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概要
「本当のことが知りたい」患者・家族の思いに、弁護士はいかに応えるべきか−。法律相談から提
訴、和解・判決までの実際の対応を

Amazonで吉川 壽純の患者側弁護士と家族のための医療事故訴訟。アマゾンならポイント還元
本が多数。吉川 壽純作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また患者側弁護士と
家族のための医療事故訴訟もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
つまり、患者側に損害が生じた場合は勿論のこと、医療従事者側（医師や看護師等）に損害が生
じた場合も含まれますし、また、損害が医療ミスによって引き起こされたものなのか問いません。 この
医療事故 . そのため、患者や家族が病院側と直接交渉しても示談が成立するケースは少なく、か

えって病院側との関係を悪化させてしまいかねません。
この結果、多くの場合、患者側から訴訟を起こし、判決や裁判手続きの中で解決することとなりま
す。 日本の法律では、必ずしも裁判のために弁護士に依頼する必要はありません。しかし、医療過
誤では、証拠保全手続や、法廷で専門医学的内容について主張し、医師を尋問する必要があり
ます。このため、ほとんどの場合、早い時期から弁護士に.
医療事故情報センターは、「患者側で医療過誤裁判にかかわる弁護士」の団体で、医療過誤事
件の解決事例集の発行、カルテの翻訳、医学文献・判例の検索、協力医の紹介など患者側弁
護士のための情報交換の活動を行っている。医療過誤原告の会は、医療過誤による被害者とそ
の家族の集まりで、被害者の救済を求めるとともに医療過誤の.
みずほ法律事務所は大阪府医師会の顧問弁護士として医療紛争事案の取扱実績が多数ありま
す。医療法や特殊な法規制が絡む医療事故の . 対応が不適切であると判断した患者さまご本人
やご家族は感情的になりやすいため、その後も理解を得られず、歩み寄りにも応じてもらえなくなって
しまいがちです。 緊急処置での事故や先進的な術法を.
2006年3月2日 . 患者側弁護士と家族のための. 医療事故訴訟. 弁護士 吉川壽純 著 . 本当の
ことが知りたい」 患者・家族の思いに、弁護士はいかに応えるべきか。 □ 法律相談から提訴、和解・
判決までの実際の対応を、ベテラン患者側弁護士が経験をふまえて解説する、医療事故訴訟の
生きた手引書！
また、患者・家族として得心のいかない点について説明を求めたりする説明会の開催を申し入れた
り、その際の説明を求める事項を検討するといったことのお手伝いが出来ます。 医療機関にとっても
予想外で死因がはっきりしない場合には、病院側から解剖の申出があったり、死因究明のための厚
労省のモデル事業への協力の申出があったりします.
2016年10月18日 . こうした時、遺族、家族はどうしたらいいのか？「森本毅郎・ . ですので、医療事
故にあったら、この「医療事故調査制度」を使えばいい、と言いたいところなんですが、実は、これが、
あまりうまくいっていないんです。 . 医療事故に就て、患者側と病院側の間に弁護士が入って話しあ
う「医療ADR」という制度もあります。訴訟より簡便.
2017年8月21日 . 基本的には、医療行為を受けた患者やその家族が、病院や医師を相手に訴え
を起こすのが一般的です。 医療訴訟の新規発生件数は、2000年を境に増加傾向にあります。ま
た、未解決の医療訴訟件数が毎年1,600～2,200件ほどあるため、決して人ごとではないと言えるで
しょう。 【医療訴訟（医療過誤含む）発生件数の統計.
たとえば手術後の縫合不全による出血について、医療側は手術に伴う不可避的な合併症であると
患者に説明しますが、患者側にとっては縫合不全は医師の手技ミスであっ . 不幸にも不可避的な
合併症による医療事故が発生し、患者が亡くなるか、重篤な後遺障害が残った場合に、患者の
受診に付き添っていた家族は、医療機関の献身的努力に.
裁判所、患者側医療機関側双方の弁護士、訴訟コ. ンサルティング会社などさまざまな機関・立
場の. 人と接し、1970 年から 1980 年代にかけての医療. 過誤訴訟の充実が医療事故防止のため
のリスクマ. ネジメントを進め、医療過誤損害保険制度を充実. させていることを見聞きしてきた。ま
た、2000. 年には、「患者の権利オンブズマン」と「患者の.
相談に来られる方も、ご家族がお亡くなりになった方の遺族をはじめ、医療事故の被害者となったご
本人、ご本人が入院中のためご家族が代理でいらっしゃることもあります。 . かりに、カルテ等を入手
されていたとしても、医師と患者側とでは、当然のことながら、専門知識に大きな差があるので、患
者さんの側で専門知識を踏まえて問題点を指摘する.
当然のことですが、原告である患者側が弁護士に訴訟委任した場合、その間の報酬や費用はすべ
て自腹で負担することになります(なお、法テラスからの費用立て替えについては 103 ページ参照)。
たとえ勝訴しても、弁護士費用を被告側から取れるわけではありませんし、敗訴した場合は逆に被
告側の訴訟費用(弁護士費用は除く)を負担することに.
患者に死亡や後遺障害といった重大な結果が生じたからと言って，直ちに医療機関側が患者や家
族に対して法的責任を負うわけではありません。少なくとも医療機関側に法的責任が生ずるために
は，医療行為が通常の水準と比べて劣っていたこと（法律用語では「過失」があるといいます。）が必

要となります。 しかし，手術中のガーゼ遺残等ミスが.
2017年6月1日 . 患者・家族向け。医療被害に立ち向かうために、自分でできるカルテの証拠保
全、レセプト開示、解. 剖による死因究明、判決以外の決着方法について、分かりやすく . 判例、
訴訟について. 上田智司著『医療事故の法律相談Ｑ＆Ａ』（法学書院、2013）【一般１階：498.12
／ウ】. 患者側、医師側の両面からのＱ＆Ａをまとめています。
医療事故の疑いがある場合は迷わず相談するといいでしょう。専門的な立場から言い負かされるこ
ともあるため第三者機関に相談するというのが効果的で、時には情況証拠を得ている必要もありま
す。
神戸・兵庫・大阪など、関西圏で医療事故・医療過誤のご相談なら弁護士小野郁美へ。医療
事件のみを取り扱う、医療事件に真摯に取り組む弁護士が、カルテ等の診療記録の入手（証拠保
全）から綿密な調査を経て、交渉や調停、訴訟を支援いたします。
医療事故被書者遺族. 永井裕之. 『医療の良心を守る市民の会」 代表. 患者の視点で医療安
全を考える連絡協績会 代表. あの時からー 0年. 「当時かち比べて翼わらはし置よ」 .. 原告 (患者
側)、. 弁護士とも素人、 裁判官も素人、 被告 (病院) は専門家のため、 輸血ミスのよ うな明白
な事例はよ. いのですが、 専門性が問われるよ うな事例では被告.
2017年12月25日 . 医療事件を扱う専門弁護士が、医療事故に遭わないための「患者力」、医療
紛争の解決法を徹底解説 . 医学博士を持つ稀有な弁護士として、一貫として医療事件に携わる
石黒麻利子弁護士の初となる著作。 超高齢化 . たとえば医療裁判は患者やその家族が起こして
いるというイメージが強いが、実際は病院側の弁護士である。
医療訴訟（患者側が、医療機関側に対し、不適切な医療行為により損害を被ったとして、その賠
償を求める民事訴訟）を中心的なテーマにして、医療に関する問題について解説。 . また、病院側
が医療事故の可能性があると認識していても、そのことが患者家族に説明されていない場合や、事
故調査を行ったにも関わらず、患者家族に報告書を用いて.
ミス（過失）と言えるためには，死亡に至る原因となった疾患・障害及びその悪化などが医療者に予
見でき，それを避けるための手段があったのに，そのような手段をとらなかったことが必要です . また病
院側がミスを認め，賠償・補償に応じるという場合には，弁護士に依頼しなくても，医療機関と患
者・家族側の話し合いで決着がつくケースもあります。
医療過誤. 弁護士と看護師による医療過誤（患者側）の相談. ひろしま市民法律事務所は、専ら
患者側の立場で、医療過誤事件を扱っています。 . 医療過誤による損害賠償請求をするには、上
記のように多額のお金がかかるうえ、一般の訴訟に比べ勝訴率は高くありません。 依頼者の方に
とって、弁護士に依頼するメリットがある案件は、事実上この.
緑オリーブ法律事務所が名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にご家族・中小企業の
トラブルをサポート. . 弁護士登録後は、環境事件や欠陥住宅を中心とする消費者事件を始め
様々な分野の事件を取り扱いましたが、現在では、医療事故（患者側）と子どもの事件（少年事
件・虐待事件等）を特に重点的に取り扱っています。 医療事故.
こうした医療過誤・医療事故及び訴訟に関する知識や、医療過誤・医療事故に強い弁護士・法
律事務所を紹介します。 .. ひとつは医療側と患者との間で結ばれた契約上の義務違反として(民
法415条)、もうひとつは「医療機関が不法行為を行った」として(民法709条。医療機関が公的 . 患
者や家族がすべきこと--争うことになった時のために. 医療.
医療事故遭遇患者・家族のもつ感情. ―訴訟事例から. 奥津康祐. 社会に大きな衝撃を与えた
横浜患者取り違え事故、都立病院ヒビテン点. 滴事故から 10 年以上が経過した。その間、医療
事故 ... 的知見に明るくない患者側には難しいため（医療側でも判断が難しい場合す. らある）、 ..
通常要するであろう弁護士費用という点からは敗訴判決に等し.
中村先生は、大阪府医師会をはじめ公立・私立病院の顧問を務められるほか、医療側の弁護士
とし. て数多くの医療訴訟に携わっておられます。 医療訴訟と薬剤師の .. が発生したときに、事故
後の対応や説明が不十分で、. 患者さん側の理解が得られない場合に医療訴訟を. 起こされる
ケースが多くみられます。患者さんやご. 家族への対応方法.
ふつうの民事裁判の原告勝訴の割合が８０～８５パーセントといわれるなかで、医療事故訴訟は２

０～２５パーセントと明らかに低い数字です。 平成１６年には３９．５パーセントまで上がっていました
が、近年は患者側に厳しい傾向にあります。医療事故訴訟を担う弁護士は、医療の専門性、病
院の閉鎖性とも戦わなければならないため、医療被害の.
しかし、現在は、患者側弁護士も、医療文献を容易に手に入れることが出来るようになり、約３
０％が勝訴するようになっています。 . 医療過誤訴訟には高度な専門知識が必要であり、通常法
律事務所においても相談のあった件について、即座に対応することが難しい場合がほとんどです。
当事務所ではいち早くご相談に対応するために、 以下のよう.
また、医療機関特有の法律問題である患者トラブル、医療事故、医療過誤訴訟などにも対応し
なければなりません。 これら医療機関特有の問題を含むあらゆる法律問題を適切に解決するため
には、医療に関する各種法令に精通し、医療機関の法律問題を取り扱い、医療過誤訴訟を中心
とする紛争を実際に解決した実績を持つ弁護士にご相談頂く.
医療過誤訴訟の件数は年々増加していますが、その争点は、問題になる医療行為が医療水準を
下回るものであるかどうかが問題になる点で、複雑かつ専門的である上、医療機関側の責任（過
失行為等）は原告（患者側）の方で積極的に証明する必要があるため、一般的に患者側は苦戦
を強いられます。 医師の助力が豊富に得られる病院側と対等.
2014年1月12日 . 【弁護士ドットコム】命にかかわる病気で、もし家族が誤診されたら――。妻（当
時28 . しかし、それでも患者本人や残された遺族は、医師の謝罪を求め、何が起こったかを知りた
いがために提訴する。 なぜ、患者 . 医療過誤事件においては、患者側の弁護士は、訴訟にする前
に医療機関側と話し合いの機会を持つのが通常です。
2017年3月15日 . ただ、患者さんが亡くなられた場合には、その死亡の原因、つまり死因を特定でき
るかどうかが、この後ご説明する医療事故、医療過誤訴訟の重要なポイントの一つです。死因が .
それだけではなく、最近では、患者さんや家族ご自身で医療機関に対して開示を請求すると、比較
的簡単な手続で医療記録を開示してもらえます。
沖縄医療事故問題研究会代表 三宅 俊司. 医療事故事件は、極めて専門性が高く、しかも、そ
の多くに密室性があり、患者及びその家族からみると、 どうしても納得できないと思っても、医師の
責任を明らかにすることが困難な場面に遭遇します。 弁護士にとっても、患者側にたって弁護活動
をするには、医学的知識・常識が必要となり、 また、協力医.
安全な医療を求めて. -患者側弁護士の立場からデ _. 南山大学法末子大学辞完教授 弁護士
カロ 藤 良 夫. 未ム野ま・弁護士になって 38年になりますが、 これまで、 患者側の弁護士として、
それぞれの. ケ…スごとに . 被害者も「事故防止」の〝乗一トナ一に わち、 医療事故で柔皮害を
受けた患者-家族は真 ... また、 刑事訴訟による医療事故の.
弁護士になったころから、医療に関わる問題に取り組んできました。２０００（平成１２）年ころから
は、医療に関わる問題以外はお引き受けせず、医療に関わる問題だけを . 医療事故にあった患者
さんやご家族の適正な被害の救済と、より安全で質の高い医療の実現のために、努力していきたい
と思っています。 . 実践医療過誤訴訟（日本評論社）
2017年3月15日 . 患者・家族として納得するために. 医療調査で終わるにせよ、損害賠償請求す
るにせよ、そして医療過誤訴訟を提起するにしろ、患者・家族が納得して意思決定していくことが必
要です。 患者側弁護士としてお手伝いするのは、もちろん医療過誤といえるケースにおいて適切に
被害回復を図ったいくことにありますが、加えてご一緒に.
患者側弁護士と家族のための医療事故訴訟 - 吉川壽純 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送
料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
医療事故ゼロのための６０の鉄則. ~事例・判例から学ぶケーススタディ60~. 当事務所で担当した
医療事故・訴訟の概要（経過・結果，判決内容等）をわかりやすく解説していますので、参考にして
ください。
傷害事故に遭ったら、手遅れにならないために（医師側に緊急に真剣な対応を求めるために）も、
患者側もすみやかに気づくことが大切です。患者側が心配しているのに、医師が「大丈夫、大丈
夫」と気休めの言葉を連発するような場合に、手遅れになっていることが多いためです。 実際に、傷
害事故の患者被害者・家族はすぐに気づいて、医師や病院.

医療側を調査し追及する為には医療側が持っている診療記録が重要となります。病院側のカルテ
改ざんのリスクを防ぐ為の証拠保全、示談交渉は患者や家族だけでは難しいものがあるからです。
弁護士に依頼した後の流れとして、まず病院側と示談交渉を行います。示談交渉が決裂した場合
は調停となります。それでも解決しない場合は訴訟になり.
2017年12月25日 . 医療事件を扱う専門弁護士が、医療事故に遭わないための「患者力」そして、
医療紛争の解決法を徹底解説 医学博士を持つ稀有な弁護士として、一貫として医療事件に携
わる石黒麻利子弁護士の初著作。患者側の思いはもちろん、医療者側の事情にも精通してお
り、著者にしか書けない医療事故の舞台裏が詳細に綴られている.
医療・介護. ご自身やご家族が医療行為を受けた後、予期せずに後遺症を負ったり、お亡くなりに
なってしまった場合、医療機関への怒り・悲しみを感じると共に、その医療行為 .. この3人の属性
は、一人がもっぱら患者側で活動している弁護士、もう一人はもっぱら医療機関側で活動している
弁護士、最後の一人は仲裁経験豊富な弁護士の3名から.
すでに患者支援団体などは、遺族の相談窓口を用意するなどして、医療側の対応を注視してい
る。このよう . 浜松医科大学医学部教授で、医師と弁護士のダブルライセンスを持つ大磯義一郎
氏は、厚生労働省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の構成員を務めた。今回の .. 病
院側弁護士にも業界利益のためと賛同している者もいます」.
愛知県名古屋市の弁護士～医療過誤・医療事故・医療ミス（患者側）のご相談
～・・・・・・・・・・・・・・・・ 名古屋市中区丸の内三丁目５番３５号 弁護士ビル６０２号・・ ＴＥＬ（０
５２）９７３－０８８５ ＦＡＸ（０５２）９７３－３８７７・・. 寺本法律事務所. サイトマップ · お問い合わ
せ · トップページ; 事務所概要. ごあいさつ · 弁護士プロフィール · 弁護士としてのポリシー.
2016年3月30日 . 法律上は、医師ないし病院と患者の医療契約が基本で、当然「対等」な関係
ですが、これは建前で、私でさえ家族や自分が患者として医師に接すると、条件反射的に平伏して
しまいそうになります。この患者側の心裡が頻発する医療過誤に関係があると私は思います。 同じく
先生と呼ばれる専門職である点で弁護士と依頼者の関係.
2011 年 12 月 22 日ロイヤリング講義. 講師：弁護士 許 功 先生. 文責 渡辺 望. 医療事故と交
通事故. ～医療過誤法入門～. Ⅰ．はじめに. 私は 1980 年に阪大法学部に .. 医療訴訟に. おい
ては実際に結果が発生した場合、過失の立証は患者がしなくてはならない。条文に. 反しているよ
うに見えるかもしれないが、過失の特定自体は患者がしなくて.
医療行為によって生じた結果から遡って過失の有無を検討するため、結果回避義務を認定されや
すく、処罰が拡大するという恐れがあります。 医事紛争処理委員会の役割 医師会の会員から医
療事故の報告を受けた際に、患者側と交渉したり、弁護士を選任して解決にあたる委員会で、各
都道府県や地区の医師会に設置されています。 医療ADR（.
医療行為は、患者さんの心身に積極的な加療を行うことが多いものであるため、万一、投薬や手
術等に過誤があれば、患者さんの生命・身体に重大な悪影響を及ぼすことになります。また、医師
が、病名の診断や治療方法等に関する判断を誤った場合も同様の危険が生ずることになります。さ
らに、患者さんや患者さんのご家族等に対する医師の.
医療事故に直面した患者・家族が求めるものは、「真相の究明」「医療側の誠実な対応」「事故
の再発抑制」「金銭的賠償」など、複合的です。 . 医療事故市民オンブズマンメディオの調査で
は、医療裁判を経験した患者・家族のうち、66％が弁護士に不満を持ち（訴訟弁護士満足度：や
や不満22%、とても不満44%）、71％が訴訟後も納得していませ.
医療過誤（医療事故）における法律上の医師の責任は、民事責任・刑事責任及び行政上責任
が考えられます。 . 判決の場合、患者側の勝訴率（判決に至った事案のうちで、原告が全部又は
一部勝訴した率）は、だいたい３割から４割くらいです。 . 訴訟を起こして負けた場合は、相手方の
弁護士費用も負担しなければならないのでしょうか？
事件判決及び医療の安全について、公正な議論がなされることを求めま. す。 第２ 声明の理由. １
はじめに. 兵庫医療問題研究会（以下「当研究会」という。）は、医療におけ. る人権確立、医療
制度の改善、診療レベルの向上、医療事故の再発の. 防止、医療被害者の救済等のため、医療
過誤裁判を患者側で担当する. 弁護士の立場で、医療事故.

通常、医師は、手術前に、手術の内容や手術によって生じ得る障害などのリスクについて患者やそ
の家族に対して適切な説明を行い、患者やその家族から手術に対する同意を得なけれ . 弁護士
にご依頼いただければ、各種書類の作成や、警察署への同行など、犯人を処罰してほしいというご
意向を実現するための法手続上の手助けが可能です。
2016年12月6日 . 医療過誤事件の減少 私は「医療事故問題研究会」という医療過誤事件の患
者側弁護士の研究会に所属しているため，常時，複数の医療過誤事件を受任しています。 . 全
国の裁判所の統計によると，平成4年に全国の地方裁判所に提訴された医療過誤訴訟は370件
でしたが，その後は増加を続け，平成16年には1,110件の提訴.
医療機関の医療過誤による責任が認められるためには，行われた医療が水準以下のものであった
ことと，それにより被害が生じたことが必要です。そのため，医療機関に . 医療現場で何が起きたの
かについては，患者さんやその家族の与り知らないところで行われていることも多く，これを追求するこ
とはとても難しいことです。これを覗き見ることの.
2017年12月25日 . リリース発行企業：株式会社扶桑社医療事件を扱う専門弁護士が、医療事
故に遭わないための「患者力」、医療紛争の解決法を徹底解説医学博士を持つ稀有な弁護士と
して、一貫として医療事件に携わる石黒麻利子 . たとえば医療裁判は患者やその家族が起こして
いるというイメージが強いが、実際は病院側の弁護士である。
カルテを入手することもできますが，できるだけ治療の経過や，医師や看護師の発言などをメモして
おくと有効です。 医療過誤訴訟は難しい事件で，患者側が勝訴するのは容易ではありません。し
かし，最近は，調停で専門の医師が調停委員として関与したり，訴訟の場合は鑑定が行われたり
するため，昔に比べて患者側の申立てや訴えが通り易く.
医療過誤を含め医療訴訟は、通常の訴訟と違いその専門性により被害者側にとって非常に不利
な争いになってしまうことがあります。そして被害者やその家族のやり場のない怒りは刑事告訴へと向
かいます。一方で、医者 . 医師は訴訟に巻き込まれるのを防ぐため、必要以上の検査をしたりリスク
の高い治療を避け患者をたらい回しにします。これを.
真相の究明」を願い、. 患者側に対して「誠実な対応」をしたいと. 願い、同様の苦しみを背負う患
者・家族を. 増やすことのないよう「事故の再発防止」. を願い、必要な金銭的賠償の提供も必要
と. 考えている。そして同時に、医療者自身も. 大きな心理的打撃を受けており、回復する. ための
ケアを必要としている。 しかし、訴訟は対立構造を前提としてお.
仙台の弁護士、一番町法律事務所です。5名の弁護士が、債務整理・離婚・相続・交通事故・
労働事件など幅広い分野に対応致します。 . 医療過誤事件の特徴. 元気だった家族が検査で
ひっかかったために病院に入院し手術を受けたが、直後に急死してしまった、この場合のご遺族の悲
しみはいかばかりかと思います。 . コピー代は患者負担です。
日本の研究班は、この制度が患者側にも医療従事者にも大きなメリットがあるうえ、導入した国で
は医療事故も減少傾向にあると結論づけ、2009年1月に、まず医療事故による訴訟の多発により
敬遠される産科で特に重度脳性まひを対象にして日本で初めて導入された。現存の民事訴訟を
中心とした医療被害救済制度では金銭賠償と原因究明・.
2010年3月28日 . 損保の審議会が検討するのは、「勝てるか負けるか」である。オーバーラップして
いるにしても、医療過誤があったかどうかではない。 さて。本題。 患者や家族が、弁護士に相談す
ると、断られることがよくある。その理由は、いくつかある。 １）患者側の勝率の問題。 金の問題なの
だから、弁護士は、勝てそうもない裁判を受けない。
「本当のことが知りたい」。患者・家族の思いに、弁護士はいかに応えるべきか―。法律相談から提
訴、和解・判決までの実際の対応を、ベテラン患者側弁護士が経験をふまえて解説する、医療事
故訴訟の生きた手引書。
当事務所では、患者側代理人として、医療過誤事件に取り組む弁護士が所属しており、医療過
誤事件にも積極的に取り組んでおりますので、もし、皆様や皆様のご家族が病院等の . 医療過誤
裁判は専門的な訴訟であるため、一般的な民事訴訟と比較して審理期間が長いとされています
が、裁判所及び医療過誤事件に取り組む弁護士双方の努力.
に対する制裁など，必ずしも弁護士側に積極的に受け入れられるとは限ら. ない施策がテーマに

なっていたにもかかわらず， . ぐる近時の状況，医療事故を予防するための取組及び医事紛争を防
止・解決. するための取組について説明された。 .. 医療事故の調査制度の検討，患者家族と医療
従事者との対話の促進. 及び産科医療補償制度の４点.
管理部門の設置 ③患者相談体制の確保、が義務づけられた。 (3) 同規則第12条（2004年）. 特
定機能病院、国立病院等に対し、医療事故の２週間以内の報告（報. 告先は財団法人日本医
療機能評価機構）が義務づけられた。 ２．診療情報の共有と患者側の納得. 前述した患者・家
族の心情に照らすと、紛争解決のためにまずもって行. われるべき.
というのは，刑事の検察官が民事では原告側弁護士になるだけで，どちらも脈の取り方一つ知らな
い素人であることには変わりがないからです． . 実はすでに90年代初頭に、訴訟（民事）大国である
米国で医療事故訴訟のアウトカムについて系統的な研究が行われ，医療事故訴訟は被害者を救
済しないというエビデンスが出ています（関連記事）．
新潟みなと法律事務所では、医療過誤被害を受けた患者側の立場から、訴訟等による被害救
済と、よりよい医療の確立を目指して活動しています。
2015年10月14日 . しかし、病院は家族が納得できる回答を出させなかった。その結果、医療訴訟
が始まる――。 これは患者にとっても病院にとっても不幸なことだ。双方ともに信頼関係がなくなった
上での訴訟である。しかも、医療事故訴訟を得意とする弁護士が極めて少ないため、多くのケース
では原告（患者側）が不利な訴訟としてスタートする。
Amazonで加藤 良夫, 増田 聖子の患者側弁護士のための実践医療過誤訴訟。アマゾンならポイ
ント還元本が多数。加藤 良夫, 増田 聖子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
また患者側弁護士のための実践医療過誤訴訟もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
シリーズ：指導医のために プロフェッショナリズム. 内科医に対する医療安全教育. ―医療事故裁判
への関わりと鑑定の . 者側弁護士・医療事故被害者とその家族・良識. 的なジャーナリスト等様々
な人たちと知り合い，. 当時の日本の . 患者取り違え事故が起こり，日本における医療. 事故対策
が大きな転換点を迎えた年だった． 2002 年 4 月から.
予期できたか否かは患者の病状から判断するもので，一般的な死亡の可能性について説明しただ
けでは「予期していた」ことにはならないのですが，医療法施行規則第１条の１０の２は，医師が患
者家族に死亡が予期されることを説明していたか，診療録等に記録していた場合は「予期しなかっ
た」死亡に該当しないとしているため，事前に患者家族に.
医療者のための医療紛争対処ハンドブック」（日本医療情報センター発行）を執筆した、医師であ
りながら弁護士としても活躍する竹中郁夫さんに最近の医療訴訟事情を聞いた。 . 医療事故やト
ラブルには明らかに医療機関側に非があるものから、ごく普通の経過をたどったにも関わらず患者側
からクレームがついた場合などまで、実にさまざまです。
2015年4月25日 . １ はじめに 代表弁護士の川村です。私はこれまでの執務経験の中で医事紛争
（医療過誤）の相談・訴訟案件も相当数手がけてきました。今回は、医療事故を巡る紛争につい
ての法律知識を連続３回で採り上げたいと思います。 私が、これまで取り扱った主な訴訟には、次
のようなものがあります。下記はすべて患者側の代理人.
Q6 他県の病院での医療事故ですが、岡山医療問題研究会で相談できますか。 Q7 ８年 . 医療
機関側の患者・家族に対する説明不足（説明義務違反）も、広い意味では医療事故と言えま
す。 . したがって、必ず裁判をしますと約束することはできませんが、弁護士は、依頼者とよく協議した
うえで、依頼者のために最適な解決方法を提案いたします。
当事務所では、専門性の高い医療事故、交通事故分析などの相談を承っています。 医療事故
(医療過誤). 自分や家族が医療事故被害に遭ったのではないかとお考えになっている、患者側から
の法律相談を行っています。 医療訴訟は、通常の裁判と異なり、 . 当事務所の弁護士は、常に研
鑽・経験を積み、医療事故に対する相談にあたっています。
病院内における弁護士の役割～. 医療法人医誠会. 弁護士 竹 本 昌 史. 第１ はじめに. 第２
業務内容について. １ 医事紛争対応業務. ２ 法務関連業務. ３ 訴訟対応業務 . 時期を同じくし
て発生した横浜市立大学医学部附属病院での患者の取り違え事故1や都立広尾病院 .. あり、
当法人では、危機管理業務のために元警察職員を採用している。

患者側弁護士のための実践医療過誤訴訟。加藤良夫氏。増田聖子氏。日本評論社は1918年
創業。法律時報、法学セミナー、数学セミナー、経済セミナー、こころの科学、そだちの科学、統合
失調症のひろば、など評価の高い雑誌を定期刊行しています。
弁護士 谷直樹 （中央大学法学部卒業、司法修習４９期、第二東京弁護士会所属）. －患者
側弁護士としての情熱の源－ 医療事件は私のライフワークであり，私の生きがいです． その理由
は，以下のとおりです． 医療被害に遭われた患者家族が，医療に求める願いは，人によっても違う
でしょうが，おおよそ次のようなものだと思います． 元に戻して.
お手元にあります「医療被害防止・救済センター構想」（Ｐ．１１）と書いてあるものと新聞記事のコ
ピー（末尾資料１）と、「患者の権利法をつくる会」のニュースに書いたもの等を参考にしながらお話
しさせていただきます。質問やご意見等を沢山聞かせていただきたいと思いますので、どうぞ遠慮なく
聞いて下さい。 ２．医療過誤の概念. 医療事故の話をする.
弁護士法人ALGの医療専門チームとは. ALGの医療専門チームとは. 医療専門チームとは、医療
事件を専門的に取り扱う弁護士によって構成されているチームです。 弁護士法人ALGがこのような
専門チームを創設した理由は、医療事件を取り扱う弁護士の専門性を強化するためです。 日本
国内の伝統的・典型的弁護士事務所は、多くの取扱い.
2011年8月20日 . その結果、出来上がったのが医療事故調であり、その原案には、警察や患者側
弁護士など、医療現場に強く介入した側の意見が反映されました。 . を信じてやってくる患者、家
族にちゃんとした説明もできずに訴訟をして惨敗では、面目丸つぶれどこ ろか個人の財布から相当
額の着手金をとっていますから弁護士懲戒をかけれらて.
当事務所の弁護士は、みなそれぞれに、患者側代理人として医療事件に関わっています。 医療事
件に関わっ . このホームページでは、そうした私たちの経験を踏まえた、医療事故に対する向き合い
方、医療機関側との折衝、証拠収集や調査のポイント、交渉、訴訟における対応のあり方などを
手続の流れに沿って、可能な限り、説明してまいります。
医療は誰のものかという問いのもと、患者のための医療を求めて97年10月に設立された市民団体
です。 . 医療過誤訴訟の患者側支援と情報交換を目的とする弁護士の組織です。 医療事故調
査会. 医療事故調査会は、医療事故の鑑定を柱に活動している医療従事者の団体で、弁護士
. 脳損傷による遷延性意識障がい者と家族の会「わかば」.
2008年8月10日 . 信頼できる弁護士への頼み方がわかる。内容証明郵便の書き方や示談交渉の
仕方も解説。民事訴訟や刑事手続きについてよくわかる。損害賠償算定のための基本的なルール
がわかる。医療訴訟をするうえで必要な法律知識を網羅。示談書、訴状の書き方から鑑定、証拠
保全まで、納得できる結論を導くための指南書。
医療事故・過誤に遭った患者・家族が裁判に訴えることはある意味で当然のことであり、患者・家
族が怒りと勇気をもってこれまでに多くの医療裁判を闘ってきたことにより、 . 医療訴訟が困難な理
由について、医学を学びながら患者側に立って医療裁判に長年関わってきた加藤良夫弁護士（南
山大学大学院教授）は、第一に過失の主張・立証のため.
医療事故は弁護士が扱う案件の中でもっとも専門性が高いものです。しかし、医療事故裁判は2
年以上かかる可能性が高く、患者側の勝訴率は2割程度しかありません。したがって、安易な提訴
は患者側にも医療機関側にも過大な負担をかけますから、医療事故では十分な事前調査と検討
が不可欠です。当事務所は大阪医療問題研究会に属し、.
まず本人訴訟は無理です。 弁護士、それも医療過誤事件に詳しい方にお願いしなければ、まとも
な訴えすらできないかもしれません。 引き受けていただくのに３０万円くらいかかるでしょう。 さらに証
拠保全をしなければなりません。 相手の病院にあるカルテやレントゲン写真等の医療記録が対象で
す。 相手に改ざんされないために.
2017年12月25日 . B 病院としての統一見解と患者側への説明（ｐ３）. C 事故報告（ｐ４）. D 医
療過誤を疑われた場合の対応（ｐ５）. E 証拠保全時の対応（ｐ６）. F 訴訟提起された場合の . め
るために、患者の安全を優先して、病院の総力を上げ必要な治療に全力をあげ . この場合、患者
及び家族のプライバシー保護の観点から適切に対応すること。
社会が医療に要求するサービス品質の水準が高まっているためか、あるいは技術の高度化と同時

にリスクも高まっているためなのか、患者やその家族が「治療がうまくいか . このように医療裁判の現
実は患者側にとって厳しいものがありますが、旭川地裁の管内でも患者からの依頼に応じて医療裁
判を積極的に手掛けている弁護士がいます。
2010年6月2日 . 堤氏が懲戒請求を行ったのは、交通事故で病院に搬送され、搬送2日後に死亡
した患者側の代理人弁護士。同弁護士は、医療事故に伴う損害賠償請求を行い、さらに数年
後、交通事故の加害者に対しても損害賠償訴訟を起こすことにより、損害賠償金を二重に受領し
たことに関与したことが懲戒処分の理由だ。 「弁護士の行為を.
福島・郡山の弁護士 きつ法律事務所 > その他一般民事 > 医療トラブル. 医療トラブルのご相談.
医療事故かなと思ったら、一生後悔しないための損害賠償請求の準備が必要です！ . 人為的な
原因が考えられる場合でも、患者側に原因があって事故になってしまった場合と、病院や医師に問
題があって事故が起きてしまった場合があります。
医療過誤事件の患者側代理人業務のみを取扱分野としています。 ○医療過誤事件について、患
者さんの代理人として次のような事項に対応しています。 1）法律相談 2）調査 3）示談交渉 4）調
停 5）紛争解決センターあっせん仲裁手続 6）訴訟 ○次のような事項にも対応しています。 1）病院
が開催する事故調査委員会への対応 2）日本医療安全.
はじめに～「もしかして医療ミスでは・・・？」と、思ったら。 自分や家族が患者として受けた診察や手
術などの医療行為が原因で、 予想もしなかった結果が生じてしまった、そう感じたなら弁護士に相
談してください。 医療過誤に関する調査や訴訟は、専門分野を対象にしていますので、一般的な
事件とは異なる特徴があります。 どのような医療行為が.
医療ＡＤＲの申立は，他の通常のＡＤＲの申立手続と特に異なるところはあり. ません。ただ，１）医
療事故をめぐる事案は，高度の専門性を有することから医. 療弁護士（患者側・医療側）による医
療特別候補者名簿を用意し，また，２）医. 療事故の当事者の方が，求める内容が，① 真相究
明，② 謝罪，③ 再発防止，④. 金銭的賠償などと多様である.
2010年2月25日 . 【医療機関側の思い】. • 最善の処置を心がけているが、治療には限界. があ
る。 • 患者、家族には既に説明をしているので、何. 度も同じことを説明する必要はないの . の保護
及び良質かつ適切な医療を効率. 的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康. の保持に
寄与することを目的とする。」 法的リスクとは. 訴訟リスクとは.
医療事故（医療過誤）・患者側; 交通事故; 遺言・相続; 離婚・親権・養育費・親子関係; ＩＴ関
連紛争 . 札幌弁護士会 広報委員会副委員長; 同 総務委員会; 札幌医療事故問題研究会;
医療事故情報センター正会員; 新・北海道石炭じん肺訴訟弁護団; 北海道建設アスベスト訴訟
弁護団; 薬害肝炎北海道弁護団; 札幌弁護士会野球部（ローヤーズ）.
法律相談から提訴、和解・判決までの実際の対応を、ベテラン患者側弁護士が経験をふまえて解
説する、医療事故訴訟の生きた手引書！！ Q&A 敷金・保証金トラブル 改訂版. 発行年月日：
2010/04/23. 各種トラブルの解決策と予防策をQ&A形式でわかりやすく掲載！！ 医療事故の損
害賠償の実務. 発行年月日：2011/02/10. 医療事故の法律.
弁護士 伊東亜矢子（東京・三宅坂総合法律事務所所属）と弁護士法人名古屋総合法律事
務所が、愛知・岐阜・三重県・東京都の病院・クリニック・介護施設の医療事故・事件・クレーム、
法人の運営、労務 . 日々発生するクレーム対応、患者対応、家族対応から、事故対応、保険会
社対応まで、医療介護法務の隅々まで対応させていただきます。
当事務所では，一貫して患者やその家族の立場にたち，医療過誤被害の救済のために相談にの
り，事件解決のため努力をしております。 .. 従来医療過誤訴訟での勝訴は困難な実情がありまし
たが，最近の最高裁判例は，医療側に厳しい見方をしており，医療事故がやまない実情や世論の
動向等を意識しながら，中立公平で妥当な判決が目立つ.
当法律事務所には、医療事件（医療事故・医療過誤・医療ミス）に長年携わってきた経験豊富な
弁護士が多数在籍しており、医療問題専門の弁護士とスタッフによる医療事故専門事業部があり
ます。必ずお力になれると思います。是非ご相談下さい。

