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「ロシアがウクライナ軍の施設を攻撃」 ロシア国営通信が国防省の話を伝える
(14:08)速報

“医療事故調査制度の⾒直しを” 遺族らが署

名活動
2021年11⽉7⽇ 19時16分  

患者の死亡事故が起きた医療機関に報告などを義務づけた「医療事故調査制度」で、年間

の報告が320件余りと、6年前の制度開始以降、最少となり、遺族らが制度の⾒直しを求

めて署名活動を⾏いました。

7⽇、JR御茶ノ⽔駅の前で⾏われた署名活動には、医療事故で家族を亡くした⼈や⽀援者

など合わせて15⼈が参加しました。 

2015年10⽉に始まった「医療事故調査制度」は、患者が医療事故で死亡した場合、第三

者機関の「⽇本医療安全調査機構」に報告して原因を調査するようすべての医療機関に義

務づけています。

厚⽣労働省の試算では全国で年間に1300件以上の死亡事故が発⽣していますが、ことし

9⽉までの1年間に制度に基づいて報告された死亡事故は327件で、過去6年間で最も少な

くなりました。
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もっと⾒る

JUST IN “ロシア軍が攻撃開始” ロシアの複数の国営通信社が伝える

ソーシャルランキング

この2時間のツイートが多い記事です

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

プーチン⼤統領 軍事作戦実施表明 “ウ

クライナ東部住⺠保護”

1

2
旧国宝の⼑ オーストラリアで発⾒か

戦後GHQ接収で所在不明に

3
ウクライナ外相「ロシア 全⾯的な侵

攻開始」ツイッターに投稿

4
熊本 阿蘇⼭ 噴⽕警戒レベル3に引き

上げ 福岡管区気象台

5
⽇本駐在の10か国余の⼤使 ウクライ

ナ⽀持訴え ロシアを⾮難
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⾁じゃないけど

⾁!? 2⽉24⽇

反撃の“野菜炒め”〜

経済復活のカギは⾷

にあり！〜

2⽉22⽇

“なんで僕からはお

っぱいが出ない” 育

休中に考えたこと

2⽉22⽇

東芝、どこに向かう

のか 2⽉21⽇

参院選の前哨戦？

⼤混戦 東京・町⽥

市⻑選

⼤量在庫の“布マス

ク” どこへ⾏く？

4歳から7年続いた

虐待〜消えた恐怖や

痛みの記憶〜

Ｍｒ. インテリジェ

ンス 政権中枢の“情

報のプロ”の正体は

制度の対象は「死亡を予期できなかった」と医療機関が判断した事故に限られていて、遺

族らは必要な報告や調査が⾏われていないケースがあるとみて、遺族の求めがあれば制度

を適⽤して第三者機関などが調査を⾏うよう求めています。

2歳の娘を医療事故で亡くした宮脇正和さんは「医療事故の報告が少なく、重⼤な事故が

起きても、再発防⽌につながっていないことに胸が痛む。国や医療界は、医療の安全に役

⽴つよう制度をいかしてほしい」と話していました。

社会ニュース⼀覧へ戻る

シェアする

 特集⼀覧を⾒る

特集

スペシャルコンテンツ

ニュースを検索 検索

特設サイト

おすすめ特設サイト

特設サイト

コロナで⼈⼝どう変わる!? 地⽅への潮

流

特設サイト

成⼈年齢引き下げ 18歳どうなる？

新着ニュース 地域ニュース

2
プーチン⼤統領 軍事作戦実施表明 “ウ

クライナ東部住⺠保護”

3
中国 ⾸を鎖でつながれた動画の⼥性

⼈⾝売買の被害者と判明

4
東京都 新型コロナ 24⼈死亡 新たに1

万4567⼈感染確認

5
「BA.2」国内で94件報告 オミクロン

株全体の約0.6％に 感染研

ランキング⼀覧へ

14時20分

14時19分

14時17分

 14時15分

14時06分

 14時04分

14時00分

 13時56分

NEW  成⽥空港第3ターミナル 出発ロ

ビー約1.5倍に拡張へ LCC需要増

NEW  “ロシア軍が攻撃開始” ロシアの

複数の国営通信社が伝える

NEW  【速報中】ロシア軍がウクライ

ナで軍事作戦

NEW  旧国宝の⼑ オーストラリアで発

⾒か 戦後GHQ接収で所在不明に

NEW  ウクライナ撮影経験の⽇本⼈写

真家「誰も暴⼒的な解決望まず」

NEW  【動画】コロナに負けない 学⽣

たちの⼿作り結婚式

NEW  国⺠⺠主党の予算案採決賛成 ⾃

⺠各派閥会合で歓迎意⾒

NEW  新潟 ⽷⿂川で雪崩 50代男性と

連絡取れず 孤⽴の家族2⼈は救助

新着ニュース⼀覧を⾒る
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