
　皆様にはお元気で活躍中のこととお喜び申し上げます。第23回研究大会のご案内とお誘いを申

し上げます。

　第23回研究大会の大会長は、大阪青山大学健康科学部看護学科特任教授であられる古谷昭雄さ

んです。研究大会の題目は「手術治療における安全・安心対策―医療者・患者の立場から―」で、

今回は市民公開講座になるため参加料は無料になっております。場所は大阪市で、株式会社内田洋

行大阪支店ビルです。

　大会長講演は「不整脈手術の治療を受けてみて」で、古谷さん自身が受けたアブレーション治療

の経験をもとに講演してくださることと思います。

　基調講演１は愛仁会高槻病院副院長で不整脈センター長であられ、古谷さんの主治医であられる

山城荒平さんで「心房細動の現状と対策」をお話しいただきます。

　昼食の後は基調講演２として元気で長生き研究所長、日本笑い学会副会長、産婦人科医でかつ麻

酔科医であられる昇幹夫さんに「無痛分娩の現状と対策」についてお話しいただきます。

　続いてシンポジウム「手術治療を安全に受けるために―患者と医療者の立場から―」が行われま

す。発表予定者は患者の立場から YS プロカウンセラーの小玉英明さん、弁護士の立場から栄法律

事務所の弁護士で本研究会の事務局長の加藤良夫さん、医療者の立場からは愛仁会高槻病院手術セ

ンター看護科長の杉田扶希子さん、愛仁会高槻病院副院長で不整脈センター長の山城荒平さん、元

気で長生き研究所長、産婦人科医でかつ麻酔科医であられる昇幹夫さんです。コーディネーターと

して本研究会の理事であられる酒井順哉さん、齋藤悦子さんが加わります。すばらしいシンポジウ

ムとなることを期待しています。フロアからも活発なご意見をいただけたらと思っております。

　皆様と11月17日（土曜日）に会場でお会いできますことを楽しみにいたしております。
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第23回 医療の安全に関する研究会 研究大会 

  市民公開講座  

手術治療における安全・安心対策 
― 医療者・患者の立場から ― 

 

日 時：２０１８年（平成３０年）１１月１７日（土曜日） １０：００～１６：３０ 

場 所：株式会社 内田洋行大阪支店ビル２階 セミナー会場 （定員２００名） 

大阪市中央区和泉町２-２-２ 

（地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」８番出口より徒歩８分） 

参加費：無料 （申し込み不要） 
 

 

09:30   受付開始 

       総合司会 増田 聖子 （増田・横山法律事務所 弁護士） 

10:00   開会の挨拶 島田 康弘 （医療の安全に関する研究会 理事長、名古屋大学 名誉教授) 

10:15  大会長講演 「不整脈手術の治療を受けてみて」 

古谷 昭雄 （大阪青山大学健康科学部看護学科 特任教授） 

座長：齋藤 悦子 （穂の香学園 顧問） 

10:40  基調講演１ 「心房細動の現状と対策」 

      山城 荒平 （愛仁会高槻病院副院長、不整脈センター長） 

      座長：北野 達也 （星城大学経営学部医療マネジメントコース主任 教授） 

11:50   昼食休憩 

12:50  基調講演２ 「無痛分娩の現状と対策」 

      昇 幹夫 （元気で長生き研究所長、日本笑い学会副会長、産婦人科医、麻酔科医） 

      座長：堤 寛 （つつみ病理相談所 所長） 

14:00   シンポジウム 「手術治療を安全に受けるために ―患者と医療者の立場から―」 

      （コーディネーター） 酒井 順哉 （名城大学大学院 教授） 齋藤 悦子 （穂の香学園 顧問） 

（シンポジスト） 

       患者の立場から  小玉 英明 （ＹＳプロカウンセラー） 

弁護士の立場から 加藤 良夫 （栄法律事務所、弁護士） 

医療者の立場から 杉田 扶希子 （愛仁会高槻病院手術センター・看護科長） 

医療者の立場から 山城 荒平 （愛仁会高槻病院副院長・不整脈センター長） 

医療者の立場から 昇 幹夫 （元気で長生き研究所長・産婦人科医、麻酔科医） 

16:30   閉会の挨拶 大会長 古谷 昭雄 （大阪青山大学健康科学部 特任教授） 

 

主催：医療の安全に関する研究会 
http://www2.meijo-u.ac.jp/~sakai/iryou-anzen/index.htm 

後援：大阪市 大阪府 摂津市 箕面市医師会  

問い合わせ先： 

〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 1-35 

ハイエスト久屋 6 階 センター気付 

ＴＥＬ 052-951-3931 ＦＡＸ 052-951-3932 

プログラム 
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　日本の社会は今後ますます高齢化が進み不整脈にかかる人も今まで以上に増えると予想されます。

不整脈は健康な人でも起こる心配のないものから突然死を招くものまで色々なタイプがあります。

近年増加が目立つのが心房細動です。心房細動が続くと血栓ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞

を引き起こすことがあります。今回私自身が心電図検査で不整脈が見つかり不整脈手術の治療を受

けたので、一患者として不整脈のことを正しく理解して、そのうえで適切な治療を受ける必要性を

感じました。

　不整脈が分かればどのような不整脈なのか、どのくらい危険なのか、また治療が必要なのか等の

確認をしてそれに応じて対処することが大切です。不整脈の正しい知識を持ち、予防と再発防止の

ための生活上の注意点などをまとめてみました。話の内容としては

１．不整脈とは　

２．不整脈の種類には　

３．心房細動について　

４．治療法は

５．カテーテルアブレーション術とは　

６．カテーテルアブレーション術の説明内容について　

７．カテーテルアブレーション術についての説明書・同意書

８．カテーテルアブレーション術後の説明について　

９．手術前後の様子について　

10．食事療法と薬物療法について　

11．再発防止のためのキーワードとは　

12．まとめ

以上の内容で進めていきたいと思っています。

　特に今回カテーテルアブレーション術を受けることを決めました高槻病院は優秀な信頼できる医

師と最新の設備が整った病院でありました。普段かかりつけの医院である高島内科クリニックより

紹介して頂いた後、インターネットで高槻病院のホームページを開き調べてみました。

　当院の特色の中に高度専門医療の一部門に「不整脈センター」を見つけることが出来ました。そ

の中の説明には、センター長である山城荒平先生について「心房細動治療における心臓自律神経節

アブレーションにおいては本邦の第一人者であります」との記述があり、また「2015年７月より

古谷 昭雄

大阪青山大学健康科学部看護学科

■大会長講演　抄録

不整脈手術の治療を受けてみて
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本邦初導入となる磁気カテーテルナビゲーションシステム（ステレオタキシス）によるカテーテル

アブレーション治療を開始しました。磁気カテーテルナビゲーションシステムを用いることで放射

線被曝を軽減でき、より安全に複雑な不整脈を持った患者さまの治療が可能になります」との一文

があり、私の手術治療は山城荒平先生と最新の磁気カテーテルナビゲーションシステムにお任せし

ようと決心しました。患者にとって安全で安心な手術が受けられるということは、この上もない安

心感につながっていきます。

　さらに、安全、安心が保証された病院であるかどうかの情報も集めてみたところ「病院機能評価」

認定病院としての評価が Ver.6.0の認定証をもらっていたとのことでした。また患者の権利と責務

についてもそれぞれ三項目ずつあり、特に患者と医療者との信頼関係の下で良質な安全、公正な医

療を適切に受ける権利がありますとの項目と、患者自らの健康状態に関する情報を出来るだけ正確

に医療者に伝える責務がある旨の項目との共通点は、患者と医療者との間のコミュニケーションを

大切にしていることがよりはっきりと明示されていることが分かりました。

　チームワークについても医師、看護師、薬剤師、職員等がしっかりと連携を取り合っている姿勢

は十分納得が得られるものでした。アフターケアについても私の場合は約２ヶ月半に一度の定期検

診が予約されて、検体検査（血液検査）と心電図検査がおこなわれ、術後の健康状態をチェックし

て頂いています。

　まとめとして

１．早期発見・早期治療をする。

２．健診では心電図検査を受ける。

３．見識ある医師と設備の整った病院に行く。

４．安全・安心が保証された病院であるかどうかの情報を集める。

５．医師・看護師・薬剤師・職員とのチームワークや対応について見守る。

６．アフターケアやアフターサービスが充実しているかどうか。

７．入院中は不安要素がないかどうか。

８．入院中は身内（妻、子供等）の世話のみで見舞いは断る。

９．服用薬（高槻病院）ベプリコール錠、オルメサルタン OD 錠

10．服用薬（高島内科クリニック） リクシアナ錠、マグミット錠、

 ネキシウムカプセル、ヘルベッサー R カプセル

　私は年１回の職場での健康診断で心電図検査での異常が見つかり、早速カテーテルアブレーショ

ン術を受けたことにより体の調子も良くなり感謝をしています。カテーテルアブレーションの治療

技術が近年目覚ましく発展したことにより不整脈に悩んでいる方は一日も早く治療を受けられるこ

とをお勧めいたします。

　良い治療は患者自身がその病気のことをよく理解した上に成り立っていることが多いと思います。

現在の医療は医師と患者との共同作業に他ならないと思います。そのことが医療の安全と安心に繋

がっていくのではないかと思っています。
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　心房細動は不整脈の１種で全人口の約１％に生じ、加齢とともに発生率は上昇し、80歳以上で

は３％以上の方に発生する。治療介入が必要な疾患の中で最も頻度の高い不整脈である。

心房細動とは

　通常心臓は右心房の洞結節から電気信号が生じ、心房に電気が伝わると心房が収縮し、房室結節

を介して心室に電気信号が伝わると心室が収縮する。心房が１回収縮すれば心室が１回収縮し、通

常血液は心臓内でよどみなく流れている。

　一方、心房細動では、何らかのきっかけで心房が１分間に500から600回、不規則にけいれんし、

その一部が心室に不規則に伝わるものである。心房は収縮力を失い、心房内で血液は鬱滞（うった

い）し、左心耳に血栓を形成することがある。多くの著名人が脳塞栓症を発症しており、心房細動

に脳塞栓症を合併することはよく知られている。脳塞栓症の予防には、血液を固まりにくくする抗

凝固薬の内服が必要である。

　心房細動があれば、心房細動のない人に比べて、脳塞栓症が2.3倍起こりやすく、心不全に５倍

なりやすく、死亡率は1.5倍高い。また、心房細動は進行性疾患である。心房細動が持続している

と心房は拡張していき、徐々に線維化が生じ、心房筋は徐々に死に至る。心房が拡大すると、心房

と心室の間にある僧帽弁輪も拡張し、僧帽弁逆流が生じる。このため、心房の拡張が進み、線維化

に拍車をかけ、悪循環にはまっていく。このため、心房細動が持続し、数年経過すると治療介入し

ても不治の病となる。

心房細動の治療　カテーテルアブレーション

　心房細動の根治治療は薬物では不可能であり、カテーテルアブレーションという、カテーテル治

療が唯一である。

　しかしながら、その成功率は100％ではなく、複数回の治療を必要とすることがある。

　発作性心房細動（１週間以内に自然停止するもの）に対するカテーテルアブレーションの術時間

は短く、１回の根治率は80％であるが、持続期間が１年以内の持続性心房細動であれば１回の根

治率は70％と低下し、持続期間が延びれば伸びるほど根治率は低下していく。

　根治率を上げるには心房細動の増悪因子を抑えることも重要である。

　高血圧や糖尿病のコントロール、ダイエット、睡眠時無呼吸症候群の治療、減酒、などが必要である。

　心房細動のカテーテルアブレーション治療は1998年にボルドー大学のハイサゲールらにより、

報告され、発展してきた。彼らは発作性心房細動のきっかけとなる最初の心房性期外収縮の発生場

所が、左心房につながる肺静脈の外側にある心房筋から出現することが多いことを発見し、現在で

は、発作性心房細動の治療には、カテーテルによる肺静脈隔離術が標準治療となっている。この治

療にも、いくつかの問題点が存在する。

　一つは成功率が必ずしも高くないことである。再発の原因は２つあり、肺静脈隔離そのものが再

発することである。術中に肺静脈電位が消失しても、術後、肺静脈隔離が再発することがある。術

山城 荒平

社会医療法人愛仁会高槻病院副院長、不整脈センター長

■基調講演１　抄録

心房細動の現状と対策
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中のアブレーション部位には凝固壊死層と浮腫が存在し、術後、浮腫が取れると肺静脈左心房伝導

が再発する。もう一つは心房細動のトリガーが肺静脈以外に存在することである。10－15％程度

は肺静脈以外に存在し、時間をかけて誘発する必要がある。安定して誘発できない場合にはトリガ

ーの部位を発見するのは難しい。

カテーテルアブレーションの安全性

　もう一つの問題点は合併症である。一般にカテーテルアブレーションの死亡率は0.03％と報告さ

れており、比較的安全性は高い。現在、本邦でのカテーテルアブレーションが年間８万例のことを

考え合わせると20数名がカテーテルアブレーションに関連して命を失っている可能性がある。

　重篤な合併症として心臓穿孔による心タンポナーデがある。心臓穿孔の原因は２つある。一つは

カテーテルが過度の力で心筋に接触し、心筋に傷がつくものである。心筋には極端に薄いところ厚

いところがあり、このような合併症をゼロにできない。もうひとつはスチームポップによる心臓穿

孔である。心筋が分厚い場合、高周波を強くかける必要があるが、心筋内の温度が過度に上昇しす

ぎると、心筋内の水分が沸騰し、心筋内で小さな爆発が起こり、心筋に小さな亀裂が入ることがあ

る。この合併症が生じた場合には速やかに心嚢ドレナージを施行する必要がある。

　頻度は低いが発生すれば致死的な合併症に左心房食道瘻がある。食道は左心房後壁に接しており、

心房後壁のアブレーション時に熱が伝わり、食道に潰瘍が形成され、左心房に癒着し、食道左房間

に瘻を形成する。この合併症の発生頻度は0.03％であるが、発生すれば半数が死亡するといわれて

いる。

　合併症を防ぐには、危険なところはアブレーションを避けることになるが、そのようなアブレー

ションでは心房細動の根治率は下がってしまう。

カテーテルアブレーションにおける安全、安心対策

　一つの行為に習熟するためには１万時間の法則がある。どのような手術でも、超一流になるには

１万時間の経験が必要とされる。心房細動カテーテルアブレーションの手技時間は３時間程度であ

るので、3000例を経験すると１万時間の経験となる。経験値としてはこの時間が一つの目安となる。

　心房細動カテーテルアブレーションの合併症には様々なものがあり、手技中にはその個々の合併

症に対して予防する対策を立てている。

　穿刺時の合併症予防にはエコーガイド穿刺、左心房食道瘻の予防には食道温度センサーの使用、

食道造影、術後の潰瘍治療薬投与、脳塞栓症予防には造影 CT や経食道エコーを用いての左心耳内

血栓の精査、などなど対策には多くの種類が必要である。

　不整脈心電学会ではカテーテルアブレーションの全例調査を実施し、重篤な合併症が生じたとき

には相談窓口を設け、今後の治療や重篤な合併症を防ぐ方法があったのかを検討し、未熟な術者に

対して指導をしている。

　カテーテルアブレーションに用いるカテーテルには様々な種類があり、高周波やレーザーで熱を

発生させ組織を熱凝固させるものや組織を冷凍させ冷凍凝固させるものがある。

　新しいカテーテルが発売されたときには予期せぬ合併症が起こることがあり、学会がいち早く情

報を共有し、学会員に注意喚起している。

　当院ではカテーテルアブレーションに関連する看護師、放射線技師、臨床工学技士、医師は不整

脈チームとしてある程度メンバーを固定し、習熟度が上がるように経験を積ませている。

最後に

　本稿では心房細動という、疾患の理解からその治療法。我々が行っている、安全安心対策。我々

が考える患者側に求めることをお話しさせていただく。
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　医療行為というのは、もともと危険な行為です。すべてのものにリスク　アンド　ベネフィット、

つまり利益と危険性があり、利益が多ければ、よしとするわけですね。100％安全ということはあ

りません。どんな薬でも、医療行為でもリスクがあります。それで前もって、その危険性を患者さ

んに説明をし、納得してもらったうえで医療行為を始めるというのが現代の常識です。それを IC（イ

ンフォームドコンセント）といいます。これを従来、医療者側は、説明と同意というふうに訳して

きました。説明したよ、わかりましたね。同意書にサインをしてくださいというわけです。聞いて

なかったとは言わせないというものです。患者さんサイドの翻訳は、理解と選択なのです。説明し

てもらい、内容を十分理解したうえで、その処置を受けるかどうか患者さんが決める。これが IC

の本質なのです。

　私は1971年に医師となりスタートは麻酔科でした。現在は産婦人科、麻酔科どちらもできる専

門医で、今回のテーマ「無痛分娩」について産科麻酔学会会員としてその光と影を一番、わかって

いる数少ない存在かと思います。麻酔科のときに徹底的に叩き込まれたことは小手術はあっても、

小麻酔はない。麻酔するときは、まず蘇生の用意がないところでは麻酔をしてはならない、という

ことでした。蘇生の用意がないところで、麻酔をはじめて、麻酔が効きすぎると死んでしまう、そ

ういうのが麻酔ということです。

　最初に基本的な定義を覚えておいてください。全身麻酔と局所麻酔の違いです。ひとことで言え

ば、意識があるかないかです。意識があれば、万一、嘔吐しても誤嚥して窒息することはありませ

ん。意識がなければ窒息するのです。人間が死ぬ場合には３つの形しかありません。呼吸停止、心

停止、そして出血死の３つです。それだからこの３つを管理すれば死なない、死なせることはない

と断言できます。それを麻酔科では徹底してトレーニングします。ですからちょっと麻酔を教えて

と外科から３ヶ月程度、研修にきた医師が一番、危ないのです。なま兵法は大けがの元ということ

わざを知っていますか？

　もとの外科の医局に帰り、お前は麻酔を習ってきたから、ちょっと麻酔をかけてくれといわれ

て、トラブルになったときにその対処法ができなくて取返しのつかない結果になるのです。ちょっ

と麻酔はない！　ですから今では麻酔科は最低２年間の研修をしないと麻酔専門医としての看板を

かかげることができません。医師は国家試験を合格したらどんな科でも標榜できますが、麻酔科は

２年間の研修をしてないと麻酔標榜医にはなれないのです。私は４年近く九大麻酔科で、朝７時に

病院にはいり、最初の１年間は、ずっと泊まり込みで仕事を覚えました。昼間の予定手術と違っ

て、夜の緊急手術の麻酔は昼間にない貴重な体験をからだで覚えることができました。テレビ番組

昇　幹夫

麻酔科・産婦人科専門医

■基調講演２　抄録

無痛分娩の現状と対策
―医療の安全性と危険性―



－ 8 －

でアメリカの ER というのが、以前ありましたが、あの救急病院の救命救急室が ER（Emergency 

Room）です。駆け出しの最初の２年間には、私が麻酔をかけた患者さんで、半年ごとに４回も心

停止になった体験があります。手術室のなかで、蘇生の用意のあるなかですから、すべて蘇生して

事なきを得ています。実際の手術の現場では、年配の外科医が３ないし４人。こちらは年下で一人

で麻酔を担当しています。そこで突然、心電図の波形がフラットになると、正直、自分の心臓が止

まりそうになります。どこか、電気のコードが外れたか？　それであってくれればいいが・・など

ということが頭に浮かびます。でも蘇生が遅れたら取返しのつかないことになるのはわかりきって

ますので、意を決して「心停止、至急５室へ」と緊急コールをかけて、フリーの麻酔科医に応援を

依頼するのです。手術は即、中止して蘇生。麻酔薬もすぐ切って100％の酸素だけで人工呼吸しな

がら、心マッサージとなるわけです。多くの場合、３分以内に心拍が再開し手術もまた継続できま

す。でも麻酔をかけていた当人は頭は真っ白になってどうしていいか、わからない。即、交代して

先輩たちが手分けして蘇生して救命するというわけです。こんな体験を何回かすると、急変する前

に異常を察知する動物的な勘が働くようになります。それが麻酔専門医です。麻酔専門医がいても

こういうことは他の科の医師よりは少ないですが、あるのです。それが医療行為にともなうリスク

です。でもリスク回避の手立ては最初から用意して麻酔をスタートさせているから大事に至らない。

大変なことが起こったと大騒ぎするときには、その前に必ず、小変、中変があったはず。最初から

大変なことはありません。小さなケガをたくさんすると、大ケガにはつながらないのと同じです。

　そんな心停止を麻酔中に起こしたら、毎週土曜に開かれる症例検討会、通称ギロチン台で先輩た

ちから、ボロクソに言われます。なぜそうなったか、どうしたら防げたかと徹底的に討論し、それ

で学んでいくのです。負けて覚える相撲かなというのと同じですね！　これが３ヵ月の研修医では

ありません。だからトラブルが起こったときはどうしていいかわからないのです。最初から産婦人

科で研修を積み、麻酔のできる医師から見様見真似で麻酔の仕方を教わって、無痛分娩を実施して

るのが日本の無痛分娩施設ではかなりあります。麻酔科、産婦人科とふたつ看板があがっていたら、

それは少なくとも２年間は麻酔の研修を受けて専門医と認定されたという証拠です。

　私は医療人生47年、医療裁判で患者さん側の原告証人として裁判官の前にたったことがありま

す。また弁護士から頼まれて、医療事故の裁判の鑑定書を書いたこともあります。そして薬剤によ

るショック死で被告になったこともあります。そんな体験から、医療法でいう善管注意義務、善良

なる管理者なら当然、やっておくべきことをやらなかったら、相手方は、そこを突いてくる。する

べきことをやっていても結果が悪かったら、裁判官の心証も大きく変わり、やむをえないケースと

いう認定もある、ということもわかりました。ですからやったことは、事細かくそのときに記載し、

麻酔をかける前には、蘇生の準備をしたうえで麻酔をスタートさせる。ちょっと麻酔というのはあ

りえない。薬剤を使えば、まれでも想定外の異常がおこることがあることを知っておく必要がある

のです。信じられないでしょうが、産婦さんにビタミン剤の代表、アリナミンの注射で突然、血圧

が下がりショックで胎内死亡になった例もありました。医療行為はいつだって危険な行為だという

認識をすべての人がもってほしいと思います。そのうえで医療の安全とはどういうことかを具体的

な症例を提示してお話する予定です。
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　2016年４月29日、私の冠動脈バイパス手術が行われた。

　左足の血管を取り、これを分断して、心臓周辺の血管に繋ぎ、狭窄している部分を回避して血液

を循環させるというものである。

　私の心臓は３時間ほど停止され、結果的には約10時間にも及ぶ大手術であった。

　事の始まりは、母との外食がきっかけである。

　食事中、無性に喉が渇き、水を何杯も飲む姿を見た母が、「今日はよく水飲むなぁ、糖尿病違う

んか？血糖値は大丈夫か？」と聞いたことからである。

　翌日、近くの病院に行き、受診したところ、「糖尿病ですねぇ、直ぐに入院してください」と言われ、

即日入院した。

　入院中、食事制限は勿論であるが、糖尿病に関する学習を受け、血液検査、点滴、投薬等の様々

な治療を受けた。

　一週間ほどで血糖値も150以下に落ち着き、「後は通院で治療していきましょう」ということで

退院の目途もつき、一安心していた。

　しかし、それも束の間、心電図検査をした際、担当医が「う～ん？」と首を傾げた。

「小玉さん、最近胸が苦しく感じたことはなかったですか？」

「いぃえ、特に感じたことはないです」

「実は、心電図の結果に気になる所があるので、もう少し詳しい検査をしても良いでしょうか？」

「は、はい・・・」

「では、〇月〇日、カテーテル検査をしますので、来院して下さい」とのことである。

　そして、カテーテル検査後、心臓外科の専門医から説明を受けた。

「検査の結果ですが、・・・・・・」

　要は、私の心臓の血管が３ヶ所程詰まっているので、バイパス手術をするように薦められた。

「今、手術可能な日は・・・〇月〇日です。この日であれば、〇月中には退院できると思います。」

「ご都合は宜しいですか？」

「えぇ～、・・・はい」というしかなかった。

　この時から悪夢のような時間が始まるのである。

　今、当時のことを振り返ってみて、最も辛かったことは？と問われたら、私の場合、手術自体で

はなく、手術日までの間に湧き上がってくる自分自身の「恐怖心」と答える。

　なぜなら、私の場合、最初は、「そんな！何かの間違いでは？」という疑いの気持ちが生じた後、「ど

うして、私が！」という絶望感と怒りに近い感情が生じた。

　そして、事実を受け入れた後、「手術は本当に成功するのか？もし、心臓が動かなければ、私は

この世から去るのか？家族は悲しむだろうか？」等々、激しい不安と恐怖心が湧き上がり、この「恐

怖心」と向き合うのが一番辛かったことである。

　思うに、この「恐怖心」とは、即ち、自分の「心」の問題である。

　以上のような経験の末、現在私は、心の専門家として、うつ、引きこもり等に代表される「心」

の問題を解消する手段を伝えることを業として、自分の人生の時間を費やしている。

　最後に、私の経験、体験が一人でも多くの方のご参考になれば幸いと思い、今回の研究会に参加

させて頂きました。

小玉 英明

真我療法士、YSプロカウンセラー

■シンポジウム　抄録１

手術治療を安全に受けるために
―患者の立場から―
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■シンポジウム　抄録２



－ 11 －

　医療現場における安全対策は、1999年に起こった患者取り違え事故によって、大きく関心が集

まり、医療事故の発生に対して、紙面やテレビなど報道で扱われることが多くなっている。この患

者取り違え事故が手術室という現場で、手術を受ける患者に起こったことにより、手術治療におけ

る安全対策が見直し、強化をされてきた。現在、ほとんどの病院では患者誤認防止対策として、入

院時にリストバンドをつけるようになっている。リストバンドによる安全性を高めるために、リス

トバンドをつけるときに、患者さん本人または家族に名前を名乗ってもらい、バンドに印刷された

名前と合っているかを確認している。バンドに印刷している内容は施設によって異なるが、同姓同

名による間違いを回避するために、生年月日や診察券番号（ID）、バーコードなどがある。電子カ

ルテの普及により、指示内容が別の患者に実施されることがないように、注射や点滴を実施すると

き、採血、手術や各種検査のときに、リストバンドと電子カルテで認証作業を実施している。認証

作業と同時に名前の確認を逐一行うため、これらの対策を開始したときは、患者さんに『同じこと

を何度も聞くな、わかっていることだろう』と言われたり、ふざけて有名人の名前を名乗ったりと

いうことがあったが、この重なる確認が自身の安全につながっていることが理解され、今では当た

り前の確認として浸透している。手術では、手術をする部位や左右の確認も患者さん自身に言って

もらうようにし、手術部位間違いの防止対策も行っている。

　手術室は環境上、だれもが自由に出入りできないため、手術室の中で行われていることがわから

ない。患者は一人、また全身麻酔によって意識がない状態で治療を受けることが大半である。情報

社会の進歩により、さまざまな情報が自身で得られるようになった。さらにセカンドオピニオンの

制度によって、複数の医師からの治療方針を聞く機会もある。医療者は、患者さん自身にとってど

の治療方針が適切なのかを一緒に考え、納得して手術を受けることができるように情報を提供し、

意思決定の支援をしなければならない。手術は身体を傷つけてしまうものであり、手術へ抱く不安

は計り知れない。手術に対する不安は、①手術の成功に対する不安、②手術の大きさに対する不安、

③麻酔に対する不安、④痛みに対する不安、⑤術後の状態・経過に対する不安、⑥傷跡に対する不

安、⑦生活への影響に対する不安、⑧偶発事故に対する不安がある。医療者は、これらの不安を少

しでも軽くできるように、手術前に十分な説明をし、手術を受けることに納得したうえで手術同意

書に署名を得ている。

　2009年 WHO（世界保健機構）により「安全な手術が患者を救う」キャンペーンの全世界的な

取り組みが行われ、10項目の目標をもとに『手術安全チェックリスト』を活用し、手術治療にお

ける安全対策を高めている。手術治療を安全に受けるために必要なことが理解できる機会となれば

と思う。

杉田 扶希子

社会医療法人愛仁会高槻病院 手術センター科長

■シンポジウム　抄録３

手術治療を安全に受けるために
―医療者の立場から―
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医療の安全に関する研究会総会　議事録（抄）

日　時　2018年６月16日（土）午後１時30分～４時55分

場　所　ウインクあいち11階1106会議室

出席者　以下のとおり14名　他に委任状36名（会員数105名）

　　　理 事 長　島田康弘

　　　常任理事　加藤良夫、北野達也、齋藤悦子、酒井順哉、堤寛、原絹代、増田聖子

　　　理　　事　池田卓也、尾﨑孝平、柄沢好宣、古谷昭雄

　　　監　　事　品田知子

　　　会　　員　伊藤周太郎（敬称略）

議題と議事概要

１．決算及び予算案の承認

　①齋藤悦子常任理事より、別紙会計報告書、研究大会収支に基づき報告があった。

　②品田知子監事より会計監査報告があり、監査報告書を回覧した。その後決算を承認した。

　③増田聖子常任理事より別紙予算案について説明があり、これを承認した。

④会財政が悪化していることについて、川柳集の販売、会費の値上げ、会員の増大、寄付のこと

等のほか、会の継続を断念する、大会開催については、費用をかけずに行うなどの意見が出さ

れ、今年の大会終了後にさらに検討していくこととなった。

２．役員改選

　従来通り、事前に各理事の意向を尋ね、島田理事長が役員案を作成した。別紙役員案を修正の

上承認した。

３．第23回研究大会の準備状況報告

　古谷大会長より、大会長講演の内容も含め、資料に基づき詳細が報告された。

４．次年度の研究大会の件

次期大会長については、今回は決定せず大会案内チラシにも表記しない。

５．医療コーチング、インプロ研修会の件

　これについては ､ 北野常任理事から別紙のとおり10月27日と28日に行うことが報告された。

今年度は医療系の学生にも積極的に働きかけて実施する。
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平成30年度　医療の安全に関する研究会　役員

理事長　　　　島田　康弘　　日本聴能言語福祉学院　学科長、名古屋大学名誉教授

常任理事・事務局長 加藤　良夫　　栄法律事務所　弁護士

常任理事　　　北野　達也 星城大学経営学部健康マネジメント系

　　　　　　　　　　　　　　医療マネジメントコース主任　教授

 齋藤　悦子 穂の香学園　顧問

 酒井　順哉 名城大学大学院都市情報学研究科保健医療情報学　教授

 杉浦　伸一　　同志社女子大学薬学部医療薬学科　教授

 堤　　　寛 つつみ病理相談所

 原　　絹代　　WAM・クリエイト代表・研修ファシリテーター

 増田　聖子 増田・横山法律事務所　弁護士

理事 芦澤　直文 元横浜逓信病院　院長

 池田　卓也　　医療法人淀井病院　顧問

　　　　　　　尾﨑　孝平　　神戸百年記念病院　麻酔集中治療部　部長

　　　　　　　加藤　　憲　　藤田保健衛生大学　研究支援推進センター　講師

　　　　　　　柄沢　好宣　　堀法律事務所　弁護士

　　　　　　　北川　喜郎　　多田法律事務所　弁護士

　　　　　　　品田　知子　　元富士通名古屋支店健康相談室　保健師

　　　　　　　鈴木　俊夫　　鈴木歯科医院　院長

　　　　　　　出元　明美　　陣痛促進剤による被害を考える会　代表

　　　　　　　古谷　昭雄　　大阪青山大学健康科学部看護学科　特任教授 

　　　　　　　松山　　健　　たいよう法律事務所　弁護士

　　　　　　　横山　貴之　　増田・横山法律事務所　弁護士

監事　　　　　景山　智也　　あゆみ法律事務所　弁護士

　　　　　　　水野　　功　　鶴見法律事務所　弁護士

医療の安全に関する研究会 編

市民が詠んだ 医療の安全川柳集　2004～ 2013年

　この川柳集は、医療の安全に関する研究会が2004年から毎年一般市民の方に公募し、総数

25,000句以上の作品から、NHK 学園の川柳講座をご担当の大木俊秀先生に優秀な作品を推薦

して頂き、その中から医療の安全に関する研究会・常任理事会で選考した作品を集めたもので

す。なお、作品には大木先生からの選評も付け加えさせて頂きました。

　この川柳集を通して、一般市民の方は勿論、医療関係者にも患者さんの気持ちを共有し、少

しでも医療の安全に繋がることを願っています。（2016年１月20日発行）

【編者】 医療の安全に関する研究会

【選評】 大木 俊秀 先生（NHK 学園）

【定価】 本体価格500円＋税

【発行所】 三恵社

【入手方法】 Amazon などの Web サイトまたは最寄の書店に直接お申し込みください
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科目 予算額 決算額 差異 摘要

収

入

前期繰越金 629,099 629,099 
会費 200,000 212,000 ▲ 12,000
研究大会参加費 245,000 43,000 202,000 会員 14 名、一般 11 名
講座参加費 250,000 51,500 198,500 会員２名、一般２名、市民６名
雑収入 30,000 20,503 9,497 寄付、川柳集、受取利息

合　　計 1,354,099 956,102 397,997

支

出

人件費 10,000 0 10,000
印刷費 150,000 80,352 69,648 ニューズレター、研究大会チラシ
通信費 100,000 76,375 23,625 電話料金、郵送料
事務費 50,000 1,997 48,003

研究大会費 400,000 198,795 201,205
研究大会収支参照（講師謝礼、弁当
代、他）

分科会補助費 50,000 0 50,000
会議費 50,000 11,500 38,500 次年度総会会場費
事務委託費 200,000 200,000 0
特別研究費 50,000 0 50,000
講座費 250,000 6,000 244,000 講座収支参照（会場費）
雑費 0 810 ▲ 810 振込手数料
予備費 44,099 0 44,099
小計 1,354,099 575,829 778,270
次期繰越金 380,273 

合　　計 1,354,099 956,102 

医療の安全に関する研究会　平成 29 年度会計報告書
自 平成 29 年 4 月 1 日　至 平成 30 年３月 31 日

収支計算書
（単位：円）

科　　目 金　額
現　　金 28,161
普通預金 259,802
郵便口座 92,310
合　計 380,273

資　産
（単位：円）

科　目 予算額 摘　要

収

入

前期繰越金 380,273 
会費 200,000 100 人× 2,000 円
参加費 0 
講座参加費＊ 100,000 
雑収入 20,000 寄付、川柳集等

合　計 700,273 

支

出

人件費 0 
印刷費 120,000 ニューズレター、研究大会チラシ

通信費 80,000 
電話料金、ニューズレター・研究大会案内等
送料

事務費 2,000 
研究大会費 200,000 講師謝礼、弁当代
分科会補助費 0 
会議費 0 
事務委託費 200,000 
特別研究費 0 
講座費＊ 100,000 会場費、広報費、講師謝礼
予備費 0 

合　計 702,000 （-1,727）

医療の安全に関する研究会　平成 30 年度予算
自 平成 30 年 4 月 1 日　至 平成 31 年３月 31 日 （単位：円）

＊ 2018 年医療安全管理セミナー


