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 医療機関で患者が予期しない形で亡くなったとき、原因の調査を義務づけた制度
がうまく機能していません。調査を求める遺族は病院の対応に不信感を抱いていま
す。

「よろしくお願いします」 
 
 9⽉11⽇、医療事故の遺族らが厚⽣労働省を訪
れ、⼀通の要望書を提出しました。その内容は、5年
前にスタートした医療事故調査制度の改善を求める
ものです。 
  
「実際にこの制度を活⽤しようとして、⾮常に困難
な状況になっていると」（医療情報の公開・開⽰を

求める市⺠の会 勝村 久司さん） 
 
 患者が予期せず亡くなった時、病院や診療所などに原因の調査を義務づけたこの
制度を巡っては、課題が浮き彫りになっています。

 ⾦坂真希さん（21歳）。おととし、脳の⾎管に異
常が⾒つかり、⼤阪市内の病院で⼿術を受けた1年後
に亡くなりました。
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⺟親の康⼦さんと妹の英未さん（4
⽇ ⼤阪・吹⽥市）

⼿術から半年後の真希さん（家族提
供）

医療事故調査制度が始まりまもなく5
年（イメージ画像）

 ⺟親の康⼦さん（60歳）と、妹の英未さん（20
歳）にとって、突然の出来事でした。 
 
「結婚して11年⽬にやっと授かった⼥の⼦で。本当
に神様から授かったという感じで、すごくこの⼦が
いるっていうだけで毎⽇が幸せでしたし・・・ま
あ、信じられないね、未だに。本当に」（康⼦さ
ん） 
「そうですね。未だに信じられない。受け⼊れられ
ないですね」（英未さん）

 真希さんは⼿術後、亡くなるまで脳死状態でし
た。2週間で退院と聞かされていた家族は、病院から
納得のいく説明が受けられなかったばかりか、事実
を隠されているようにさえ感じたといいます。 
 
「誠実な対応とか、そういうものをする気が病院側
には⼀切ないんだということを確信しまして、それ
で病院とは決裂する形になりました」（英未さん） 
 
 真希さんの⾝に何が起きたのか・・・。家族は裁

判を起こし、それとは別に、病院に医療事故の調査も求めました。

 医療事故調査制度は2015年10⽉に始まり、患者
が医療によって予期せず死亡したケースを対象に、
病院や診療所などに第三者機関への届け出と原因の
調査を義務づけています。しかし、厚労省が当初、
年間1300件から2000件と試算していた医療機関か
らの届け出は、400件前後にとどまっています。そ
の要因の⼀つについて、制度に詳しい弁護⼠
は・・・。 
 
「事故調査の対象になるのは、⼀つは（死亡が）医

療に起因しているということが要件になっていますし、もう⼀つはそれが予期しな
かった死亡だということも要件になっている。そこを医療機関側としてはできる限
り、その対象にあたらないように解釈をして、これは事故調査の必要がないんだよ
って⾔っているように思います」（医療事故調査制度に詳しい加藤⾼志 弁護⼠）
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⾦坂真希さんの診療記録

病院に向かう康⼦さんと英未さん
（⼤阪・東淀川区）
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「えっと、こちらなんですけども」（棚から資料を
取り出す英未さん） 
 
 亡くなった真希さんの診療記録。『治療を⾏った
ことが影響しているのは間違いない』『想定外』な
どと記されています。家族は、これらを根拠に真希
さんの死亡は調査の対象であると訴え、実施を繰り
返し求めています。⼀⽅、病院は医療ミスを否定
し、裁判で争っていることを理由に、調査をしてい

るか、していないのか回答していません。ただ、調査を始めるにあたって必要な遺
族への事前説明がないため、実施していないとみられます。

「医療事故調査をしていただくために要望しに⾏き
ます」（英未さん） 
 
 病院に⾜を運びましたが、対応は変わりませんで
した。そもそも、事故の再発防⽌を⽬指す医療事故
調査制度は、責任の追及を⽬的とする裁判とは異な
るものです。裁判中であることが、調査をしている
か明らかにしなかったり、調査を避けたりする理由
にはなりません。病院はABCテレビの取材に対して
も、『何もお答えできない』としています。 

 
「医療事故調査制度が患者のために全然機能していない。やっぱり病院主導で、病
院に都合の良い制度であるということが、今回、本当によくわかりました」（康⼦
さん）
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医療情報の公開・開⽰を求める市⺠
の会（5⽇ ⼤阪・北区）

医療事故調査制度の改善を求める要
望書

医療事故調査制度の改善を訴える康
⼦さんと英未さん

 家族は、医療事故の遺族や弁護⼠らでつくる市⺠
団体に相談しました。 
  
「こんな⼈がこんな体験をし、こんな思いを持って
いるっていうことを、どうするんだっていうことが
⼀番⼤事なので」（医療情報の公開・開⽰を求める
市⺠の会 勝村 久司さん）

 市⺠団体は、真希さんを含めた複数の事例をもと
に、医療事故調査制度の改善を求める要望書を作り
ました。第三者機関が調査の対象であると判断した
場合、医療機関に調査を促す仕組みづくりなどの提
⾔も盛り込まれています。

 11⽇、厚労省に要望書を提出したあと、記者会⾒
に参加した家族は、改めて制度の現状に疑問を投げ
かけました。 
 
「このような医療機関の対応で許されるのであれ
ば、この制度に存在意義はないと感じています。遺
族として早急にこの制度の改善を求めます」（英未
さん）
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【関連記事】
交際相⼿の3歳娘を踏みつけ叩くなどの暴⾏ 23歳の男を傷害容疑で逮捕 兵庫・尼崎市
神⼾市の⼩学校でクラスター発⽣ 27⼈感染判明
「ビクビクしながらマスクは外さず」連休最終⽇ 伊丹空港に多くのUターン客
「何もしてません」21歳の⼥が交際相⼿を包丁で殺害か
他⼈の⾞奪って逃⾛し衝突事故で横転 運転の男を逮捕 ⼤阪
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