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巻頭言

　　會報第 50 号の節目に

神奈川県病院協会　常任理事（前会長）
(横浜掖済会病院　名誉院長 )

長倉　靖彦

はじめに、名誉会長の土屋章先生が、昨年 11 月、94 歳で逝
去されました。

改めて、心よりご冥福をお祈りしたいと思います。

さて、會報第 50 号の節目でもあり、私が会長経験者という
ことで、お鉢が回ってきたのだと思いますが、少し時間を遡って、協会の思い出を綴って
みます。

私が、この病院協会の役員の一翼に加えて頂いたの
は、平成 14 年、丁度土屋先生が、第 4 代会長として、
辣腕を振るわれていた全盛期の時代です。

事務所も、横浜市西区紅葉坂から、中区富士見町の新
たに建設された県総合医療会館に協会所有の部屋を構
えて間もない頃でした。私は、病院から歩いて三分ほど
と近くだったこともあり、何かあると、すぐに呼び出さ
れました。協会役員の仕事も、人よりは多く引き受けて
きたつもりです。また、オールジャパンの病院の先生方
が集まる平成 16 年の日本病院学会の開催に取り組むな
どした時期でもあります。

お金集めもあり、土屋先生をはじめ、諸先
輩の先生方から、色々ご指導を受けながら、
協会という組織をどう動かすか学ばせて頂
き、また、病院人として育てて下さいました。
更に平成 12 年に介護保険制度が始まったば
かりの頃で、横浜掖済会病院では、医療側か
らのアプローチとして、介護老人保健施設の
建設を計画していたので、先行する土屋先生

平成 16 年７月　　　　　　
日本病院学会　土屋章　学会長

平成 16 年 7 月　日本病院学会　役員
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には、病院のことはもとより老健のことでも色々
お話を伺ったものです。

役員として８年がたち、平成 22 年４月、第５代
会長に就任された渡邊史朗先生の下で副会長を務
めさせていただくことになりました。翌 23 年３月
には、あの東日本大震災が起きました。多くの会

員病院が大打撃を受けて、計画停電などもありましたが、県からの依頼を受けて、会員病
院に呼びかけたところ、15 もの会員病院が延べ 70 チームの医療救護班を編成し、被災地
に派遣してくれました。

また、丁度公益法人への移行が課題となっており、将来の協
会の在り方を左右する大変な時期でした。明治以来、110 年ぶ
りに、法人制度が大きく変わる節目にあって、「一般法人」か、

「公益法人」かの選択を迫られたのです。
渡邊先生の「是非とも公益法人に」という強い思いを受けて、

何度も事業計画を練り直し、県庁に書類を出しては差し替える
日々を重ねました。その頃骨休めにと、渡邊先生に誘われて、
平成 23 年８月下旬に、太平洋中部のトラック島（チューク島）
へ一緒に旅行しました。今となっては、非常に良い思い出とな
りました。

翌年、同じ総合医療会館に同居する県医師会と県看護協会が平成 24 年４月付けで、公
益法人への移行が認可されたのに対して、なんと県病院協会だけが、県の審査会から宿題
を出され、認可が１か月先送りになったのは、少し苦い思い出です。

平成 24 年 10 月　移動常任理事会（川崎日航ホテル）
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色々紆余曲折はありましたが、ようやく５月付けで公益法人に認可されることとなり、
無事に渡邊先生の念願どおり、新たなスタートをすることができました。

ところが、その翌年、平成 25 年２月 12 日、渡邊先生が急逝されてしまったのです。や
むなく、私が会長代行を務めることになりました。そして、３月６日の理事会で、後継の
第６代会長に選任されました。まさに青天の霹靂です。300 近い会員病院の付託に応える
ことは、責任の重い仕事です。副会長として、横で見ていたのとは大違いでした。協会の
会長として決裁をすることの重さが、改めて身に沁みました。幸か不幸か、病院は近かっ
たので、毎日のように病院と協会の間を行き来しながら、事務局職員を励ましたり、励ま
されたりして仕事をしました。

東日本大震災での経験も踏まえて、丁度名古屋掖済会病院の加藤院長が会長をなさって
いた愛知県病院協会との包括的な協定を結んだことも昨日のことのように思い出します。

これは、災害の時だけではなく、日常の情報交換にも役立って欲しいと願っています。
私の会長就任中は、幸いなことに、現会長の新江良一副会長をはじめ、吉田勝明副会長 ,

永井孝三副会長など、強力な三役の先生方が、しっかりサポートしてくれたので、無事に
任期を全うすることができました。会長としての任期は一期と少しでしたが、平成 27 年
６月、後任を新江先生にお願いして、今度は私がサポート役に回ろうと思いました。

新江先生は、若きリーダーとして、エネルギッシュに仕事に取り組んでくれました。優
秀な三役の先生方とともに、県から新しい仕事を引き出しては、協会の事業として、次々
成功させています。地域医療構想がヤマ場を迎える時には、県の医療課を巻き込んで、議

平成 27 年 2 月　愛知県病院協会との連携・強力に関する包括協定調印
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論の場を何度も設定し、また、療養病床の実態調査では、全国的な状況と神奈川県の違い
を明確にして地域医療計画に反映させました。更に新たに看護職員の認知症対応力向上研
修を全国に先駆けて大規模に実施するなど、神奈川県病院協会ならではの新たな事業を展
開してくれました。

渡邊先生が公益法人にこだわって、めざした協会の姿は、まさに今の協会そのものだっ
たんだろうと思います。

現在、我が国に於いて、少子高齢化が急速に進行し、超高齢化社会の出現が目前に迫っ
ています。医療に関して、国は急性期医療→慢性期医療→在宅医療へと舵を切っています。
病院の将来像が非常に問題となっていますが、神奈川県病院協会がリーダーシップをとり、
傘下の全病院が安定して業務継続ができることを期待しています。
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役 員 紹 介

神奈川県病院協会　役員　� （2020年 3月1日現在）

任期　自　2019年 6 月19日　　　　　
　　至　2021年 6 月定時総会終結時　

（会長） （副　　会　　長）

新
アラエ

江　良
リョウイチ

一 吉
ヨシ ダ

田　勝
カツアキ

明 数
カズ ノ

野　隆
タカヒト

人 窪
クボクラ

倉　孝
タカミチ

道 長
ナガホリ

堀　　薫
カオル

（常　任　理　事）

長
ナガクラ

倉　靖
ヤスヒコ

彦 沼
ヌマ タ

田　裕
ユウイチ

一 高
タカ ノ

野　靖
セイゴ

悟 新
ニイノウ

納　憲
ケンジ

司 松
マツ イ

井　住
ジュウニン

仁

南
ミナミ

　　康
コウヘイ

平 小
コマ ツ

松幹
カンイチロウ

一郎 高
タカハラ

原　和
カズユキ

享 松
マツシマ

島　　誠
マコト

太
オオ タ

田　史
フミカズ

一

三
ミス ミ

角　隆
タカヒコ

彦 中
ナカザワ

沢　明
アキノリ

紀 菅
スガ

　　泰
ヤスヒロ

博 篠
シノハラ

原　裕
ヒロキ

希 鈴
スズ キ

木　龍
リュウタ

太
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（理　　　　　事）

宮
ミヤガワ

川　政
マサヒサ

久 角
スミ ノ

野　禎
テイコ

子 澤
サワ イ

井　博
ヒロシ

司 今
イマ イ

井　重
シゲノブ

信 鳴
ナル ミ

海　裕
ヒロユキ

之

徳
トク ダ

田　博
ヒロマサ

正 土
ツチ ヤ

屋　　敦
アツシ

平
ヒラモト

元　　周
マコト

細
ホソカワ

川　　治
オサム

内
ウツ ミ

海　　通
トオル

峰
ミネ ノ

野　元
モトアキ

明 山
ヤマシタ

下　　巌
イワオ

小
オザ ワ

澤　幸
ユキヒロ

弘 池
イケジマ

島　秀
ヒデアキ

明 石
イシハラ

原　　淳
ジュン

金
カナ イ

井　歳
トシオ

雄 杉
スギヤマ

山　　肇
ハジメ

牧
マキ タ

田　浩
ヒロユキ

行 八
ヤ ソ ガ ワ

十川要
ヨウヘイ

平 相
アイハラ

原　道
ミチコ

子

井
イノウエ

上　元
モトヤス

保 北
キタガワ

川　博
ヒロアキ

昭 髙
タカハシ

橋　　寛
ヒロシ

中
ナカ ノ

野　太
タロウ

郎 山
ヤマグチ

口　哲
テツアキ

顕
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（監　　　　　事）

山
ヤマダ

田健
ケンイチロウ

一朗 山
ヤマモト

本　裕
ユウジ

司 荒
アラ イ

井　政
マサアキ

明 小
オガ ワ

川　健
ケンジ

二 石
イシワタ

渡　宏
ヒロミチ

道

（顧　　　　　問）

菊
キクオカ

岡　正
マサカズ

和 市
イチカワ

川喜
キ ク エ

久江 近
コンドウ

藤　　脩
オサム

（顧 問 兼 参 与）

別
ベッショ

所　　隆
タカシ

遠
トオヤマ

山　愼
シンイチ

一 玉
タマ イ

井　拙
セツオ

夫 永
ナガ イ

井　孝
コウゾウ

三 仙
セン ガ

賀　　裕
ユタカ

（参与）

荒
アラキ

木　　洋
ヒロシ
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役員名簿（2020年３月１日現在） 任期　自　2019年６月19日  　　　　
　　　至　2021年６月定時総会終結時

職　名 氏　名 施　設　名 職　名 氏　名 施　設　名

会　　　長 新江　良一 横浜鶴見リハビリテーション病院 理　　　事 峰野　元明 ふれあい鎌倉ホスピタル

副　会　長 吉田　勝明 横浜相原病院 〃 山下　　巌 東名厚木病院

〃 数野　隆人 藤沢脳神経外科病院 〃 小澤　幸弘 三浦市立病院

〃 窪倉　孝道 汐田総合病院 〃 池島　秀明 湘南泉病院

〃 長堀　　薫 横須賀共済病院 〃 石原　　淳 横浜市立市民病院

常 任 理 事 長倉　靖彦 横浜掖済会病院 〃 金井　歳雄 川崎市立川崎病院

〃 沼田　裕一 横須賀市立うわまち病院 〃 杉山　　肇 神奈川リハビリテーション病院

〃 高野　靖悟 相模原協同病院 〃 牧田　浩行 神奈川県立足柄上病院

〃 新納　憲司 大口東総合病院 〃 八十川要平 相模原赤十字病院

〃 松井　住仁 長田病院 〃 相原　道子 横浜市立大学附属病院

〃 南　　康平 丹羽病院 〃 井上　元保 伊勢原協同病院

〃 小松幹一郎 小松会病院 〃 北川　博昭 聖マリアンナ医科大学病院

〃 高原　和享 湘陽かしわ台病院 〃 髙橋　　寛 昭和大学藤が丘病院

〃 松島　　誠 松島病院 〃 中野　太郎 相模原中央病院

〃 太田　史一 太田総合病院 〃 山口　哲顕 港北病院

〃 三角　隆彦 済生会横浜市東部病院 〃 山田健一朗 平塚市民病院

〃 中沢　明紀 神奈川県立循環器呼吸器病センター 〃 山本　裕司 藤沢湘南台病院

〃 菅　　泰博 麻生総合病院 監　　　事 荒井　政明 ワシン坂病院

〃 篠原　裕希 クローバーホスピタル 〃 小川　健二 日本鋼管病院

〃 鈴木　龍太 鶴巻温泉病院 〃 石渡　宏道 税理士法人アイ・パートナーズ

理　　　事 宮川　政久 宮川病院 顧　　　問 菊岡　正和 神奈川県医師会

〃 角野　禎子 青木病院 〃 市川喜久江 神奈川県健康医療局

〃 澤井　博司 青葉さわい病院 〃 近藤　　脩 仁厚会病院

〃 今井　重信 湘南中央病院 顧問兼参与 別所　　隆 日本鋼管病院

〃 鳴海　裕之 寒川病院 〃 遠山　愼一 横浜保土ヶ谷中央病院

〃 徳田　博正 徳田病院 〃 玉井　拙夫 神奈川県予防医学協会

〃 土屋　　敦 渕野辺総合病院 〃 永井　孝三 京浜総合病院

〃 平元　　周 横浜総合病院 〃 仙賀　　裕 茅ヶ崎市立病院・日本病院会

〃 細川　　治 横浜栄共済病院 参　　　与 荒木　　洋 古川病院

〃 内海　　通 総合新川橋病院
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2020 年神奈川県病院協会 新年賀詞交歓会
◆開催日時　2020 年 1 月 15 日（水）　17 時 30 分～ 19 時 45 分
◆開催場所　横浜ベイホテル東急　「クイーンズグランドボールルーム」
◆出 席 者　255 名
　　　　　　（国会・県会議員 15 名、県 11 名、医師会・関係団体 63 名、会員病院等 166 名）
◆式 次 第　司会　常任理事　　三角　隆彦
　　　　　　１　開　　　会　　副会長　吉田　勝明
　　　　　　２　主催者挨拶　　会長　新江　良一
　　　　　　３　来賓祝辞　　　神奈川県知事　　　　黒岩　祐治　様
　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県議会議長　　梅沢　裕之　様
　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県医師会会長　菊岡　正和　様
　　　　　　４　来賓紹介　　　副会長　長堀　薫　　
　　　　　　５　入会病院紹介　　　　〃　　　　　（2019 年 4 月入会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜鶴見リハビリテーション病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019 年 9 月入会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和徳洲会病院）
　　　　　　６　祝電紹介　　　　　　〃
　　　　　　７　鏡 開 き
　　　　　　８　乾　　杯　　　副会長　数野　隆人
　　　　　　９　閉　　会　　　副会長　窪倉　孝道　

司会　三角常任理事

来賓祝辞　 神奈川県　黒岩知事

主催者挨拶　新江会長

神奈川県議会　梅沢議長

開会　吉田副会長

神奈川県医師会　菊岡会長
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来賓等紹介　長堀副会長

鏡　開　き

数野副会長 ( 中央 )　

乾　杯

閉会　窪倉副会長　

会場の様子

“ 多数のご参加ありがとうございました！ ”

（新入会病院）大和徳洲会病院　川本院長
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2019 年度スポーツ大会

第一部優勝　神奈川県厚生連　相模原協同病院

第二部優勝　みくるべ病院

第 62 回 野球大会
◆開催期間　2019 年７月 15 日（日）～ 2019 年８月 25 日（日）
◆開催場所　あすか製薬㈱川崎事業所グラウンド、富士通厚木総合グラウンド、
　　　　　　大磯運動公園
◆参加施設　29 チーム（一部　15 チーム、二部　14 チーム）
◆参加者数　485 名（延人数）
◆試合結果　
　　第一部　優　勝　神奈川県厚生連　相模原協同病院
　　　　　　準優勝　戸塚共立第１病院
　　　　　　第３位　昭和大学横浜市北部病院
　　　　　　　同　　福井記念病院
　　第二部　優　勝　みくるべ病院
　　　　　　準優勝　東戸塚記念病院
　　　　　　第３位　横浜相原病院
　　　　　　　同　　横浜第一病院
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優勝　横浜市立みなと赤十字病院

準優勝　　　　　　　　　　　　　
横浜なみきリハビリテーション病院

第３位　横須賀市立うわまち病院

表彰式

第 51 回 女子バレーボール大会
◆開催日時　2019 年９月８日（日）
　　　　　　８時 50 分～ 13 時 50 分
◆開催場所　聖マリアンナ医科大学体育館
◆参加施設　５チーム（51 名）
◆試合結果　優　勝　横浜市立みなと赤十字病院
　　　　　　準優勝　横浜なみきリハビリテーション病院
　　　　　　第３位　横須賀市立うわまち病院
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第 48 回 ボウリング大会
◆開催日時　2020 年１月 12 日（日）
　　　　　　９時 35 分～ 12 時 45 分
◆開催場所　川崎グランドボウル　 
◆参加施設　団体戦　21 チーム
　　　　　　個人戦　97 名（男子 70 名・女子 27 名）
◆試合結果　
　　団体戦　優　勝　川崎協同病院
　　　　　　準優勝　小澤病院Ａ
　　　　　　第３位　鹿島田病院Ａ
　　個人戦男子　　　　　　　　　　　　　　　　　個人戦女子
　　　　　　優　勝　石渡　悦郎　（川崎協同病院）　　　　優　勝　橋村　有美　（小澤病院）
　　　　　　準優勝　池淵　隆司　（鹿島田病院）　　　　　準優勝　相馬さとみ　（横浜栄共済病院）
　　　　　　第３位　小見淵伸正　（川崎協同病院）　　　　第３位　小山　麻緒　（川崎協同病院）

団体戦優勝　川崎協同病院

団体準優勝　小澤病院Ａ

個人戦男子
左から　池渕、石渡、小見淵

個人戦女子
左から　小山、橋村、相馬

団体３位　鹿島田病院Ａ
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第 38 回神奈川県病院学会
◆開催日時　2019 年 10 月 16 日（水）　13 時～ 18 時
◆会　　場　神奈川県立かながわ労働プラザ（L プラザ）
◆テ ー マ　「病院の働き方改革 Part2」
◆参 加 者　213 名
◆内　　容　
　　　〇特別講演　　
　　　　座　長　神奈川県病院協会　副会長　長堀　　薫
　　　　講　師　中央大学大学院戦略経営研究科　教授　真野　俊樹
　　　　テーマ　「医療危機：高齢社会とイノベーション」
　　　〇一般演題　全 52 演題（口演発表 30 演題 ·・ポスター発表 22 演題）
　　　〇シンポジウム　
　　　　座　長　神奈川県病院協会　理事　牧田　浩行
　　　　テーマ　「病院の働き方改革」
　　　　シンポジスト５名　
　　　　　神奈川県病院協会　　　　麻生総合病院　理事長兼病院長　菅　　泰博
　　　　　神奈川県理学療法士会　　湘南鎌倉総合病院　リハビリテーション科　根本　　敬
　　　　　神奈川県看護協会　　　　平和病院　看護部長　　　　　　原　　久美
　　　　　神奈川県放射線技師会　　横浜栄共済病院　放射線技術科　江川　俊幸
　　　　　神奈川県臨床検査技師会　けいゆう病院　　臨床検査科　　森山　　亨
　　　〇学会長表彰

シンポジウム

特別講演 一般演題・ポスター発表

（新江学会長挨拶）
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第 48 回病院管理研修
◆実施期間　2019 年９月 12 日（木）～ 11 月 28 日（木）までの８日間
◆目　　的　病院における管理・運営及び経営等について専門的な研修を実施し、病院運営に携わる

管理者・責任者の業務遂行能力の向上を図るとともに、病院の効率的な運営と経営管理
の充実、強化に資する。

◆科 目 数　18 科目（グループディスカッション含む）
　　　　　　（主な内容：メンタルケアを中心としたリスクマネジメント、個人情報保護について、
　　　　　　　　　　　 多様な働き方に対応する就業規則の活用について、BCP について、
　　　　　　　　　　　 178 床の赤字病院の経営再建までの軌跡、医療安全の課題、
　　　　　　　　　　　 クレーマーの心を掴む・クレーム対策、入退院支援の実際、
　　　　　　　　　　　 地域財産として看護師の確保と定着を考える、など）.
◆参 加 者　全日程（専任者）コース　　参加者実数　　　 25 名
　　　　　　全日程（病院単位）コース　参加施設実数　　６施設
　　　　　　科目別受講者　　　　　　　延べ数　　　　  139 名
◆修 了 者　全日程（専任者）コース　　25 名
　　　　　　全日程（病院単位）コース　６施設
◆講　　評　例年に比べ講義の出席率が高く、特に、グループディスカッションは、発表日に向けて、

活発に討議が行われていました

グループディスカッション風景 グループ発表

神奈川県　健康医療局技監　　　
　　　　前田光哉　より授与

県病院協会 会長　新江良一　より授与

修了書授与



神奈川県　　
病院協会会報 第50号

16

2019 年度事務長等表彰式
◆開催日時　2020 年２月 20 日（木）　16 時 00 分～ 16 時 30 分
◆趣　　旨　神奈川県病院協会の会員病院における事務長等に対し、永きにわたり病院の運営に尽力

され、かつ病院協会の発展のために功績があったことを讃え、表彰する。
◆表 彰 者　神奈川県病院協会　会長　　　　　新江　良一
◆受 賞 者　麻生リハビリ総合病院　　　　　　牛来　浩徳
　　　　　　神奈川リハビリテーション病院　　小松　一則　
　　　　　　慶友会第一病院　　　　　　　　　水戸　秀男
　　　　　　横浜鶴見リハビリテーション病院　岡野　秀行

　　　　　　　　牛来さん　　　　新江会長　　　　　小松さん　　　　　　岡野さん

受賞者との記念撮影

表彰状・記念品授与
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論 説

医療メディエーション
　：対話による関係調整

早稲田大学大学院法務研究科

教授　和田　仁孝

１．医療メディエーションとは何か
（1）メディエーションの基本的発想

トラブルの当事者が向き合って対話する際、メディエーターという第三者がかかわるこ
とで、より深い情報の共有と相互の理解の増進を支援し、それによって当事者による問題
の調整と克服を達成していこうとするモデルである。つまり、メディエーションはトラブ
ルの当事者双方と、第三者であるメディエーターで構成される三極構造をもった対話と紛
争調整のモデルということになる。

この点では、裁判などの紛争解決の方法と同様であるが、その対話の進め方や目的は大
きく異なっている。以下、その基本的発想の特徴を解説しよう。

＜メディエーションの目的は関係修復である＞
　通常、紛争解決というと、目の前にある争点を解決することととらえられることが多い。
裁判では、過失や因果関係を確認し損害賠償請求権があるかないかを決定することが「解
決」とされる。医療の現場でも、たとえば主治医の変更や合併症発生後の費用負担求める
患者に対して、この争点をどう処理するかで解決を目指すことになる。
　メディエーションの場合には、患者側が求める主張や争点それ自体の解決というより、
そうした対立に至った患者＝医療者間の関係を修復していくことが目的として設定され
る。対話を通した情報共有の進展により、関係が修復され、その結果として争点もよりよ
い形で解決されていくと考える。
　それゆえ、メディエーターは解決を目指すのでなく、患者＝医療者双方の対話促進と関
係修復を目標としなければならない。

＜問題を乗り越えるのは当事者自身である＞
　裁判のような方式では、いうまでもなく、裁判官の判断で解決内容が決められることに
なる。調停のような話し合いによる解決の場合でも、調停委員が解決案を考え、当事者に
提示して、解決を主導していく。
　これに対し、メディエーションは、関係を修復し問題を解決できるのは、当事者たちだ
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けであるという発想を取る。当事者が相互に情報共有し相互理解が進んではじめて、関係
も修復し、問題も解決すると考えるのである。
　たとえば、現場で若いナースが患者さんにクレームをつけられている現場に師長さんが
通りかかったとする。さっそく師長さんが介入し、若いナースに代わって話を聞き、患者
さんの納得を得られるような応答をしてその場を納めることはよくある光景だろう。この
とき、問題は解決したかに見えても、実は、患者さんは「十分、納得はできないが、師長
さんが言うのだから、まぁ引き下がっておこう」と考えているかもしれない。若いナース
の方も、「自分は間違っていないが、師長さんが言うのだから従っておこう」と考えてい
るかもしれない。
　このようなケースでは、実は当事者の間にある問題は解決されたわけではなく、場面が
変わって、またこの二人の間で問題が再燃する可能性が高い。裁判でも、法的解決には至っ
ても、患者側が医療側への憎しみをより増悪させ、医療側も前向きの改善につなげられる
保証はない。
　このようにみてくると、当事者自身が、向き合って対話し、相互に受け入れ、関係が修
復してはじめて、問題も克服されるのだということがわかる。またそれが出来るのは当事
者自身以外にはいない。
　メディエーションは、この発想を前提に、あくまでも当事者が向き合って、自分たちで
対話を通して関係調整していくことを支援するモデルなのである。

＜表層の主張でなく深層の想いを反映させる＞
争いが生じている場合、我々はともすれば、勝敗型のイメージで、相手に打ち勝つため

に主張し要求する。打ち負かすためには、相手の主張への反撃も含め、より強い主張をし
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なければならず、主張はエスカレートし、ともすれば本当に自分が求めている方向とかけ
離れていくことが多い。また感情的になれば、自分が本当に求めている何かを自分でも見
失っていることが多い。そして、表層の主張に自分自身がとらわれてしまい、対立だけが
エスカレートしていく。

メディエーションは、ここでも発想の転換を促す。表層の主張ではなく、深層の想いに
こそ、焦点を合わせ、対話を通して当事者自身の発想が変容していくことを支援するので
ある。

たとえば、外来で患者が怒って、「治療費は払わない」と言ったとしよう。医療側は、当然、
「払ってもらわなくては困る」ということになる。ここでは表層の主張は正面からぶつかっ
ていて、解決の糸口も見あたらない。この場合、メディエーションではこう発想する。「解
決困難な主張の対立があるとき、必ずしも解決しなくてもよい」というのである。そして、

「問題そのものを変換する」ことを試みる。
治療費を払わないと言って、怒っている患者は、本当に治療費の支払いを問題にしてい

るのだろうか？ 治療費を免除すれば、その患者は本当に満足するのだろうか？ 治療費を
払わないとか、もう転院するとか、患者側が提起する主張の背後に、実はより深い患者の
苦しみや医療者への期待が隠されてはいないだろうか。そうした深い想いや欲求に焦点を
合わせてみていけば、「先生によく見てもらいたい」とか「改善しない症状に苦しんでい
ることをわかってほしい」といった真摯な想いが潜んでいることが多いのではないだろう
か。

こうした深い想い・欲求に焦点を合わせることで、患者が表面で主張する解決不能な問
題でなく、より患者にとって重要で納得の行く問題克服に至る道筋も見えてくる。それに
よって、表層の主張のぶつかり合いから、深い欲求を満たすにはどうすればいいかという
新しい課題に、問題が変換されるのである。

表層の主張・要求ではなく、深層の想い・欲求に焦点を合わせることで、勝ち負け型で
過去志向的な対立から、ウィンウィンで将来志向の納得のいく科問題克服へと可能性が広
がることになる。

＜医療メディエーターの役割とは＞
以上に述べたメディエーションの基本発想を前提にすると、メディエーターの役割の特

質や意味もよく理解できる。メディエーターは、当事者同士が向き合って対話する中で、
それぞれの表層の主張や要求の奥に潜む、深い想いや欲求に気づき、関係を修復し、自分
たち自身で問題克服の方向を見出していくのを手助けする支援者としての役割を担う。い
わば、当事者の当事者による当事者のための関係調整の支援が、その役割である。

この役割を果たすため、メディエーターのかかわり方には、中立性の維持や、判断・評
価をしないなど多くの特徴が見られる。以下では、院内医療メディエーターの場合に押さ
えるべき特殊な要素も踏まえて、院内医療メディエーター固有の役割を念頭に説明してい
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くことにしよう。
第１に、メディエーターは、判断や評価をせず、自分の意見は表明しない。たとえば、

事故の原因関係について、「これは合併症であり過失はないと考えられる」などといった
見解は一切述べない。「事故を踏まえて、今後、医療安全の改善に努めていく」などといっ
た改善策の提示も一切しない。「賠償として 50 万円くらいお支払いできる」など賠償提案
も一切しない。関係修復し、問題克服の方向を決めるのは当事者自身であり、メディエー
ターがそれに関わってはいけないからである。病院側の見解提示や提案は、病院側の代表
者がするのであって、メディエーターはそれをしてはならない。多くの場合、メディエー
ターは適切な質問を患者ないし医療者に投げかけることを通して、当事者たちの深い想い
や欲求を引き出し、深い次元の情報共有を図っていく。その中で、当事者達の中に相手や
場についての認知の変容が自然に生じ、関係修復へとつながっていく。メディエーターは、
判断者でなく、あくまでも当事者の気づきと自然な認知変容、自力での問題克服を、陰で
支える黒子でなければならないのである。

第２に、メディエーターは、分け隔てのないケアの姿勢を必須とする点である。第三者
機関では、メディエーターの中立性は前提されている。しかし、院内メディエーターの場
合には、病院職員であるという点で中立というには、形式上、問題がある。そこで、中立
という概念でなく、事故や出来事に関わって傷ついているすべての人（患者だけでなく事
故に関わった医療者も含む）に、分け隔てなくケアする姿勢がより重要になる。これを、
偏りのない姿勢という意味で、不偏性と呼ぶ。この姿勢があれば、形式上は中立でなくと
も、患者側との間でも、メディエーターと患者の対話を通しての不偏性への信頼が構築さ
れ、第三者的な位置での支援のかかわりが受容されるようになる。また、医療者側にも、
同様のケア・マインドを持って接しなければならない。

第３に、メディエーションの過程で、メディエーターは患者や医療者の「言葉でなく心
を聴く」姿勢の中で、その深い想いを見つめ、共感的に互いに表層の対立の背景にある何
かに気づくことを支援する。そのために、メディエーター自身、患者や医療者の深い想い
に気づき、寄り添うセンスとマインドを身につけていなければならない。そうした姿勢が
身についたとき、はじめて「スキル（技法）」が「ウィル（姿勢）」の真の反映として表れ
てくる。表面的なマニュアル的な技術でなく、「姿勢」の発言としての「スキル」とは何
かについて、適切な教育研修を受ける中で、メディエーターは体感的に理解し、その姿勢
の涵養へとつなげていくことになる。

また、本来的には、役職としてのメディエーターだけでなく、医療機関のスタッフすべ
てがソフトウェアとしてのメディエーションの発想や技法を身につければ、患者とのコ
ミュニケーションの活性化と対話文化の浸透につながるだろう。「いつでも、どこでも、
誰でもメディエーター」という視点が大切である。
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（２）医療分野におけるメディエーションの有用性
海外では様々な領域で活用されているメディエーションという考え方であるが、とりわ

け医療事故時の初期対応など、医療現場では有益である。それは、医療事故紛争というも
のの特質そのものと関係している。

＜感情的混乱と対立が深いこと＞
まず、医療事故は、生命や身体の機能など、かけがえのない価値が喪われることから、

強い感情的な混乱が生じるという特徴がある。いきなり問題の克服と言っても、悲嘆と苦
悩にさいなまれている患者・遺族、やはり不安と苦悩のただ中にある医療者、いずれにとっ
ても、そう簡単なことではない。また、そうした感情的混乱は、しばしば「怒り」という
形で患者側から医療側に向けられることになる。ミスがあった場合も、なかった場合も、
その展開に大差はない。また、医療側も、そうした「怒り」を攻撃的にぶつけてくる患者
側に対し、「クレーマー」というレッテルを貼ってしまいがちである。

しかし、「怒り」は二次的な感情であり、その背景には深い悲嘆と苦悩がある。愛する
ものの生命や身体の機能が失われれば、だれでもそうした苦悩の体験に直面することにな
る。「怒り」や「攻撃」はそうした悲しみのひとつの表現にほかならない。

出来事を過去志向的に冷徹に分析し、説明するだけでは、医療事故の問題は解決せず、
苦悩する患者の想いに対し、医療側が誠実に真摯に向き合うことが必須の条件になるので
ある。また、怒りに怒りをぶつけても、問題はエスカレートするばかりである。

この点に、当事者が向き合い表層の主張（怒りや要求）を超えて、深い想いや欲求につ
いての相互理解を含め関係修復をはかるメディエーションのモデルが有効性を持つ理由が
ある。双方が、少なくとも冷静な対話が出来るまでに、最低限の信頼関係を再構築した上
で向き合ってはじめて、原因や事実関係の説明と検証、賠償などの議論も可能になる。

メディエーションは、まさに初期対応として、傷ついて患者側、医療側双方に真摯に応
対し、その後の対話のための土台を作り、また対話そのものを支援していく役割を果たす。
感情対立が激しい医療事故問題では、メディエーション的対応が必須といってもよい。

＜医療者の視点と患者の視点のギャップが深いこと＞
いうまでもなく、医療者は医療の専門知識を持ち、その観点から事故の経緯や背景を理

解することが出来るが、患者はそうではない。この一般的な医療専門家と患者の知識ギャッ
プは、事故やトラブルが生じたときに、より深刻な影響を及ぼす。

医療者側の患者への対応が悪い場合、あるいは不用意な言葉を発したりする場合、患者
側が怒るのはもっともである。しかし、現実には、医療側が真摯に誠実に対応していても、
患者側はそれを異なった意味で解釈し、傷つき、怒る場合がある。

たとえば、手術の途中、通常、予期できない合併症が発生し、死亡に至ったような場合
を考えよう。医師は、必死に救命を試みると同時に、その胸中では、「たいへんなことになっ
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た」「何とか救いたい」「なぜ、こんなことになったのだろう」「これからどうなるのだろう」
など、様々な思いが去来することになる。医師も人間である以上、混乱し、泣きたいよう
な気持ちに囚われるだろうが、それでも、医師というプロフェッションの責務を果たそう
と、自分の取り乱した気持ちを抑制し、必死に救命を試みるのである。最悪の結果になっ
たときも、遺族の前に出て、やはり、取り乱したい気持ちを抑えながら、何が起こったか
を医師として冷静に説明しようとするだろう。それは医師として、プロとしての誠実な対
応ということができる。

しかし、それは患者側にはどう受け止められるだろうか。患者側は、その日常的感覚から、
出来事を理解する。この場合、「人が１人亡くなっている、それも、自分が手術していた
その人間が亡くなっている、なのに、なぜ、そのように冷静に話ができるのか」「おそらく、
患者を人間としてみていなかったからだ」といった解釈をするかもしれない。

ここでは医療側から見た誠実な責任の果たし方と、患者側がそれをどう受け止めるかに、
大きなギャップが生じている。それは、一つの出来事や現実をめぐって、それぞれの「あ
らかじめ持っている視点」を通してしか、人は理解ができないからである。このあらかじ
め持っている視点は、我々が現実を見るときに解釈のフィルターとなる、ちょうどメガネ
のフレームで、認知フレームと呼ばれる。

相互が異なる認知フレームを通して現実を見ている以上、医療側が不誠実な場合は当然
として、誠実であっても、患者側はそれを不誠実と見る認知のギャップは必然的に生じて
しまう。

メディエーションは、対話を通して、深層の想いへの共感を手がかりにしながら、この
認知フレームのギャップを少しずつ埋めていく試みであるということもできる。対話を通
した情報共有と理解の促進は、とりもなおさず、各々の認知フレームのギャップを小さく
し、その見ている現実のストーリーを書き換えていくための支援プロセスなのである。

最近は、医療機関も事故発生時には、隠さずすべて情報開示する方針をとっているとこ
ろも多い。しかし、そのような誠実な姿勢を理念としては持っていても、ではいかに情報
開示を進めればいいのか、そこで生じる認知フレームのギャップをどうすればいいのかに
ついては、具体的な指針はほとんどない。メディエーションは、まさにこの真実開示のプ
ロセス・モデルとして有益なのである。

また、認知フレームのギャップは、事故のときだけでなく、日常のクレーム場面、IC 場面、
日常診療の場面など、どこでも発生している。その小さなギャップが、後に大きなトラブ
ルを生み出すこともある。対話を通して認知フレームのギャップを埋めていくメディエー
ションは、少し、応用すれば、こうした日常診療場面でも、有益なモデルとなる。

（３）従来型対応と医療メディエーションとの違い
ここで、従来の事故やクレーム時の対応とメディエーションとの相違について述べてお

こう。
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従来型の初期対応は、患者側対医療者側という二項対立の構造で行われる。この場合、
医療側の代表者は、事故原因・クレーム原因等の説明、医療機関としての問題についての
認識・見解の提示、改善策や見舞金・賠償など解決案の提示など、すべてを担って患者側
に向き合うことになる。これは、当然、患者側から見れば、「相手方」であり、しばしば

「敵」と見なされる。同時に、その場合、医療側も、患者を対峙する「相手方」であり、「敵」
であると見なすことになる。

この二項対立の従来型初期対応では、様々な限界や問題が生じる。
第１に、相互に相手方を説得すべき「相手方」と見ていることから、対話が論争的とな

り、対立が容易にエスカレートしてしまうこと、である。
第２に、認知フレームのギャップを埋めるより、それぞれのフレームに固執するあまり、

逆にそれが固定化してしまい、ギャップがより深くなる可能性があること、である。しば
しば、患者側の不信は、二項対立型初期対応を経て、いっそう強くなり、医療側は医療側
で、患者をクレーマー視する状況に陥ってしまう。

第３に、そうした事態を避けるために、しばしば本質的な深い想いや欲求に触れること
なく、表層的に金銭提供で解決しようとするような安易な処理がなされがちであること、
である。いわば「臭いものに蓋」という形で問題を抑制してしまう対応である。逆に、患
者側をクレーマーとみなして、対話自体を拒絶するといった対応も、方向は逆だが、これ
と本質的に同様の問題抑制である。

これに対しメディエーションは、３極構造となる。二項対立モデルの医療側代表者が、
病院を背負って、対話に望んでいるのに対し、第３の極にいるメディエーターは、何も背
負うことなく、真っ白な背景のまま患者の話を聴き、医療者の話を聞聴き、対話を促進する。
患者側は、病院を背負っていないが故に、メディエーターの真摯な対応に触れると、病院
職員ではあっても病院とは別の視点に立つ存在として、メディエーターへの信頼を紡いで
くれる。

この、病院を背負わないが故に、患者側の信頼を維持できるメディエーターがその場に
いることで、先の二項対立の限界や問題は克服されることになる。

メディエーターが感情を受け止め、双方が深層の想いや欲求に気づくように対話を促進
することで、不要なエスカレートが回避され、また、認知フレームのギャップも埋められ
ていく。その結果、表層的な争点や、金銭提供、対話の切断と言った形での解決とは異なり、
より深い想いや欲求を反映したウィンウィンの問題克服への道が開かれていくのである。

（４）医療メディエーションの成否を決めるもの
しかし、メディエーションが常に万能というわけではない。それが可能である場合と難

しい場合が当然にある。まず、患者側の要因から見ていこう。
たとえば、明らかに金銭目当てのクレーマーの場合には、メディエーションは適合的で

ない。むしろ、従来型の対応や顧問弁護士による対応が必要な場合が多い。また、暴力的
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な当事者には、メディエーションはなじまない。もちろん、暴力の背景にも、深い想いや
欲求があるとしても、暴力や過度な暴言が向けられたときには、医療機関も毅然とした対
応を取るべきである。

また、精神的な問題を抱えた当事者の場合にも、メディエーションは適合的でない。こ
うした場合にも別様の対応が必須となってくる。

ただ、クレーマーという位置づけについては、医療機関側も注意しなければならない。
多くの場合、医療機関がクレーマーとみなす患者も、実は最初からクレーマーだったので
はなく、様々な機会に不適切な医療機関の対応を受けたことで、次第に敵意がエスカレー
トしてしまったというケースが多いからである。この場合、実際に医療機関から見て、対
応が不適切だったかどうかが問題ではない。実際に不誠実な対応をした場合はもちろん、
医療側は誠実に対応しているつもりでも、思わぬ認知フレームの差異による誤解からク
レーマー的になってしまっているかもしれないのである。こうしたケースはメディエー
ターがきちんと関与していれば、そもそもクレーマー化すること自体を防ぎ、双方にとっ
てよりよい形での問題克服できた可能性が高い。

この意味で、メディエーションは、クレーム時のトリアージの機能をもつことにもなる。
メディエーターは、まず、真っ白な気持ちで、予断と偏見を持たず、その患者に対応する。
その中で相手が本当にメディエーションになじまないとわかれば、そこで別の対応に委ね
るという形である。これにより、多くの本来クレーマーではない患者について、切り捨て
たり、表面的な解決で済ませたりするような対応は少なくなるだろう。

もうひとつ、メディエーションがうまく機能しない医療側の要因について見ておこう。
まず、医療機関側がきちんと、情報開示をしないような場合である。この場合には、メ

ディエーション自体が限定的な情報のもとでしか行われず、しばしば、患者側にとって不
利な結果に終わってしまう。メディエーションは当事者により自主的な問題克服を支援す
るモデルであるからこそ、医療側にも情報の開示が求められるのである。

また、医療機関のトップに理解がない場合には、やはりメディエーションはうまくいか
ない。メディエーターは、しばしば、医師や診療科から情報を得ることが必要であるし、
患者との対話への出席を求めたりすることもある。それゆえ、通常のラインとは別のトッ
プに直属の位置づけをし、病院全体がメディエーターに協力するような体制と文化を築か
なければならない。

現在、メディエーターを積極的に導入している病院では、院長、診療科長、師長など管
理職から始め、100 名に至るスタッフがメディエーター研修を受ける形で導入している。
これはメディエーター１人に委ねるのでなく、病院全体がメディエーションを理解し、日
常診療から事故時の対応まで、これをサポートしていくという方策である。

そこまでは難しくとも、少なくともメディエーターの位置を明確にし、トップがこれを
支える仕組みと文化の浸透がメディエーションの機能化のためには必須である。
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２．メディエーターの分析の理論
（１）認知の構造を知る
　１）表層の対立から深層の協働へ

クレームやトラブルの際には、どうしても表層の言葉のやりとりの中で対立的になって
しまう。それぞれ個人は、生育の過程で、多様なものの見方のメガネのようなものを見に
つけていく。「授業」とはどのようなものか、「病院」とはどのようなことをする場所かと
いう、認識のためのストーリーを学んでいくのである。このメガネにあたるストーリーを
ナラティブと呼ぶ。ここではナラティブ理論の詳細は省くが、こうして我々はそれぞれ少
しずつ異なる何層ものメガネを通じて現実を見ている。

とりわけ、重要なのが、専門教育や職業によって生成されたナラティブである。医師や
看護師は医学について学び、医学や医療についてきわめて制裁に見えるメガネをかけてい
る。患者は医学についてはピンボケのメガネしかかけていない。こうしたところから認識
の齟齬が生まれ、トラブルに発展することも多い。

また、トラブルになった際には、当事者は相手の振舞いや言葉の表面だけを見て、自分
のメガネで意味づけをしてしまう。急におなかが痛くなって、看護師に声をかけようとし
たとき、看護師が「後で聞きます」とだけ言って立ち去ったら、患者は怒りを覚える。患
者の訴えを聞かなかったという振舞いの表面だけを切り取り、「患者の訴えを聞かないな
んて、あの看護師は医療者としての資格がない、やめさせろ」といったクレームに発展す
ることもある。

しかし、看護師には、「手の空いているものは全員○○病棟の何号室に集合」という緊
急指示があったのかもしれない。このように、トラブルは、互いの表面だけを見て、自分
のメガネだけを通して状況を見ていることによることが多い。
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このような場合、メディエーションでは、まず次のような発想を取る。
・表層の争点の解決が困難な場合には必ずしも解決する必要がなく、解くべき問題そのも
のを転換する
クレームや紛争の過程では、当事者は、当然、この表層の対立に目を奪われ、鳥瞰的な

視点をとれない。互いに自分の表層の主張に固執し、いっそう対立が激化していくことも
多い。

しかし、メディエーターは、第三者的な位置にして、そうしたやりとりの渦中からは少
し距離を置けるため、より深い当事者の想いや求めまで読み取ることができる。メディエー
ターは当事者双方の対立的なやりとりの中から、よりよい関係修復につながりそうな要素
を読み取り、対話をそちらへ向けて導いていく。それによって、表層の対立から、深層の
情報共有と前向きな克服課題の構成へと、いわば問題変換を促進していくのである。「看
護師を首にしろ」というのが患者の本当のニーズではないはずである。深層には、「痛み
を感じたときにはすぐに助けてほしい」という全うなニーズがあり、それが状況のせいで
満たされなかったときに、表層のメガネのみで看護師の人格のせいにしてしまっているの
かもしれないのである。

そのために、メディエーターは当事者各々の深い想いや事情を引き出して、その想いと
認知の構造を把握していかねばならない。その実践的過程をモデル化したものが IPI 分析
というものである。
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　２）IPI 分析とは
IPI 分析をわかりやすく説明するために、もう一つ素材としての借りの事例を考えてみ

よう。
ある患者が、ある日、突然、「こんなに待たされて、薬を出すだけでは納得できない。

治療費も払いたくない。看護師の態度も悪い、やめさせろ」などと、怒り出したとする。
待ち時間は、実はいつもとそう変わりはなかったかもしれない。この場合、「治療費を払
うか否か」「看護師の処遇」などが患者さんの主張であるが、言うまでもなく、これでは、
医療側は、真っ向から反論せざるを得ず、双方のコンフリクトはエスカレートし、膠着状
態に陥ってしまう。

メディエーションの発想、「解決できない争点は解決する必要がない。その場合には、
問題そのものをより深く協調的な課題へと変換していく」をここで実現するためには、表
層の争点にはこだわらず、その背景にある患者の想いに気づく対話をしていくことが必要
となる。ところが、このようなクレームのケースでは、感情的になった当事者同士では、
それがなかなかうまく進まない。

そこで橋渡し役としてのメディエーターが呼ばれたとする。メディエーターは、まず、
１対１で患者の話を傾聴し、表面の主張（治療費は払わない、看護師を辞めさせろ、など）
も受け止めながら、より深い患者の想いや問題認知を対話の中で引き出していく。その際、
メディエーターは、一切、自分の意見を表明したり説明したりせず、患者の話をひたすら
真摯に聴くことに徹する。

すると、この患者は、「先生を深く信頼していたが、この３ヶ月症状が改善しない。なのに、
先生は、新しい検査をするでもなく、説明もあまりなく、同じ薬を処方するだけで診察も
数分で終ってしまう。先生は自分を見捨てたのではないか、自分はもう改善しないのでは
ないか」という不安をもっていたことがわかったとする。また、この真摯な傾聴により、
患者側もメディエーターを、「この人は病院の人だけれど、きちんと話を聴いてくれる人だ」
と信頼し、橋渡し役という位置についての理解も示してくれるようになる。

次にメディエーターは医師の話も傾聴する。すると、実は、先生の方も、この患者を気
にかけているが、症状は安定しており、薬の蓄積的効果を確認するために様子を見ている
段階で、そろそろ次の段階をと考えていたという事情がわかったとする。気にはなってい
たが外来が多忙で急性の患者への説明に追われ、後回しになっていたに過ぎず、当然、見
放してなどいないという事情である。

そうだとすると、深い部分では、両者は対立しておらず、一度時間を取って、説明と対
話の場を設け、双方の情報が互いに共有されれば、関係は修復されるだろう。治療費や看
護師の問題は、表層に表れた仮の争点に過ぎず、深層を反映した問題に変換すれば、解決
は容易になるのである。

この過程の背景にあるのが、ハーバード大学で開発された紛争交渉の分析モデルで、我々
が IPI 分析と呼んでいるものである。主要な概念は、争点（issue）、表層の主張（position）、
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深層の関心・想い・欲求（Interest） であり、その頭文字を取って、紛争認知構造のＩＰ
Ｉ分析と呼ぶ。以下に整理しよう。

争点：ぶつかり合っている主張の対立点の名称
争点とは、争いの過程でなされる様々な主張や要求の対立点の名称である。
先の事例で言えば、「治療費支払いの問題」「看護師解任の問題」などである。争点の中

には、それを追求しても対立を激化させるばかりのものもあれば、深層の関心とつながっ
て、より協調的な深い問題に連結可能なものもある。対話の中で、どの争点に焦点を合わ
せるか、どの争点は回避すべきかをメディエーターは感知するセンスが必要である。

表層の主張：争いの中で当事者が行う主張
表層の主張とは、争いの過程でなされる様々な事実についての主張や要求などの言い分

そのものである。
争いの過程では、多様な表層の主張が出され、ぶつかり、その過程で、さらに主張が激

化したり、増えて行くことが多い。この表層の主張は、さらに次の３つに区分できる。

①事実の主張
「先生は病室に来なかった」「看護師が注射のセットの際によそ見していた」などは、

起こったことの事実関係についての主張である。当然、医療者側には「病室に行かなかっ
たのは事実だが、急患の手術という事情があった」「看護師はよそ見などしていなかった」
などの反論の事実主張がある。これら起こった事実関係についての言い分を「事実の主


