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東京三弁護士会 医療ＡＤＲ 

～ 医療のトラブル・充実の話し合い・納得の解決 ～ 

 

 東京三弁護士会は（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）は、２００７

年９月、医療に関するトラブルについて、医療紛争の経験が豊富な弁護士があっせん人とな

る医療ＡＤＲを開設しました。 

 従来の一般のあっせん人だけでなく、医療紛争の実態をよく知る弁護士２名（患者側代理

人の経験が豊富な弁護士・医療側代理人の経験が豊富な弁護士各１名）があっせん人に加わ

ります。あっせん人３名の関与により、これまで話し合いが難しいと考えられてきた医療紛

争に関する問題について、充実した話し合いが行われます。 

 なお、あっせん人２名体制（患者側経験者・医療側経験者各１名）、あっせん人１名体制（一

般のあっせん人１名）もありますので、窓口でご相談ください。 

 

◆ 東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ（よくあるご質問） 

    ご利用者の皆さまからよくいただく質問にご回答いたします。 

○ ご利用いただく方へ（４頁へ） 

○ 患者・ご家族からよくある質問（１１頁へ） 

○ 医療機関・医師からよくある質問（１５頁へ） 

 

◆ 東京三弁護士会医療ＡＤＲ 解決事例の紹介 

    解決事例のいくつかをご紹介いたします。（１８頁へ） 

 

◆ 東京三弁護士会 医療ＡＤＲのパンフレット 

○ パンフレット（２３頁へ） 

 

（注）あっせん人について、患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な

弁護士と立場を分けて書いていますが、両弁護士は、あくまでも、第三者として中立・公正

な立場から、話し合いの交通整理や調整を行います。患者側または医療側というそれぞれの

立場に味方して主張するものではありませんので、ご注意ください。 

 

【お問い合わせ】 

第二東京弁護士会 仲裁センター 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 9階 

TEL 03-3581-2249 

受付時間 【午前】9時 30 分～12 時 【午後】1時～5時 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第二東京弁護士会 仲裁センター 

管 

私は，【手続管理者】です。 

申立当事者の方と手続きについての相談をいたします。 

具体的には，下の三通りの手続きから，当事者の方及び事案に

ふさわしい手続きを決めていただく相談等をいたします。 

申 

立 

どちらの当事者からでも申立てることができます。 

また，代理人弁護士を通じての申立もできます。 

医療ＡＤＲのイメージ図 

医療事故紛争 
医 患 

医療事故紛争に関しては専門性が高く従来では話し合いによる解決が

難しいとされてきました。そこで，医療事故紛争を多く扱う弁護士と協

力することにより，話し合いでの解決を目指すのが医療ＡＤＲです。 

私は，医療事故紛争において医療側代理人

の経験が豊富な弁護士です。 

私は，医療事故紛争において患者側代理

人の経験豊富な弁護士です。 

私は，あっせんの経験豊富な弁護士です。 
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医療ＡＤＲ手続の説明 
 

１ 申立 
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ことから，事案の特性に応じた対応のできるように
配慮をしています。 

 

２ 手続管理者 
医療ＡＤＲの申立がなされると，仲裁センター運営委員会の委員である弁護士

１名が，手続管理者となります。手続管理者は，①申立人の手続相談（制度や手
続の説明を行います），②相手方への連絡調整，手続説明，期日への出席要請，③
事案にふさわしいあっせん人の選任の援助など，原則として第１回期日が開かれ
るまでの間，当事者の要望をお聞きしつつ，円滑に手続が進むように関与する世
話役の役割を果たします。 
 
３ あっせん人の選任 
あっせん人の構成は，１名の単独制，２名の合議制，３名の合議制の３種類が

あります。 
 

１）単 独 制→ 一般仲裁人候補者である一人のあっせん人が，じっくりとお
話をお聞きし，話し合いを促進することが必要なケース 

 
２）二人合議制→ 患者側・医療側それぞれの立場で関わることの多い医療特別

候補者名簿の医療専門弁護士が，ペアになって関わることで，
医療の専門性に即して，両者にとって納得できるあっせん案を
提示していくことが必要なケース 

 
３）三人合議制→ 医療特別候補者名簿の二人以外に，これまであっせん事件を

多く手がけている一般仲裁人候補者名簿によるあっせん人一
人が加わることが適当と考えられるケース 

 
もっとも，これらは一例であり，実際には，当事者の希望や手続管理者の意見

により，様々な組み合わせによって実施していきます。 
また，例えば，三人合議制の場合，患者側が患者側弁護士を，医療側が医療側

弁護士を，第三あっせん人を仲裁センターが選任するという方法もありますので，
手続管理者とご相談下さい（ただし，利害関係開示基準に基づく利害関係がなく，
また弁護士本人が承諾した場合に限ります）。 

 
４ 手続の応諾について 
弁護士会の仲裁センターの手続は，相手方に強制的に参加を求めることができ

る手続ではありません。しかし，当事者同士の対話が行き詰まった状況の中で，
第三者のあっせん人が関わることで話し合いを促進し，あるいは一定の評価を示
すことで，当事者の希望や事案の特性に応じた解決を図るための手続です。是非，
ご参加下さるようにお願い致します。また，ご疑問などがありましたら，お気軽
に手続管理者にご相談下さい。 
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東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

Ｑ１
東京三弁護士会の医療ＡＤＲは、いつから始まった制度で、これま

で何件くらい利用されているのですか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、２００７年９月に創設された制度です。創設から２

０１１年３月末日までの３年７か月間に合計１４３件の申立てがなさ

れております。

Ｑ２ どのような人があっせん人になるのですか。

Ａ） 弁護士があっせん人となります。あっせん人の人数は、３名体制ま

たは１名体制ですが、事案によっては２名体制で対応することもあり

ます。

３名体制のうち２名のあっせん人は（２名体制では２名とも）、医療

事件の経験が豊富な弁護士として登録されている弁護士から選任され

ます（患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な

弁護士、各１名）。

Ｑ３
あっせん人を選ぶことができるのですか。選べるとして、どのよう

な情報が提供されるのですか。

Ａ） あっせん人名簿の中から、希望するあっせん人を指名することがで

きます。名簿は、各弁護士会のホームページや事務局で閲覧すること

ができます。詳細については、窓口でお尋ね下さい。

ただし、あっせん人を選任するときには、相手方の意見も考慮しま

す。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

Ｑ４

「患者側代理人の経験豊富な弁護士」は、患者の味方をするのですか。

「医療側代理人の経験豊富な弁護士」は、医療機関の味方をするので

すか。

Ａ） いいえ、ちがいます。あっせん人は、医療紛争の解決に必要とされ

る経験や知識を活かしながら、あくまでも第三者として中立公正な立

場から、当事者間における話し合いの交通整理や調整をいたします。

申立人または相手方のどちらかに味方するということはありません。

Ｑ５

医療ＡＤＲを申し立てると、どのようなメリットがありますか。医

療ＡＤＲでの話し合いは、患者・医療機関の二当事者間の話し合いと、

どう違うのですか。

Ａ） 二当事者での話し合いでは、相手方の言い分について誤解したり、

感情的な対立が生じたりすることにより、話し合いが難しくなる場合

もあります。医療ＡＤＲでは、中立公正な第三者であるあっせん人が

関与することで、スムーズな話し合いができるようになります。

Ｑ６
医療ＡＤＲは、裁判所の調停や訴訟とはどのような違いがあるので

すか。

Ａ） 裁判所の調停では、裁判所が調停委員を選任しますが、当事者には

調停委員の経歴は分からず、希望する調停委員を指名することはでき

ません。これに対し、医療ＡＤＲでは、医療事件の経験が豊富で医療

紛争の実態をよく理解している弁護士が、あっせん人として選任され

ます。また、あっせん人名簿の中から、希望するあっせん人を指名す

ることもできます。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

訴訟では、証拠に基づいて事実や法的責任（損害賠償請求権）の有

無について審理・認定されます。これに対し、医療ＡＤＲでは、損害

賠償以外の事項についても話し合うことができます。また、証拠に基

づいて法的責任の有無を明確にする手続ではありませんので、証拠が

十分にそろっているかどうかにかかわらず、当事者間の自主的な紛争

解決を支援します。また、患者側のみならず、医療側からも申立てる

ことができます。

なお、裁判所における手続とは異なり、医療ＡＤＲの和解契約書に

執行力を付すためには、仲裁手続とする必要があります。

また、医療ＡＤＲの申立てには、時効中断の効力がありませんので、

ご注意下さい。

Ｑ７
あっせん人は、医療ミスの有無や損害金額について判定するのです

か。

Ａ） 医療ＡＤＲは、医療紛争について当事者間における話し合いにより

解決する手続です。あっせん人が医療ミスや損害金額について判定す

ることはありません。

もっとも、話し合いの過程で、当事者双方から、あっせん人に解決

案や意見・提案を提示するように求められるケースも少なくありませ

ん。双方からそのような求めがあったときには、あっせん人から、本

ＡＤＲ限りのものとして、解決案や意見・提案を示すことはあります。

Ｑ８ 費用は、どのくらいかかりますか。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

Ａ） 以下の通り、申立手数料、期日手数料、成立手数料がかかります。

○申立手数料 金 10,500 円（消費税込）

申立時に申立人が納めます。

○期日手数料 金 5,250 円（消費税込）

期日ごとに当事者双方が各 5,250 円を納めます。

○成立手数料 和解成立時にまたは仲裁判断時に、解決額に応じた額

を納めます。当事者間の負担割合はあっせん・仲裁人

が定めます。（金額は成立手数料早見表参照）

       成立手数料早見表（消費税込）

紛争解決額 成立手数料

100,000 円 8,400 円

500,000 円 42,000 円

1,000,000 円 84,000 円

3,000,000 円 252,000 円

5,000,000 円 315,000 円

10,000,000 円 472,500 円

15,000,000 円 630,000 円

30,000,000 円 945,000 円

なお、各手数料の詳細については、各センターにお問い合わせ下さ

い。

Ｑ９ 申立てから解決するまで、どのくらいの期間・回数がかかりますか。

Ａ） 事案により異なりますが、これまでの和解解決事件の統計では、平

均期間５～６か月、期日回数３～４回の話し合いで解決しています。
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Ｑ１０ １回の期日の時間は、どのくらいですか。

Ａ） 事案や話し合いの進展状況にもよりますが、１回につき１～２時間

位の時間を要することが多いです。

Ｑ１１ 期日を決めるときに、時間や曜日を選べるのですか。

Ａ） 原則として平日の１０時から１７時３０分の間に期日を設けます

が、どうしても都合がつかない場合には、センター窓口やあっせん人

にご相談下さい。

Ｑ１２ 期日では、どのように話し合いが進められるのですか。

Ａ） 事案により異なりますが、おおむね、まず両当事者の「対話の促進

とそれによる相互理解」に向けて、話し合いの交通整理をするように

努めます（ステップ１）。これにより、両当事者に解決に向けた機運が

生まれれば、両当事者の了解のもとに「具体的な解決に向けた合意形

成のための調整」を行います（ステップ２）。

Ｑ１３ 和解が成立する事件はどのくらいの割合ですか。

Ａ） これまでの統計では、医療ＡＤＲが開かれて話し合いがなされた事

案のうち、約６割程度の割合で和解が成立しています。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

Ｑ１４ 医療ＡＤＲで解決したときには、書面は作成されるのですか。

Ａ） 解決したときには、「和解契約書」という書面を作成し、申立人・相

手方・あっせん人が調印します。

Ｑ１５
医療ＡＤＲでの話し合いでまとまらなかった場合は、どうなるので

すか。

Ａ） 医療ＡＤＲでの話し合いでまとまらなかった場合、その時点で手続

は終了します。

Ｑ１６
医療ＡＤＲの期日で発言した内容は、どのような取扱いを受けるの

ですか。その後、裁判の証拠になるのでしょうか。

Ａ） 医療ＡＤＲに出席した当事者が、受け取った資料を事後どのように

利用するかについては、何ら制約はありません。各当事者の判断に委

ねられていますので、裁判の証拠となる可能性はあります。

また、仲裁・紛争解決センターが、当事者からの求めにより、医療

ＡＤＲを行ったことおよびその回数等に関する証明書を発行すること

はあります。

しかし、医療ＡＤＲで話し合いがなされた内容について、裁判所に

明らかにしたり、書類や資料を引き継ぐことはありません。

Ｑ１７
申立てをしても和解成立に至らないのであれば、医療ＡＤＲは、無

駄な手続ではないでしょうか。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
ご利用いただく方へ

Ａ） 紛争解決に向けての第一歩は、申立人の意見と相手方の意見は、ど

こがどのように一致し、どこがどのように相違するのかを正確に理解

し、紛争の論点を整理することです。医療ＡＤＲでは、当事者間にお

ける話し合いを支援する過程において、できる限り紛争の論点を整理

できるように努めています。

たとえ、結果として、医療ＡＤＲでは解決がつかず、裁判を検討せ

ざるを得ない場合であっても、申立人と相手方の双方の努力により紛

争の論点を整理することは、最終的な紛争解決のためには有益なこと

であると、私たちは考えています。



東京三弁護士会 医療ＡＤＲ Ｑ＆Ａ
患者・ご家族からよくある質問

Ｑ１ 相手方が話し合いに来てくれない場合は、どうなるのですか。

Ａ） 医療ＡＤＲでは、相手方に出席を強制することはできません。あっ

せん人や手続管理者から相手方にＡＤＲの意義について説明します

が、それでも出席しないときには、それ以上手続を進めることはでき

ません。

なお、医療ＡＤＲが創設されてから１８か月間の統計では、相手方

が出席に応諾した割合は約６割です。

Ｑ２ 医療機関側に有利な判断がなされるということはありますか。

Ａ） 患者側代理人の経験が豊富なあっせん人も、医療機関側代理人の経

験が豊富なあっせん人も、あくまでも中立公正の立場で手続に関与し

ます。いずれかの立場の主張を手助けするということはなく、一方の

当事者に有利な判断をするものではありません。

Ｑ３

私は、医療機関から損害賠償金を支払ってもらいたいと考えていま

す。医療ＡＤＲの申立てをして、医療機関が期日に出席したときには、

必ず医療機関から損害賠償金の支払いを受けられるのですか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、当事者間における話し合いを支援する手続です。相

手方（医療機関）が、申立人（患者）に何らかの金銭を支払う必要は

あると考えている場合には、あっせん人は、当事者双方の意見や要望

に配慮しつつ、金銭の支払いについて話し合いを進めます。

しかし、相手方が、患者に診療経過や適切な医療であったことを説

明したいだけで、金銭を支払う意向はないという場合もあります。こ
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の場合、申立人が説明だけでは納得できず、相手方の意向も変わらな

ければ、話し合いを続けても解決にいたる可能性はありませんので、

その時点で手続は終了します。（相手方が期日に出席したからといっ

て、必ず損害賠償金の支払いを受けられるとは限りません。「ご利用

いただく方へ」のＱ＆ＡのＱ１２もご参照下さい。）

Ｑ４ 申立ての方法を教えて下さい。

Ａ） 医療ＡＤＲの申立ては、申立書の提出によって行います。申立書の

書き方については、窓口にお問い合わせいただくか、各弁護士会仲裁・

紛争解決センターのホームページに申立書書式がありますので、ご覧

下さい。

Ｑ５
東京の三弁護士会にそれぞれ医療ＡＤＲがありますが、どの弁護士

会に申立てをすればよいのですか。

Ａ） 東京の三弁護士会の医療ＡＤＲは、おおむね同じ手続です。医療事

件の経験豊富な弁護士としてあっせん人名簿に掲載されている弁護士

も、三弁護士会共通です。したがって、どの弁護士会に申立てていた

だいても結構です。

Ｑ６
申立てをするときには、必ずカルテのコピーを提出する必要があり

ますか。

Ａ） 必ずしもカルテのコピーを提出する必要はありません。しかし、話

し合いをスムーズに進めるためには、どのような診療が行われたのか

を、あっせん人も理解する必要があります。
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カルテは、診療の内容を知るために有益な資料ですので、申立人が

カルテのコピーを入手しているときには、提出いただくことが多いで

す。

なお、ケースによっては、相手方の了解が得られれば、相手方から

カルテのコピーを提出していただく場合もあります。

Ｑ７

母が病院で急変して死亡しました。私は、病院にお金を請求するつ

もりはありませんが、第三者の立ち会っている場で、母の死因につい

て、医師から説明を受けたいと希望しています。「あっせん人の立ち

会っている場で、説明することを求める」という内容の申立でも、受

け付けてもらえますか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、医療紛争に関する当事者間の自主的な紛争解決を支

援する手続であり、金銭請求もできますが、それ以外の事項について

も話し合うことができます。

診療経過や死因・後遺障害の原因について説明を求めて申し立てる

こともできます。

Ｑ８

病院にカルテを見せてほしいと行ったところ、断られてしまいまし

た。「病院に対してカルテ開示を求める」という申立てでも、受け付

けてもらえますか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、医療紛争に関する当事者間の自主的な紛争解決を支

援する手続であり、金銭請求もできますが、それ以外の事項について

も話し合うことができます。

カルテの開示を求めて申し立てることもできます。
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Ｑ９

私は、医学の素人であり口下手なので、医療側の弁護士や病院の事

務局長がいる場所では、うまく自分の意見を言うことができません。

このような場合、手続において配慮してもらえるのですか。

Ａ） あっせん人は、申立人・相手方の双方ともが自分の意見を適切に述

べることができるように、手続を進めるにあたり配慮します。
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Ｑ１ 医療ＡＤＲでの話し合いを拒否することはできるのですか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、当事者に参加や解決を強制する手続ではありません。

話し合いにより紛争解決を目指す一つの機会です。あっせん人や手続

管理者からＡＤＲの意義を説明されたり、出席を促されたりすること

もあります。

なお、医療ＡＤＲが創設されてから１８か月間の統計では、相手方

が出席に応諾した割合は約６割です。

Ｑ２ 患者側に有利な判断がなされるということはありますか。

Ａ） 患者側代理人の経験が豊富なあっせん人も、医療機関側代理人の経

験が豊富なあっせん人も、あくまでも中立公正の立場で手続に関与し

ます。いずれかの立場の主張を手助けするということはなく、一方の

当事者に有利な判断をするものではありません。

Ｑ３

患者さんから医療過誤に基づく損害賠償を求める医療ＡＤＲの申立

てを受けました。しかし、医療機関としては、医療は適切であり法的

責任はないと考えています。医療ＡＤＲの席で、患者さんに診療経過

や適切な医療であったことは説明したいのですが、金銭を支払うこと

は全く考えていません。このような場合でも、医療ＡＤＲに出席して

しまうと、金銭を支払うことを強制されることはありませんか。

Ａ） 医療ＡＤＲは、当事者間における話し合いを支援する手続です。医

療ＡＤＲの期日において、相手方（医療機関）から、診療経過等につ

いて分かりやすく説明していただき、申立人（患者）がその説明で納
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得した場合には、金銭支払いなく解決することができます。

他方、申立人が説明だけでは納得せず金銭支払いを求めている場合

でも、相手方に金銭支払いの意思がなければ、話し合いを続けても解

決にいたる可能性はありませんので、その時点で手続は終了いたしま

す。（話し合いによる解決の見込みがないのに、手続を続けたり、金

銭支払いの意向がないのに、金銭支払いを強制することはありません。

「ご利用いただく方へ」のＱ＆ＡのＱ１２もご参照下さい。）

Ｑ４
期日には、誰が出席しなければならないのですか。担当医が出席す

る必要があるのですか。

Ａ） 必ずしも担当医が出席しなければならないということはありません

が、担当医が直接説明する方が適している場合等、事案に応じて担当

医が出席した方がより解決に資する場合があります。

Ｑ５ 医療機関側から申立てをすることもできるのですか。

Ａ） できます。例えば、過失の存在自体は争わずに適切な損害賠償額に

ついて第三者であるあっせん人を入れて話し合う目的や、第三者であ

るあっせん人の立ち会いの下に医療行為の説明を行う目的、患者との

関係調整の目的等で、医療側から申し立てるという利用方法が考えら

れます。

Ｑ６ 表沙汰にならないように、プライバシーは保たれるのですか。
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Ａ） 裁判とは異なり、非公開の手続ですので、傍聴人がいるということ

はありません。医療ＡＤＲが行われているということ自体も、非公開

です。
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東京三弁護士会医療ＡＤＲ 解決事例の紹介

（注）解決内容は事案により異なります。下の事例は解決の基準を示したものではありません。

心臓手術の説明

に関する事例

５年前に心臓の手術を受けた患者が、再発により再手術後間もなく死亡。患者遺族は、５年前の手

術結果の告知が不正確だった、今回の術後の看護や情報提供が不十分だったなどとして、病院に対し

慰謝料を求める医療ＡＤＲを申し立てた。病院側はカルテの記載を中心に詳細な説明書を作成して期

日に提出。患者遺族はこの説明書を検討し、診療経過に納得できたため申立てを取下げ、ＡＤＲ手続

が終了した。（あっせん人３名、期日１回、手続期間約１０か月、取り下げ）

急性腹症の診療

に関する事例

３０歳代の患者が、強い腹痛と下痢のため病院を受診したが、病院の指示により経過観察となった

数日後に突如意識を消失し、翌日死亡した。遺族は病院に対し、診療経過の説明を求め、また診療が

適切でなかったとしてこれを是正する努力の誓約を求めて、医療ＡＤＲを申立てた。期日では、患者

遺族から病院への質問を整理した上で、担当医による説明が行われた。最終的に、病院側が「本件を

教訓としてより良い医療を目指す努力をする」と誓約する内容（金銭支払なし）で、和解が成立した。

（あっせん人３名、期日３回、手続期間３か月、和解成立）
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院内転倒の事例

脳血管障害による麻痺がある患者が、病院に入院中、深夜に看護師付添でトイレに行ったときに転

倒し、大腿骨頸部を骨折した。患者は病院に対し、慰謝料・治療費などの支払いを求めて医療ＡＤＲ

を申し立てた。期日では、深夜帯の身体行動制限や患者家族に対する説明のあり方に関して意見交換

を経た上で、病院が患者に数十万円の和解金を支払い、ADR 成立手数料を負担するとの内容で、和解

が成立した。（あっせん人３名、期日３回、手続期間６か月、和解成立）

患者管理

に関する事例

８０歳代の患者が慢性心不全などで病院に入院後、肺炎をおこし、これにより死亡した。遺族が病

院に対し賠償を求めて医療ＡＤＲを申し立てた。遺族側の主張する医療過誤の存在は不明であったが、

病院側も患者管理上の不手際は認めていたため、これに焦点を当てて話合いをし、数十万円の和解金

を支払う内容で和解が成立した。（あっせん人３名、期日３回、手続期間３か月半、和解成立）

緑内障の診断治

療に関する事例

５０歳代の患者が、病院で緑内障を見落とされて発見・治療が遅れたために、緑内障の症状が悪化

したとして、病院に対し損害賠償を請求する医療ＡＤＲを申し立てた。当初は患者側と病院側とで、

責任の有無をめぐって激しく争われていたが、期日での対話により、両者間に診療上のコミュニケー

ション不足があったことについて協議がすすみ、数十万円の和解が成立した。（あっせん人２名、期日

４回、手続期間７か月、和解成立）
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腎腫瘍の診断治

療に関する事例

病院での精密検査で腎腫瘍の見落としがあり、１０か月後に左腎全摘出をしなければならなくなっ

たとして、患者が検査を行った病院を相手として医療ＡＤＲを申し立てた。病院側は、患者の不満を

真摯に受け止め再発防止策を講じたことを示し、患者も金額にはこだわらないとしたため、病院側が

謝罪して数十万円の解決金を支払う内容で和解が成立。なお、平日のＡＤＲ期日開催が難しい事情が

あったが、休日にあっせん人の法律事務所で期日を開き、２か月半で手続が終了した。（あっせん人

３名、期日２回、手続期間２か月半、和解成立）

肝膿瘍の検査診

断に関する事例

８０歳代の患者が体調悪化のため相手方病院を受診、翌日にこの病院の訪問看護も受けたが、検査

などの指示はなされなかった。患者は、その翌日、他院で肝膿瘍と診断され、その後敗血症で死亡。

遺族は、病院に対し、検査懈怠などを理由に慰謝料などを求める医療ＡＤＲを申し立てた。期日およ

び期日間で、遺族の質問事項に病院が回答し、さらに前日に自宅療養中の患者を訪問した看護師も期

日に出席し遺族の質問に回答した。事実認識には食い違いがあったが、遺族側から和解案（再発防止

と解決金支払など）が提示され、病院側がこれを受諾し、和解が成立した。（あっせん人３名、期日

４回、手続期間約１０か月、和解成立）
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手術時に体内に

異物を残存した

事例

診療所での手術の際に、患者（３０歳代）の体内に異物が置き忘れられた事故。数年後に他院にて

その異物が発見され、開腹手術により摘出された。患者は診療所に対し、賠償金の支払いと謝罪を求

めて医療ＡＤＲを申し立てた。診療所側は、患者に謝罪し、同種事故の再発防止措置を約するととも

に、数百万円の和解金を支払い、和解が成立した。（あっせん人２名、期日２回、手続期間４か月、

和解成立）

手術する指を

間違えた事例

（医療機関申立）

病院で薬指の手術をする際に、病院が間違えて中指を手術した。患者が病院に対し損害賠償請求を

したが、請求額が高額であったため、病院側が医療 ADR を申し立てた。期日外に医師が謝罪し、謝

罪文を交付するとともに、数百万円の和解金の支払いにより和解が成立した。（あっせん人３名、期

日３回、手続期間８か月、和解成立）

手術時の神経損

傷による眼機能

障害の事例

病院で副鼻腔手術を受けた際に視神経などの損傷を受け、眼機能に障害が残った事故。患者が謝罪

と補償を求めて医療ＡＤＲを申し立て、病院側に詳しい説明を求めたところ、病院側の丁寧な説明に

より信頼関係が回復。双方の弁護士による協議と、あっせん人による調整を経て、３回目の期日で、

病院側が患者に数百万円の和解金を支払う内容の和解が成立した。（あっせん人３名、期日３回、手

続期間７か月、和解成立）



5

がん転移の診療

に関する事例

既往原発がんの骨転移発見の遅れおよび呼吸管理上の処置ミスにより患者（５０歳代）が死亡した

として、患者の遺族が病院に対し、慰謝料支払い、謝罪、再発防止策の提示を求めて医療ＡＤＲを申

し立てた。期日では、早期の骨転移発見により死亡時期を遅らせることができた可能性を参考にしつ

つ話し合い、病院側が謝罪と再発防止努力を述べ、かつ一千万円程度の賠償金を支払う内容で和解が

成立した。（あっせん人３名、期日４回、手続期間６か月、和解成立）

転院に関する

調整の事例

（医療機関申立）

患者の急性期の治療が終了したので、患者側と病院側とで、（急性期病院から）療養型病院への転

院について話し合ったが、患者家族の要望と折り合いがつかなかった。病院側は、患者側の転院に関

する調整を求めて、医療ＡＤＲを申し立てた。期日では転院の必要性・受入先病院の紹介や手続など

について話し合いがなされ、双方の弁護士の努力もあり、３か月後を目途として転院するとの和解が

成立した。（あっせん人３名、期日５回、手続期間約５か月〔第１回期日から約 3 ヵ月〕、和解成立）








