
��������������������������������������年 (平成��年)�月��日, 医療事故調査
制度見直しの省令・通知が発出された｡ 正確

に述べると, ����年 (平成��年)�月��日公布
された, ｢地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律 (改正医療法)｣ のなかの, 医

療事故調査制度について, ����年 (平成��年)�月�日, 厚労省令���号及び厚労省医政局長
通知 (医政発����第�号)が発出された｡ この
医療事故調査制度の施行日が, 同年��月�日
であった｡ この改正医療法には附則第�号第�項の規定があり, 法律公布後�年以内に, 法
制上の措置その他必要な措置を講ずるとされ

ていた｡ いわゆる制度の ｢見直し｣ である｡

この見直し規定を受け, ����年 (平成��年)�月��日, 医療法施行規則 (省令) が改正さ

れ (厚生労働省令第���号), 厚労省医政局長
通知 (医政発����第�号) 及び同総務課長通
知 (医政総発����第�号) が出されたのであ
る｡ この医政局長通知に基づき省令事項, 次

に通知事項を記載し, 若干の解説を行いたい｡

厚労省医政局長通知 (医政発����第�号
(省令事項))
(�) 病院等の管理者が行う医療事故の報告関係
病院等の管理者は, 法第�条の��第�項の規
定による報告を適切に行うため, 当該病院等

における死亡及び死産の確実な把握のための

体制を確保するものとすること (医療法施行

規則第�条の��の�第�項関係)｡

(�) 医療事故調査等支援団体による協議会の
設置関係�. 法第�条の��第�項に規定する医療事故調
査等支援団体 (以下 ｢支援団体｣ という｡)

は, 同条第�項の規定による支援 (以下

｢支援｣ という｡) を行うに当たり必要な対

策を推進するため, 共同で協議会 (以下

｢協議会｣ という｡) を組織することができ

るものとすること (医療法施行規則第�条
の��の�第�項関係)｡�. 協議会は, �の目的を達するため, 病院
等の管理者が行う法第�条の��第�項の報告
及び医療事故調査の状況並びに支援団体が

行う支援の状況の情報の共有及び必要な意

見の交換を行うものとすること (医療法施

行規則第�条の��の�第�項関係)｡�. 協議会は, �の情報の共有及び意見の交
換の結果に基づき, 以下の事項を行うもの

とすること (医療法施行規則第�条の��の�
第�項関係)｡
(�) 病院等の管理者が行う法第�条の��第�項の報告及び医療事故調査並びに支援
団体が行う支援の円滑な実施のための研

修の実施

(�) 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
厚労省医政局総務課長通知(医政総発����
第�号) (通知事項)
(�) 支援団体等連絡協議会について�. 改正省令による改正後の医療法施行規則
(昭和��年厚生省令第��号) 第�条の��の�
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第�項の規定に基づき組織された協議会
(以下 ｢支援団体等連絡協議会｣ という｡)

は, 地域における法第�条の��第�項に規定
する支援 (以下 ｢支援｣ という｡) の体制

を構築するために地方組織として各都道府

県の区域を基本として�カ所, また, 中央
組織として全国に�カ所設置されることが
望ましいこと｡�. 各都道府県の区域を基本として設置され
る地方組織としての支援団体等連絡協議会

(以下 ｢地方協議会｣ という｡) には, 当該

都道府県に所在する法第�条の��第�項に規
定する医療事故調査等支援団体 (支援団体

を構成する団体を含む｡ 以下 ｢支援団体｣

という｡) が, 全国に設置される中央組織

としての支援団体等連絡協議会 (以下 ｢中

央協議会｣ という｡) には, 全国的に組織

された支援団体及び法第�条の��第�項の規
定により厚生労働大臣の指定を受けた医療

事故調査・支援センター (以下 ｢医療事故

調査・支援センター｣ という｡) が参画す

ること｡�. 法第�条の��第�項の規定による, 医療事
故調査 (同条第�項の規定により病院等の
管理者が行う, 同項に規定する医療事故調

査をいう｡ 以下同じ｡) を行うために必要

な支援について, 迅速で充実した情報の共

有及び意見の交換を円滑かつ容易に実施で

きるよう, 専門的事項や個別的, 具体的事

項の情報の共有及び意見の交換などに際し

ては, 各支援団体等連絡協議会が, より機

動的な運用を行うために必要な組織を設け

ることなどが考えられること｡�. 各支援団体等連絡協議会は, 法第�条の��第�項に規定する病院等 (以下 ｢病院等｣
という｡) の管理者が, 同項に規定する医

療事故 (以下 ｢医療事故｣ という｡) に該

当するか否かの判断や医療事故調査等を行

う場合に参考とすることができる標準的な

取扱いについて意見の交換を行うこと｡

なお, こうした取組は, 病院等の管理者

が, 医療事故に該当するか否かの判断や医

療事故調査等を行うものとする従来の取り

扱いを変更するものではないこと｡�. 改正省令による改正後の医療法施行規則
第�条の��の�第�項第�号に掲げる病院等の
管理者が行う報告及び医療事故調査並びに

支援団体が行う支援の円滑な実施のための

研修とは, 地方協議会又は中央協議会が,

それぞれ病院等の管理者及び当該病院等で

医療事故調査に関する業務に携わる者並び

に支援団体の関係者に対して実施すること

を想定していること｡�. 改正省令による改正後の医療法施行規則
第�条の��の�第�項第�号に掲げる病院等の
管理者に対する支援団体の紹介とは, 地方

協議会が, 各都道府県内の支援団体の支援

窓口となり, 法第�条の��第�項の規定によ
る報告を行った病院等の管理者からの求め

に応じて, 個別の事例に応じた適切な支援

を行うことができる支援団体を紹介するこ

とをいう｡�. その他, 支援団体等連絡協議会の運営に
おいて必要な事項は, 各支援団体等連絡協

議会において定めることができること｡

(�) 医療事故調査・支援センターについて�. 医療事故調査・支援センターは, 中央協
議会に参画すること｡�. 医療事故調査・支援センターは, 医療事
故調査制度の円滑な運用に資するため, 支

援団体や病院等に対し情報の提供及び支援

を行うとともに, 医療事故調査等に係る優

良事例の共有を行うこと｡

なお, 情報の提供及び優良事例の共有を

行うに当たっては, 報告された事例の匿名

化を行うなど, 事例が特定されないように
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することに十分留意すること｡�. 医療事故調査・支援センターは, 第�の�
の研修を支援団体等連絡協議会と連携して

実施すること｡�. 遺族等からの相談に対する対応の改善を
図るため, また, 当該相談は病院等が行う

院内調査等への重要な資料となることから,

医療事故調査・支援センターに対して遺族

等から相談があった場合, 法第�条の��第�項に規定する医療安全支援センターを紹
介するほか, 遺族等からの求めに応じて,

相談の内容等を病院等の管理者に伝達する

こと｡�. 医療事故調査・支援センターは, 医療事
故調査報告書の分析等に基づく再発防止策

の検討を充実させるため, 病院等の管理者

の同意を得て, 必要に応じて, 医療事故調

査報告書の内容に関する確認・照会等を行

うこと｡

なお, 医療事故調査・支援センターから

医療事故調査報告書を提出した病院等の管

理者に対して確認・照会等が行われたとし

ても, 当該病院等の管理者は医療事故調査

報告書の再提出及び遺族への再報告の義務

を負わないものとする｡

(�) 病院等の管理者について�. 改正省令による改正後の医療法施行規則
第�条の��の�に規定する当該病院等におけ
る死亡及び死産の確実な把握のための体制

とは, 当該病院等における死亡及び死産事

例が発生したことが病院等の管理者に遺漏

なく速やかに報告される体制をいうこと｡�. 病院等の管理者は, 支援を求めるに当た
り, 地方協議会から支援団体の紹介を受け

ることができること｡�. 遺族等から法第�条の��第�項に規定され
る医療事故が発生したのではないかという

申出があった場合であって, 医療事故には

該当しないと判断した場合には,遺族等に対

してその理由をわかりやすく説明すること｡

(�) 医療安全支援センターについて
医療安全支援センターは, 医療事故に関す

る相談に対しては, ｢医療安全支援センター

運営要領について｣ (平成��年�月��日付け医
政発�������号) の別添 ｢医療安全支援セン

ター運営要領｣ �(�) ④ ｢相談に係る留意事

項｣ に留意し, 対応すること｡

省令・通知の意味するもの����年(平成��年)�月��日の省令・通知は,
同年�月�日の自民党とりまとめ ｢医療事故調
査制度等に関する見直しについて｣ を受けて,

出されたものである｡ この自民党とりまとめ

の結論部分を, 本シリーズ(��)に記した｡ 厚
労省としては, この自民党とりまとめに述べ

られていることや主要文言を省令・通知に盛

り込まなければならない｡ しかし, この自民

党とりまとめの発想は多分に第三次試案・大

綱案の考えを引きずっている｡ 即ち, 制度と

して, センターを頂点としてトップダウンで

｢知らしめる｣ 的な要素がある｡ 今回の医療

事故調査制度はパラダイムシフトしたもので

あることは既に述べて来た｡ 今回の制度はボ

トムアップの制度であり, 医療現場を中心と

した制度である｡ 第三次試案・大綱案が ｢セ

ンター調査中心｣ の制度であったとすれば,

改正医療法の医療事故調査制度は ｢院内調査

中心｣ の制度である｡ すべての基本が, 医療

現場の判断, 裁量, 調査に置かれているので

ある｡ この医療現場中心の制度に自民党とり

まとめをそのまま導入しては, 将に ｢木に竹

を接ぐ｣ 結果となりかねない｡ 筆者らが厚労

省と行った議論の中心はこの考え方, 即ち,

改正医療法の医療事故調査制度の趣旨に自民

党とりまとめの文言をどのような形で取り込

むかということであった｡ 具体的に言えば,
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何を省令とし, 何を通知とするかというやり

とりであった｡ 結果的には, 厚労省は筆者ら

の主張を理解してくれた｡ その結果の�つが,
医政局長通知 (省令) 第(�)の ｢病院等の管

理者が行う医療事故の報告関係｣ である｡ 厳

しい規定のように見えるが, 各医療機関の自

主性で判断できるように, 医療機関のガバナ

ンス強化を謳っている｡ 院内中心の制度, 即

ち, 医療機関の自立, 自律の仕組みの根幹を

提示しているものと考えるべきであろう｡ か

といって, 多忙な医療現場に過度の負担を強

いてはならない｡ この解決手段として筆者ら

が提唱したのが, ｢医療事故調査制度対応死

亡 (全例) チェックシート｣ (以下死亡全例

チェックシートという) (本誌��巻�号参照)
である｡ この ｢死亡全例チェックシート｣ の

整備が ｢医療現場中心主義｣ の基本となるも

のである｡ 医療事故に該当するか否かは管理

者の判断である｡ 本シリーズで説明した ｢医

療起因性｣ 要件と ｢予期しなかった死亡｣ 要

件の両者ともを満たす部分を ｢医療事故｣ と

判断し, それ以外のものは, ｢医療事故｣ で

はないと判断しなければならない｡ この判断

は制度見直しによっても何ら変わっていない｡

しかし, これが正しい判断であったとしても,

制度を理解せぬ人々に中傷される可能性が残

る｡ これに自信を以て理解を求めるためには,

この省令で規定された ｢当該病院等における

死亡及び死産の確実な把握のための体制の確

保｣ に管理者は真摯に取り組まなければなら

ない｡ この体制の整備が, ｢死亡全例チェッ

クシート｣ の整備であると筆者らは提言して

いるのである｡

医政局長通知 (省令) の第(�)で ｢医療事

故調査等支援団体による協議会の設置関係｣

が記載されている｡ �. 支援団体は共同で協
議会を組織することができる｡ (総務課長通

知で, この協議会は, ｢中央協議会｣ と ｢地

方協議会｣ の�種類が設置されることとなり,
｢中央協議会｣ には, センターが参画するこ

ととされた｡) �. この協議会の仕事は, セン
ター報告及び医療事故調査の状況並びに支援

団体が行う支援の状況の情報の共有及び意見

の交換である｡ 即ち, センター報告, 医療事

故調査の状況, 支援団体からの支援状況につ

き, 情報を共有し, 意見の交換を行うもので

ある｡ 何ら ｢現場に干渉する組織｣ ではない｡�. 協議会は, この情報の共有や意見の交換
を行うことによって, (�)センター報告, 院
内調査, 支援団体の支援の円滑な実施のため

の研修の実施が義務付けられている｡ ｢医療

現場に有用な研修｣ をセンターが行えとの規

定である｡ センターの研修を受けることによ

り疑問が生じ円滑な実施が妨げられるとした

ら,その研修が間違っているのである｡ (�)協
議会は管理者に支援団体の紹介を行う仕組み

となっている｡ これだけ見て来れば, 将に,

医療現場中心, 現場の判断が基本であり, 周

囲のセンターや支援団体がこれをサポートす

る形になっている｡ センターや支援団体が偉

そうに指導に来るという仕組みではない｡ 現

場が判断するに当たって, 情報提供, 適切な

アドバイスを行い, その現場が自立的, 自律

的に成長する姿を見守るのがセンターや支援

団体の仕事である｡

この省令の�項目の内の第�項目のガバナン
スの強化は, 大学病院等大病院の管理者が,

現場で発生していることを把握できておらず,

発覚したときの無様な対応を目の当たりにし

て, 厚労省がガバナンスの強化を義務付けた

ものである｡ これにより, 改正医療法の医療

事故の定義に基づく ｢医療事故｣ は確実に減

少するであろう｡ この項目が省令事項となる

か通知事項となるかは重要な点であった｡ 厚

労省とのやり取りの結果, 医療現場主義とい

う医療事故調査制度の趣旨を踏まえた良い医
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療法施行規則 (省令) となったと思う｡ 現場

主義が貫かれたのである｡

一方, 総務課長通知は, 省令以外の部分を

細かくカバーしている｡

支援団体等連絡協議会について

連絡協議会は, 各都道府県に�カ所, 中央
組織として全国に�カ所を想定しているが,
｢あくまでも, 望ましい｣ である｡ 都道府県

に�カ所というケースも考えられるであろう
し, 都道府県の区域を基本と書かれているの

で, 場合によっては市に設置するということ

も考え得る｡

地方協議会には, 医療事故調査等支援団体

(支援団体を構成する団体を含む) と丁寧に

記載されている, 例えば, 日本医療法人協会

は厚労省告示で支援団体に指定されている｡

鹿児島県に存在する日本医療法人協会鹿児島

県支部 (鹿児島県医療法人協会) も支援団体

であるとこの規定は述べている｡ 当然, 地方

協議会のメンバーでなければならない｡ 中央

協議会には全国組織の支援団体とセンターが

参画する｡ 日本医療法人協会は中央協議会の

メンバーである｡

管理者が, 医療事故に該当するか否かの判

断をする場合や, 院内調査を行う場合に参考

とすることができる標準的な取扱いについて

意見の交換を行うとあるが, この規定は正確

に読む必要がある｡ 医療事故該当性について

意見の交換を行い, 医療事故調査を行う際に

参考となるような ｢標準的な取扱い｣ があれ

ば支援団体連絡協議会は, 意見の交換を行う｡

決して ｢標準化｣ を行うために意見の交換を

行うのではない｡ ｢標準的な取扱い｣ があれ

ば事故調査の際に参考とするので, ｢標準的

な取扱い｣ があるか否か意見の交換を行うの

である｡

重要なことは, なお書きで, 病院等の管理

者が, 医療事故に該当するか否かの判断や医

療事故調査等を行うものとする従来の取り扱

いを変更するものではないと明示し, 前述し

た通り, 判断の主体が管理者であることを再

確認していることである｡

医療事故調査・支援センター (以下センター

という) について

センターは, 省令で規定された医療事故調

査等支援団体等連絡協議会の ｢中央協議会｣

に参画することとされた｡ センターは支援団

体や病院等に対し情報の提供及び支援を行う

とともに, 医療事故調査等に係る優良事例の

共有を行うとされたが, この項目は若干の解

説が必要であろう, 本シリーズ(��)のセンター
業務 (本誌��巻�号) を参照いただきたい｡
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�� 図� センター業務ポンチ絵
複数病院等からのセンター報告事例を類別化・分析し, 共通する再発防止策があるばあ
いには,センター報告を行った複数の病院等 (にのみ),再発防止策をフィードバックする｡



図�は, センター業務に関するポンチ絵であ
る｡ センターは図�左の複数の病院等からの
センター報告の情報を整理分析し, 図�右の
複数の (センター報告を行った) 病院等に再

発防止策等をフィードバックする仕組みとなっ

ていた｡ 見直しにより, これが若干修正され

たのである｡ 再発防止策等の広く役立つ情報

を図�右の, センター報告を行った医療機関
のみではなく, 支援団体やその他の病院等に

も情報提供できるように変更し, 広く再発防

止に資するようにしたいということから, こ

のような通知による変更となったのである｡

センターが ｢医療事故の再発防止に向けた提

言｣ として配布している小冊子はこの規定に

基づくものと言えよう｡ (ただし, 現在出さ

れている医療事故の再発防止に向けた提言が

適切なものであるか否かは別の問題である｡)

注意すべきは, なお書きで, 事例の匿名化を

行うなど, 事例が特定されないように留意す

るよう明記されていることである｡ 見直しに

よる変更で, 個別事例の検討が可能になった

と思っている人がいるが, それは大きな誤解

である｡ これまで通り, センターは複数病院

等からの報告例の分析を行い, 共通する再発

防止策を見つけるという本来の業務に変更は

ない｡����年 (平成��年)�月��日, センターがセ
ンター調査結果に記載された再発防止策は貴

重な資料なので公開するという案を打ち出し

た｡ 筆者は, 日本医療法人協会医療安全部会

長として, 同年�月��日, ｢センター業務の逸
脱行為｡ 個人の責任追及につながる｣ と反対

声明を表明し, 厚労省に申し入れを行った｡

所管の厚労省からセンターへは注意が行われ

た｡ このセンターの発言等もセンターが自ら

の業務を理解していないことに大きな問題が

ある｡ センターは筆者らの危惧の通り, 図�
の左図(旧)を念頭に, 個々の病院のセンター

報告書を個別に分析し, 再発防止策等と称し

て公開を考えているようである｡ 厳重なセン

ターの監視が必要と言えよう｡ この件に関し

て, ����年 (平成��年)�月��日号の日本医事
新報 (������) は, ｢センター調査の報告書
『公表するという議論はない』 �事故調で厚労
省室長が見解�｣ との記事を載せている｡ 重
要部分なので, 以下引用する｡ ｢厚労省の名

越究・医療安全推進室長は��日, 医療事故調
査制度におけるセンター調査の報告書につい

て 『公表するという議論はない』 と述べ, 省

内で報告書の公表に向けた検討はしていない

ことを明らかにした｡ ・・・センターを運営

する日本医療安全調査機構は昨年�月, セン
ター調査による再発防止策は貴重な提言であ

るとして, 将来的にセンター調査の結果につ

いて個人情報を伏せたうえで公表するよう厚

労省と議論する意向を表明していた｡ これに

対し, 日本医療法人協会医療安全部会は翌月

に反対の声明を発表｡ センター調査は院内調

査の検証業務であり, そこで得られた情報に

ついても 『その共通課題を見つけることがセ

ンター業務｡ 厳格に医療法に則った活動を行

うべき』 と訴えていた｡｣

センターに遺族等から相談があった場合,

医療安全支援センターを紹介することとなっ

た｡ また, 遺族等から求めがあれば, センター

は相談の内容を病院等の管理者に伝達する｡

センター業務はあくまでも ｢管理者に伝達｣

するのみである｡ センターは ｢報告等｣ を促

してはならない｡ これは越権行為である｡ こ

のことは, 医療現場がしっかりと認識し, セ

ンターの暴走を許してはならない｡ また, セ

ンターから ｢伝達｣ があった場合, これは貴

重な情報であるので, 放置することなく, 直

ちに遺族等に連絡をとり, 再度, 説明を行い,

理解を得るように努めるべきであろう｡ 要は,

センターが決して医療現場に優越した立場に
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いるのではないことを認識しておくべきであ

るということである｡

センターは, 必要に応じて, 医療事故調査

報告書の内容について, 確認・照会等ができ

るが, これには, あくまでも管理者の同意が

必要である｡ また, なお書きで, センターか

ら確認・照会等が行われたとしても, 医療事

故調査報告書の再提出及び遺族への再報告の

義務はないことを明記していることに留意す

べきである｡ 制度をしっかりと理解し, 周囲

の声に流されないようにしなければならない｡

病院等の管理者について

省令・通知の管理者の義務については周知

しておく必要がある｡ 省令でいう ｢死亡及び

死産の確実な把握のための体制｣ とは, 当該

病院で死亡及び死産事例が発生したことが全

て管理者に速やかに報告される体制であると

述べている｡ これを受けて筆者らが推奨して

いる書式が ｢死亡全例チェックシート｣ (図�)
である｡

また, 管理者が, 医療事故調査制度の ｢医

療事故｣ に該当しないと判断し, センターに

報告しなかった事例について, 遺族等から

｢医療事故が発生したのではないか｣ ｢センター

に報告すべきではないか｣ 等の申し出があっ

た場合は, 遺族等に ｢医療事故｣ に該当しな

い理由, センターに報告しない理由をわかり

やすく説明するように通知で規定した｡ これ

らは, 今回の制度は現場中心の制度であるこ

とを明確に宣言し, 現場での確実な対応を求

めたものである｡ ����年 (平成��年)�月��日
見直しの最重要ポイントである｡ 同様の趣旨
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は, 今回の見直しで誤解を生じないよう, 前

述のなお書きで, ｢病院の管理者が, 医療事

故に該当するか否かの判断や医療事故調査等

を行うものとする従来の取扱いを変更するも

のではない｣ としているところにも表れてい

る｡ 医療事故調査制度は, 医療現場中心の制

度であり, 医療現場の自立・自律の制度であ

ることを認識しなければならない｡

医療安全支援センターについて

この制度は従来から患者相談窓口として設

置されている制度であり, 今般センターが遺

族等へ相談窓口として紹介することを踏まえ

て, 取扱いを記した通知である｡ このような

制度は従来から存在していたことを再認識し

ておく必要があろう｡

医療事故調査等支援団体等中央協議会設
立の経緯����年 (平成��年) �月�日, 改正医療法施
行規則に基づき, 日医等��団体による支援団
体中央協議会発起人会が開かれ, 規約作成の

ためのワーキンググループ (��) が設置さ
れた｡ 筆者も委員となり規約を作成すること

となった｡ この規約は事故調査制度の今後の

性格を決定づけかねない｡ 実際に, センター

である日本医療安全調査機構との綱引きが発

生した｡ 詳細は, 日本医療法人協会ニュース���号 (平成��年��月�日号) を参照いただく
として, 経過の概略と何が争点であったかを

解説しておきたい｡ 制度運用上, 現場にとっ

ても, 支援団体にとっても留意いただきたい

からである｡

前述したように, 改正医療法施行規則第
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�条の��の�で, ｢医療事故調査等支援団体｣
は, 共同で ｢協議会｣ を組織することができ

るとされ, 総務課長通知で, ｢中央協議会｣

には, 全国的に組織された支援団体およびセ

ンターが参画するとなっている｡ 要するに,

条文解釈上, 協議会の正規メンバーは支援団

体である｡ センターは連携のために ｢参画｣

するのであるから ｢オブザーバー｣ である｡��月�日の第�回��で, 規約第�条第�項は,
｢厚生労働省医政局総務課医療安全推進室の

指名する者及び医療法第�条の��第�項の規定
により厚生労働大臣の指定を受けた医療事故

調査・支援センターの指名する者は, 中央協

議会のオブザーバーとして参加し, 意見を述

べることができる｣ と決定された｡ 因みに,

この時のセンターの出席者は田中慶司専務理

事である｡ ところが, ��月��日の第�回��
に提示された規約案第�条第�項が前回の合意
とは異なり, ｢・・・医療事故調査・支援セ

ンターの指名する者は, 中央協議会に参加す

る｣ となっていた｡ 日本医療安全調査機構は

｢オブザーバー｣ との記載がなぜ改竄された

のか紛糾した｡ この時のセンターの出席者は

木村壮介常務理事である｡ この時の木村壮介

常務理事の発言で, センターは医療事故調査

制度の理解がパラダイムシフトできておらず,

大綱案と同一理解であることが明確となった｡

木村壮介常務理事が, 筆者を批判するために

提示したスライドが, 図�である｡ 詳細は本
シリーズ(��) ｢医療事故の定義をめぐる攻防,
ポンチ絵の変遷｣ で説明した｡ 将に, 筆者が

医療事故調査制度が誤解されないように, 制

度の条文に沿った形のポンチ絵に修正をもと

めたのである｡ あえて, ポンチ絵を左(旧)か

ら右(新)へと修正を求めたものであるが(図�),
センタ―は左(旧)図を曲解して, 各医療機関

の院内調査報告書を細かくチェックし, 評価

を行おうとしているようである｡ 条文通りに

ポンチ絵の修正を行ったことが正解だったの

である｡

第�回��は紛糾した｡ 結局, 筆者は日医
提案を受け入れて, 規約第�条第�項を ｢厚生
労働省医政局総務課医療安全推進室の指名す

る者及び医療法第�条の��第�項の規定により
厚生労働大臣の指定を受けた医療事故調査・

支援センターの指名する者は中央協議会に参

加する｣ とすることに合意したが, 同時に第�条で, 会長・副会長の選挙権, 被選挙権は
支援団体のみに存在することを明記させた｡

センターは実質的には ｢オブザーバー｣ であ

るということである｡ また, 厚労省医政局総

務課医療安全推進室の指名する者と同列の記

載としたことも, センターが ｢オブザーバー｣

であることを示すものである｡ 厚労省医政局

総務課医療安全推進室は ｢オブザーバー｣ で

ある｡ 従って, 並列記載のセンターも ｢オブ

ザーバー｣ でしかありえないのである｡ 名を

捨てて実を取ったのである｡ さらに筆者は,

厚労省に条文上 ｢オブザーバー｣ でしかあり

えないことを確認した｡

なぜ筆者が規約にこだわったのか｡ 医療事

故調査制度の根本的な考えの違いにある｡ 本

シリーズでもずっと述べて来たように, 今回

の制度は, 第三次試案・大綱案とパラダイム

シフトしたものとして, 医療現場中心の制度

として構築した｡ 現場が自立的・自律的に行

う医療安全の制度である｡ 第三次試案・大綱

案はセンターが権力を有し, 直接介入してく

る責任追及の制度である｡ 今回の制度は, 医

療現場がセンターに医療事故発生報告を行わ

なければ, センターは現場に介入できない｡

折角, 現場中心の制度で作り上げた医療事故

調査制度であるが, 医療事故調査等支援団体

等中央協議会に直接センターが介入すること

になれば, 中央協議会や日医を始めとする支

援団体を介して, 間接的にセンターが医療現
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場に介入するリスクがあるためである｡ 筆者

とセンターの木村壮介常務理事との対決が,

この考えの違いを明確に物語るものである｡

適切な医療事故調査制度の定着をめざす
医療事故調査制度は, ｢医療の内｣ (医療安

全) と ｢医療の外｣ (紛争解決) を切り分け

ることにより, ｢医療の内｣ の制度として構

築された｡ 理念的には, ｢医療の内｣ と ｢医

療の外｣ は全く異なる概念であるが, 現実に

は, グレーゾーンが存在し, 理念通りにクリ

アカットに識別できない部分がある｡ ここが,

将に, 制度を理解し, 解釈として, 自立的・

自律的に判断しなければならない部分である｡

これは, 他者に ｢丸投げ｣ してはならないの

である｡ ましてや, これが不明瞭なことを掲

げて制度批判をしてはならない｡ この行為こ

そ ｢天に唾する｣ こととなる｡ 現在は, 制度

理解に努め, 医療事故調査制度を ｢医療の内｣

の制度として確立することが喫緊の課題であ

る｡ たとえて言うならば, ｢医療の内｣ を確

立することによって, ｢医療の内｣ と ｢医療

の外｣ の領域の間に ｢医療の内｣ 側から, しっ

かりした壁を構築するのである｡ ｢医療の内｣

と ｢医療の外｣ の領域の間の壁を強固なもの

とした後に, ｢医療の外｣ の問題, 例えば,

刑法第���条 (業務上過失致死罪) 問題, 医

師法第��条 (異状死体等の届出義務) 問題の
議論を開始すべきである｡ ｢医療の内｣ の確

立を行わずして, 刑法第���条, 医師法第��
条改正を云々することは, 医療事故調査制度

を責任追及の制度の手先とする結果に陥りか

ねない｡ 医療界の中枢にいて, 医療事故調査

制度の理解不十分な人々により, 刑法第���
条問題, 医師法第��条問題が俎上に上がって
いることに危惧を感じざるを得ない｡

今はただ, 地道に正しい ｢医療の内｣ の制

度としての医療事故調査制度の確立を目指す

ことこそが必要であり, むしろ, 弊害となっ

ている, センターの機構改革あるいは他団体

へのセンター機能の変更が急がれるべきであ

ろう｡

おわりに
本稿で, ����年 (平成��年)�月��日の医療
事故調査制度見直しについて述べた｡ 今回も

厚労省に筆者らの意見がそのまま取り入れら

れた｡ ｢医療の内｣ の制度としての医療事故

調査制度の根幹は出来上がったというべきで

ある｡ 後は, 現場の運用を過たぬようにすべ

きである｡ より多くの医療者が日本医療法人

協会医療事故調運用ガイドライン (へるす出

版) に沿った適切な運用を心掛けていただき

たい｡

次回は, 最終回として, 医療事故調査制度

に関連した雑感を述べて, 本シリーズの締め

くくりとしたい｡
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