は, 本制度は, 医療安全の
ための仕組みだが, 医療安全とは関係のない
話が混在している｡
ドラフトガイドラ
インや厚労省の医療事故調査制度に関する
に則って取りまとめるのであれば, 一
任する と求めた｡ 山本座長は, 小田原氏の
問いかけに対し, その認識だ｡ ただし, 何
が医療安全の目的かについて, またそこに至
る道程などに, 意見の食い違いがあった｡ 検
討会で出た意見全体を踏まえて取りまとめを
行う と回答｡ 小田原氏は, 検討会で出た意
見の中に, 医療安全以外の議論が紛れている
ことを問題視しているにもかかわらず, この
点を理解しない答えであったことから, 座長
一任は流れた｡｣ と述べている｡ 実際, 座長
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小田原良治

回答が不適切として, 筆者は, ｢白紙委任｣
を拒否｡ ｢引き続き, 朝まででも議論を続け
よう｣ と提案｡ 大半が議論の継続を拒否した
ため, 第 回 (最終回) の施行に係る検討会
は, 結論出ずという異例の事態に立ち至るの
である｡
第 回施行に係る検討会までにまとまりか
けた議論が一転空転したのは, 検討会外部か
らの介入に大きな原因があった｡ 院内調査報
告書の取り扱いについて, 厚労省が第 回施
行に係る検討会で確定し, 黒文字にしたもの
(図 左) を, 第 回施行に係る検討会で未確
定文書として赤文字 (図 右) にして, 検討
会に提出するという信義に欠ける態度が不信
の根幹であろう (＊)｡ 第 回施行に係る検討
会概要を記した後, 第 回施行に係る検討会
の前に, 何があったのか (後で判明したこと
を含めて) について, また異例の展開となっ
た第 回施行に係る検討会について記してみ
たい｡

第 回医療事故調査制度の施行に係る検
討会概要
第 回施行に係る検討会までに, 医療事故
の定義をはじめ, 筆者らの主張の根幹が, ほゞ,
認められた｡ 第 回施行に係る検討会後, 筆
者は, 一気にとりまとめに向けて舵を切った｡
施行に係る検討会開催日前に厚労省と詳細に
事前打ち合わせを繰り返し, すり合わせを行っ
た｡ 同時に, 日本医療法人協会医療安全調査
部会を開催, 厚労省との打ち合わせ事項の了
解を取るとともに, 対応についての一任をと
りつけて会議に臨んだのである｡ 譲れるとこ
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第 回施行に係る検討会で確定した文言 (黒字) が第 回施行に係る検討会直前に
圧力により未確定 (赤字) に変更され, ｢納得｣ の文字を入れることとなった｡

ろは譲れるだけ厚労省に譲った｡ 一方, 重要
ポイントはぎりぎりまで厚労省と詰めを行い,
一致点の見られない部分については, 解釈に
委ねる文面にまとめて行った｡ 第 回, 第 回
の施行に係る検討会は, 会議の場では, 厚労
省案に筆者が賛成するという展開で進むこと
になる｡ ただし, 厚労省が筆者に協力を求め
たにも係わらず, とりまとめに熱意を感じな
い部分については, 厳しく指摘した｡ 以下,
第 回施行に係る検討会について, 厚労省案
の提示と, それに関する論点をまとめて記載
したい｡
年 (平成 年) 月 日は, 夜, かなり
の雪が予想されていた｡ 山本和彦座長から,
なるべく延長にならないようにしたいとの挨
拶の後, 議事に入った｡
｢医療機関が行う医療事故調査の方法等に
ついて｣ 厚労省案提示｡ 医療法第 条の に,
医療事故調査の方法について, ｢その原因を
明らかにするために必要な調査｣ とあること
から, 省令で, ｢医療事故の原因を明らかに
するために, 情報の収集及び整理を行うこと
により行うものとする｣, 情報収集として,
｢診療録その他の診療に関する記録｣ とする
こと等の提案があった｡
筆者は, ｢概ねこれでいい｣ と賛成したが,
再発防止策で異論が出た｡ 山本和彦座長が,
院内調査の再発防止策は任意的記載事項で意
見が一致していたと適切に総括したことによ
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り決着した｡
｢医療機関が行った医療事故調査の結果の
センターへの報告事項について｣ も意見は対
立, 田邉 昇構成員の提案の,
その他
のセンター以外の法令に基づく報告先の具体
的連絡先及び根拠法令を通知のなかに挙げる
べきであるとの主張は採りあげられることと
なった｡
遺族への説明事項について, 山本和彦座長
が, 基本的には, 遺族に対してはセンターに
対する報告事項を事前に説明｡ 説明方法につ
いては医療機関の管理者が判断｡ ただ, 遺族
が理解できるようにわかりやすく説明という
ことで異論はないと思うと発言があった｡ 前
回までに黒字になっていた部分 (＊) であり,
これで確定の流れであったが, 突然, 高宮眞
樹構成員が, 日本精神科病院協会としては,
遺族の要求を容れ, 口頭ではなく文書を出す
べきだと発言, ｢遺族の希望を鑑み管理者が
判断する｣ と変更してほしい旨発言があった｡
これに賛同し, ｢遺族の希望によるべし｣ と
する意見が出た一方, 反対意見もあり, 筆者
は, ｢いろいろなことを踏まえて管理者が判
断するとなっているので, 事務局案でいいので
はないか｣ を厚労省案への賛成意見を述べた｡
議論百出したが, 山本和彦座長が, 法律の
確認として, ｢説明しなければならないこと
は法律で定まっているが, 説明の方法につい
ては法律に特段の規定はないので, それにも
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かかわらず説明の方法を, 必ず書面でなけれ
ばいけないとか, 必ず口頭でなければいけな
いとすることは, 法律の解釈として難しいの
ではないかと厚労省に見解を求めた｡ とりま
とめに向けて, 座長が総括を行ったのである｡
これに対し, 大坪寛子医療安全推進室長が,
条文としては, 座長の意見の通りと認めなが
ら, 望ましいと言ったことを通知の中で書く
ことは可能と答弁したことから, 会議はさら
に紛糾することとなった｡ 座長が, 法律の解
釈を示し, 厚労省の見解を求めたものである｡
厚労省は法律の解釈をそのまま示すことが役
目である｡ しかるに, とりまとめ段階に至っ
ての大坪寛子医療安全推進室長の不適切な回
答は, とりまとめに向かわず, 混乱に舵を切っ
たことになった｡ この発言で, とりまとめに
向かいつつあった検討会議論は一気に流動化
したのである｡ 遺族への説明は, 口頭か文書
かの論議に, 山本和彦座長は, 趣旨としては,
｢または及び｣ という, ｢
｣ という趣旨
だと適切な解釈を述べたがこの問題は最後ま
で尾を引くこととなる｡ 筆者は, ｢この問題
は前から何回も議論に出たところであり, こ
れが一致するとは思えない｡ 原案通りが一番
いい｣ ｢原案をいじれば一致はしない｣ と再
度, 厚労省案に賛成の意向を表明するととも
に, ｢事務局が中途半端な返事をするから悪
いのだ｣ と会議の席上で, 厚労省大坪寛子医
療安全推進室長を名指しで痛烈に批判した｡
この議論部分は, 第 回 (最終回) 施行に係
る検討会で大混乱の原因となる｡ 後に紹介す
る ｢えにしメール｣ をも念頭に, 後から考え
ると, 大坪寛子医療安全推進室長のこの発言
は確信犯の疑いさえある｡
議題は, 次のセンター調査に移り, 大坪寛
子医療安全推進室長から, 厚労省案の説明が
なされた｡ この議論の争点は, 一言でいうと,
旧第三次試案・大綱案からパラダイムシフト
できず, あるいは旧第三次試案・大綱案に戻
したい人々とパラダイムシフトした考えの持
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ち主であり, 現場主導を主張する人々との対
決である｡ ここでも, 日本医療法人協会案賛
成派と反対派に完全に別れた議論が展開され
る｡ 当然, 一致点は見出し得なかったのであ
るが, 重要な意見を
紹介しておく｡
田邉 昇構成員が, ｢センターはあくまでも
民間の機関｡ センターが調査した場合, それ
が正しくて, 医療機関のほうが正しくないと
いうのではない｡ 医療安全のためにいろいろ
な目線で見るということでの つの目線｡ セ
ンター調査は, 現場の医療機関そのものがわ
からない人が書面とか二次資料で見るわけだ
から, 当然誤りがむしろ大きくなる可能性が
ある｡｣ と適切な意見を述べた｡
センター調査の依頼については, 法律の解
釈を, 大坪寛子医療安全推進室長が, ｢医療
事故が発生した医療機関の管理者又は遺族は,
医療機関の管理者が医療事故としてセンター
に報告した事案については, センターに対し
て調査の依頼ができる｣ と説明｡ 山本和彦座
長が, ｢もう法律で全て書かれていることで,
法律のまま｡ これ以外の選択肢はないという
ことだ｣ と結論づけた｡
医療法第 条の センター調査に関しての
議論に, 厚労省が回答した部分を次に記して
おきたい｡
大坪寛子医療安全推進室長：｢医療機関が
事故だと判断したものについてセンターにま
ず報告をして, その上で院内調査をして, そ
の結果をセンターに報告, 遺族に説明, それ
が最初の管理者に課せられた義務である｡ そ
こで, センターが受け取った報告書について
は, 整理分析, 個別案件としてではなく, 全
体としてまとめて整理分析をして結果を院内
に返すということが書かれている (医療法第
条の )｡ それとは別に, 個別の案件に関し
てセンターに報告を出すわけなので, 別途,
遺族なり医療機関なりから依頼があった場合
にはセンターは調査をすることになる｡ 議論
になっている第 条の 第 項, ここで言って
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いる報告は, 遺族なり医療機関なりから改め
て依頼があってセンターが行った調査の報告
なので, 法律の仕立て上, 遺族なり医療機関
なりが院内調査が終わる前後, 別途のセンター
調査の依頼をしなければ, ここの報告はない
ということになる｡｣
再発防止策の記載についても, 書くべきと
いう意見と書くべきでないという意見が対立
した｡ この点についての和田仁孝座長代理の
発言を記しておく｡ ｢加藤構成員の意見は,
べき論として正しいことではあると思うが,
現実論としては, 再発防止策というのは, そ
のすべてが本当に医療安全に有効につながっ
ているのかと疑問も持っている｡ むしろ, 病
院のレベルによっては, 高度な再発防止策を
やれと言われると, その現場の状況ではでき
ない｡ それをやろうとすることが逆に不足し
ている人員に過剰な負担を負わせて, リスク
を誘発するということもあり得るのではない
か｡｣
筆者も ｢医療安全のために事例を集めよう
とするのであれば, 個別例の再発防止策は書
いてはならない｡ 再発防止策は, 集積したも
のを分析して, その結果を医療機関に返すと
いうことでないと制度自体が成り立たない｡｣
と述べた｡
報告書の開示につき, 山本和彦座長が,
｢法的義務のない開示請求に応じないことと
する｡｣ とまとめたが, それまで, ｢医療安全
のために再発防止策を書くべきであり, 遺族
に文書で渡すことにより遺族は納得する｣ と
話し続けてきた永井裕之構成員から驚くべき
発言があったので, この部分のやり取りの発
言を以下に記載しておきたい｡
永井裕之構成員：｢例えば, 証拠保全を訴
えたら, 調査報告書は, 取れるのか？｣
大坪寛子医療安全推進室長：｢ここの法的
義務ということは, 裁判所が命じているもの
とか, そういった法的な責任が発生している
ものは除いて, 法的義務のない開示請求には
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応じないと書いている｡｣
永井裕之構成員：｢要するに, 出してもら
えなかったら, あるはずだからといって法的
な証拠保全を裁判所に訴えたら, それを拒否
するわけにはいきませんね｡｣
山本和彦座長：｢だから, 証拠保全によっ
て文書提出命令か, あるいは検証物提示命令
かわからないが, 強制力のある法的義務が課
された場合には開示の義務がある, 開示しな
ければならないということは当然の前提とし
て, そうではない, 従来は任意のという言葉
を使っていたが, 法的義務のない開示請求に
ついては応じないということを明確にしてい
る, そういう趣旨｡｣
この永井裕之構成員の質問は, 将に, 紛争
に有利にするために報告書を利用したいとの
意図に聞こえるものであった｡ この事実を見
ても, 報告書の取扱には慎重を期すべきであ
る｡ 法律施行後に発生している, 調査報告書
をめぐるトラブルとこの永井裕之構成員の発
言を重ね合わせて考えると, ｢医療安全のた
めに再発防止策を書くべき｣ と主張した人々
のなかに, 実は紛争に利用したいと考えてい
た人々がいたことを示すものである｡ 報告書
の記載は細心の注意が必要であろう｡

第 回施行に係る検討会の論点 (院内調
査を除く)
問題となった院内事故調査報告書の遺族へ
の交付をめぐる議論概要は次稿で述べること
とし, その他の第 回施行に係る検討会の論
点の概要を記しておきたい｡ 院内事故調査報
告書の交付問題で, 確定文であったはずの黒
字部分が赤字文となった (＊) ことをきっか
けに, 他の部分の黒字部分 (確定文) につい
ても次々に異論が出され, 全ての部分が流動
化した｡
( ) 医療事故の定義について
｢管理者が, 死亡または死産を予期しなかっ
たもの｣ は, 省令で 要件が前回までに確定
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していた (図 )｡ 号要件が ｢患者等への説
明｣, 号要件が ｢カルテ等への記載｣, 号要
件が ｢管理者が予期していたと認めたもの｣
である｡ この 号要件に縛りをかけるべきだ
との意見が出た｡ 大坪寛子医療安全推進室長
が緊急時等を想定していると回答, 通知等に
例示するが如き発言を行ったため筆者は反発,
結局, ｢例示は限定列記ではなく単なる例示
である｣ との医療安全推進室長の確認を取っ
た｡ この件に関しても筆者は事務局案に賛意
を示していた｡ それにも関わらず, 大坪寛子
医療安全推進室長が発言する度に話は複雑化
し, 座長は合意不能とする｡ 会議進行ととも
に合意は遠退いて行った｡
｢医療に起因する (疑いを含む)｣ 死亡又
は死産の考え方 (図 ) について, 筆者が,
事前に厚労省と詳細に詰めを行った部分 (医
療起因性要件の判断上重要な部分) について,
田邉 昇構成員から質問があった｡ これに対
して, 大坪寛子医療安全推進室長が, ｢下記
の 医療 に起因し, 又は起因すると疑われ
る死亡又は死産ということ｣ で, ここに示し
ているのは, 診察とか検査とか治療は, あく
まで ｢医療の範囲｣ を示しているものである

図

と回答｡ さらに, ｢起因性については何も示
していない｣ と述べ, ｢ここは医療を示して
いるのだと書き直す｣ と回答, 座長も明確に
｢医療の範囲｣ を示しているものと書き直す
ように指示した｡ この部分は, 事前に筆者と
合意したとおり, 正確な回答であったが, 座
長指示で明確に ｢医療を示している｣ と書き
直すと回答したにもかかわらず, 結局書き直
されることはなかった｡ このため, 単なる
｢診察｣ を医療起因性ありとする誤った意見
が実しやかにまかり通っている｡ 診察・検査・
治療はあくまでも医療法上の ｢医療の範囲｣
を示しているだけのものであり, ｢医療に起
因した死亡｣ に誤診等の単なる診察に関わる
ものは該当しないのである｡
( ) センター調査について
大坪寛子医療安全推進室長が, センター調
査の依頼及び調査の内容, 医療機関の協力に
ついて, 法律の条文どおり, ｢医療機関の管
理者又は遺族は, 医療機関の管理者が医療事
故としてセンターに報告した事案については,
センターに対して調査の依頼ができる｣, 即
ち, センターに発生報告のあった事例のみが
センター調査の対象であることを明言してい

｢管理者が, 死亡または死産を予期しなかったもの｣ 省令 要件と通知案
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図

｢医療に起因する｣ 死亡又は死産の考え方 (診察・検査・治療は医療法上の医療の範囲)

る｡ ｢(センター調査は,) 院内調査が終了し
ていれば, 院内調査の検証が中心｡｣ ｢院内調
査が終了する前にセンター調査の依頼があっ
た場合, 基本的には院内調査の進捗状況等を
確認するなど, 医療機関と連携｡ 院内調査が
終わっていない場合でも早期にその調査の結
果が得られることが見込まれる場合には院内
調査の結果を待って, その検証を行う｡｣ と
院内調査中心であることを明言した｡ ｢院内
調査と同様に, センター調査の結果に, 院内
調査報告書等の内部資料はオートマティック
には含まない｡｣ ｢センターから管理者, 遺族
への報告書は, 原因を明らかにするための調
査の結果で, 調査の結果, 必ずしも原因が明
らかになるとは限らない｡｣ ｢原因分析は客観
的な事実から構造的な原因を分析するもので
あり, 個人の責任追及を行うものではない｡｣
と説明し, 再発防止については, 意見が分か
れているが, 再発防止策を書くとすれば,
｢個人の責任追及にならないように注意する
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こと｡｣ ｢それぞれの医療機関において, 実際
に講ずることができる再発防止策かどうかと
の観点から, 医療機関の状況・規模とか管理
者の意見を踏まえた上で記載する｡｣ と適切
な説明であった｡ 内部資料がどこまでかとい
うことに関して, 山本和彦座長が, ｢センター
が検証する際に, 院内調査報告書は前提になっ
ているので, センターが最終的に自分で書く
報告書の中で院内事故調査報告書に書かれて
いたことを, どのように自分の報告書の中で
取り上げるかということは, それはセンター
の判断として問題があるが, その院内調査報
告書自体を調査結果としてセンターの報告書
の添付文書にするとか, そういうことは想定
されていない｣ とまとめた｡
大磯義一郎構成員から, ｢紛争化した場合
は, 紛争処理を優先して, 医療安全のための
本調査は一旦中止すべきである｡｣ という当
然の意見が述べられた｡ これに対し, 大坪寛
子医療安全推進室長は, ｢紛争状態にある場
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合に, 調査を一旦止めるとか, そういうこと
は医療法においては規定がない｡ 別途の法律
に基づいて, それぞれの趣旨に基づいて, い
ろいろな調査・捜査等があり, それぞれの目
的においてなされるものなので, 医療法の規
定に関して, そのようなことを触るのは難し
い｡｣ と回答した｡ 要するに ｢紛争か否かに
関わらず調査を行う｣ ととれるものであり,
この回答には問題がある｡ そもそも医療事故
調査制度は, ｢医療の内｣ の制度である｡ 医
療安全の制度であるので, 紛争化した場合に
医療事故調査を中断することは, 法律の趣旨
に則り, 医療法の内でできる話であろう｡ 実
際, 厚労省の保険指導等の諸調査の運用に当
たっても, ｢中断｣ という手法は用いられて
いるのである｡ この問題についてはさらに紛
糾を極めたので, とりあえず, 筆者は, ｢医
療安全の制度を紛争解決に使ってはならない
という原則をきちんと守るべきだ｡ ただ, 法
的に, ここで規定するのは無理であろうから,
今後スタートするセンターが, 自分たちの役
割として, ルールできちんと紛争化している
ものに調査はやらない｡ 紛争の結果がでるま
で待つということを, センターの役割として
考えるべき課題だ｡ 今回のものはこれで合意
しよう｣ と提案した｡
｢法的義務のない開示請求に応じない｣ の
一文もいろいろな角度から問題となった｡ こ
の一文自体が妥協の産物であるので, 法律家
から種々意見が出るのは当然と思われたが,
もともと承知の上でファジーに妥協した部分
である｡ この一文の趣旨は前段と同じように,
｢医療安全の制度を紛争のツールに使うな｣
ということである｡ 法的な有効性の範囲は別
として, 文面として残ったことは制度の趣旨
を明確にする意味でも有意義であり, 一方,
それぞれの現場には, いろいろなことを想定
して対処するようにとの警鐘でもある｡
｢紛争時の事故調査の中断｣ は, 制度の趣
旨に則り, 必要である｡ 当時, 国会審議の過
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程で, 衆議院厚労委員会の場で, 橋本岳議員
の質問に対し, 当時の原徳壽厚労省医政局長
が, ｢紛争の場合も対象外とすることはない｣
と答弁している｡ 施行に係る検討会において
も, 大坪寛子医療安全推進室長が ｢中断｣ を
否定した｡ 運用段階に至っても, センターの
木村壮介常務理事が, ｢紛争に関係なく, 粛々
と実施する｣ と語っている｡ 医療安全のため
の調査を紛争中に不用意に行うことは危険極
まりない｡ 現実に問題となっている事例が発
生しているのである｡ 議論の経緯を考えれば,
厚労省が, ｢紛争時の調査の中断｣ を明言す
べきであろう｡ この問題は, 原徳壽医政局長,
大坪寛子医療安全推進室長, 木村壮介センター
常務理事発言として続いてきているのである｡
厚労省の責任は否定できないであろう｡ われ
われ, 医療現場としても, 紛争化した時点で,
院内調査は中断, 断固とした態度で, 中断し
た旨をセンターに連絡すべきである｡
( ) 医療機関が行う医療事故調査について
医療機関が行う医療事故調査 (院内調査)
のセンターへの報告事項につき, その通知を
次の如くしたい旨, 大坪寛子医療安全推進室
長より説明があった｡ すなわち, ｢本制度の
目的は, 医療安全であり, 個人の責任を追及
するためのものではないということを報告書
冒頭に記載｣ と追記する｡ ｢報告書の目的は,
センターへの提出と遺族への説明であり, そ
れ以外の用途に用いる可能性については, あ
らかじめ当該医療従事者へ教示することが適
当である｣ とする｡ センターへの報告事項と
して, ｢原因を明らかにするための調査の結
果｣ とし, ｢必ずしも原因が明らかになると
は限らないことに留意｣ とする｡ ｢院内調査
において, 再発防止策の検討を行った場合,
管理者が講ずる再発防止策については記載す
る｡｣ また, ｢当該医療従事者が報告書の内容
につき意見がある場合等は, その旨を記載｣
とする｡ ｢既にある制度についても報告窓口
を提示すること｣ 等が提案された｡
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事務局提示案に筆者は, 大筋で賛意を示し
たが, 最大の論点は, その次の ｢医療事故調
査の遺族への説明｣ 部分となった｡ この部分
は, 第 回検討会で最大の山場であり, 検討
会以外からの介入もあり, 最も紛糾した課題
であるので, 次回に議事録概要を提示したい｡

第 回施行に係る検討会直前のやりとり
年 (平成 年) 月 日の第 回施行に
係る検討会での大坪寛子医療安全推進室長の
態度は, とても, とりまとめに努力している
姿とは思えなかったと述べた｡ むしろ, 壊れ
ることを内心願っているのではないかとさえ
疑われるものであった｡ 同年, 月 日, 筆
者は井上清成弁護士と厚労省を訪問, 当方が
とりまとめに協力しているにも関わらず, 厚
労省にとりまとめへの熱意が感じられないと
苦言を呈した｡ 厚労省は, とりまとめたいと
思っているとのことで, あらためて協力を求
められたため, 筆者は, とりまとめに向けて
再度妥協可能な範囲を探った｡ 月 日, 厚
労省と事前打ち合わせを詳細に行い, とりま
とめラインが明瞭となってきた｡ (実は, こ
の間も, 外部, しかも医療関係者からの圧力
があり, 医療関係者を不利にする複数の修正
が加えられたのである｡) 翌, 月 日には,
日本医療法人協会医療安全調査部会を開催,
最終とりまとめに向けて一任を取り付け,
月 日の最終回に臨むこととした｡ 筆者は,
万全を期して, 検討会前日の 月 日, 溝辺
発 時 分の
便に乗ることにしていた｡
厚労省とは事前打ち合わせ, その後の電話に
より打ち合わせは終わっていた｡ ところが,
溝辺空港に向かう空港バスの中で厚労省から
の着信があったのである｡ 溝辺空港に着くと
すぐに, 厚労省に電話をかけた｡ 田上喜之補
佐から受けた話は, 驚愕するものであった｡
｢遺族への説明方法について｣ の通知の文言
を変えなければならないというのである｡
｢遺族への説明方法について｣ は, 既に, 第
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回施行に係る検討会までに確定していた部
分である (図 左)｡ 第 回施行に係る検討会
で追加された部分は, 図 の赤字部分, すな
わち, 口頭又は書面の後に, ｢若しくはその
双方｣ の一文が追加されたことと, ｢結果｣
｢方法｣ が追加されたのみである｡ これが,
数時間の間に図 右のごとく, 大幅に変わっ
たのである｡ 正確に言うと, ｢管理者判断｣
を削除し, ｢遺族の納得｣ を入れなければな
らないということである｡ ｢ 番目の○に 遺
族の納得 を入れるという話であったが, こ
れでは, 小田原先生が承知しないだろうから,
番目の○に入れた｡ これで, 了解してほし
い｣ という内容である｡ 今から搭乗するので,
東京に着いたら厚労省に直行する｡ それまで
待ってほしい旨伝えたが, ｢待てない, 時ま
でに自分たちが返事を持って行かなければな
らない｣ という｡ 筆者は, 大臣からの指示で
あろうとピンと来た｡ とりあえず, ｢遺族が
納得する形で説明する｣ となっていた部分を
｢遺族が納得する形で説明するよう努めなけ
ればならない｡｣ と努力規定に修正を依頼し
た (図 )｡ 飛行機搭乗直前の話であり, さら
にいい方法がないか早急に検討して, 顧問の
井上清成弁護士から連絡すると伝えて, 東京
に向かった｡ 羽田に着くと直ちに, 井上清成
弁護士と連絡をとったが, 努力規定も困難な
状況らしいということである｡ 番目の○に
｢遺族が納得するように説明｣ と入らなかっ

図
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第 回施行に係る検討会までに確定した部
分 (黒字) と第 回施行に係る検討会で追加
された部分 (赤字)
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図

第 回施行に係る検討会提出資料 (上) と事前配布資料 (下)

たことでよしとすることとした｡ 大臣からの
圧力しかありえないというのが, われわれ両
名の一致した意見であった｡ 筆者は, やむを
得ず, 目をつぶったが, 翌日の施行に係る検
討会の席上, 田邉 昇構成員の質問を契機に,
会議全体が流動化したのである｡
因みに, 後日, 大熊由紀子氏の ｢えにしメー
ル｣ なるものが手に入った｡ 以下, ｢えにし
メール｣ の記述である｡ ｢塩崎厚生労働大臣
が, 担当者を呼んで, もっとも重要なポイン
ト★院内調査の結果を遺族に説明する際の,
書面の提供について 遺族が納得する適切な
方法により行う ★調査報告書に再発防止策
を盛り込むかどうかについて ｢院内調査で再
発防止策の検討を行った場合は記載する｣,
事務局が勇気をもって原案を変更し, 日本医
師会, 日本病院会もこれを支持した｡｣ この
｢えにしメール｣ で全貌が明らかになると同
時に, 施行に係る検討会で, だれがどのよう
な発言をしたかが, しっかりとつながったの
である｡
結果としては, 田上喜之補佐からの連絡時
点で譲歩し, 努力規定で手を打ったことが正
解であった｡ おそらく, 筆者に提示した案は,
厚労省が, 筆者の合意が得られそうなぎりぎ
鹿児島市医報

第

りの案文にしたものであろう｡ これを ｢努力
規定｣ にできたことで十分だったのである｡
第 回施行に係る検討会の大坪寛子医療安全
推進室長の態度を重ね合わせれば, 施行に係
る検討会の議論で, ｢えにしメール｣ にあっ
た ｢遺族が納得する適切な方法により行う｣
の文章に近づけようとしていたのではないだ
ろうか｡ これに誰が同調したか銘記すべきで
あろう｡ 因みに, この ｢えにしメール｣ に面
白い名簿が載っている｡ ｢医療事故調査制度
の施行に係る検討会構成員の背景｣ (図 ) と
いうものである｡ ｢日程調整まですんでいた
のに検討会構成員を外された実績と識見ある
研究班員｣ と評価された人々がいる｡ 語るに
落ちたということであろう｡ われわれは, こ
れらの人々の言を鵜呑みにしてはならないと
いうことである｡ また, この施行に係る検討
会は急な招集で, 筆者らは, 日程調整に大変
な苦労を強いられた｡ ここに記されているよ
うに, これらの人々は事前に日程調整まで済
んでいたとするならば, まさに ｢出来レース
の企て｣ であり, これこそ大問題であろう｡
｢えにしメール｣ は逆の意味で貴重な情報を
提供してくれた｡
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図

医療事故調査制度の施行に係る検討会 構成員の背景

おわりに
第 回施行に係る検討会は, 結局, 結論に
至らなかったのであるが, 将に, 異例の, 大
荒れの検討会であった｡ 山本和彦座長も嫌気
がさしていたのではないかと思われるような
議事進行であった｡ おそらく, 座長へも, い
ろいろなアプローチがあったのであろう｡ 如
何にデリケートな過程を経て, 制度が出来上
がったかを知るためにも, ぜひ, 第 回施行
に係る検討会議事録 (＊＊) にお目通しいた
だきたい｡ 第 回施行に係る検討会で最大の
争点となった院内調査さらに, 院内調査報告
書の取り扱いに関する部分の議事概要, 決裂
の経緯については, 次回の記述としたい｡ 次
回は, 施行に係る検討会最終回の決裂後の調
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整からとりまとめに至る経緯をもまとめてみ
る予定である｡
＊検討会事務局 (厚労省) 申し合わせとして,
検討課題部分は赤字, それまでに確定した
部分は黒字とすることになっていた｡ 第
回施行に係る検討会時点で, すでに, 確定
部分として黒字となっており, 構成員への
事前配布資料でも黒字であった部分が, 第
回施行に係る検討会資料で突然赤字とな
り, 検討課題となったばかりではなく, ｢納
得｣ という単語まで入ってきたのである｡
＊＊
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