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リングドクター・富家孝の「死を想え」

なぜ、医者だけがミスを起こしても免責されるの
か︖……⼼臓カテーテル検査のミスで遺族に謝罪、
賠償⾦の衝撃

 連⽇、コロナの報道が続くなか、６⽉２⽇、医療ミスによって死亡した８０歳代の⼥性
に対して、賠償⾦が⽀払われるというニュースが報道されました。医療事故を病院側が認
めて謝罪するという例は、最近はほとんど聞かないので、正直、私は驚きました。

 報道によると、医療ミスを起こしたのは岐⾩市⺠病院で、院⻑らが市役所で記者会⾒
し、「亡くなった患者と家族に多⼤な⼼痛を与え、申し訳なかった」と謝罪。市側は、遺
族との和解に基づく損害賠償⾦約１８９０万円を盛り込んだ補正予算案を市議会に上程す
るといいます。

 被害⼥性は、昨年１⽉、急性⼼不全で⼊
院。治療⽅針を決めるために、循環器内科の
医師が⼼臓カテーテル検査を実施しました。
ところが、この医師は、本来なら⾸の右側の
静脈に針を刺すはずが、誤って近くの動脈に
刺してしまったのです。そのため、カテーテ
ルが挿⼊しにくくなってミスに気付き、慌て
て⼼臓⾎管外科の医師に処置を頼んだといい
ます。しかし、⾎流が滞って⾎栓ができ、す
でに脳こうそくを起こしていたようです。

 その後、脳神経外科の医師も続けて⼿術し
たといいますが、意識不明のまま回復せず、
昨年９⽉に⼼不全から起こる不整脈で、患者
さんは死亡したのです。

 以上の経緯からみて、医療ミスは明らかで
す。しかも、最も注意すべきところを間違え
てしまった、ということです。

 ⼼臓カテーテル検査は、カテーテル（細⻑い管）を⼼臓の⾎管まで通して⾏い、⾎液の
流れや⼼臓の動きをリアルタイムで⾒ることができます。カテーテルは、⾜の付け根、
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⼥性 医療の事件・事故 ⼝・⻭ ⾸・肩・背中・腰 胸・腹

⼿・⾜ こころ・神経 ⾎管 がん コレステロール

新型コロナウイルス感染症

富家 孝（ふけ・たかし）
医師、ジャーナリスト。医師の紹介などを⼿がける「ラ・クイリマ」代表取
締役。１９４７年、⼤阪府⽣まれ。東京慈恵会医⼤卒。新⽇本プロレス・リ
ングドクター、医療コンサルタントを務める。著書は「『死に⽅』格差社
会」など６５冊以上。「医者に嫌われる医者」を⾃認し、患者⽬線で医療に
関する問題をわかりやすく指摘し続けている。

⾸、胸、腕、⼿⾸などの動脈や静脈から⼊れますが、局所⿇酔を⾏っているので、患者さ
んに痛みはほとんどありません。

 かつて⼼臓カテーテル検査というと、⾜の付け根から⼊れる極めて⼤掛かりなものでし
た。また、検査終了後も⻑時間の安静が必要なため、危険なイメージがありました。しか
し、検査技術の進歩により、いまでは簡単かつ短時間で済む検査になりました。通常は３
０分から１時間程度で終了します。

 私もこれまで３回、狭⼼症による冠動脈の⼿術を受けており、そのたびにカテーテル検
査を経験しています。検査中になんらかの異変が起こり、それを⾒過ごして検査を続けて
脳梗塞を起こした。また、カテーテル挿⼊中に⾎管内を損傷させてしまった。あるいは、
検査終了後に⽌⾎が不⼗分であったなどのケースは、これまで報告されて、裁判になって
います。しかし、針を刺す場所を間違えるミスが訴訟などになったのをあまり聞いたこと
がありません。
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リングドクター・富家孝の「死を想え」

なぜ、医者だけがミスを起こしても免責されるの
か︖……⼼臓カテーテル検査のミスで遺族に謝罪、
賠償⾦の衝撃

 私は、⼤学⽣の息⼦が医療⾏為の結果、障
害者になってしまったこともあり、医療ミス
を⻑年にわたり告発してきました。本にも書
きました。息⼦の場合も、⼿⾜のまひで運び
込まれた病院で、治療⽅針を決めるための検
査が⾏われました。脳⾎管障害を疑うという
ことで、造影剤を使った脳⾎管検査が⾏わ
れ、その検査で脳梗塞を起こしてしまったの
です。私は、この検査が不適切だったとして
訴訟を起こしたのですが、刑事事件としては

受理されず、⺠事訴訟では請求棄却になりました。

 このことで私が痛感したのは、⽇本の裁判官に、医療⾏為の是⾮を判定する能⼒がまっ
たくないことです。そのため、ほとんどの医療ミス裁判では、医者側が敗訴することはな
いということです。そうした事例が続いたせいか、かつては頻繁に報道されていた医療ミ
スは、最近はほとんど報道されなくなりました。

 ただし、報道量が減ったからといって医療ミスが減ったわけではありません。私は⽇本
で年間で７万〜８万⼈、毎⽇平均２００⼈強の⼈が医者に殺されている可能性があると思
っています。

 この数字の根拠は、２０１６年に、アメリカのジョンズ・ホプキンス⼤学の研究チーム
が、全⽶で年間に少なくとも２５万⼈が医療ミスで死亡していると発表したことにありま
す。⽶国でこの数なら、⼈⼝が約３分の１の⽇本では７万〜８万⼈になります。⽇⽶の医
療レベルが同じと仮定してですが。

 残念ながら、⽇本では医療ミスによる死亡者の正確な統計がありません。⽇本医療機能
評価機構が公表している医療事故は、ここ数年、４０００件ぐらいで、このうち死亡事例
は３００件ほどです。しかし、そんなことを信じている関係者は１⼈もいません。
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⼥性 医療の事件・事故 ⼝・⻭ ⾸・肩・背中・腰 胸・腹

⼿・⾜ こころ・神経 ⾎管 がん コレステロール

新型コロナウイルス感染症

富家 孝（ふけ・たかし）
医師、ジャーナリスト。医師の紹介などを⼿がける「ラ・クイリマ」代表取
締役。１９４７年、⼤阪府⽣まれ。東京慈恵会医⼤卒。新⽇本プロレス・リ
ングドクター、医療コンサルタントを務める。著書は「『死に⽅』格差社
会」など６５冊以上。「医者に嫌われる医者」を⾃認し、患者⽬線で医療に
関する問題をわかりやすく指摘し続けている。

 これまでの新型コロナウイルスによる死亡者の合計は１万３６７３⼈（６⽉８⽇現在）
です。また、昨年１年間の交通事故死者数は２８３９⼈（警察庁発表）です。そう考える
と、アメリカの数字に基づく推計とはいえ、７万〜８万⼈というのは驚くべき数字です。

 現在、医療過誤の⺠事訴訟は年間８００件ほど⾏われています。刑事訴訟はわずかで
す。そして、⺠事では８割がた患者側が敗訴しています。

 私が⻑年にわたって訴えてきたのは、なぜ医者だけがミスを犯しても責任を問われない
のかということです。世の中で事故が起こるのは仕⽅ないとしても、交通事故などほかの
事故とは違って、なぜ、医者だけが責任追及を免れるのでしょうか。

 近年、⼤きな問題になった群⾺⼤学付属病院の医療過誤事件では、肝臓がんのような難

易度の⾼い⼿術を、未熟な医師が 
ふっくう

腹 腔 鏡で⾏っていました。つまりこれは医療過誤事件
というより、⼈体を実験台にして⾃分の腕を試した“犯罪”でした。交通事故にたとえるな
ら、ペーパードライバーによって引き起こされた死亡事故ですから、「業務上過失致死
罪」に当たります。

 残念なことですが、医者も⼈間ですから、腕がいい医者、悪い医者がいます。とくに外
科医はそうで、⼿術が下⼿な医者は必ずいます。患者さんにとって、そういう医者にたた
また当たってしまったら、それは運が悪いとしか⾔いようがありません。失われた命は、
けっして戻ってはきません。（富家孝 医師）

【関連記事】

【ＰＲ情報】

ヨミドクターでは、広島テレビを始めとするテ
レビ局が全国展開しているサイト「⼦育て応援

ツイート 0

下⼿な医者に当たるかどうか運次第

2 / 2前へ

無痛分娩で亡くなった３１歳の⺟親の無念……産婦⼈科選びは慎重にも慎重に

「医師を呼んで︕」と訴えた患者 放置され死亡…京⼤が犯した３つの「開いた⼝がふさがらな…

⼊院体制整えず中期中絶…１７歳少⼥死亡で明らかになった産婦⼈科の実態

ある⼥⼦⾼⽣の死、⼤学病院を変えた

⽺⽔検査「ダウン症ではありません」に安堵したが、２歳４か⽉で…多くの障害は出⽣前診断で…

関連するキーワード・タグ

⽺⽔検査「ダウン症ではありません」に安
堵したが、２歳４か⽉で…多くの障害は出
⽣前診断で分からない

5

［⼥優 ⾼橋メアリージュンさん］⼦宮頸
がん（１）「安⼼買う」つもりが…

6

裸の⼥性患者たちをベルトコンベヤー式
に…病棟の⼊浴⾵景に呆然 看護実習⽣の
体験談から学べること

7

［タレント 森尾由美さん］（下）娘たち
が⾃⽴して、夫と⼆⼈⽣活の練習中……コ
ロナ禍でアメリカにいる夫とは１年以上会
えず

8

がんで死ぬのは幸せか︖9
⼦どもが頭をぶつけた︕……病院へ⾏くか
様⼦を⾒るか、判断のポイントは︖

10

「⻤ババみたいな顔をしているよ」

⽇々つらいです。ご意⾒ください。

夫が仕事⾟そう…鬱になる⼨前︖

「⼼や体の悩み」コーナーはこちら

特集

岡村孝⼦さん、池江選⼿が「⽩⾎病」

⼩林⿇央さんが闘った乳がん

東⽇本⼤震災

群⾺⼤問題

コグニサイズ

ＱＯＤ ⽣と死を問う

マインドフルネス

⽇本医療研究開発機構

⼦育て応援団
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