
なぜ医療法改正なのか？

京都府立医科大学附属病院 
　　　 医療安全管理部
　　　　佐和 貞治

ー事故調査の目的ー

1
15年8月31日月曜日



重大な医療事故・事件 過去15年
1999年 1月11日   横浜市大病院の患者取り違え事故
1999年 2月11日   都立広尾病院の消毒薬誤注事件
1999年 7月11日   杏林大病院割りばし死事件
2000年 3月 2日    京都大学病院エタノール中毒死事件
2001年 3月 2日　 東京女子医大人工心肺事件
2002年11月 8日　慈恵医大青戸病院事件
2004年12月17日  福島県立大野病院妊産婦死亡事件
2006年 8月 7日　 大淀町大淀病院妊婦死亡事件
2008年10月 4日　都立墨東病院妊婦たらい回し事件
2011年 7月14日　神戸中央市民病院医療用ガス取り違え事故
2011年11月14日  京都大学脳死肝移植透析死亡事件
2014年 4月18日　国立国際医療センター病院
　　　　　　　　   ウログラフィン誤投与死亡事件
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To Err is Human
1999年12月、アメリカでは医療過誤による死亡
者数は交通事故死よりも、乳がんによる死亡より
も多いという衝撃的な調査結果を公表したアメリ
カ医学研究所の報告書「To Err is Human」が出
版され、アメリカの医学界が「安全」に取り組む
契機となった。この書物は、「人は誰でも間違え
る」（日本評論社）として刊行された。
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横浜市立大学医学部附属病院

肺手術と心臓手術の患者を

取り違えて手術、切開後気

付いた。

（看護婦の搬送ミスが直接

の原因であった。！？	  ）

患者取り違え事件
1999年1月11日

横浜市立大学医学部附属病院
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警察立件・検察起訴
神奈川県警は1999年7月、病院長を含め

医師ならびに看護婦の計18人を「業務上

過失傷害容疑」で書類送検
横浜地検は2000年（平成12年）3月、そ

のうち6人を在宅起訴
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横浜市立大学医学部附属病院患者取り違え事件
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争点
（1）手術室交換ホールでの患者の取り違え

（2）患者甲と間違えられた患者乙に対する心臓手術
（3）患者乙と間違えられた患者甲に対する肺手術

看護師Ｄ、Ｅの注意義務違反の有無
執刀医Ａ、Ｂの注意義務違反の有無
麻酔科研修医Ｃ、麻酔科医Ｆの注意義務違反の有無
量刑
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第一審＠横浜地裁
横浜地検の求刑

	   執刀医外科部長   （58）	  	  求刑禁固1年6か月
	   執刀医外科助手   （37）	  	  求刑禁固1年6か月　　　
	  	  	  	  	  特別職女性麻酔医（32）	  求刑禁固1年6か月　　
	  	  	  	  	  麻酔科研修医       （30）	  	  求刑禁固1年6か月　
	  	  	  	  	  手術室看護婦       （36）  求刑禁固1年
	  	  	  	  	  病棟看護婦           （27）	  	  求刑禁固1年!
量刑
執刀医Ａ：          罰金50万円
執刀医Ｂ：          罰金30万円
麻酔科医Ｃ：       罰金40万円
病棟看護師Ｄ：   罰金30万円
手術室看護師Ｅ：禁錮1年、執行猶予３年
麻酔科医Ｆ：       無罪

2001年9月20日

横浜地方裁判所
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日本看護協会

日本看護協会の見解
患者同一性確認の義務につい

て「看護婦が医師らよりも重い
過失を問われたことには、納得
がいかない。」

病院の管理体制について「極
めて時間が切迫した中で、複数
の行為を同時に行うことを求め
られる管理体制や、患者確認シ
ステムの不備が、背景にあると
考える。」	

2001年10月3日
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東京高等裁判所

控訴審＠東京高裁

医療行為の前提となる患
者の確認を怠った過失は
重大」
一審横浜地裁判決を破棄
執刀医Ａ：罰金50万円
執刀医Ｂ：罰金50万円
麻酔科医Ｃ：罰金50万円
病棟看護師Ｄ：罰金50万円
手術室看護師Ｅ：罰金50万円
麻酔科医Ｆ：罰金25万円

2003年3月25日

9

横浜市立大学医学部附属病院患者取り違え事件

15年8月31日月曜日



判決＠最高裁判所
一審で無罪だった医師が二審で有罪とな
り、上告ー＞＜上告棄却＞（有罪確定）

業務上過失傷害の事案：

麻酔科医師につき，麻酔導入
前に患者の同一性確認の十分
な手立てを採らず，麻酔導入
後患者の同一性に関する疑い
が生じた際に確実な確認措置
を採らなかった点で過失があ
る。

2007年3月26日
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事後の対策1:患者移送
1. 病棟の看護師が患者を手術室に移送するのは、１回
に１人を徹底。 

2. 病棟から手術室への患者移送に際し、主治医の１人
が手術室交換ホールまで付き添い、手術室の看護師
に患者が引き受けられたことを確認。

3. 患者とカルテ類とが離れることのないよう、患者、
カルテ類ともにハッチウェイで引き継ぎ、一緒に手
術室に移送。 
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事後の対策2:患者確認
1. 患者識別バンドをつける。 
2. 患者の足底にマジックで氏名を書く。 
3. 患者の氏名を患者の言葉で確認する。
4. 麻酔科医は患者を術前訪問し，当日はハッチウェ
イで出迎え

5. 麻酔科医は，主治医とともに患者確認を行った後
において麻酔を開始する。 
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事後の対策3:その他
《術前訪問》  

 原則として手術に立ち会う看護師が術前患者訪問
《術中の基本》  

 麻酔科医，執刀医は患者の確認に疑問を持った場合に
は，その疑問を解決するまでは新しい段階に進まな
い。 
《行動基準（マニュアル）》  

 外科医、麻酔科医、看護部「手術室移送時の手順」や
「手術室入室時の手順」
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都立広尾病院 

都立広尾病院事件

手術を終了した58歳女性に対
しヘパリン生食の入った注射
器と、別の患者Yさんの創部
処置用に準備された消毒液
(20%ヒビテングルコネート原
液)の入った注射器とを取り違
え、ヒビテングルコネートを
誤って注入したことが事故の
原因であると推定された。 

1999年2月11日
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起訴
Ａ看護師：（起訴）業務上過失致死容疑 証拠隠滅容疑

Ｂ看護師：（起訴）業務上過失致死容疑

主治医：(略式起訴）業務上過失致死容疑 医師法違反

   虚偽公文書作成・同行使 証拠隠滅容疑

院長：（起訴）業務上過失致死容疑 医師法違反

           虚偽公文書作成・同行使 証拠隠滅容疑

都副参事：（起訴）医師法違反

2000年6月
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都立広尾病院事件
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一審判決＠東京地裁

点滴ミスをした看護師2人が業務上過失致死罪で禁錮1年
執行猶予3年と禁錮8ヶ月執行猶予3年の有罪判決が確定。
それぞれ看護業務停止2ヶ月と1ヶ月。
主治医は異状死体届出義務違反の略式起訴で罰金2万円と

なり、医業停止3ヶ月（医師法21条では初めて）。

元院長に、懲役1年、執行猶予3年、罰金2万円の有罪判	  

決。

2000年12月27日＆2001年8月30日 
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刑法211条 業務上過失致死罪
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死
傷させた者は、五年以下の懲役若しくは
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 (以
下、重過失致死罪に関する記述を省略) 
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医師法21条

「医師は、死体又は妊娠４カ月以上の死

産児を検案して異状があると認めたとき
は、２４時間以内に所轄警察署に届け出

なければならない」
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二審判決＠東京高裁

元院長の控訴に対して、原判決一部取消し(しかし、事

故隠しについて元院長に説明義務違反を認めた)。	  

院長　起訴　医師法違反と虚偽公文書作成同行使　

　　　有罪懲役1年 執行猶予3年（罰金2万円）

2004年9月30日 
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憲法38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。黙秘権
(自己負罪拒否特権）
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑

留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とする

ことができない。（自白法則）

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白であ

る場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

（補強法則）
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最高裁

虚偽有印公文書作成行使と医師法21条違反で起訴された院長
	  上告棄却：医師法21条について「犯罪発見や被害拡大防止という
公益が高い目的があり、また届出人と死体との関連の犯罪行為を構
成する事項の供述までも強制されるわけではなく、捜査機関に対し
て自己の犯罪が発覚する端緒を与える可能性になり得るなどの一定
の不利益を負う可能性は（人の生命を直接左右する診療行為を行う
社会的責務を課する）医師免許に付随する合理的根拠のある負担と
して許容されるべき」から合憲として、懲役1年執行猶予3年と罰金
2万円の有罪が確定した。

2004年4月13日
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最高裁判断
死体を検案して異状を認めた医師は、自
己がその死因等につき診療行為における

業務上過失致死等の罪責を問われるおそ

れがある場合にも、本件届出義務を負う

とすることは、憲法38条1項に違反する
ものではないと解するのが相当である。 
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広尾事件事後の対策
効率重視の医療体制!

危険な看護システム
	   薬剤準備：ひとつの狭い処置台で3人が同時に作業。
その上、体の中に入れるもの（ヘパ生）と体の中に入れ
てはいけないもの（消毒剤：ヒビグル）を準備!
	   薬剤師法違反：看護師が薬剤の調合（消毒剤の希
釈）!
	   看護の基本が不十分：ダブルチェックの欠如、投薬作
業に複数が関与!
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福島県立大野病院

福島県立大野病院事件

福島県立大野病院事件で
帝王切開手術を受けた患
者(当時29歳)が、胎盤(前
置胎盤で癒着があった)剥
離娩出後の出血性ショッ
クのために死亡。 

2004年12月
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逮捕・釈放、そして無罪
2006年2月18日:報道で事故を知った県警

が執刀した産婦人科医(38歳)を業務上過

失致死と医師法違反容疑で逮捕。 

2006年3月10日:福島地検が福島地裁に起

訴。医師は3月14日に保釈。 
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判決＠福島地裁

本件患者の死亡という結果は、癒着胎盤という疾病

を原因とする、過失なき診療行為をもってしても

避けられなかった結果といわざるを得ないから、

本件が医師法21条にいう異状がある場合に該当す

るということはできない。 

2008年8月20日	   無罪の判決。 
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京都大学脳死肝移植透析事件

京都大病院で脳死肝移植手術を受けた５０代の男性患

者が透析を受けるため、血液ろ過器の交換をした際、

当直だった肝胆膵・移植外科などの医師２人が血漿分

離器を誤って取り付ける医療事故が発生した。

医師の依頼を受け、器具を準備した看護師が取り違

え、医師も装着時に確認しなかった。交換ミスに気付

かないまま、患者は約１５時間後に死亡した。

2011年11月14日
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血液浄化回路

集中治療の現場
血液浄化＠京都第一赤十字
病院：腎臓内科・泌尿器科が
プラニング、回路は集中治療
部看護師、ME、作動は麻酔
科医がダブルチェック

血液浄化＠京府医大
当直麻酔科医が回路を組み、
作動、終了すれば回路をばら
してゴミ箱に入れる。
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業務上過失致死容疑

書類送検・起訴猶予
京都地検は２８日、業務上過失致死容疑で書類送検さ
れた当直医２人と看護師１人を起訴猶予処分とした。
地検は処分理由を明らかにしていないが、京大が設置
した調査委員会が病院の管理体制の不備を認め、病院
が再発防止策を取ったことなどを考慮したとみられ
る。
　起訴猶予になったのは男性医師（３８）▽女性医師
（３８）▽女性看護師（３６）－－の３人。
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神戸中央市民病院

手術を受けた80代の男性患者が手術後、
酸素でなく二酸化炭素のボンベを誤って
人工呼吸器に取り付けられ、危篤状態に
なった。

2011年7月14日 医療用ガス取り違え事故
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医療用ガス　カラーコード
酸素は緑

二酸化炭素は緑
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ヒューマン・エラー
許すべきミスと罰すべきミスの違いとは? 

その線引きを司法に任せることは果たし

て有効か? 

誰もが公正だと感じる安全な風土を築く

には? 
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日本医学会加盟の主な19学会共同声明
「診療行為に関連した患者 死亡の届出について~中立的専門機関の

創設に向けて~」 (平成 16	  年 9	  月)	  ・・・医療の過程において予期し

ない患者死亡が発生した場合や、診療行為に関連して患者死亡が発

生した場合に、異状死届出制度とは異なる何らかの届出が行われ、

臨床専門医、病理医及び法医の連携の下に死体解剖が行われ、適切

な医療評価が行われる制度があることが望ましいと考える。しか

し、医療従事者の守秘義務、医療における過誤の判断の専門性、高

度の信頼関係に基礎をおく医師患者関係の特質などを考慮すると、

届出制度を統括するのは、犯罪の取扱いを主たる 業務とする警察・

検察機関ではなく、第三者から構成される中立的専門機関が相応し

いと考えられる。 
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制度の目的は何ですか？
医療事故調査制度の目的は、医療法の

「第３章　医療の安全の確保」に位置づ

けられているとおり、医療の安全を確保

するために、医療事故の再発防止を行う
ことです。
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医療に関する有害事象報告システム
ＷＨＯのドラフトガイドライン 報告システムは
「学習を目的としたシステム」もしくは、
「説明責任を目的としたシステム」に焦点を当てている。
その上で、「学習を目的とした報告システム」では、
　　①懲罰を伴わないこと（非懲罰性）、
　　②患者、報告者、施設が特定されないこと（秘匿性）、
　　③報告システムが報告者や医療機関を処罰する権力を有
するいずれの官庁からも独立していること（独立性）
などが必要とされている。
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医療事故調査制度
= 「学習を目的としたシステム」 

責任追及を目的とするものではない。

医療者が特定されないようにする方向。

第三者機関の調査結果を警察や行政に届けるものではな
い。

つまり、ＷＨＯドラフトガイドラインでいうところの非
懲罰性、秘匿性、独立性といった考え方に整合的なも
の。
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リドカイン事故問題
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ヒューマンエラーは裁けるか

看護師マーラの医療事故

‒ 医師の意図:ブドウ糖溶液40mlと濃度
20mg/mlのキシロカイン 10ml (20mg/ml,
5mlシリンジ2つ分)とを混ぜると4mg/mlの
キシロカイン溶液ができるので、これを
50ml投与すること
‒ マーラの解釈:ブドウ糖溶液40mlと濃度
200mg/mlのキシロカイン10ml(200mg/
ml,5mlバイアル2つ分)を混ぜると4mg/mlの 

キシロカイン溶液ができるので、これを
50ml投与すること 

医師の手書き処方箋(事件後に行方不明に):
「40ml+リドカイン200mg=10ml=4mg/ml, 合計50ml」

マーラのみが起訴され、
有罪判決(執行猶予つき)を受けた 
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Just Culture
「起きてしまったことから最大限の学習
をし、それによって安全性を高めるため
の対策を行うことと同時に、事故の被害
者や社会に対して最大限の説明責任を果
たすこと。この二つの目的を実現するた
めの挑戦を続ける組織文化「ジャスト・
カルチャー(公正な文化)」である。
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診療行為に関連した
死亡の調査分析モデル事業

平成22年3月 厚生労働省補助事業「診療行為に関連
した死亡の調査分析モデル事業」の実施 
主体として、これまでの運営主体である日本内科学
会に加え、日本外科学会、 日本病理学会、日本法医
学会及び日本医学会が運営主体に加わり、「一般社
団法人日本医療安全調査機構」を設立 
平成22年4月一般社団法人日本医療安全調査機構に
よる運営開始 
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ウログラフィン事故
　国立国際医療研究センター病院で２０１４年４月、
後期研修医が脊髄撮影検査に使う造影剤を誤り、患者
が死亡。病院は警察に報告。記者会見。警視庁捜査１

課は３日、業務上過失致死容疑で、同病院の研修医師

を書類送検。７月14日に判決（ 有罪判決　禁固１年、

執行猶予３年）。
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医療事故調査：中核の第三者機関
に日本医療安全調査機構

厚⽣生労働省省は１７⽇日、１０⽉月から始まる医療療事故調査
制度度の中核を担う第三者機関「医療療事故調査・⽀支援セ
ンター」に⼀一般社団法⼈人「⽇日本医療療安全調査機構」
（東京都港区）を指定したと発表した。

2015年年8⽉月17⽇日 　
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