




患者の権利

患者の権利・義務憲章

1.  全ての患者は、タイ国憲法に規定される医療サービスを受ける基本的権利を差別なく有する。

2.  医療サービスを受ける患者は、疾病、検査、治療について生じる利益と不利益に関し、理解できる言 

     葉で、正確かつ十分に情報を受ける権利を有する。更に、緊急の場合あるいは危篤な状態にある場

     合を除き、医師の治療進行に同意するか、拒否するかを決定する権利を有する。

     を受ける権利を有する。

4.  全ての患者は、治療を行う医師の氏名及び専門分野を知る権利を有する。

5.  全ての患者は、別の医師からセカンド・オピニオンを求める権利を有する。更に、患者が希望すれば、 

     患者の権利を損なうことなく、医療サービスを受ける場所を変更することができる。

     医師は、全ての患者の個人情報について、その同意のない限りあるいは法的に要求されない限り、  

     守秘義務を負う。

6.  全ての患者は、医療サービス提供者による医療研究への協力/拒否を決定するため、当該研究にお 

     ける役割及び内包するリスクについて、完全且つ最新の情報を要求する権利を要する。

7.  全ての患者は、カルテに記載された必要な治療について、完全且つ最新の情報を要求し、知る権利 

      を有する。但し、当該情報の開示により、他人の権利が侵害される場合を除く。

8.  患者が18歳以下の場合、あるいは、身体的または精神的障害によりここに規定する権利を行使でき 

     ない場合、その父もしくは母または法定代理人は、当該患者を代理して、ここに規定する権利を行使 

     することができる。

患者の権利と義務憲章の目的は、患者が治療過程において、最大限の利益を受
けることを保証することである。また、医療従事者、医療評議会、看護・助産評議
会、薬局評議会、歯科評議会、理学療法評議会、医療技術評議会、医術委員会と
の協力の重要さを認識するものである。



患者の義務

1.  治療進行の同意あるいは拒否を決定する前に、当該治療に関する情報と内包するリスクを理解する。

2.  自身の健康情報を医療サービス提供者に完全に知らせる。

3.  医師によって提供される医療指示に従う。従うことが不可能な場合、医師に知らせる。

4.  医療センターの規定に従う。

5.  医師、他の患者、訪問者に敬意と礼節をもって接する。騒動を起こさない。

6.  限定的な根拠に加えて、特別なものも医師に知らせる。

7.  患者は以下の医療情報を承認すべきである。

     7.1 医療従事者は倫理的に法に守られ、標準的な医療を提供しているものであり、不当な告訴から

 守られる権利を有する。

     7.2 この場合の医療とは、より安全であるという現代の知識に基づいて科学的に証明されている従

 来の医療である。

     7.3 医療は、全ての疾病や症状に完全な診断、予防、治療をすることは不可能である。

     7.4 全ての治療は有害事象を引き起こすリスクがある。さらに、医療従事者による万全の注意にも関

 わらず不測の事態が起こる可能性もある。

     7.5 検診における診断と治療は、技術の制限のため、また、標準的な手順におけるその他の環境要

 因により、誤った結果になることがあり得る。

     7.6 医療従事者は、それぞれの状況内における現存能力と制限に加え、医療理論に従い、治療に関

 する決定をする権利を有する。これには、患者の権利と利益を考慮し、別の医療従事者と協議す

 ること及び他医療センターへ移送することも含まれる。

     7.7 患者が適切な治療を受けることを保証するため、医療従事者は別の医療従事者との協議、ある

 いは他医療センターへの移送を供給することがある。

     7.9 救急看護室は救急の場合と危篤な状態にある場合のために使用される。







းာ်မက္်ခာငျကၾောရ္ငုဆိး္ငုိပႈမယူ္နဝာတ႔္ငွႏးရေအ႔္ငြခအ၏ာနလူ

  ွမံထးာ်မ္ငွ႐ာညပ္တတအး္မထ္နဝးရောမး္န်က ႔္ငဖျနေအးာ်မးရေအ႔္ငြခအံခချေအ္ငြတး္ငုိတာနူလ  ။၁  
   ္နရ္ငုိႏူယံခ ဘဲိွ႐မႈမံဆ္ကဆးာချြဲခာသာဘးဳိ်မူလ ုိကႈမသုကးါဝးဆေ ႔္ငွႏႈမ္ငာဆေ္နဝးရောမး္န်ကီမး္နႈႏံစ     

။္ညသါပးာထး္နာဌပျ ္ငြတဒေပဥုံပ္ပဳ်ခ္ပုအး္ညစ႔ြဲဖံင္ငုိႏး္ငုိထ     
 ၊းာ်မႈမသုက ၊းာ်မနေအချေအႈမးဆေ္စစ ၊းာ်မနေအချေအႈမ္စဖျး္န်ကမာန၏႔ုိတူသ ္ညသးာ်မာနူလာသေူယံခႈမသုကးဆေ  ။၂

 ုိကးာ်မႈမသုက႔္ညမူယံခ ႔္ငွႏနေချေအႈမးဆေ္စစ ္နရ္ငုိႏ္ညလးာန ုိကးာ်မ္စပျအးဳိ်ကအ ႔္ငွႏးာ်မးူဇး်ကေးဳိ်ကအ     
 ႔္ငွႏနေအချေအၚပေးရေအ ္ညသ္က်ခအုိထ ။္ညသိွ႐႔္ငြခ္ငုိႏိွ႐ိသ ႔္ငြခ္ငုိႏး္နမျးမေ စေ္စဖျ္ညသူယံခမ စေ္စဖျ္ညမူယံခႈမသုက     

။ါပိွ႐မႈမ္ကာရေ္ကသးဳိ်ကအ ူမ္ငြတ႔ုိတနေအချေအ႔္ညသနေိွ႐္ယာရၱႏအ္ကသအ     
  ္နရစေိွ႐ရးုံဆ္နမျအႈမာသ္ကသးာအာနူလ ္ငြတနေအချေအ႔္ညသ္ငုိႏိွ႐္ယာရၱႏအ္ကသအ ႔္ငွႏနေအချေအၚပေးရေအ  ။၃

။္ညမရးပေႈမသုက စေ္စဖျ္ညသုိဆး္ငာတေမ စေ္စဖျ္ညသုိဆး္ငာတေွမာနူလ     
 ႔္ငွႏ္ညမအုစ္ယြႏးဳိ်မ ၊း္ငရအ္ညမအ ၏္နဝာရဆ ႔္ညသနေးပေႈမသုကးာအ႔ုိတူသ ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ  ။၄

။္ညသိွ႐းရေအ႔္ငြခအ္နရိသ း္ညလုိကာညပ္တတအဳပျးူထအ     
 ာသေနေးပေႈမသုက ုိလသိွ႐႔္ငြခံခး္ငာတေ ုိကးာ်မ္ဏာဥံကႀအ ွမံထးာ်မ္နဝာရဆုကးူထအာသေးာချအ ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ  ။၅

  း္ငာကေး္ညလ္ာသေုိကာရနောသေနေူယံခႈမသုကးဆေ း္ငာကေး္ညလ္ာသေုိက္နဝာရဆ     
။္ညသိွ႐႔္ငြခုိဆး္ငာတေ္နရးပေး္ငာပျေ     

 ွမးာ်မ္နဝာရဆာသေးပေသုက ုိကးာ်မ္ကလအ္က်ခအ ာရ္ငုိဆးရောမး္န်က၏႔ုိတူသ ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ  ။၆
 ္တုဟမ႔ုိသ ္က်ခဳပျ႔္ငြခူတာဘေသ၏ာနူလ ႔္ငဖျနေအ္က်ခး္ငြခႃ ။္ညမရိွ႐ရ႔္ငြခးာထးပေး္မိသး္နိထာြစ္ကွဝ႕ဳိ်ွလ

။္ညမိွ႐း္ငချုိဆာပျေ္ာဖေ္တုထုိလသ္ပအုိလ ွမးာ်မ္နဝာရဆ ူမ္ငြတနေချေအ ႔္ညသရာ်လေ္ကုိလဳပျ႔္ငြခရအဒေပဥ     
  ကါပနေိွ႐ႈမးာထ္ငဝါပး္ငြသ႔္ညထ ္ငြတးာ်မႈမ္ပသး္မစး္မတ္စစာရ္ငုိဆ္ကဘးဆေ ွမ္နဝာရဆာသေနေးပေႈမသုက းာအာနူလ  ။၇

 ုိကးာ်မ္ကလအ္က်ခအာသေုံစ႔္ညပျ ႔္ငွႏး္ငာကၾေနေ္ငဝါပိမိမ ္ငြတႈမးဆေ္စစ္ပသး္မစုိထ ႔္ငဖျနေအာနူလ     
။္ညသ္ငုိႏ္တဖျးုံဆ ိွ႐မိွ႐း္ငချုိလ္ငာဆေ္ပုလ္ငဝါပ းီပၿိွ႐႔္ငြခုိဆး္ငာတေ္နရ္ငုိႏိသ     

 ုိကုံစအ႔္ညပျအ ္ကလအ္က်ခအး္ငတသ း္ငာကၾေအးာ်မႈမသုက ာသေိွ႐္ငြတးာ်မး္မတ္တွမးဆေ၏႔ုိတူသ ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ  ။၈
   း္ငုိတအ္က်ခး္မကး္ညစ၏နာဌာရးပေႈမသုကးဆေ ္ညသ္က်ခုိဆး္ငာတေုိထ ။္ညသိွ႐႔္ငြခုိဆး္ငာတေ္နရ္ငုိႏိွ႐ိသ     

 ္ညသးာ်မ္ကလအ္က်ခအာသေိွ႐ရုိထ ူမာကစေုိဆ႔ုိသ္ညမ ။္ညသ္စဖျ္ညမးာြသးပေ္ကြ႐္ငာဆေ္ဥစီစ     
။ါပရစေ္စဖျမးဳိ်မး္ငချးါပိထးာအးရေအ႔္ငြခအ ၏္ကာယေ္စတးဦ္စတူသးာချအ     

 ၏းာ်မာနူလာသေိွ႐ႈမး္ငြယ႕ဳိ်ခာရ္ငုိဆး္ငုိပ္ပု႐ ္တုဟမ႔ုိသ ာရ္ငုိဆး္ငုိပ္တိစ ႔္ငွႏးာ်မာနူလးလေက ္ကာအေ္စွႏ)၈၁( ္ကသအ  ။၉
                       းာစ္ယုိကာနူလ ုိကးာ်မးရေအ႔္ငြခအါပပျ္ာဖေ ႔္ငဖျနေအူသး္နိထ္ပုအ္ငဝးာရတ ၏ာနူလုိထ ္တုဟမ႔ုိသ ္ငခဖ ၊္ငခိမ     

။္ညသိွ႐႔္ငြခ္ငုိႏးာစံခ     

 ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ ာွမးာ်မ္က်ခ္ယြ႐္ညရ႔္ညသရ္နပျ္တုထ ုိကးာ်မ္က်ခာငျကၾောရ္ငုိဆႈမူယ္နဝာတ႔္ငွႏးရေအ႔္ငြခအာနလူ
 ႔္ငွႏ္နရ္ငုိႏိွ႐ရံခ္ကလာြစာ်ခသေ ႔္ငဖျနေအးူဇး်ကေးဳိ်ကအးုံဆး္ငာကေအ ုိကးာ်မ္ဥစအီစအး္နင္ပုလႈမ္ငာဆေ္နဝးရောမး္န်က

 ၊ီစ္ငာကေးဆေ ၊းာ်မး္မထ္နဝးရောမး္န်က ္နရစေ္ကါပောဘေသ္ညလးာန ုိကးာ်မ္က်ခအာသေးီကႀးရေအ
 ၊ီစ္ငာကေးဆောရ္ငုိဆ္ကဘးာြသ ၊ီစ္ငာကေ္င်ကး္မြၽကးါဝးဆေ ၊ီစ္ငာကေးာြဖးာသ႔္ငွႏဳပျာနူသ

 ႔္ငွႏီစ္ငာကောရ္ငုိဆာညပး္ညနးဆေ ၊ီစ္ငာကေးရေ္ငာထေူထ္ညလ္နပျယာက္ယုိက
 ။္ညသါပ္စဖျး္ငချးာထးပေ္နပျ္တုထ္ဥစီစး္ငါပေးူပွမ႔ုိတ ီတမ္ာကောရ္ငုိဆး္ငုိပာညပ္တတအႈမး္ငက္ကာ်ပေသုကးါဝးဆေ

။္ညသါပ္စဖျး္ငုိတအါပ္ကာအေ ာွမးာ်မ္ကလအ္က်ခအ္တိစးသေအ၏္က်ခာငျကၾေုိထ

းာ်မးရေအ႔္ငြခအ၏ာနူလ



 စေ္စဖျ္ညသးပေ္က်ခဳပျ႔္ငြခ းာအးာ်မး္ငချူယံခႈမသုက ္တုဟမ႔ုိသ း္ငချ္ပုလဳပျႈမးဆေ္စစ္ပသး္မစ ္ကြတအႈမသုကးဆေ ။၁
 ုိကး္ငာကၾေအးာ်မးဳိ်ကးုိဆာသေိွ႐ချေ္ငုိႏ္စဖျ ႔္ငွႏးာ်မ္ကလအ္က်ခအး္ငတသ ီမ္ပုလဳပျမႈမ္တဖျးုံဆ စေ္စဖျ္ညသးပေမ    

။္ညမရးာထ္ညလးာန    
 ုိကးာ်မ္ကလအ္က်ခအာရ္ငုိဆးရောမး္န်က ႔္ညသ္ကာလေုံလုံစ႔္ညပျ ႔ုိသးာ်မ္နဝာရဆ႔္ညသးပေႈမသုကးဆေ ။၂

။္ညမရ္ငုိႏးပေ႔ံပ္ကာထေ္ဥစီစ     
 း္ညလကါပ္ငုိႏာန္ကုိလမ၍္ယကအ ။္ညမရးပောန္ကုိလ းာအးာ်မႈမ္နႊၫး္မလာညပးဆေ ၏းာ်မ္နဝာရဆ႔္ညသးပေႈမသုကးဆေ ။၃

။္ညမရးပေးာကၾး္ငာကၾေအးာအးာ်မ္နဝာရဆ    
။္ညမရိွ႐ိသာန္ကုိလ ုိကးာ်မ္က်ခး္မကး္ညစ ၏နာဌာရနေ႔္ညသနေူယံခႈမသုကးဆေ ။၄

  ။္ညမရးပေံဆ္ကဆာြစး်ကေ္ဥယးာစးလေ ုိကးာ်မ္ညသ႔္ညဧ ႔္ငွႏးာ်မာနူလာသေးာချအ ၊းာ်မ္နဝာရဆ႔္ညသးပေႈမသုကးဆေ ။၅
။ါပရစေ္စဖျမးဳိ်မး္ငချးပေ္ကွယအ္ကာွႏေအ    

 ြကတ႔္ငွႏးာ်မးာထအ္ကာထေအ္ငဝးာရတ းာအးာ်မ္နဝာရဆ ကါပ္စဖျူသးာထိွ႐ရးရေအ႔္ငြခအးူထအ ာရ္ငုိဆး္ငုိပႈမသုကးဆေ ။၆
။ါပးပေးာကၾး္ငာကၾေအ ၍ပျ္ငတြဲတးူပ    

။္ညသါပ႔္ငသးာထ္ညလးာနိွ႐ိသ ုိကးာ်မ္ကလအ္က်ခအ ာရ္ငုိဆး္ငုိပာညပးဆေ ါပပျ္ာဖေ္ကာအေ ႔္ငဖျနေအးာ်မာနူလ ။၇
  ာသုိကးာ်မႈမသုကးါဝးဆေီမး္နႈႏံစ ႔္ညသးာထးပေ္ယြကာက႔္ငဖျဒေပဥ ္ညသးာ်မ္နဝာရဆ႔္ညမးပေႈမသုကးဆေ ၁.၇     

 ုိကးာ်မ္က်ခြဲစ္ပြစ ာသေိွ႐မႈမတ်ွမးာရတ ႔္ငဖျနေအးာ်မ္နဝာရဆ ။္ညသါပးပေသုကာြစီည္ကုိက ႔္ငွႏးုံထ႔္င်က္တဝ႔္င်က           
။္ညသိွ႐႔္ငြခ္ငုိႏးာစံခ းာအး္ငချးပေ္ယြကအာကအ           

 ႔္ညသ္ငုိႏသပျာြစးာွ႐္ငထသေ္ကသ ်ကး္ညနံၸပိသ္တခေုခယ ကါပိွ႐နေအချေအ႔္ညသနေဳပျးုံသအ းာ်မးဆေး္ငရး္ငုိတာရးုိ႐ ၂.၇     
။္ညသါပစေိွ႐ႈမး္နြထ္စဖျးဳိ်ကအုိမုိပ ဘဲိွ႐မး္ငချစေ္ကုိခိထ းာအးာနူလ ႔္ငဖျး္ငချြဲစးုံသ ာသုိကးာ်မးါဝးဆေး္ငရး္ငုိတ           

 ႔္ငဖျာြစုံစ႔္ညပျးီပၿ ုိကးာ်မနေအချေအ ႔္ငွႏးာ်မႈမ္စဖျး္န်ကမာန ာသေုံစးုံလအ ္ညသႈမ္ကာွ႐ေ႔္ငာစေသုကးါဝးဆေ ၃.၇     
။ါပိွ႐မ းာ်မး္ငချ္ငုိႏးပေႈမသုက ္တုဟမ႔ုိသ း္ငချ္ငုိႏးပေ္ယြကာက ၊း္ငချးပေးဆေ္စစးာအာဏၡကလါဂာရေ           

  ။္ညသ္တတိွ႐ းာ်မးဳိ်ကးုိဆာသေိွ႐်ခေ္ငုိႏ္စဖျ ္နရ္ကါပေၚပေးာ်မ္ပရ္စဖျာသေး္ငာကေမ ္ငြတး္ငုိတႈမသုကးါဝးဆောသေိွ႐ရ ၄.၇     
 ူမာကစေးာထ္ပုလဳပျ္ငပ႔ုိသ္ညမ းာ်မး္ငချးပောတး္ငုိတ ္ငဆ္ငပျ္ငတဳိကႀ္ကုိစတု႐ဂ ွမးာ်မ္နဝာရဆ ္ငပျအ႔ုိထ           

။္ညသးသေါပ္ငုိႏာလ္ကါပေၚပေ းာ်မနေအချေအာသေးာထ႔္ငလ္ာ်ွမေမ           
  ႔္ညသရဳပျးုံသအ ္ငြတးာ်မါခအ႔္ညသ္ပုလဳပျႈမသုက႔္ညကၾ႔္ငာစေ ႔္ငွႏ္က်ခးဆေ္စစါဂာရေ ႈမးဆေ္စစြဖောွ႐ါဂာရေ ၅.၇     

 ႔္ငာကၾေးာ်မး္ငရအး္ငာကၾေအ္င်ကး္နဝ္တပ ႔မဲ္ပြကအး္နိထအာသေးာချအ ႔္ငွႏးာ်မႈမ္တသ႔္နက၏ာညပး္ညန           
။္ညသါပ္ငုိႏိွ႐ရ ုိကးာ်မဖျေအာသေ်ကိတမ းာငျ္ာသေ္ငာဆေ္ပုလး္ငုိတအ္က်ခပျ္ာဖေး္ညန္ပုလးုံထ္ပုလံခချေအ           

  ္ညရး္မြစ႔္ညသနေိွ႐္ညတ းီပၿ္ညတူမုိကးာ်မနေအချေအာသောလၚပေ္စဖျ ္ညသးာ်မ္နဝာရဆ႔္ညသနေးပေႈမသုကးဆေ ၆.၇     
  ္နရးပေးာ်မႈမသုက႔္ညသ္ပအုိလ းီပၿဳပျးုံသအ ုိကးာ်မီရုိအီသ ာရ္ငုိဆး္ငုိပာညပးဆေ ႔္ငွႏးာ်မ္က်ခ္တသ႔္နက           

 းီပၿ္ငဝါပ ါပ္ကြတအးာ်မႈမး္ငာပျေဲႊလာနူလ ႔္ငွႏး္ငချ္ငပ္ငုိတးပေံကႀအ ္ညသ္က်ခ္တဖျးုံဆုိထ ။္ညသိွ႐႔္ငြခ္ငုိပ်ခ္က်ခ္တဖျးုံဆ           
 ။္ညသ္စဖျး္ငချးာထးပေးာစး္ဥစ ါပ္ကြတအးာ်မ္တမျအးဳိ်ကအ ႔္ငွႏးရေအ႔္ငြခအ၏ာနူလ           

 ႔ုိသးာ်မာရနေ ၊နာဌႈမသုကးဆောသေးာချအ ္နရ္ငုိႏိွ႐ရးဳိ်မႈမသုကာသေ္ာတေ႔္ငသ ွမးာ်မ္နဝာရဆ ္ကြတအးဳိ်ကအ၏ာနူလ ၇.၇     
  ္တုဟမ႔ုိသ နေအချေအၚပေးရေအ ္ညသာနူလ ။္ညသ္ငုိႏးပေ္ပုလဳပျ ုိကးာ်မး္ငချစေ္ငပ္ငိုတ း္ငချးပေး္ငာပျေဲႊလ           

။္ညသိွ႐႔္ငြခ္ငုိႏ္ပုလဳပျ ္ငုိတ႔္ညသ္တုဟမနေအချေအ႔္ညသိွ႐္ယာရၱႏအ္ကသအ           
 ္ညသး္ငချးာထ္ယြကးုံဖ ၍္ကသ္တပ ႔္ငွႏးာ်မ္ကလအ္က်ခအာရ္ငုိဆာညပးဆေ ွမးာ်မ္နဝာရဆ ၈.၇     

။္ညသ္ငုိႏိွ႐ႈမၚပေ္စဖျးာ်မ္စပျအးဳိ်ကအ ္ကြတအာရ္ငုိဆး္ငုိပႈမသုကးဆေ           
။္ညမရဳပျးုံသအ ာသ္ငြတးာ်မ္ပရၥစိက ႔္ညသရ္မိရးုိစ္ယာရၱႏအ္ကသအ ႔္ငွႏးာ်မ္ပရၥစိကၚပေးရေအ းာအး္နခအၚပေးရေအ ၉.၇     

းာ်မ္ကလအ္က်ခအာရ္ငုိဆး္ငုိပႈမူယ္နဝာတ၏ာနလူ
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