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＊医療提供施設の皆様へのお願い＊

札幌市医療安全推進協議会委員

札幌市医療安全支援センター事業概要（平成２４年度版）
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　札幌市では、平成１６年度に「札幌市医療安全相談窓口」を開設し、市民からの様々な医療に関
する相談に対応しております。また、平成１８年度には医療関係者や有識者、市民代表をメンバー
とする「札幌市医療安全推進協議会」を発足させ、この２つを柱とする「札幌市医療安全支援セン
ター」を保健所内に設置し、中立的な立場から、市民と医療提供施設間の問題解決の支援をしてお
ります。
　本センターの設置以降、医療安全相談窓口に寄せられる市民相談は年々、増加し、平成２０年
度からは、毎年度1,000件を超える多くの相談が寄せられ、平成２４年度は過去最大の1,389件
の相談がありました。相談内容は、例年、診療内容や医療従事者の対応・態度に関する相談など
が多数を占めております。
　本事業概要では、このような医療安全相談窓口に寄せられた市民相談の状況や相談事例を中心
に、札幌市医療安全支援センターの代表的な事業を紹介しております。実際の相談事例等を知るこ
とは、日々患者さんと接する医療従事者の皆様にとっても大変有意義なことであると考えておりま
す。
　また、本市では、医療施策のさらなる推進を目指して、平成２３年度に「さっぽろ医療計画」を
策定いたしました。本計画の中で、医療安全対策は重要な施策の一つとして位置付けております。
　本事業概要が、多くの医療提供施設の皆様に活用され、安全・安心な医療の提供及び患者さんと
の信頼関係の構築に寄与されることを期待しております。
　最後に、この事業概要の取りまとめにあたり多大な御協力をいただきました札幌市医療安全推進
協議会の委員の皆様をはじめ関係各所の皆様方に心から感謝申し上げます。

札幌市保健所長　矢　野　公　一

　札幌市医療安全支援センター（以下、支援センター）は、医療法第６条の11に基づき設置さ
れ、札幌市医療安全相談窓口（以下、相談窓口）と札幌市医療安全推進協議会（以下、協議会）を
柱として、市民と医療提供施設の信頼関係の構築を目指している。

　市民の医療提供施設に関す
る苦情・相談に対応し、医療
提供施設と患者との信頼関係
の構築を目指す。

札幌市医療安全推進協議会
　基幹会議を通じて、支援セ
ンターの運営に関する助言等
を行う。
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札幌市医療安全相談窓口札幌市医療安全相談窓口
　相談窓口では、市民からの医療提供施設に関する相談・苦情に対応し、中立的な立場から助言・
情報提供等を行うことにより、医療提供施設と市民との信頼関係の構築を目指している。

※「相談状況」の詳細については、札幌市医療安全支援センターのホームページに掲載しております。
　ホームページアドレスは裏表紙を参照ください。

・全体の約三分の一が「病院」に関する相談
　であった。
・施設が明らかにされなかったものは、「その
　他」に分類した。
　※薬事関係施設には、薬局、医薬品・医療
　　機器販売業者等が含まれる。

・昨年と同様に「精神科・心療内科」に対す
　る相談が最も多かった。
・「精神科・心療内科」、「整形外科・リハビ
　リテーション科」、「歯科」、「内科」が上位
　となる傾向は、昨年度と同様であった。
　※診療科目が判明したものの内、上位5科
　　目を掲載。

・「診療内容」に関する相談が最も多く、次
　いで「従事者の対応・態度」に関する相
　談が多かった。
・「診療内容」、「従事者の対応・態度」が上
　位となる傾向は、昨年度と同様であった。
　※相談者の主訴に基づいて分類し、上位
　　５項目を掲載。

平成２４年度　市民相談状況

平成２４年度
（H２４.４.１～H２５.３.３１）1,389 （参考：平成２３年度 1,165件）件
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相
　父が透析を行っているが、「数値は悪くないので」と言って、透析の間隔を広げていき、現在は１０日程透析をしてい
ない。透析は簡単にやめられないと聞いていたので、本当に大丈夫なのか不安である。

市民相談事例

診療内容

　平成２４年度に市民から相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
　これは、あくまでも相談内容と保健所の対応の一部を紹介したものであり、正解例を示したもの
ではありません。
　この相談事例を元に、「自分たちならどうするか」、「より良い対応はないだろうか」など、医療
提供施設のスタッフの中で話し合っていただくことを期待しています。
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談事例１

相
　母が足の指を骨折してしまったため、整形外科に毎週通院しているが、そのたびにエックス線を撮影していて被ば
く等が心配である。

談事例２

相
　背骨の圧迫骨折と診断され、湿布と痛み止めを処方された。３週間後にまた来るようにと言われたが、骨折なのに
こんな簡単な処置でいいのだろうかと不安に思っている。

談事例３

　診療内容については、医師の医学的判断に基づくものであるため、当窓口で判断することはできない。
　不安に思っていること、分からないことを主治医に相談してみてはどうかと助言した。

対応１～３

　当窓口に寄せられる相談で一番多いのが「診療内容」に関することです。
　例に挙げたほか、「診断結果に納得いかない。」、「必要ない検査をしているのではないか。」などの相談も寄
せられます。
　診療内容については、当窓口でその当否を判断できるものではありませんので、主治医とよく相談するよう説
明しておりますが、「聞いても十分な説明をしてくれない。」、「病院が信用できない。」、など、医療提供施設と患
者さんとの信頼関係が十分に構築されていないことが一因ではないかと思われます。
　患者さんへ丁寧な説明を行い、良好な信頼関係を保てるよう、ご配慮願います。

アドバイス

相
　痛い場所が数か所あったため、近所にある整形外科を初めて受診し、医師に症状を説明したところ、話を聞いてく
れず「里塚斎場に行くしかない。」などと言われ笑われた。たとえ冗談でも医師が言うべきことではない。
　また、医師だけでなく、リハビリを担当する職員も高齢者に対して「お手、お座り」と言っていた。職員の態度がひど
い医療機関である。

従事者の対応態度

談事例１

相
　歯の根の治療をしており、ゴムの詰め物だとへこんで舌に傷がつくのでセメントにしてほしいと歯科医師に希望し
たが、「大丈夫だから」と言われなかなか聞き入れられなかった。
　それでも希望を伝えたところ「やるから席に座れ」などとものすごい言われ方をされた。
　歯科医師を信頼できないので別の医療機関を探すが、保健所から苦情を申し入れしてほしい。

談事例２

相
　Ａ区の整形外科に通院しており、その近くの薬局を利用していた。
　この診療所が廃止となったため、Ｂ区の整形外科へ通院し、処方せんを当該薬局へ持って行ったところ、薬剤師か
ら「わざわざ別の整形の処方せんを持ってきたのか」という感じで言われ、調剤を断っているようで態度が悪く、シッ
プをもらうだけで３０分もかかった。
　内科と耳鼻科にも通院しており、その薬も断られているように感じるので、指導して欲しい。

【関係法令】
■　医療法第１５条
　「病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、
その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。」
■　薬事法第８条
　「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督
し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければな
らない。」

談事例３

　相談内容を傾聴した上で、従事者の対応・態度については、個人の資質によるところが大きく、法令等で規制さ
れている事項ではないため、指導できないことを説明した。病院内に設置されている患者相談窓口や診療所・薬
局等の管理者に相談するなど、医療提供施設側とよく話し合うよう助言した。
　相談者が希望する場合は、このような申し出があったことを医療提供施設にお伝えした。

対応１～３

　医療従事者の態度が悪い、という相談は非常に多く寄せられております。「患者の気持ちを考えていない。」、
「患者を馬鹿にしている。」、「嫌な思いをした。」など、内容は様々です。
　体調が悪く、精神的に弱っている患者さんも多くいらっしゃいますので、患者さんと接する際は、より丁寧な接
遇を心掛けましょう。管理者の方におかれましては、自ら実行するのみならず、従事者に対し、患者さんと接する
際のマナーについて、マニュアル等を利用した従事者教育をお願いいたします。
　なお、必要に応じて、医療提供施設へ、患者さんからの声として相談内容についての情報提供をさせていただ
く場合もあります。

アドバイス



相
　父が透析を行っているが、「数値は悪くないので」と言って、透析の間隔を広げていき、現在は１０日程透析をしてい
ない。透析は簡単にやめられないと聞いていたので、本当に大丈夫なのか不安である。

市民相談事例

診療内容

　平成２４年度に市民から相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
　これは、あくまでも相談内容と保健所の対応の一部を紹介したものであり、正解例を示したもの
ではありません。
　この相談事例を元に、「自分たちならどうするか」、「より良い対応はないだろうか」など、医療
提供施設のスタッフの中で話し合っていただくことを期待しています。

-　3　- -　4　-

談事例１

相
　母が足の指を骨折してしまったため、整形外科に毎週通院しているが、そのたびにエックス線を撮影していて被ば
く等が心配である。

談事例２

相
　背骨の圧迫骨折と診断され、湿布と痛み止めを処方された。３週間後にまた来るようにと言われたが、骨折なのに
こんな簡単な処置でいいのだろうかと不安に思っている。

談事例３

　診療内容については、医師の医学的判断に基づくものであるため、当窓口で判断することはできない。
　不安に思っていること、分からないことを主治医に相談してみてはどうかと助言した。

対応１～３

　当窓口に寄せられる相談で一番多いのが「診療内容」に関することです。
　例に挙げたほか、「診断結果に納得いかない。」、「必要ない検査をしているのではないか。」などの相談も寄
せられます。
　診療内容については、当窓口でその当否を判断できるものではありませんので、主治医とよく相談するよう説
明しておりますが、「聞いても十分な説明をしてくれない。」、「病院が信用できない。」、など、医療提供施設と患
者さんとの信頼関係が十分に構築されていないことが一因ではないかと思われます。
　患者さんへ丁寧な説明を行い、良好な信頼関係を保てるよう、ご配慮願います。

アドバイス

相
　痛い場所が数か所あったため、近所にある整形外科を初めて受診し、医師に症状を説明したところ、話を聞いてく
れず「里塚斎場に行くしかない。」などと言われ笑われた。たとえ冗談でも医師が言うべきことではない。
　また、医師だけでなく、リハビリを担当する職員も高齢者に対して「お手、お座り」と言っていた。職員の態度がひど
い医療機関である。

従事者の対応態度

談事例１

相
　歯の根の治療をしており、ゴムの詰め物だとへこんで舌に傷がつくのでセメントにしてほしいと歯科医師に希望し
たが、「大丈夫だから」と言われなかなか聞き入れられなかった。
　それでも希望を伝えたところ「やるから席に座れ」などとものすごい言われ方をされた。
　歯科医師を信頼できないので別の医療機関を探すが、保健所から苦情を申し入れしてほしい。

談事例２

相
　Ａ区の整形外科に通院しており、その近くの薬局を利用していた。
　この診療所が廃止となったため、Ｂ区の整形外科へ通院し、処方せんを当該薬局へ持って行ったところ、薬剤師か
ら「わざわざ別の整形の処方せんを持ってきたのか」という感じで言われ、調剤を断っているようで態度が悪く、シッ
プをもらうだけで３０分もかかった。
　内科と耳鼻科にも通院しており、その薬も断られているように感じるので、指導して欲しい。

【関係法令】
■　医療法第１５条
　「病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、
その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。」
■　薬事法第８条
　「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督
し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければな
らない。」

談事例３

　相談内容を傾聴した上で、従事者の対応・態度については、個人の資質によるところが大きく、法令等で規制さ
れている事項ではないため、指導できないことを説明した。病院内に設置されている患者相談窓口や診療所・薬
局等の管理者に相談するなど、医療提供施設側とよく話し合うよう助言した。
　相談者が希望する場合は、このような申し出があったことを医療提供施設にお伝えした。

対応１～３

　医療従事者の態度が悪い、という相談は非常に多く寄せられております。「患者の気持ちを考えていない。」、
「患者を馬鹿にしている。」、「嫌な思いをした。」など、内容は様々です。
　体調が悪く、精神的に弱っている患者さんも多くいらっしゃいますので、患者さんと接する際は、より丁寧な接
遇を心掛けましょう。管理者の方におかれましては、自ら実行するのみならず、従事者に対し、患者さんと接する
際のマナーについて、マニュアル等を利用した従事者教育をお願いいたします。
　なお、必要に応じて、医療提供施設へ、患者さんからの声として相談内容についての情報提供をさせていただ
く場合もあります。

アドバイス
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相
　ドライアイの症状で点眼薬Ａを長年使用していた。自分としてはこれまで通り点眼薬Ａを使いたいと思っていた
が、眼科を受診したところ、「これの方が効く」と言われ、点眼薬Ｂ（新薬）を処方された。点眼薬Ｂを使い始めると、飛
蚊症の症状が出始めたため、眼科に申し出たところ、点眼薬Ａに戻してもらったが、後部硝子体剥離と診断された。原
因については、「ストレスによるもの」と言われたり、「老化で偶然出たのではないか」など、聞くたびに違う回答で無
責任な対応であり、謝罪もない。
　自分は点眼薬Ａを処方して欲しかったのに、新薬を勧めた医師の責任を問いたい。

医療事故・医療過誤

談事例１

対応１

相
　息子が２種混合の予防接種を受けるため受診した。受付では予防接種としか伝えなかったが、受付で渡された問診
票に記入し、子どもが注射を受けた。治療費を支払ったが、後日、知人から「無料で受けられた」という話があったた
め、診療所に確認したところ、インフルエンザのワクチンを接種したことが分かった。
　原因は、受付の職員が予防接種の種類を聞かず、インフルエンザの問診票を渡していたことだと説明された。
　このようなことがまたあっては困るので、保健所から診療所に言って欲しい。

談事例２

対応２

【関係法令】
■　医療法施行規則第1条の１１第４項
　「医療機関の管理者は、医療機関内における事故報告等の医療安全確保を目的とした改善のための方策を講じなけ
ればならない。」

札幌弁護士会ホームページ：http://www.satsuben.or.jp/
電話：０１１－２５１－７７３０

【参　　考】
■　札幌弁護士会紛争解決センターが運営する医療ＡＤＲについて
　裁判より早く(３か月以内での解決を目指しています)かつ少額の費用で、話し合いによる解決を図ることが期待できま
す。
　患者さん、ご家族だけでなく、医療機関も申立てを行うことができます。
　医療事故について患者さん側の代理人として取り組むことの多い弁護士１名、医療機関側の代理人として取り組むこ
との多い弁護士１名の合計２名の弁護士が調停人として、中立的な立場で調停を行います。
　手続、費用の詳細につきましては、札幌弁護士会にお問い合わせ下さい。

　「医療事故・医療過誤」の相談件数は毎年上位となっておりますが、相談者から「医療事故ではない
のか」という申し出があったものを計上しておりますので、必ずしも医療事故等として認定されたもの
ではありません。
　医療機関側としては通常の治療を行っていても、患者さん側が医療ミスではないかと疑い、医療従
事者の責任を問いたいという相談も多く寄せられております。
　医療事故かどうかを当窓口で判断することはできませんので、弁護士等に相談することを案内して
おりますが、訴訟には時間も費用もかかりますので、できれば訴訟とならないよう、患者さんから医療
事故・診断ミスであるなどの相談を受けた際には、診断内容や治療の経緯・結果等について、十分な説
明を行うことが望ましいと考えます。
　一方、事例２にあるように、再発防止のための対策をとることも重要です。院内でインシデント・アク
シデントが発生した場合には、必要な処置を行った後、院内規定等に従って報告を行い、指示を仰ぎま
しょう。また、インシデント・アクシデントの記録を残すとともに、従事者間で情報共有することも大切
です。

アドバイス

　医師の責任を問うということならば、当事者間でよく話し合うか、裁判や調停と言った方法で司法
の場で判断を仰ぐことになるため、札幌弁護士会の紛争解決センター、札幌医事研情報センターを
紹介したところ、相談者からの希望があり札幌医事研情報センターの電話番号を案内した。
　また、点眼薬Ｂにドライアイの適応があり、用法・用量を守って適切に使用されていたにもかかわら
ず、薬の副作用として症状が起こったというならば、医師の責任を問うのは難しい。給付には一定条
件があるが、治療費等の金銭的な救済を行う「医薬品副作用被害救済制度」もある。対応可能な事
例かは個別に相談するよう伝え、電話番号を伝えた。

　相談者に対し、当該診療所に再発防止という観点から確認の電話を行うことを伝えた。
　診療所に再発防止策等について確認したところ、
・受付で予防接種の種類の確認を徹底する。
・現在のバインダーでは予防接種の種類が見えづらくなるため、別のバインダーを使用するよ
　うにする。
とのことであった。

相
　親不知があり、膿が出てきているということで、歯科診療所で抜歯することとなったが、うまく抜歯できず、力づく
で押さえられ、あごの骨が折れるのではないかと思うほどだった。
　根元に少し歯が残ったようで、骨に癒着しているのではないかとのことだったが、１週間程度で良くなると言われて
いたのに２週間経っても良くならず、最終的には専門医を紹介すると言われた。
　簡単に抜歯できると考えたと思われるが、患者の状態を見誤った判断ミスである。

談事例３

対応３ 　相談者に対し、診療は歯科医師の専門的な知識に基づいて行うものであり、その適否を判断する
ことはできないこと、歯科医師に責任を問うということであれば司法の判断を仰ぐこととなることを
伝え、相談者の希望があった札幌医事研情報センターを案内した。



-　5　- -　6　-

相
　ドライアイの症状で点眼薬Ａを長年使用していた。自分としてはこれまで通り点眼薬Ａを使いたいと思っていた
が、眼科を受診したところ、「これの方が効く」と言われ、点眼薬Ｂ（新薬）を処方された。点眼薬Ｂを使い始めると、飛
蚊症の症状が出始めたため、眼科に申し出たところ、点眼薬Ａに戻してもらったが、後部硝子体剥離と診断された。原
因については、「ストレスによるもの」と言われたり、「老化で偶然出たのではないか」など、聞くたびに違う回答で無
責任な対応であり、謝罪もない。
　自分は点眼薬Ａを処方して欲しかったのに、新薬を勧めた医師の責任を問いたい。

医療事故・医療過誤

談事例１

対応１

相
　息子が２種混合の予防接種を受けるため受診した。受付では予防接種としか伝えなかったが、受付で渡された問診
票に記入し、子どもが注射を受けた。治療費を支払ったが、後日、知人から「無料で受けられた」という話があったた
め、診療所に確認したところ、インフルエンザのワクチンを接種したことが分かった。
　原因は、受付の職員が予防接種の種類を聞かず、インフルエンザの問診票を渡していたことだと説明された。
　このようなことがまたあっては困るので、保健所から診療所に言って欲しい。

談事例２

対応２

【関係法令】
■　医療法施行規則第1条の１１第４項
　「医療機関の管理者は、医療機関内における事故報告等の医療安全確保を目的とした改善のための方策を講じなけ
ればならない。」

札幌弁護士会ホームページ：http://www.satsuben.or.jp/
電話：０１１－２５１－７７３０

【参　　考】
■　札幌弁護士会紛争解決センターが運営する医療ＡＤＲについて
　裁判より早く(３か月以内での解決を目指しています)かつ少額の費用で、話し合いによる解決を図ることが期待できま
す。
　患者さん、ご家族だけでなく、医療機関も申立てを行うことができます。
　医療事故について患者さん側の代理人として取り組むことの多い弁護士１名、医療機関側の代理人として取り組むこ
との多い弁護士１名の合計２名の弁護士が調停人として、中立的な立場で調停を行います。
　手続、費用の詳細につきましては、札幌弁護士会にお問い合わせ下さい。

　「医療事故・医療過誤」の相談件数は毎年上位となっておりますが、相談者から「医療事故ではない
のか」という申し出があったものを計上しておりますので、必ずしも医療事故等として認定されたもの
ではありません。
　医療機関側としては通常の治療を行っていても、患者さん側が医療ミスではないかと疑い、医療従
事者の責任を問いたいという相談も多く寄せられております。
　医療事故かどうかを当窓口で判断することはできませんので、弁護士等に相談することを案内して
おりますが、訴訟には時間も費用もかかりますので、できれば訴訟とならないよう、患者さんから医療
事故・診断ミスであるなどの相談を受けた際には、診断内容や治療の経緯・結果等について、十分な説
明を行うことが望ましいと考えます。
　一方、事例２にあるように、再発防止のための対策をとることも重要です。院内でインシデント・アク
シデントが発生した場合には、必要な処置を行った後、院内規定等に従って報告を行い、指示を仰ぎま
しょう。また、インシデント・アクシデントの記録を残すとともに、従事者間で情報共有することも大切
です。

アドバイス

　医師の責任を問うということならば、当事者間でよく話し合うか、裁判や調停と言った方法で司法
の場で判断を仰ぐことになるため、札幌弁護士会の紛争解決センター、札幌医事研情報センターを
紹介したところ、相談者からの希望があり札幌医事研情報センターの電話番号を案内した。
　また、点眼薬Ｂにドライアイの適応があり、用法・用量を守って適切に使用されていたにもかかわら
ず、薬の副作用として症状が起こったというならば、医師の責任を問うのは難しい。給付には一定条
件があるが、治療費等の金銭的な救済を行う「医薬品副作用被害救済制度」もある。対応可能な事
例かは個別に相談するよう伝え、電話番号を伝えた。

　相談者に対し、当該診療所に再発防止という観点から確認の電話を行うことを伝えた。
　診療所に再発防止策等について確認したところ、
・受付で予防接種の種類の確認を徹底する。
・現在のバインダーでは予防接種の種類が見えづらくなるため、別のバインダーを使用するよ
　うにする。
とのことであった。

相
　親不知があり、膿が出てきているということで、歯科診療所で抜歯することとなったが、うまく抜歯できず、力づく
で押さえられ、あごの骨が折れるのではないかと思うほどだった。
　根元に少し歯が残ったようで、骨に癒着しているのではないかとのことだったが、１週間程度で良くなると言われて
いたのに２週間経っても良くならず、最終的には専門医を紹介すると言われた。
　簡単に抜歯できると考えたと思われるが、患者の状態を見誤った判断ミスである。

談事例３

対応３ 　相談者に対し、診療は歯科医師の専門的な知識に基づいて行うものであり、その適否を判断する
ことはできないこと、歯科医師に責任を問うということであれば司法の判断を仰ぐこととなることを
伝え、相談者の希望があった札幌医事研情報センターを案内した。



相
　診断書の交付に4,200円必要と言われた。
　他の医療機関ではもっと低額で交付してくれた気がするので、高額すぎないだろうか。

治療費等

談事例１

相
　カルテの開示を申し込んだら、手数料として5,000円かかると言われた。高いと思うが保健所で指導できないか。

談事例２

　治療費等については、上記の他にも「費用が高いのは不要な検査、処方を行っているためではない
か。」などの相談も寄せられています。必要があって算定されたものであっても、医療費に関係する制
度は複雑であるため、患者さんとしては不当に高額であると感じる場合もあるようです。費用に関す
る質問があった際には患者さんに対し、算定根拠となる資料を示すなど、適切に説明することが重要で
す。
　また、診療契約の内容に対する認識が互いにずれていたことから、トラブルになることもあります。
診療契約を結ぶ際には、患者さんに対し治療の内容や必要性を説明すると共に、契約内容について、
文書で取り交わすなど十分な情報提供を行いましょう。

アドバイス

相
　以前、審美歯科で診療を受けたことがあり、数年ぶりにその歯科診療所を受診した。自由診療の範囲で治療を開始
し、現在治療が途中まで終了した。
　治療費を半額納める段階で、提示された金額が初めの説明よりも高額であった。今回治療を行った個所は以前治
療したところであり、初めの説明ではアフターケアの範囲内で治療費はかからないとのことであった。そのことに関
する説明を求めたところ、骨格が変わってしまっているため、補償の範囲外になると言われた。
　契約内容や補償範囲については口頭で説明を受けたのみであり、文書では得ていない。
　治療計画書等も要望したが、事情により計画書が出来上がる前に治療を開始してしまった。
　医師の説明には不信感を抱いており、このまま残りの治療費を支払い、治療を継続しなければならないのかと不安
である。
　審美歯科の契約内容や治療法の選択、金額等一般的な内容について相談に乗ってほしい。

談事例３

対応３ 　契約内容・補償内容は自由診療であれば診療所と患者間で結ぶものであるため、一般的なものに
ついての情報は無く、当窓口で判断することができない。

-　7　- -　8　-

　診断書の交付、カルテ開示の手数料については、ガイドライン上実費程度とされているが、法的な規制があ
るわけではなく、基本的には医療機関側が自由に設定できるものであると説明した。

対応１～２

相
　子どもの治療のため、耳鼻咽喉科を受診した際に、医師へ透明な鼻水が出ていること、他病院から処方された薬を
服用している旨を伝えたところ、医師がいきなり綿棒を子どもの鼻に突っ込んだ。目的や必要性の説明は無く、また
結果についても特に触れることなく、医師は吸入を指示した。看護師に尋ねたところ、「菌の検査です」と答えても
らったが、鼻に綿棒を入れるのは子どもも痛がるので、事前に検査を行うことや、必要性を説明してほしい。

インフォームドコンセント

談事例１

対応１

相
　虫歯の治療をしていたが、思ったよりも進行していたからという理由で、事前の説明もなく、歯の神経を抜かれた。
混んでいるので、医師に説明を求めづらいがどうしたら良いか。

談事例２

対応２

　窓口では診療や検査の妥当性を判断することはできないが、相談内容を医療機関へ伝達し、検査
の説明について助言することは可能であることを伝えた。その後医療機関あてに連絡し、相談内容
を伝達した。

　医療従事者は、医療の提供にあたって適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努めなければな
らないとされているので、納得いかないことがあれば医師に説明を求めてみてはどうかと相談者に
伝えた。

相
　入院中の血液検査で「リンパ球が少ない」という結果が出た。自分で調べ、「リンパ球３種の内どの種類が少ないの
か」「リンパ球減少症は薬の副作用でもなりうるようだが、関連性はあるか」「治療法はあるか」など尋ねたが、医師
からは明確な回答は得られなかった。血液検査の目的や、結果についても説明が無かった。きちんと診てくれる医療
機関を教えてほしい。

談事例３

対応３ 　担当医師に再度説明を求めるか、院内にある患者相談窓口を利用することも方法の一つであるこ
とを説明し、相談内容を保健所から医療機関へ伝達することも可能であることを伝えた。

【関係法令】
■　医療法第１条の４第２項
　「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受
ける者の理解を得るよう努めなければならない。」

　「診察の結果、検査の必要性と結果、処方薬の作用・副作用について説明が無かった。」という相談が寄せられ
ています。その原因の一つとして、医療従事者が必要と考える説明と、患者さんが十分と考える説明の間に差が
あることが挙げられます。特に患者さんの中には、「忙しそうで聞きづらい。」と質問することを遠慮する方や、そ
の場では理解したつもりでも、家に帰ってから疑問が出てきたという方もいらっしゃいます。
　そのような場合にも対応できるよう、日頃から医療従事者と患者さんがコミュニケーションをとりやすい環境
を整え、診療の内容や必要性・結果について、適切で分かりやすい説明を行うよう心がけましょう。

アドバイス



相
　診断書の交付に4,200円必要と言われた。
　他の医療機関ではもっと低額で交付してくれた気がするので、高額すぎないだろうか。

治療費等

談事例１

相
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談事例２
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アドバイス
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ています。その原因の一つとして、医療従事者が必要と考える説明と、患者さんが十分と考える説明の間に差が
あることが挙げられます。特に患者さんの中には、「忙しそうで聞きづらい。」と質問することを遠慮する方や、そ
の場では理解したつもりでも、家に帰ってから疑問が出てきたという方もいらっしゃいます。
　そのような場合にも対応できるよう、日頃から医療従事者と患者さんがコミュニケーションをとりやすい環境
を整え、診療の内容や必要性・結果について、適切で分かりやすい説明を行うよう心がけましょう。

アドバイス



情報開示

　「カルテを開示してくれない。」、「検査結果を見せてもらえない」など、情報開示に関する相談が寄
せられております。
　患者さんの個人情報については、本人からの申し出があった場合は、原則開示することとされてお
ります。患者さんとのトラブルを未然に防止するため、下記の通知を参考に、院内規則等で開示のルー
ルを定めておくと良いでしょう。

アドバイス

-　9　- -　10　-

応召義務

相
　通院している診療所の医師から「もう、うちでは診られない」と言われたので、別の診療所を受診しようと思い、レ
ントゲン写真を欲しいと言ったところ、それはできないと医師から断られた。本当にできないのか。

談事例

対応 　レントゲン写真の原本は、医療機関に保存義務があるため、患者に渡すことはできないが、手数料
はかかるものの写しの交付を受けることは可能であるため、診療所に相談するよう助言した。

【関係通知】
■医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
　（厚労省通知）＜http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/＞
・個人情報保護法に基づき、医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき
事項及び遵守することが望ましい事項を具体的に示している。

　事例にあるように、「診療拒否は医師法違反ではないか」と、具体的な法律名を挙げて相談してくる
ケースが増えております。医療機関側が診療拒否ではないと判断していても、患者さん側としては「診
療を断られた＝診療拒否に当たる」と判断してしまう場合もあります。
　患者さんも医療機関を頼って来院していますので、診療できない場合は、その理由を丁寧に説明し、
理解を得るようにしましょう。

アドバイス

相
　長年Ａ病院に通院していたが、友人からＢ病院の方が良いと勧められたため、Ｂ病院に行った。Ｂ病院で診療を申し
込んだところ、「Ａ病院の紹介状がないと診療は出来ない」と断られた。
　どうしたらＢ病院を受診できるか。
　医師法には「医師は正当な事由がなく診療を拒否することは出来ない」となっている。

談事例

対応 　相談者に対し、これまでにどのような治療がされていたかが分かれば、スムーズな診療ができるた
め、紹介状を求めることは一般的であることと、Ａ病院に紹介状を書いてもらうよう依頼してはどう
かと伝えたが、Ａ病院に戻るかもしれないので、それは難しいとのことだった。相談者から、この相談
内容をＢ病院に伝え、紹介状がどうしても必要であるか確認してほしいとの申し出があった。
　Ｂ病院に相談内容を伝えたところ、原則として紹介状が必要であるが、直接、患者又は家族から聞
き取りを行い、対応が可能か検討したいとの回答があった。
　相談者に対し、Ｂ病院ともう一度相談するよう伝えた。後日、相談者からＢ病院で診療を受けられ
るようになったとのお礼の連絡があった。

【関係法令】
■　医師法第１９条
　「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
■　薬事法施行規則第１５条の１２
　「薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、その薬局で調剤に従事する薬剤師に調剤さ
せなければならない。」
■　薬剤師法第２１条
　「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

※正当な事由とは・・・
・医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合
・休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ地域住民に十分周知
　徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し、休日夜間診療所
　などで診療を受けるよう指示する場合（ただし、必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶ
　おそれがある場合を除く）
・社会通念上妥当と認められる場合

院内感染

　平成２４年度は全国的にノロウイルスが流行しました。各医療機関ではノロウイルス対策マニュアル
等を作成し、対応いただいているところですが、上記の例にもあるように、患者家族の方から、「十分な
説明がない」という相談がいくつか寄せられました。
　特に入院患者がご高齢の場合は、ノロウイルスに感染することによって、重篤な状態に陥ることを心
配しています。
　院内感染を拡大させないための取り組みも重要ですが、患者さんとその家族の方への丁寧な説明も
大切な事ですので、参考にしていただければと思います。

アドバイス

相
　家族が入院している病院で、ノロウイルス患者が発生していると聞いた。４人部屋に入院しているため、感染しない
か不安なので、スタッフに聞いたが詳しいことを教えてくれない。入院患者の家族へもきちんと説明してほしい。

談事例

対応 　当該病院に確認したところ、「ノロウイルス患者は６名で、同一病室にいる。病棟を閉鎖し、家族の
面会も断っている。患者家族にも説明している。」とのことだった。罹患していない患者・家族へも丁
寧な説明をするよう助言した。



情報開示

　「カルテを開示してくれない。」、「検査結果を見せてもらえない」など、情報開示に関する相談が寄
せられております。
　患者さんの個人情報については、本人からの申し出があった場合は、原則開示することとされてお
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ルを定めておくと良いでしょう。

アドバイス
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調剤過誤

医療安全講習会

　事例１のケースでは、結果的には必要な薬を交付したことになりますが、患者さんやその家族に不安
を与えてしまいました。また、個人情報保護の観点からも適切ではありません。
　鑑査の際には、薬剤の種類・数だけでなく、薬袋にも誤りがないか確認するようにしましょう。
　事例２のケースでは、名称とシートのデザインが類似していたため、発生してしまいました。
　このような調剤過誤が発生したときは、速やかに患者に対し、誤って交付した薬剤に関する情報提供
を行うとともに、処方医に報告しましょう。処方医は患者の健康状態を確認し、必要な処置を行ってく
ださい。原因の究明と再発防止策をとることが重要です。

アドバイス

【関係法令】
■　医療法第１５条
　「病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、
その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。」
■　薬事法第８条
　「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督
し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければな
らない。」

相
　息子が内服薬を処方されており、服用後数日経って薬袋を見たところ、女性の名前が書かれていた。処方した病院
（院内薬局）に確認したところ、薬は本来処方されるものであったため問題はなく、薬袋の名前だけが違っているとの
ことだった。
　今後、このようなことがないよう、指導して欲しい。

談事例１

対応１ 　病院に確認したところ、「薬袋のラベルシールを前の患者名のまま印刷して貼り、渡してしまった。
相談者からの指摘で気付き、前後の患者さんへも確認したが、同様の間違いはなかった。」とのこと
であった。
　当該病院に対しては、今回の原因と再発防止策について報告するよう指導を行った。

相
　「アプレース」を８４錠調剤されるところ、４錠は間違いなかったが、８０錠は「アンプラーグ」という薬だった。３日分
服用した後、間違いに気付いた。薬局に伝えたところ、すぐに取り替えに来てもらうこととなったが、心配であるため
保健所に通報した。

談事例２

対応２ 　当該薬局に立入調査を実施し、事実確認を行ったところ、「所定の薬棚のアプレースが不足してい
たため、在庫から１００錠入り１箱を取り、その中から８０錠のみ取り出し、所定の棚の４錠と合わせてゴ
ムで閉じた。在庫から取り出した薬剤がアンプラーグだったため、過誤となった。シートの内側は、そ
れぞれ金と銀で色が違うが、シートの外側のデザインは似ており、内側を中に合わせて８０錠揃えた
ため、色の違いに気付かなかった。業務処理手順として、医薬品の棚への補充はバーコードで確認す
るようにしているが、今回はそれを行わなかった可能性がある。」とのことだった。
　当該薬局に対しては、今回の原因と再発防止策について報告するよう指導を行った。

講習会・セミナー

「事例で学ぶ　医療機関におけるクレーム・不当要求対応」

・日時：平成２４年１０月２日（火）、５日（金）　１９：００～２０：３０
・場所：ＷＥＳＴ１９　５階講堂（札幌市中央区大通西１９丁目）
・講師：札幌弁護士会　紛争解決センター運営委員会
　委員長　　橋場　弘之　弁護士
　副委員長　坂本　大蔵　弁護士
　委　員　　仲田　　亮　弁護士
　委　員　　縄野　　歩　弁護士
・参加者数：８６８名

　当支援センターでは、医療提供施設における医療安全対策の推進を図ることを目的に、毎年度、
医療安全講習会を開催している。平成２４年度は、「クレーム・不当要求対応」をテーマとして、
２回開催した。
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●テーマ「院内感染対策の改善方策」
【第１回：一般型（急性期）病院の看護師対象】
　・日時：平成２４年１１月２２日（木）１８：００～２０：００
　・講師：北海道大学病院 看護師長
　　感染管理認定看護師　奥　直子　氏
　・場所：ＷＥＳＴ１９　２階研修室
　　　　（札幌市中央区大通西１９丁目：各回、共通）
　・参加者数：１４名

【第２回：療養型・精神型病院の看護師対象】
　・日時：平成２４年１１月２９日（木）１８：００～２０：００
　・講師：北海道大学病院 感染制御部 副看護師長 感染管理認定看護師　小山田　玲子　氏
　・参加者数：１６名

【第３回：療養型・精神型病院の看護師対象】
　・日時：平成２４年１１月３０日（金）１８：００～２０：００
　・講師：北海道大学病院 感染制御部 副看護師長 感染管理認定看護師　小山田　玲子　氏
　・参加者数：１６名

　各医療機関の実情に即した院内感染対策の向上を図るため、病院の看護師を対象に、少人数制に
よる参加型のセミナーを開催した。「院内感染対策の改善方策」をテーマに、計３回開催し、講義・
演習（手洗いチェック、個人防護具の着脱方法）・Ｑ＆Ａを行った。

出前講座
「賢い患者になりましょう！～上手なお医者さんのかかり方」
・講師：札幌市保健所医療政策課職員
・内容：医療に関する市民相談事例の紹介、医療機関を受診する際の留意事項等
・実施回数：４１回（町内会：１４回　企業：６回　老人クラブ：５回　など）
・参加者数：1,196名

　「出前講座」は、市民グループなどからの申込みに応じて、札幌市職員が地域に出向き、市の事
業等について説明を行うものであり、平成２３年度から、医療安全に関する出前講座「賢い患者に
なりましょう！～上手なお医者さんのかかり方」を開始した。

札幌市医療安全推進協議会
　協議会では、札幌市の医療安全施策及び医療安全支援センターの運営方針等について、評価・助
言・提案等を行っている。
　平成２４年度は、医療安全対策全般について検討する「基幹会議」を２回開催した。

【札幌市医療安全支援センターの年間の活動について協議】
●平成２３年度 札幌市医療安全推進協議会専門会議及び医療安全推進事業の実施報告
　・「市民相談結果の概要」及び「医療安全講習会の実施結果」等について報告し、了承を得た。

●平成２４年度 札幌市医療安全推進協議会の運営方針及び医療安全推進事業について
　・基幹会議の運営方針、医療安全講習会及び院内感染対策セミナー等の開催予定について説明
　　し、了承を得た。
　・「（仮称）さっぽろ医療ガイド」について、想定している構成・内容について説明し、各委員
　　の専門分野からの情報提供や意見交換等について御協力いただきたい旨、説明し了承を得た。

本会議の資料・議事録等は、札幌市医療安全支援センターのホームページに掲載し
ております。ホームページアドレスは裏表紙をご覧ください。

第１回基幹会議（平成２４年６月２２日）

【講習会・（仮称）さっぽろ医療ガイドについて協議】
●医療安全講習会等について
　・平成２４年度に実施した医療安全講習会・院内感染対策セミナーについて報告し、了承を得た。
　　→院内感染セミナーは定員１５名としているが、定員を増やしてはどうかとの意見があった。

●（仮称）さっぽろ医療ガイドについて
　・（仮称）さっぽろ医療ガイドの作成に向け、医療機関を受診する際の留意事項、病室内でのマ
　　ナー、退院時に確認すべき事項、薬の正しい飲み方などについて、委員の方から意見・提案を
　　いただいた。

第２回基幹会議（平成２５年３月１２日）

院内感染対策セミナー

会議要旨

市民対象の講座（出前講座）
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業等について説明を行うものであり、平成２３年度から、医療安全に関する出前講座「賢い患者に
なりましょう！～上手なお医者さんのかかり方」を開始した。

札幌市医療安全推進協議会
　協議会では、札幌市の医療安全施策及び医療安全支援センターの運営方針等について、評価・助
言・提案等を行っている。
　平成２４年度は、医療安全対策全般について検討する「基幹会議」を２回開催した。

【札幌市医療安全支援センターの年間の活動について協議】
●平成２３年度 札幌市医療安全推進協議会専門会議及び医療安全推進事業の実施報告
　・「市民相談結果の概要」及び「医療安全講習会の実施結果」等について報告し、了承を得た。

●平成２４年度 札幌市医療安全推進協議会の運営方針及び医療安全推進事業について
　・基幹会議の運営方針、医療安全講習会及び院内感染対策セミナー等の開催予定について説明
　　し、了承を得た。
　・「（仮称）さっぽろ医療ガイド」について、想定している構成・内容について説明し、各委員
　　の専門分野からの情報提供や意見交換等について御協力いただきたい旨、説明し了承を得た。

本会議の資料・議事録等は、札幌市医療安全支援センターのホームページに掲載し
ております。ホームページアドレスは裏表紙をご覧ください。

第１回基幹会議（平成２４年６月２２日）

【講習会・（仮称）さっぽろ医療ガイドについて協議】
●医療安全講習会等について
　・平成２４年度に実施した医療安全講習会・院内感染対策セミナーについて報告し、了承を得た。
　　→院内感染セミナーは定員１５名としているが、定員を増やしてはどうかとの意見があった。

●（仮称）さっぽろ医療ガイドについて
　・（仮称）さっぽろ医療ガイドの作成に向け、医療機関を受診する際の留意事項、病室内でのマ
　　ナー、退院時に確認すべき事項、薬の正しい飲み方などについて、委員の方から意見・提案を
　　いただいた。

第２回基幹会議（平成２５年３月１２日）

院内感染対策セミナー

会議要旨

市民対象の講座（出前講座）
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＊札幌市医療安全相談窓口のご案内＊
　札幌市医療安全支援センターでは、市民からの医療提供施設に関する相談に対
応し、問題解決の支援を行うための窓口として、札幌市医療安全相談窓口を設置
しております。

＊医療提供施設の皆様へのお願い＊

札幌市医療安全推進協議会委員

札幌市医療安全支援センター事業概要（平成２４年度版）

　札幌市医療安全支援センターに寄せられた市民からの相談について、医療提供
施設へ情報提供させていただく場合がございます。患者と医療提供施設とのより
良い信頼関係を構築するための助言と位置付けておりますので、御理解・御協力
をお願いいたします。

相談専用電話／０１１－６２２－５１５９
受  付  時  間／９：００～１２：００　１３：００～１５：００

＊札幌市医療安全支援センターの活動については、札幌市公式ホームページ内に掲載しております。

札幌市医療安全支援センターについてのホームページアドレス
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4imuyaku/f78anzenshien/index.html
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浅　水　　　正　　　　　　　札幌弁護士会
五十嵐　利　幸　　　　　　　札幌薬剤師会副会長
小山田　玲　子　　　　　　　北海道大学病院感染制御部副看護師長
川　畑　いづみ　　　　　　　北海道看護協会副会長
苗　代　智　子　　　　　　　日本医療安全調査機構北海道地域事務局
中　田　浩　雅　　　　　　　札幌病院薬剤師会常任理事
中　山　礼　奈　　　　　　　北海道医療ソーシャルワーカー協会副会長
南須原　康　行　　　　　　　北海道大学病院医療安全管理部副部長
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山　田　　　尚（副会長）　　札幌歯科医師会理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順　敬称略）


