
職員の安全を守る 暴力やハードクレームへの対応と院内教育特集

はじめに
～３点の用語の勘違い

　昨今，「クレームはお客様からいただく
宝物」という種類のクレームではなく，犯
罪行為に類するハードクレームや理不尽極
まりない暴力行為によって，医療担当者が
被害を受けるという事案が散見されている。
その最大のものが，2021年末から2022年
初頭にかけて相次いだ２つの医師殺害事件
であろう。
　こうした状況を反映して，「医療者の安
全を守る」が医療界でも急速に大きなテー
マになりつつあるようだ。聞くところによ
れば，2022年11月開催予定の日本医師会
会長会議に付随する研修項目として「医療
従事者の安全を確保するための対策」が決
まっているとのことである。今までこう
いったテーマの研修はなかったそうなの
で，注目すべき動きと言える。
　本特集も，同じような趣旨でとらえられ
て，先の各識者の方々より各実践報告がな
されているので対策についてはそちらにお
任せするとして，私はもう少し違った視点

で本特集テーマにアプローチしてみたい。
本稿では，「患者様」「医療のサービス化」
「応召義務」の３点の用語の勘違いについ
て考えていることを述べていく。

今でも現場で根強い
「患者様」という言葉

　医療のクレーム・トラブルを話す時に，
時代背景よりもまず先に出てくるのが「患
者の権利意識」のことだ。「患者の権利意
識」で，これに直結する言葉として「患者
様」が必ず引き合いに出される。
　病院にいればいまだに多くの事務系・看
護系職員から平気で「患者様」という言葉
が出てくる。この「患者様」という呼称は，
今では多くの病院で張り替えを忘れた古い
壁紙のように残されている程度のこととい
う認識で私はいたが，どうもそうではなさ
そうである。用語が生き延びるのは，それ
を必要とする現場，幹部の認識が時代から
距離があるということだ。そういったとこ
ろでは「患者様」は何も個々の患者だけに
向けられた言葉ではない。私は事務系・看
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護系職員（どこの病院でも医師層の中では
以前から「患者様」は使われていない。国
公立から民間病院まで多くの医局研修会に
参加してきてそのことは承知している。問
題は特に事務系職員の意識の遅れにあるの
ではと思っている）を中心に “職員管理上
のイデオロギーとしての操作有用性” もあ
るために生き残っているのではないか，と
踏んでいる。もう少し追いかけてみること
にする。

「患者様」の誕生

　前述したとおり，「権利意識」と抱き合
わせで，頻繁に登場する用語に「患者様」
がある。表面上は「患者様」という用語が
「患者の誤った権利意識」などを助長した
と見えるが，決して「用語」が先ではない。
　1980年代のアメリカで流行した顧客満
足（CS）の考え方が日本にもすぐに入っ
てきて，1990年代に一気に広がっていっ
た。社会の過剰サービス化の流れの中で，
医療も「サービス化」の道を急速に進めた。
この流れで最もよく使用された言葉がこの
「患者様」だ。「患者様」はどこから来てい
るか。簡単に言えば，市場原理主義の思想
に基づき，医療をすべて「費用対効果」，
商取引の延長線でとらえるところから来て
いる。この考えに立てば，患者は「消費
者」，病医院は医療サービスを売る「店」
となる。患者も知らず知らずと「消費者」
的に振る舞って，当たり前という感覚が芽
生えはじめていく。
　医療とは，本来患者と医療担当者が「対
等な関係」に立つはずだ。しかし，特に
1990年代以降，市場原理主義が浸透して
くる中で「対等」から次第に「主従」の関
係で見られるようになってきており，そう

いう関係性の中で消費者に「変なお客様意
識」を持った一群が生まれてきた。これが
「患者様」たちだ。こういう流れの上にある。
　ところで，「サービス」（Service）という
言葉は，もともとの語源に「奴隷」（Servtus，
セルヴィタス）という言葉を含んでいるこ
とはご存じだろうか。ラテン語のServtus
（servus：奴隷＋itium名刺語尾＝奴隷の
状態）から来ている。「奴隷」「屈従」「奉公」
などの意味合いを持ち，「奉仕する」「給仕
する」といったニュアンスに変化してきた。
だから「医療はサービス」「医療のサービ
ス化の推進」という言葉を掲げるクリニッ
クや病院の場合，そこに矛盾が生じる。な
ぜなら医療機関では，患者と医療担当者が
主従関係，奴隷契約を結んでいるわけでは
なく，あくまで「対等」のはずだ。しかし，
語源の意に沿えば，サービス化を徹底する
とは，金によって金額の範囲で一種の奴隷
になるという意味合いを持つ。
　市場原理主義の圧力下，サービス化の推
進が医療分野の中で幅を利かせるようにな
り，医療の商業化がなし崩し的に進んだ。
それまであった患者と医療担当者の関係が
大幅に崩れ，極論すれば “奴隷的根性に近
い，ものを言わない医療担当者づくり” が
病院という組織体を中心に進められてきた
と言えた。

「患者様」の使用はいつから？

　「患者様」は，私も覚えているが，もと
もと1990年代から経営コンサルタントが
普段から使っていた。そのような中で，
2001年11月に厚生労働省「医療サービス
向上委員会」が出した「国立病院・療養所
における医療サービスの質の向上に関する
指針」の中の「職員の接遇態度や言葉使い
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の改善」の項目で「患者の呼称の際，原則
として姓に『様』を付する」という通達が
あり，これが全国に広がった。そこに「患
者様」という総称を使え，とはひと言も書
かれていない。あくまで「原則として姓に
『様』を付する」としか書かれておらず，
これが誤って伝わったと思われると紹介し
ているものが一般的には多い。しかし，私
の経験では1990年代に一部で先行的に使
われていたことは事実であり，少なくとも
厚生労働省の通達よりは前にかなり使われ
ていたことになるだろう。
　「患者」という語は，その読みどおりで
あれば「患った者」であり，この言葉に尊
敬語の「様」をあえてつけることは問題が
あるとも言われているが，私もそのとおり
だと思う。「患者様」は丁寧語でもなんで
もない。しかし，現場近くにいたら分かる
が，「患者様」の呼称はいまだしつこく生
き延びているのだ。

「患者様」の定着に 
 何が貢献したのか？

　この言葉の定着に最も貢献したのは何だ
ろう。私は，「消費者イデオロギー」を官民
あげて大宣伝していたことが一番大きかっ
たと思っている。1980年代半ば，大雑把
に言って1985年のMOSS協議から1989
年の日米構造協議に至る過程で，日米を中
心にした貿易不均衡の是正，日本的流通の
透明化などのかけ声のもと，内需拡大圧力
がすさまじい形でかけられてきた。当時，
どちらかと言うと官主導の印象を受けるぐ
らい，上から物を買わせようとするキャン
ペーンが張られた。「消費活動を通じて自
己実現」「自分らしさの表現」という言葉
が，TV・雑誌で踊っていたことをよく覚

えている。「どういう商品を選択するかで
あなたが決まる」とか「個性はあなたの商
品選択でしか表現されない」などと，まこ
としやかな「妄想」まがいのキャンペーン
が続けられた。
　物を買わせるには，その対象となる「消
費者」をとにかく褒めちぎり，消費意欲を
掻き立てる必要があったからだ。当然消費
者の一部は，その持つ意識が「肥大化」し
ていくところとなった。この過程で，医療
分野では本来「対等」であった患者・医療
担当者の関係が，上記で触れた「主従」関
係に近いものに変容していくことになった。
この上からのイデオロギーの降り注ぎが
「患者様」意識の固定化に寄与した，そう
とらえるべきだろうと私は思っている。
　その意味で，この「患者様」という概念
の批判的検討が個々の医療人，中でも病院
関係者においてそれほど行われずにきたた
め，病院を中心にこの用語が残されてきた
のではないかと思っている。

「医療のサービス化」 
推進は本来内部矛盾

医療サービス推進で 
誰が得をするか

　この「患者様」という用語と両輪のよう
に使われたのが，「医療サービス」という用
語だ。これも批判的に吟味する必要がある。
　まず，「医療サービス」を言いはじめた
背景を押さえる必要がある。1980年代よ
りすでに国民皆保険を切り崩し，民間保険
の参入の動き，医療ビジネス関連の動きが
活発化する。その流れを一気に進めたもの
が前述したMOSS協議や日米構造協議の
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動きだった。この流れが濁流のように押し
寄せ，日本の医療の周辺環境がじわじわと
蝕まれていくことになった。
　私はこの時（1990年前後），大阪府保
険医協会で政策担当をしていたこともあ
り，アメリカ側の皆保険空洞化のさまざま
なプランを細部まで検討することができ
た。その後，アメリカを中心にした欧米側
の多国籍企業の圧倒的な圧力に徐々に日本
側は屈していく。直接名指しはしないが，
結局誰が仕掛け，誰が得をしたかは明らか
だろう。この流れは今もってまったく変
わっていない。

医療の中のCSは 
「接遇研修」が広めていった面も

　1980年代にアメリカで流行した顧客満
足（CS）の考え方が日本にも上陸し，医
療の中に過剰サービス化の波が押し寄せた
が，医療の中に顧客満足はどう入ってきた
のだろうか。価格に転嫁できないため「患
者満足」という形を纏い，具体的には「接
遇研修」という形をとって，CS（顧客満足）
に走った。こうして1990年代に一気に
「接遇研修」が広がった。
　この研修は，患者を説得するとか，理解
させるとかを学ぶ場ではなく，「患者の言
いなりになる」ことを学ぶ場となってい
た。その点で前述した “奴隷的根性に近い，
ものを言わない医療担当者づくり” に貢献
したと言える。商業ベースに乗っかってい
くと「接遇」も変容し，「やるべき『接遇』」
と「やらないでいい『接遇』」を一緒くた
にし，やらないでいい「接遇」まで飲み込
んでしまっているというのが私の認識だ。
　当時，そのお先棒を担いだ形でさまざま
な接遇講習会講師が入り乱れていたことを

思い出す。基本接遇は，誠意一本やり。お
もてなし的対応を旨としており，そういっ
た講師がもてはやされていた。社会状況と
して1990年代市場原理主義下で醸成され
つつあったMP（モンスターペイシェント）
やハードクレイマーたちに，「言いなり」
トレーニングをされた彼らたちが当然なが
ら歯が立たないのは無理からぬことだった。
結果，職場から多くの従事者が離職・休
職・退職を余儀なくされていった。
　私は今，「接遇研修」の果たした役割は
ある程度認めるものの，現場で噴出してき
たトラブルに接遇やメディエーションでは
対応できない事態が多く出てきていたこと
も率直に認めるべきと思う。私は，ここに
至って接遇研修自体もかなり大幅な見直し
が必要ではないかと思っている。

「応召義務」の解釈に 
著しい遅れ

　勘違いの最大のものと私が思っているも
のが，「応召義務」の解釈の仕方だろう。
そんなことは分かっていると言われそうだ
が，多くのトラブル相談を受けている。特
に病院関係のオンライン研修会をいろいろ
なところで行ったが，最もネックになって
いたのが各病院の医療安全担当の責任者の
認識の遅れだった。やりたくはなかった
が，多くの幹部職員がいる中で「先生のそ
の認識をこう変えた方がいいですよ」と何
度も指摘し，渋々だが病院全体で組織的に
動いて一気に解決することがままあった。
このように，法人幹部が一番分かっていな
いのではないか，と思える場面が数限りな
くあった。突き詰めると「応召義務」の解
釈の問題に行き着いた。
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　2019年の通知が出るはるか前，私は
2000年初頭ぐらいからいろいろな講習会
で昭和24年通知を批判的に喋ってきてい
た。途中からは「平成」の中で出されてき
た各種判例も使い，昭和24年通知への批
判を強めた。
　本当に多くの医師が，診療は断ってはい
けない，応召義務は絶対守らなくてはなら
ないことだと教え込まれてきた。ご存じの
とおり医師法19条１項には「診療治療の
求めがあった場合には正当な事由がなけれ
ば，これを拒んではいけない」と掲げられ
ている。1949年，いわゆる昭和24年通知
では，「医業報酬は不払いであっても，直
ちにこれを理由として診療を拒むことはで
きない」としている。当時の情勢に比して，
医師の一部にあった状況に鑑みて多くの国
民に診療を行うよう釘をさす意味で出され
たと理解される。その場合，「正当な事由」
については明らかにしていなかった。
　ところが，2019年12月25日に厚生労
働省から出た新しい「通知」は，結構画期
的な中身が含まれていた。しかし，３年
経って2022年の現在，医療現場にこれが
浸透しているかと言えば，残念ながらそう
はなっていない。圧倒的に通知の存在を
「知らない」人が多い。全国に出向き，ま
た全国から相談を受ける中で，そのことを
痛感している。知らなければ，古い通知に
縛られ，その認識が消えることはない。現
場はどんどん変化しているのに，だ。
　新しい「通知」を読む場合，その核心部
分をつかむことが大事となる。この通知の
中に，「診療の求めに応じないことが正当
化される場合の考え方」が明記された部分
が出てくる。ここに何が書かれているか。
医療機関の対応としてどのような場合に患

者を診療しないことが正当化されるか否
か，また医師・歯科医師個人の対応として
どのような場合に患者を診療しないことが
応召義務に反するか否かについて，“最も
重要な考慮要素” は患者について緊急対応
が必要であるか否か（病状の深刻度）であ
ると書かれている。このほか，医療機関相
互の機能分化・連携や医療の高度化・専門
化などによる医療提供体制の変化や勤務医
の勤務環境への配慮の観点から，次に掲げ
る事項も “重要な考慮要素” になる，と書
かれている。
・�診療を求められたのが，診療時間（医療
機関として診療を提供することが予定さ
れている時間）
・�勤務時間（医師・歯科医師が医療機関に
おいて勤務医として診療を提供すること
が予定されている時間）内であるか，そ
れとも診療時間外・勤務時間外であるか
・�患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼
関係
　この３点の一番下の文言はとりわけ重要
で，これは患者と医療機関・医師と信頼関
係が欠落していたら，診療の求めに応じな
くていいと言っている。よほど重篤でない
限り，信頼関係が築けない患者に対する応
召義務は負わないということを指摘してい
るのだ。ここが通知の「核心部分」だと私
は断言できる。
　その後の「個別事例ごとの整理」のとこ
ろでも，クレームを繰り返すなどの迷惑行
為や支払い能力があるのに悪意をもって医
療費を支払わない事例を挙げ，「診療しな
いことが正当化される」としているのだ。
クレーマー患者の診療拒否は，法律に書か
れている「正当な事由」に該当するとはっ
きり書き込まれたのである。こういった箇
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所をどれだけの医療者が理解しているのだ
ろうか，と思う。私自身，かなり全国を回
り，この中身を通知以前，2000年代から
開業医中心に話してきたので，開業医層に
はある程度浸透していると思うのだが，一
方で病院関係者と話をしていても，知って
いるのはごく一部だけで，その核心部分へ
の理解はまだまだの状況にある。これでは
だめだと思う。
●おわりに
　「患者様」「医療サービス」の誤った使用
の問題，「接遇研修」のあり方に対する以
前からの疑問，そして「応召義務」に関す
る古い認識などについて批判的に整理して
みた。
　まだまだ医療界で使用される用語の中
に，勘違いに近いものがかなり残っている
と感じている。今後使われる言葉にもっと
敏感になることは，医療問題全般に対する

認識の深化にも通じるはずだ。あいまいな
理解のまま慣用的に用語を使用している
と，間違いなく医療人としての感覚も鈍磨
の一途を辿ることになるだろうと思う。
　今回は勘違いの代表として３点俎上に載
せたが，今後は現在年間２回開催が義務付
けられている医療安全管理研修会のあり方
を大幅に見直すため，こういった用語の使
用の問題なども取り上げて，さらに有用な
講習会，院内教育の場づくりを目指すべき
だと思う。

　次号より尾内康彦氏の新連載「病院守護

人が行く！　貴院と職員を守るために今す

べきこと」が始まります。トラブルバスター

として数多くの医療者や病院を守り続けて

きた著者が伝道する医療機関のための護身

術。医療者，管理者必読です。

　次号より尾内康彦氏の新連載「病院守護

人が行く！　貴院と職員を守るために今す

べきこと」が始まります。トラブルバスター

として数多くの医療者や病院を守り続けて

きた著者が伝道する医療機関のための護身

術。医療者，管理者必読です。

日総研 174070学習のねらいは 検索検索

 ワーク  で自分とチームを成長させる実践スキルを学ぶ

心理的安全性が担保された職場を作る！

ポジティブな
職場・スタッフ・自分を作る
管理者のアプローチ

１．withコロナ時代に求められる看護管理者の役割
１）コロナ禍が看護現場に与えた影響
２）ポジティブな職場にするための最低条件

２．心理的安全性が担保された職場づくり
１）身体的安全性と心理的安全性
２）スタッフが自分の意見を言える場づくり
３）患者の不利益につながる職場の雰囲気
  ワーク   スタッフへのポジティブなフィードバック

３．あるがままに受け止める ～マインドフルネス～
１）マインドフルネスとは　２）「今ここ」に心を込めるということ
  ワーク   マインドフルネス実践

４．自分への思いやり ～セルフ・コンパッション～
１）セルフ・コンパッションの構成要素

●自分への優しさ　●共通性の人間性の理解　●マインドフルネス
２）管理者だからこそ必要な自分へのいたわり
３）セルフ・コンパッションへの誤解
  ワーク   セルフ・コンパッション実践

５．ポジティブ心理学によるアプローチ
１）ポジティブ心理学とポジティブシンキングの違い
２）ポジティブ感情の拡張～形成理論
３）管理者によるポジティブな職場づくりの具体策
  ワーク   「あなたはここにいてよい」

プログラム録画配信オンラインセミナー ※講義時間
３時間

※PC／タブレット／スマートフォンなどインターネット環境が必要です。

本誌購読者 10,000円　一般 13,000円参加料／税込

申込締切：23年1/9（月・祝） 

［視聴期間］

約２週間オンライン
録画配信 22年 11/14(月)から

視聴可能になります。
申込2～3日でテキスト到着。
すぐ視聴できます。

秋山美紀氏  
埼玉県立大学 保健医療福祉学部
看護学科 教授
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