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1.序 論
医療事故に関す る公式 の統計資料 は、一体、 どこまで遡 ることができ
るのだろうか。
その答えは「1970年 Jで ある。最高裁判所事務総局が作成 した民事医
療事件に関する公式の統計資料 は、1970年 よ り前には遡れない。刑事医
療事件 に関す る公式の統計資料 は、今のところ、作成す らされていない。
この点 に関して、最高裁判所事務総局民事局第 2課 長

)で ある南

(当 時

新吾 は、次の ように回答 している。
「最近、 この種 の事件が急に増えて来ているわけであ ります。 この種の
事件 の詳細な統計が作 られるようになりましたのは、昭和44(1969)年
頃でござい まして…

(中 略)昭 和44(1969)年 以前につ きましては、正

※本稿 は、神奈川県保険医協会創立50周 年記念 「日本医療再生の懸賞論文J審 査委
員長・奨励賞受賞論文 を転載す るものである (一 部誤植等に関 して加筆修 正 してい
る)。 転載元の受賞論文 は、既 にインターネ ット上で公開されている。 しか し、紙媒
体 で公刊される予定 が無 かったことから、本紀要に掲載 した。転載に際 しては、神
刻 ‖県保険医協会 より許諾 を頂 いてい る。当該許諾 に関 して、 ここに感謝 の意を表
する。なお、本稿 は2014年 1月 時点での立法政策状況 に対す る提言をまとめたもの
である。 その後 に予定 されてい る大 きな医療安全制度改革 に関 しては、他 日、論稿
にまとめることを期 したい。
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確 な数 が実 はつ かめてお らないわ けで あ ります゛J
1960年 代 にお いて、医療安全問題 の実態把握 へ と最高裁判所 が重 い腰

を上 げた。す なわち、 この頃 か ら、法律家 は、何 とはな しに医療安全 を
語 り始 めた。 そして、 半世紀 に近 い年月 が既 に費や された②。
この半世紀、医療現場 では「 リスク・ マ ネジメ ン トJと い う外来語 も
注 目された。 その様 々な努力 が積 み重ね られて きた。。 しか し、 この取
組み にお いて 「医療事故の撲滅 」 とい う精神論 だけで突 き進 もうとする
空虚 な例 が皆無 だったわ けではない°。 リスク・ マ ネ ジメ ン トとい う言
葉 は、本来 「 リスクは、絶対 に無 くす ことはで きないJと い う意味 を含
んでいる。 この現実的な認識 を超 える目的 は、達成 しえない願望 にす ぎ
ない°
t

しか し、 どのような目的を掲 げるもの で あ つた として も、医療 現場 に
おい ては、様 々な医療安全 に関す る実践 が試み られて きた。実 際 に、 そ
れが求め られて きた。 それにもかかわ らず、医療現場 は、患者 との法的

0加 藤一郎 =鈴木潔

(監 修)『 医療過誤紛争をめ ぐる諸問題 :付・ 医療過誤訴訟事件
裁判例他資料』法曹会 (1976)7頁 。
② 1960年 代 には、医局制度の内情 を描 いた山崎豊子の
長編小説 「自い巨塔」力'人 々
に好 んで読 まれていた。 1968年 には医師法 が改正され「臨床実地研修制度 (い わゆ
るインターン制度)Jが 廃止 された。すなわち、 この制度改革により、当時の医学生
は、医学界 とい う権威 の一端を突 き崩 して、具体的な身分保障を勝 ち得て いた。 こ
の1960年 代の最後 を飾 る1969年 の師走には「 日本医事法学会J力 立 されてい る。
'設
当時の医事法学 (界 )の 雰囲気に関 しては、唄孝― 「日本医事法学会 三〇年の歩み
回顧 と点側 年報医事法学 16号 :日 本評論社 (2001)203頁 以下参照。
0リ スク・ マネ ジメン トとい う用語は、本来、保険数理学の概念である
。医療現場
における取組み に関 しては、 日向浩幸 「医療の リスクマネジメ ン トシステム構築に
関する研究J商 學論纂53巻 3‑4号 :中 央大学商学研究会 (2012)85頁 以下参照。
。 例えば「医療事故ゼ ロ (運 動)Jと い う標語を掲げる例は、数多 く
散見 される。確
かに、報告するべ き事故の概念 を操作することで、 この 「医療事故 ゼロ」 とい う目
標 を達成す ることは、不可能 ではないだろう。 しかし、 このよ うな概念操作 は、 リ
ス ク・ マネジメン トの本来的な意味を矮小化 してしまうよ うに思われる。
0同 趣 旨の指摘 として、児玉安司 「医療安全 :How safe is safe emugh,Jジ ュ リス
ト1339号 :有 斐閣 (2007)67頁 参照。
:
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゛
紛争 を抱 え、 マス メディアヘ の対応 に追われ るようになった 。医療不
信 の文化 は、医療現場 の努力 に相反 して、時代 の経過 と共 に、 ます ます
醸成化 されたようにも思われる。
また、医療 の構造改革 を旗 印 に して、医療費 の総枠 を限界 まで削 ぐ方
向性 が定 まった。 それ に呼応す るかたちでの診療報酬改定 が進 行 した。
医療者 は、物心両面 か ら疲弊 して いつた。保険診療 に関す る法令 によ り、
微 に入 り細 を穿 つかの ように医師 と患者 の関係性 を拘束 してお きなが ら
も、 それ は、民事法 上、 あたか も当事者間の 自由 な合意 によ り結 ばれた
「契約」であるかのように説明されて いる。そのような法律家 の説明 に理
不尽 さを感 じなが らも、医療者 は、 その職業 的倫理観 か ら、 ひたす ら耐
え忍 んで きた ようにも思 える°。
更 に、我 が国 では、刑事司法 が医療事故 の現場 に介入 して きた。例 え
ば、医師法第21条 にお ける具状死体等届 出義務 が警察 による捜査 の端緒
°
となってお り、 この点 が批判 されてい る 。 この よ うな過酷 な状況 は「福
°
島県 立大野病 院事件 Jに おいて、象徴化 された。 当該刑事事件 にお い
て、被告人 の医師は、結局、無罪 で あるとされた。 しか し、 その影響 に
⑩
よ り、我 が国 の医療 現場 は、更 に混迷 を深 めた とされて い る 。
この ような危機的状況 をもた らした原 因 として、法律家 の無理解 が挙
げられて い る。 医療者 の憤 りは、次 の ような言葉 にも代弁 されて い る。

U医 療報道 が抱 える問題点に関 しては、日辺功 「医療危機 と新聞報道J綜 合臨床56
巻 12号 :永 井書店 (2007)3241頁 以下参照。
● このような法的矛盾を指摘するものとして、畔柳達雄 「診療契約 の定義J畔 柳達
雄 ―児玉安司 ―樋 口範雄 『医療 の法律 相誕 有斐閣 (2008)12頁 参照。
け 医療事故発生時 における関係機関の対応 に関 しては、池田典昭 ―上自木悦子 ―前
田正一 「医療事故 とその対応J池 田典昭 ―加藤良夫 (編 )『 医療事故 と医療人権侵害J
丸善 (2012)9頁 以下参照。
0福 島地方裁判所平成20年 8月 20日 判決。
⑩ 特 に リスクの高 い産科医療の危機的状況が進行 したとされる。 この分野における
地域医療の現状 に関 しては、池川明 「神奈川県 における産科崩壊 の現状 と改善へ の
方向性」月刊保団連971号 :全 国保険医団体連合会 (2008)10頁 以下参照。
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「(1999年 以降 の)不 幸 な10年 を理論的に支 えたのが、 当時急速 に拡大
した必 罰主義的医事法学です。(中 略)何 よりも問題 なのは、医学・ 医療
の知識 もな く、医療現場 に対 し何等の責任 もとらない刑法学者等 が空理
空論で 正 義"を 振 りかざ した ことです。J
確 かに、医療者 に とって、延 々 と続 くかの よ うに思われ る法律家の議
論 の応 酬 には、嫌悪感す ら覚 えることもあるだろ う。 それは、膨大 な先
例や学説 を典拠 としなが ら、権利 と義務の関係性 に当事者を置 き換 えて、
一 定の結論 を権威付 けす る とい う過度 に精緻 な知的作業 で ある。 この法
律家特有の理届 は、医療者 に とって極 めて抽象化 された観念論 にみえる
だろう⑫。医療者 は、 まさに患者 と思者家族 が支 え合 って、病気 と共 に
生 きなければならない場面 に立 ち向か う。その状況 にお いて、法律家 は、
権利 と義務 の名 の下 に、 その よ うな当事者 の関係性 を分断 して しま う。
そ して、 その者達 を対立 関係 へ と整理 して しまうm。 そのよ うな法的議
論の作法 は、現場 の医療者 に とって、強烈 な違和感 を与 えて きた。何 よ
りも「刑法学者の議論 は、訳 に立 たない (む しろ有書 で ある)Jと いわれ
る要因 は、 この法的思考 が抱 える問題性 にあるのではないか。
従 って、医療不信 の問題 は、法律家 へ の懐疑 をも同時 に生 じさせ るも
のである。今 まさに法 律家 に対 して反 省 が求 め られて い るといえ よう。
そのような法律家 が医療安全 を語 る意 味 は何 で あるのか。 その核 心的 な
問 い掛 けに対 して、法律家 は、責任 ある回答が求め られてい る。法律家
は、無駄 に揉 め事 を増や して い るだ けなのだろ うか ?

m大 磯義一郎 =加 治一毅 ―山田奈美恵『医療法学入門J医 学書院 (2012)並 頁。
⑫ 医療事件における刑事手 の
続 概観 に関 しては、棚漱慎治 「弁護人か らみた刑事医
療過誤事件」年報医事法学23号 :日 本評論社 (2008)■ 1頁 以下参照。
⑩ このよ うな法的思考の
問題性 を法学者の視点から指摘す るもの として、樋日範雄
『続 医療 と法を考える :終 末期医療ガイ ドラインJ有 斐閣 (2008)233頁 以下参照。
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2.医 療 安 全 を巡 る 最 大 の 法 的 難 問
2‑1

医療者 の 「特別扱 い」 は可能 か

以上 にお ける医療者 の慣 りは、刑法学者 を含 め、法律界全体 において
も、確実 に届 き始 めて い るように思われる。福 島県 立大野病院事件 にお
いて無罪が言 い渡 された2006年 を境 に民 事医療事件数 は減少傾 向 に転 じ
たい。 また、医療事故 が刑事事件化す る端緒 とされて い た医師法第 21条
⑩
の届 出件数 も近年、減少傾向 に転 じた 。
この福 島県 立大野病 院事件 が契機 となって、医療者 の関心 は 「どの よ
うにして医療安全 の問題 を刑事司法 か ら切 り離すか」 に集 中 した。2008
年 4月 に厚生労働省 が公表 した 「医療 の安全 の確保 に向 けた医療事故 の
」
死亡 の原 因究明・再発防止等 の在 り方 に関す る試案 (以 下、第 3次 試案〉
及 び同省 が同年 6月 に まとめた 「医療安全調査委員会設置法案 (仮 称 )
大綱案 (以 下、大綱 案 )Jに おいても、そのような問題意識 か ら、各案 が
ω
批判的 に検討 された 。更 に2013年 5月 にお い て、厚 生 労働省 の 「医療
事故 に係 る調査 の仕 組 み等 の あ り方 に関す る検討部会」 力ヽまとめた 「医
療事故 に係 る調査 の仕組 み等 に関す る基本的 なあ り方 (以 下、 あ り方)J
が想定す る枠組 み にお いて も、事故分析 を担 当す る第二者機 関 の業務 に
は、医療事故 に関す る警察 へ の報告 を含 めない方針 が示 されて い る。
従 って、 この ような制 度設計 の検討 を通 して 明 らかであるの は、医療
事故 にお ける刑事過失 の追 及 は、医療者 にとって、極 めて顕著 に有害 だ
と捉 え られて い るとい う ことである。 2008年以 降 にお いて、医療安全調

0仲 日朝子 「裁判統計 から見 る医事関係訴訟事件 の状況J法 曹時報62巻 8号

:法 曹
会 (2010)2081頁 以下参照。
1'飯
田英男 『刑事医療過誤 Ⅲ』信山社 (2012)23頁 参照。
第 3次 試案 に至 るまでの経緯を詳細 に検討 したものとして、前田雅英 「医療過誤
と重過失J法 学会雑誌49巻 1号 :首 都大学東京都市教養学部法学系 (2008)83頁 以
下参照。
̀°
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査委員会の設置 に関する議論が停滞 した原因は、政権交代による混乱の
みならず、大綱案 が医療事故 に関 して刑事訴追 の可能性を残 したことに
対 し、医療界 が強 く反発 したところにあるともいわれているm。
この刑事責任追及に関して、医療事故 は「特別扱 い」す るべ きだとい
う主張を、 どのように考 えるべ きなのか。 このような主張が果たして、
現行 の司法 システム全体 と整合的 に実現可能なのか。 この点 は、実際の
ところ、刑法学者 の間でも見解 が分かれる。刑法学者 は、一体、何を考
えてい るのか ?
ここでは、医療事故の刑事責任追及を肯定する見解 に対 して、試みに
批判的な検討を加えてみよう。 なぜなら、 このような刑事責任肯定説 こ
そ、医療者側 が最も反駁をカロえたい と考 えているように思われるからで
ある。医療者 の「特別扱い」 を疑間視す る刑法学者の主張には、 どのよ
うなものがあるのか。

2‑1‑1

医療の不確実性 に関 して

医療行為 は、常 に有害事象が発生する可能性を有 している。そのよう
な意味で不確実 なものである。様 々な複合的な要因によ り、回避不可能
な合併症が生 じる。最悪の場合、患者 が死 に至ることも避けられない場
合がある。医療行為 は、先端的 なものであればある程に、その不確実 さ
は増大す る。そのような状況を克服 しながら、医学・ 医療 は、発展 して
きた。例えば、交通事故 に代表 されるような一般的 な事故 と比較 して、
この点が異 なる。 ここでい う一般的な事故の場合、そこにお ける不注意
が何をもたらすかは、予扱」
が比較的容易 である。そ して、その予測 に専
門的 な知見も必要ではない。

口

雄
範

樋 ︒
ホ
⑭ レ

「医療安全 と法の役割」ジュリス ト1396号 :有 斐閣 (2010)15頁 以下参
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また、 このような医療の不確実性 に伴 うリスクの負担 は、社会的 にも
容認 されてきたはずだとい うのが医療者の想いであろう。刑法学者 が「こ
のような結果 は予見できたはずだJ「 こうすれば結果を回避で きたはずだJ
とい う後追 いの法的評価を列挙 して、刑事責任 を追及することは、確か
に医療の本質を理解 していない態度のようにも思われる。
そして、そ
'。
のような無理解 が萎縮医療をもたらし、医学 の発展を阻害 し、結局 は、
国民 のためにならない事態を生 じさせているとも主張されている電
しかし、医療者 が誤解 してはならない点がある。 このような医療行為
の不確実性 は、法律家 が刑事過失の成否を検討する際、既に考慮するべ
き内容 として理論化 されてい るとい うことである。すなわち、医療行為
が必然的に有するリスクは、法的判断の中にも、実際 には考慮されてい
る。だからこそ、福島県立大野病院事件では、無罪判決 が得 られたので
あるい。 それを裁判所 が考慮 しない場合 には、刑法学的観点からも、批
判的な検討 が加えられる。 このことは、医療者の想 い と同様であろう。
。
1こ の
点を批判するもの として、小松秀樹 F慈 恵医大青戸病院事件 :医 療 の構造 と
実践的倫理』 日本経済評論社 (2004)12頁 以下、同 『医療崩壊 :「 立ち去 り型サポ
タージュJと は何 かJ朝 日新聞社 (2006)28頁 以下、同『医療 の限界』新潮社 (2007)
21頁 以下参照。
四 同様の議論が ドイツにおいても
展開されている。この点 に関 しては、剖 11伸 彦「 ド
イツにおける事故 と過失 :医 師の刑事責任の限定 ?」 刑事法 ジャーナル28号 :成 文
堂 (2011)24頁 以下参照。更に、警察・ 検察 には、専門的な医学知識 に欠けている
ことから、真相解明 は期待できない とい う批判 もある。 しかし、 この捜査能力に関
する問題 は、医療事件 のみならず、刑事事件一般 に当てはまる問題 である。従って、
井日良 「医療事故に対する刑事責任の追及のあ り方」井上正仁 ―酒巻匡 (編 )「 三井
誠先生古稀祝賀論文集』有斐閣 (2012)238頁 によれば、 この論証 は、医療者 を刑事
免責する特別 な理由にはならない と説明されている。同様 に、佐伯仁志 F制 裁論』
有斐閣 (2009)322頁 において も 「真相解明を専門機関 が行 うか どうか とい う問題
と、調査の結果、医療関係者 に過失 が認められた場合 に、刑事責任 の追及を行 うか
どうかは、分」
個の問題 であるJと 述 ぺ られている。
い
福島県立大野病院事件 の判決文 によれば 「臨床 に携 わってい る医師に医療措置上
の行為義務 を負 わせ、その義務 に反 したものには刑罰 を科す基準 とな り得 る医学的
準則 は、当該科 目の臨床 に携 わる医師が、 当該場面 に直面 した場合 に、ほとん どの
者 がその基準 に従 った医療措置を講 していると言える程度の、一般性あるいは通有
性 を具備 した ものでなけれ ばならないJと 判示されている。
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その ような意味 で、医療行為の不確実性 は、刑事過失 を認定する際 にお
いて も、十分 に考慮 しなければな らない と刑法学者 も一般的 に考 えてい
るのであるの。
従 って、 その点 に関 して、医療者 が一生懸命 に反 駁 した としても、刑
法学者 の理 屈 を動揺 させ ることはできない だろ う。む しろ、刑法学者 は、
この 「医療行為の不確実性 Jと い う論拠 が無理矢理 に展 開 されることで、
医療者 が 「医療行為 を一律 に (何 でもかんで も)特 別扱 いせ よ」 と主張
し始 めない かを懸念 して い るのである∽。
確 かに、高度 の技術 を要す る医療行為 を実施 す る際、偶発 的 に生 じた
予見不可能 な結果又 は医学 の現状 では回避不可能 な結果であるならば、
これ を処罰 しよ うとす る警察・ 検察の刑事実務 は、不当で あ る。 そのよ
うな不 当性 を批判す るのが刑法理論 で ある。 それが刑法 学者 の仕事 であ
る。 しか し、過去 に医療現場で発生 した全ての事故 にお いて、明 らかに
非難 に値 す る不注 意 が全 くない と医療者 は言 い切 れ るだろ うかの。 この
よ うな断定的判断がで きない以上、医療行為 の不確実性 は、免責 を一般
化す るための完全 な論拠 とは成 りえない。 その よ うに刑法学者 は考 えて
い るのである。

2‑1‐

2

な公的義務負担 に関 して
医療 にお ける過乗」

医療者 が医療行為 の 「特別扱 いJを 刑法学者 に対 して主張 したいので
あれば、 む しろ、医療業務 において、法的責任 を過剰 に負わ なければな
の この
問題 は、刑法上 「危険の引き受けJと い う理論で説明されてい る。ある個人
(医 療事故の場合 には患者)が 一定の危険に曝されることを知 って、 これに同意 した
場合、そのよ うな被害者 は、刑法的な保護 に値 しな くなるので、当該行為 の違法性
を阻却するとい う理論である。医療行為 にお ける危険の引 き受 けを検討するものと
して、日坂晶 「刑法における治療行為の正当化J同 志社法學58巻 7号 :同 志社法学
会 (2007)2702頁 以下参照
塑
井田・ 前掲注
参照。
い 例えば、法律家だけではな
̀9234頁
く、医療者 にとって も、何が刑事責任に相当する過誤
であるのかを検討 したものとして、樋口・ 前掲注 0頁 以下の具体例 が参考 になる。
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らない方向性 で公的義務 が課せ られて い るとい う特殊 な状況 を強調すべ
きではない だろ うか。 なぜ な ら、 そのような状況 によ り、国民全体 が負
担す るべ き医療 に関す る リス クが平等 に分配 されていない とも評価 で き
るか らである。
この点 に関 して、医療者 において過酷 とされる勤務状況 も、他 の職種
と比較 して、特別 なものではな く、一般的 には刑事責任 を免除す るべ き
論拠 にはな らない とい う見解 もある 。過酷 な労働条件 を強 い られてい
るのは、何 も医療職 に限 られ るわ けではない とい う主張 である。
しか し、 この見解 に対 しては、次 の ような反論 も可能であろ う。すな
わ ち 「他 の職種 には見 られない特徴 として、全 ての医療者 は、 リスク を
伴 う業務 に従事す ることが (事 実上 の問題 とい うよ りも)法 的にも義務
付 けられている (強 制 されている)」 とい う反論 である。問題 は、 これを
法的 に (客 観 的 に)言 語化 するに は、 どの よ うな論拠 を示 すべ きか とい
うと ころに ある。
この反論内容 の論拠 としては、医療者 の身分 に関す る行政法 (例 えば、
医師法、保健 師助産師看護師法 な ど)が 手rtlか りとなる。 それ によれば
医療提供 に関す る様 々な特殊 な義務 が規定 されている。 また、医療組織
に関す る行政法 としての医療法 も手掛 か りとなるであろ う。 なぜ な ら、
医療法第 1条 の 4は 、良質 で適切 な医療 の提供 義務 を 「医療者全体 (医
師、歯科 医師、薬剤師、看護師 その他 の医療 の担 い手)Jに 課 してい るか
らである。
従 って、医療行政法上 の各種義務 を総体 的 に把握す ることで 「医療現
場 は、 リス クを引 き受 けざる得 ない特殊 な法 的状況下 に置 かれて い るJ
と一般化す ることがで きるのではない か。例 えば、 一般 的な職種 は、 リ
スク を引 き受 けた くなけれ ば (他 人 に危害 を及 ぼすよ うな仕事 を した く
な けれ ば)、 それ を少 な くとも拒否す る 自由 が与 え られて い る。 そして、
井日

前掲注 a91235頁 。
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特段 に正 当 な理 由がな く、 その リスクの引 き受 けを拒否 した ところで法
的な非難 が加 え られ るわ けではない。従 って、 その リスク負担 は、法的
に強制 されていない。 しか し、医療者 が患者 の受 け入 れに伴 うリス クを
拒否すれ ば、間違 い な く、 その拒 否 が正 当で あるのか否か とい う法的な
問題 が生 じるであろ う。 なぜ な ら、医療行政法 によ り原則化 された リス
ク引 き受 け義務 が医療者 には課せ られて い るか らである。
更 には、前述 した よ うに、 一般 的な事故は、 そのよ うな不注意・ 判断
ミス と結果発生の関連性 が容易 に予測 で きる。容 易 に予測 で きるか らこ
そ、 そのような不注 意 に対 する法的非 難 が人 々を慎重 で適切 な行動 へ と
導 くもの と考 え られてい るので あろう。 しか し、医療行為 は、不確実性
とい う特徴 を有 している。す なわ ち、受 け入れ ようとしてい る リスクが
大 きい ものであるのか、小 さい ものであるのかも分か らない まま、 その
リス クを引 き受 けるように医療 者 は義務付 けられて い る。 このよ うに医
療行為 は、不確実性 とい う特殊性 をも伴 うリス クの引 き受 けが法 的に原
則化 されていることに なる。 この よ うな意味で過 酷 な業務 なのであ る。
医療者 は、 リスクが大 きい のか小 さいのかも分 か らない まま、それを無

理矢理に引き受けなければならず、 しかも、その リスクの取扱い に失敗
すれば、非難される。 このような状況に、ある種の不条理さはないのか。
このようなリスクの引き受けに関する医療者の一般的義務 は、例えば、
医師法第19条 第 1項 の「医師の応招義務 (診 療 の求めがあった場合 には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない)」 において、頭著に表
現 されているように思われる。 この義務に関しては、医師資格が免許制
を採用 してお り、医師に業務独占 (医 師法第17条 )を 認めていることが
法制化の理 由 とされている。 しか し、 この 「免許制・業務独 占だか ら、
応招義務がある」 とい う理由付けは、比較法的に論理必然性を有するわ
けではない。例えば、 ドイッは、医師に関 して免許制・業務独占を採用
しているにもかかわらず、応招義務 (診 療契約強制)を 課す法的規定は
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ないω。 アメ リカも同様 で ある。
また、 この応招義務 に関 しては、違反 に対応 す る刑罰規定がない こと
か ら、医師の心構 えを示 した 「努力義務」 に過 ぎない とい う反論 も考 え
られ よ う。 しか し、現状 は、応招義務 を根拠 に、努力義務以上 の法的責
任 が医師 に対 して課 されているい。
この よ うに医療者 の中心的存在 で ある医師は、原則 として 内容不明確
な リスクを引 き受 けなけれ ばな らない特殊 な法的状況下 に置かれてい る。
確 かに、応招義務 は、医療従事 者全般 に課 された義務 ではない (例 えば、
看護師 には、法令上、応招義務 は課 されてい ない)。 しか し、前述 したよ
うに、医療法 は、適切 な医療 を提供 する体制の確保 を医療者 全 体 に課 し
ている。応招義務 が課 されて い ない職種 で あって も、医療 者 である以上、
この ような リスク引 き受 けを拒否す ることは、医療法 の趣 旨 に反す るこ
とになる。従 って、医療者 は、組織全体 として、 その業務上の リスクを
引 き受 けざる得 ない法的義務 が課 されている特殊 な身分 なので ある。
以上 をまとめる と、国家 が医療者 に対 し、 リス クを強制 的 に負担 させ
てい る法的現状 がある。 そうであるにもかかわ らず、 その リス クが具体
化 した場合、それに対 し峻厳 な刑事処 罰 で臨む とい う態度 は、ある意味、
背信 的 ではない だろ うか。 それは、国家 にお ける刑罰権 の均衡 ある執行
とい う理念 に も反す るよ うにも思われ る。す なわ ち、 ここで は、国家 の
刑罰権行使 にお け る適正 な在 り方が問題 とされて い る。 それは、医療者
側 の努力 とい う個別具体的 な次元 の問題 とは異 なる。 この ような法 的状
況 を鑑 み ると、医療現場 において国民全体 が負担す るべ きリスクは、平
凶 応招義務の比
較法的考察 に関 しては、三上八郎 「診療契約強制 (応 招義務)の 系
譜的・機能的再検討」Jヒ 大法学論集52巻 4号 :北 海道大学大学院法学研究科 (2001)
1193頁 以下参 照。
∞ え￨よ 応招義務違反
例
を理由に民事責任 を認める裁判例 も存在する。応招義務の
法的性格 と問題性 に関 しては、樋口範雄 『医療 と法を考 える :救 急車 と正義J有 斐
閣 (2007)68頁 以下、米村滋人 「医事法講義 (第 5回 ):医 療行政法 (2:医 療従事
者法 ②」法学セ ミナー57巻 8号 :日 本評論社 (2012)124頁 以下参 照。
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箸 に分配 されて い ない ようにも思われる。 そうであるならば、 その よう
な不平等 は、法的に是正 されなければならない。
この よ うな医療者 に対す る行政法上の リスク負担義務 は、刑法上 の生
命 。身体保護義務 とは質的 に内容 が異 なるとい う反論 も考 え られ る。 し
か し、両者 の義務 は、国家 が国民 (医 療者 )に 課す義務 で ある。 その意
味 で共通 の土 台 にある。行政法 と刑法 は、決 して両立 しえない領域 では
ない。すなわち、国家 による強制力 の行使 とい う意味で連続性 を有 して
い る。 そのような連続性 にお いて、両者 の適 用範囲 は、競合 しうるもの
で ある。

2‑2

過失犯処罰 は限定化できるのか

以上 を根拠 にすれば、医療者 における「特別扱 い」 を説明す るための
道筋 が見 えて くる。確 かに、 その根拠 によれば、医療者 を法的責任 から
完全 に解放す ることは困難 であろ う。 しか し、 リスクの公平 な分担 とい
う観点 か ら、不均衡 と考 え られ る状況 は、是正 され るべ きなのである。
そのような道筋である。
その道筋 の延長線上 において、法的不均衡の象徴 とも考 え られてい る
医療者 の過失犯処罰 は、限定化 で きるだろ うか。又 は、過失犯処罰 を限
定化 する ことで、 その よ うな法的不均衡 は、是 正 されるのか。 この点を
議論す る余地 が残 された ことになる∽。
∽ このことに
関連 して、大綱案 においても、医療事故 に関す る捜査機 関へ の届出を
一定の悪質 な場合 に限定 しようとい う提案 がなされていた。 しかし、 その内容 は、
実体法上の過失犯の要件解釈 として、そのよ うな限定論 (一 部非犯罪化)を 主張す
るものであるのか、そうではな くて、単 なる手続運用上 の限定論 を主張するもので
あるのかは、必ずしも明 らかではない。 この点 の不明確 さが大綱案 を巡 る議論では、
批判の対象 とされていた。大綱案が有する問題 に関 しては、根本晋― 「医療関連死
における死因究明制度 の現状 と展望 :い わゆる・ 医療事故調"に 関する法律上の諸
問題/民 主党案 (患 者支援法案 と原因究明制度案)と 厚 生労働省案 (医 療安全調査委
員会設置法案 (仮 称)大 綱案・ 自民党案)等 の検討」横浜国際経済法学 19巻 3号
横浜国際経済法学会 (2011)185頁 参照。
:
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2‑2‑1

過失 の程度 による線引 きは可能か

先ず、過失犯処罰 の限定化 を主張するもの として、過失 を 「注意義務
違反 の程度 が著 しいか どうか」 とい う基準 によ り、単純過失 と重過失 と
に区別 し、後者 の重過失 による場合 のみを処罰す るとい う見解 がある。
.。

この よ うな見解 に対 しては、過失 の程度 を判月Uす る基準が曖昧である
とい う批判 がある"。 前述 したように、医療行為 の不 確実性 を考慮 すれ
ば、確 かに、 そのような法的基準 の設定 は、困難 であろう。
また、医療者 には、 一般的 に専門職 としての 「高度 の注意 義務」 が課
されて い る。 しか し、 何 らかの不注意 によ り有害事象 が発生 した場 合、
その 「重大 な結果 が発生 したJと い う結論 か ら 「高度 な注意義務 に違反
したもの =重 過失」 とい う前提 を導 き出 して しま うような誤 った遡及的
推論 の下 に医療者 が置 かれてい ることも忘 れてはな らない。結果発生 か
ら事後的な観察 をす ることで刑事事 件 とい う物語 を組み立 てな けれ ばな
らない捜査 機関 は、 このよ うな憶 lllに 囚われやす い。 その ような憶測 に
よ り、冤罪 が発 生す るのであるm。 医療現場 で は、高度 な注 意義務 を果
た して い ても、重大 な結果 が発生す る場合 がある。 しか し、現実 の捜査
機関 は「重大 な結果 が発生 した こと」 か ら遡及的 に 「医療者 としての高
働

英米、 ドイツ、オース トリアにおいても、同様 の見解 が主張されてい る。英米 の
議論状況 を紹介するもの として、星周一郎 「アメ リカにおける医療過誤 に対する刑
事法的対応J法 学会雑誌50巻 2号 :首 都大学東京都市教養学部法学系 (2010)187頁
以下、佐伯・前掲注 091293頁 以下、佐伯仁志 =子 住佳 「英米 における医療過誤 への
刑法上の対応 J刑 事法 ジ ャーナル28号 :成 文堂 (2011)29頁 以下参照。 ドイツの議
論状況 を紹介するもの として、古川 前掲注 022頁 以下、萩原由美恵 「医療過誤
における牙」
事責任 の限定J中 央学院大学法学論叢24巻 1‑2号 :中 央学院大学 (2011)
123頁 以下、Rosenau,Henning(山 本絋之訳)「 医療過誤 における可罰性 の限定 ?」 比
較法雑誌42巻 3号 :日 本比較法研究所 (2008)75頁 以下参照。オース トリアの議論
状況 を紹介す るものとして、古川・前掲注 0923頁 を参照。
四
井田・前掲注 a9243頁 参照。
"刑 事事件の事実認定 における 「遡及的推論 (abduction)Jの 問題性 を指摘す るも
の として、駒城鎮一『探偵・推理小説 と法文化J世 界思想社 (2009)65頁 以下参照。
捜査する側 の 「偏見」 に関す る鋭 い考察 として、Posn∝ RIchald AJen(平 野晋監
訳・ 坂本真樹 =神 馬幸一訳)『 法 と文学 (下 巻)J木 鐸社 (2011)515頁 以下参照。
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度 な注意 義務 が果 たされなかった こ と」 を憶測す る傾 向 にある。 この よ
うな刑 事司法 の現実 を鑑み るならば、処罰範囲 を 「重過失」 とい う過失
の程度 によ り限定化 しよ うとする試みは、実際の ところ、医療現場 に刑
事司法 が無用 に踏み込 まない よ うにす るための防波堤 にはな らない よ う
に思われ る。過失の程 度 を緻密 に類型化 した ところで、実際 の現場 にお
いては、 その緻密 さ故 に混乱 を来す ことも、考慮 しな くてはな らない。

2‑2‑2

過失の内容 による線引 きは可能か

それでは、過失 の程度 (量 的判 断)で は な く、 その内容 (質 的判断 )
による限定化 とい う理論的試み は、可能であろ うか。例 えば、有害事象
「認識 ある過失 」 と 「認識 のない過失Jを 区別 し、後者の
結果 に関 して、
「認識のない過失Jは 非難可能性 に欠 ける こ とか ら、不処罰 とす る
見解 も
主 張 されてい るい。
このよ うな見解 に対 しては、む しろ、 その ような結果発生 の認識 に欠
けて い ること自体 が注意不足 として非難可能 な場合 もある と批判 されて
い る∽。
そ うであるならば、結果発生 を認識 して い た として も、 その判断過程
において不可罰 とされ るべ き過失 を想定で きるとす る見解 を参考 にで き
ない だろ うか。例 えば、刑法理論 の碩学 で ある平野龍 一 は、次 の ような
指摘 をしてい る。
「精神 を十分 に緊張 させ て危 険性 の有無 を判断 した結果、F誤 って』危
険 がない と判 断 した場合、 その誤 りは知的な誤 りにす ぎない。 これ を処
罰す るとすれば、そのような行為者 が『悪 い』か ら処 罰するのではな く、

m日 山恵美 「医療の安全確保 における刑事過失論の限

界 :刑 事医療過誤判決の分析
から」年報医事法学23号 :日 本評論社 (2008)12頁 以下、甲斐克則 「刑事医療過誤
と注意義務論」年報医事法学23号 :日 本評論社 (2008)97頁 参照
⑫ 古川・
前掲注 ⑩ 25頁 以下を参照。
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『愚 かJだ か ら処罰することになる。 また、技術 が未熟 であるために、避
『下手』だか ら処罰す るのであって
けそ こなって人 を死傷 させ た ときも、
『悪 い』 か ら処罰す るのではない ことになるm」
「良 いJと はい
す なわち、本来、過失 は「悪 い」不注意 だけではな く、
えない まで も 「悪 くない」半J断 の誤 り 。技術 の末 熟 さも含 まれて い る と
い う指摘 で あ る。その失敗 は、決 して褒 め られるものではない。 しか し、
仕方 がない ものを叱 るだ けとい うのも気 がひける。 そ うい う失敗 もある
はず だ とい う平野龍 一の過失犯 に対する鋭 い考察 は、示唆 に富 んでい る∞。
しか し、何 が赦 され る 「愚 かさ」 で あ り、何 が仕方 のない 「未熟 さJ
であるのかを確 定す る ことは、実際 の ところ、 その程度 が問題 となる。
すなわち、 それ は、量的判断 で ある。従 って、過失 の内容 に着 日した限
定化 (質 的判断)を 試 み よ うとしても、結局 は、程度問題 に還元 されて
「愚 かさ」や 「未熟 さ」 にも、許容 され るためには、限度 がある。
しまう。
この ように程 度 を問題 にす ることな く、過失 を内容的 に限定化す ること
は、困難 なのである。す なわ ち、 そこにお いて許容限度 が問題 になる以
上 、曖味 さを払拭す ることは、 で きない のである。

2‑3

誰の視点か ら過失 を判断するべ きか

以上 にお いて、結局 の ところ 「何 が過失 で あるのかJ「 何 が法的な非難
に値 す る不注 意 で あるのか」 を程度 (量 的判断)や 内容 (質 的判断)に
お いて限定化す る試 み には、 いずれ も難点がある。 なぜ、 この ように過
失 の対象 を限定化す ることは、難 しいのか。
蜘
平野龍 一 F刑 法総論 I』 有斐閣 (1972)204頁 以下。
。
・ 平野・ 前掲注 30205頁 では、 このように過失 には非難できないものをも含むとし
なが らも、可罰的 な過失 と不可罰的 な過失 を実際 に区別することは、不可能である
とする。その一方で、平野龍―「刑法の基礎』東京大学出版会 (1966)89頁 では「責
任 とい うものが個人の人格 の問題 でも、 また社会の集 団のなかでも拡散 して とらえ
にくいものになって いる。(中 略)単 に道義や倫理 を高唱するだけではすまないので
ある」 とも述 べ られてい る。

‑15(592)一

法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )
そもそも 「不注意である」 とされた事実 は 「十分 に注意 してい るJと
い う状態 を暗に理想化 した上での評価 である。すなわち、過失 の認定 は、
客観的な事実 を確定 しているよ うに見 えて、実 は主観的な評価 が常 に入
り込 んで しまう性質 を有 して い る。従 って、 それは、誰 に とって も同 じ
よ うには判断 で きない ものなのである。 この問題 の難 しさは、不注意 と
い う事実が、 そのような主観的 な評価 を抜 きに認定 で きない ことに起因
してい る。
そうであるな らば、 ある事実 に関 して、 それが不注意であるのか、 な
いのかの決着 を付 けなければならない場合、 どうすればいいのだろ うか。
そのためには、先ず は主観的 に変化 しうる部分 を固定化す ることが先決
事項 となる。すなわち、誰 の視点 で過失 を判断す るべ きか とい う問題 で
ある。
従 って、 この問題 の本質 は 「何 を過失 とするのかJと い う対象 の確定
にあるのではない。 その前提 にある 「誰 の 日か らJと い う視点 を加 える
ことの方 が重要である。
この点 に関連 して、 一般 的な過失論 によれば、裁判実務 は 「お よそ人
が死 ぬ とい うことの予見可能性 があれば足 りる」 とい うような非常 に抽
象化 された事実 を対象 に して、注意義務 の有無 を判断 して きた∞。 この
ような事実 の抽象化 は、一般人 の視点 を前提 にするな らば、許容 され る
であろ う。 なぜ な ら、 この抽象化 によ り、当事者個人 の視点 を基 準 にし
て 「一般的 には、予見 で きるか もしれ ない。 しか し、 自分 には、 この結
果発生 は、予見で きない か ら、赦 され るべ きだJと い う理不尽 な言 い逃
れが回避 され るか らである。
しか し、 この抽象化 によ り医療者 の過失 を一律 に判断す ることは、前

∞
裁判実務 における過失の認定に関 しては、水野谷幸夫 『過失犯犯罪事実記載要領J
立花書房 (2011)5頁 以下参照。
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述 した医療行為 の不確実性 の観点 か ら、不当であろ う。医療者 は 「お よ
そ何 らかの有 害事象 は生 じうるだろ う」 とい う視点か ら、侵襲性 のある
医療行為 を実施 しな けれ ばな らない場合 が一 般的だか らである。 この こ
とを鑑 みれ ば、医療者 に対 して不注意 だ と非難 で きる場合 とは、医療行
為 が一般的 に不確実性 を有 してい るものだ として も、 当該事案 を個別的
に鑑みれば有害事象の発生態様 が医療者 として具 体的 に予見可能 な場合
。
に限定す るべ きである・。
従 って、視点 の設定 に関 して は、次 の ように、 まとめ られ るだ ろ う。
先ず、医療事故 に限 らない一般的 な事故 に関 しては、一般人 の視点 か ら
抽象化 された危険性 の認識 で足 りる。それに対 し、医療事故 に関 しては、
よ り具体的 な危 険性 の認識 が必要 とされる。 そして、 この よ うな具体的
な危険性 を裏付 ける事実 は、専 ら医学的 な内容 を有す る以上、一般 的な
医療者 の視点 が前提 とされ るべ きである。 その よ うな道筋 にお いて、医
療者 にお ける過剰 な リスク負担 は、是正 され るように思われ る。
しか し、法律家 に とって、 その ような一般的 な医療者 の視点 によって
確認 された過失 とは、 どのような意 味 を有 してい るのだろ うか。 そもそ
も医療者 に とっての失敗 とは、次 の成功 に結 び付 けるための前向 きの評
価 である。 そのために事実 を認定す るのだ とした ら、刑事司法手続 は、
その ような一般 的な医療 者 が期待す る前 向 きの評価 を反映 させ ることが
で きるのだろ うか。
従 って、 ここで再 び出発点 にお い て掲 げられ た 「法律家 が医療安全 を
語 る意味があるのか」 とい う核心的問題 が喚起 され ることになる。

2‑4

どのよ うに医療者 の視点 を導入するべ きか

以上か ら 「何 が過 失 で あるのか」 とい う問題 に拘泥す るのは、医療事
∞

甲斐克則 『医療事故 と刑法』成文堂 (2012)70頁 参照。
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故 にお け る免責 を求める医療者 にとって戦略的 に有効 ではない ことが示
された。 なぜ なら、 た とえ過失 の処 罰範囲 が限定化 された として も、 そ
の判断 が抽象的な法的基準 に委ね られて い るのな らば、現状 と大 きく変
わ らないか らである。 む しろ、 一般的 な医療者 の視点 で法的過失 が判断
され るための手続整備 を要求 した方 が将来 の 医療安全 に とっては実益 が
大 きい ように思われ る。
この点 に関連 して、刑事司法 による事後的な個人責任 の追及 は、原 因
究明 を妨 げ、将来 に向けての再発防止 の実現 とい う要請 に反す るとい う
り かに
重要 な指摘 が ある。
。確
、医療事故 に関す る原因究明 と再発 防止 の
ための仕 組 み と刑事責任 の追及 が矛盾す るな らば、実益 の少 ない刑罰権
の行使 の方が断念 され るべ きであろ う∞。
従 って、 ここでは原因究明・ 再発防止 の制度設計 として、刑事責任追
虔機能 を併 存 させ るべ きか どうかを検討す る。医療 事故 における原因究
明 と再発 防止 は、刑事司法 の手 を借 りな くても、実効的 に果 た し得 るも
のであるのか。 まさに、 この点 が問われ ている。
この点 に関 して、従前 の政府案 で示 された事故調査 を担 当す る第二者
機関 (以 下、本稿 では 「医療事故調査委員会」 と総称 )の 原因究明 と再
発防止の機能 に関 しては、 その大 きな限界 が刑法 学者 によ り指摘 されて
い る。 このよ うな刑法学 者 の疑間点 に対 して、 そのような医療事故調査
委員会制度 を推進 しよ うと主張する者 は、回答 を用意 してお く必要があ
るだろう。 その回答 にお ける説得力が今後 の制度設計 の成否 を決 める鍵
となる。

∽ 更 に、刑事被疑者・
被告人 に対 しては、黙秘権等 々の特権が手続上、保障されて
お り、それが事実解 明を阻害する可能性 も指摘されてい る。 しかし、そのよ うな防
御権 の付与 によ り、刑事手続 における原因究明が困難 になるとは断定で きない と井
田・ 前掲注 a91236頁 では指摘されている。
井田・前掲注 0245頁 参照。
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2‑4‑1

原因究明 に関す る疑 問 への反論

先ず は、過失 の評価 に必 要不可欠 な事実関係 を医療事故調査委員会 が
解 明 で きるか否 かの能力面 に懸念 が示 されてい る。侵害 を被 った患者側
の不信感 を払拭 し、事実関係 を解明 した と宣言で きるだけの能力 が 医療
事故調査委員会 には必要であろ う。調査結果 の公正 さに疑 い を生 じさせ
ない中立的な主体 によるものなのか。事実解 明のため に十分 な強制力 を
有 しているのか。 これ らの点 に関 して、現行 の刑事司法制度 を超 えるだ
けの事実解 明能力 が医療事故調査委員会 に付与 されて い るのか。 このよ
うな疑間が刑法学者 によ り指摘 されて いる"。
また、刑事責任 の追及 を断念す ることで、正直 に事故の真実 を語 るこ
とが医療者 に期待 で きるのか とい うことも疑問視 されてい る。なぜ なら、
そのような委員会 による調査結果 が民事責任 や行政処分 において (更 に
は、 マス メディアによる社会的非難 にお いて も)利 用可能 とされ るなら
ば、真実 を語 るだけの動機 付 けになるかは疑 わ しいか らであるω。
これ らの疑問点 には、おそらく次 の よ うな反論 が可能 であろう。先ず、
理想論 として、職業的 自律性 の観点 か ら、医療 事故 の原 因究明 に医療者
が積極 的 に協力す ると共 に、 その判断内容 に伴 う公正 な処分 内容 に進ん
で応 えることが求め られ る。従 って、 医療事故 の調査 にお いては、医療
者 自身 が専門職 としての責任 を全 うす る契機 が原則 として提供 され なけ
れ ばな らない。
しか し、 その よ うな医療者 にお ける自浄作用 が期待 で きない場合 は、
どうす るべ きか。 その よ うな場合 には、医療事故調査委員会 は事実解明

磯 この に して、笹倉宏紀 「
事故調査 と刑事司法J刑 事法 ジャーナル28号 :成 文
点 関
堂 (2011)38頁 では、警察 と同等以上 の能力を有す る組織 を新たに整備することは
現実的ではない と指摘 されてい る。そして、実効性 のある事故調査制度を構築する
のであれば、警察 の力 を最大 限活用す る方が得策 で あ り、 より端的にいえば 「警察
の権限行使 に使乗するべ きJと も指摘されている。
Ш
佐伯 前掲注 0314頁 、笹倉・前掲注 0949頁 参照。
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のための強制 力 を有す るべ きであろ う。但 し、 ここでい う強制力 とは、
将来 的 な再発 防止 を主た る根拠 として発動 され る限定 的 な ものである。
その意味で、事後的 な個人責任 の追 及 が目的 で ある刑事司法 を主体 とす
ることは適 当ではないよ うに思われ る。 そのための制度設計 は、個人 の
責任 を追及 す るものではな く、医療提供体制 の組織 的改善 を促す仕 組 み
が望 ましい。何 よ りも事故 に関す る責任 が医療者個人 か ら解放 され るこ
とを条件 にすれば、当該医療者 において原 因究明に協力する動機付 けに
もなるように思われ る。 そのために医療事 故調査 委員会 は 「全てを理解
す ることは、全 てを赦 す こと (Tout cOmprendre,c'est tout pardonncr)J
とい う理念 によ り設計 される必 要 が あ る。 医療事故 にお いて 、私達 が医
療者 を赦せ ないのは、確 かに私達 が 医療者 を理解 して い ない ことに起因
す るか らか もしれ ない。従 って、原 因究明は、医療 者 を罰す るためでは
な く、赦す ことを促すために制度設計 され るべ きである。 マス メディア
にお ける糾弾的雰囲気 に対 しても、 そのような制度 を介 して、繰 り返 し
説明責任 を果 たす ことで、地道 に解消 してい くしかないで あろ う。 その
意味 で原 因究明が人 々の処罰感情 によ り発動 され、 それ に誘導 され るよ
うな手続 は、不適格 なので ある。
我 が国 にお け る現行 の法制度 にお いて、 そのような類 の制度設計 が期
待 で きる余地 は、刑事司法 ではな く、行政法 の領域 にある。 その意味に
お い て医療事故調査委員会 を行政組織 として位置付 け、具体 的な強制力
を付与 し、 その主たる構成員 を医療者 とす ることで、 その 自律性 を確保
す る方策 が最 も現実的 で あろ う。 その具体 的提言 は、後述す る。

2‑4‑2

再発防止 に関す る疑間へ の反論

更 に、 よ り本質 的な批判 として、 医療事故調査委員会 の調査 内容 は、
どの よ うなかた ちで再発防止 に活 か され るのかが刑法学者 に とって不 明
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。
確 かに、個別 の事故 に関 して、原 因が
確 である点 が指摘 されて いる
'。

明 らかにされた として も、 それは当該事故 の必 要条件 が追求 されただけ
で あ って、医療事故 一般 における十分 条件 の解 明 を意味す るものではな
い。す なわち、 い くら単独 の医療事故 の例 を積み重ねてみて も、 それだ
けでは医療事故全体 を説明 した ことにはな らない。 おそ ら く、 それ は、
医療安全 にお け る対症療法 にす ぎず、根本的な完治療法 にはな りえない
のではないか とい う疑間 であろう。
この疑間 に対 しては、次 のよ うに回答 で きるであろう。すなわ ち、 そ
もそも医療事故 にお ける原 因究明 は、医療事故全体 の根治治療 を目指す
ものではない とい うことである。 リスク・ マ ネジメ ン トは 「人間 は誤 る
ものであるJと い うことを前提 にしている以上 、そのような根治治療 は、
達成不可能 な 目標 である。
それ では、 ここにお ける再発防止 とい う目的 は、何 のために掲 げてい
るのか。 それ は、根治 し得 ない個 々人の注意力の問題 ではな く、医療提
供体制 とい うシス テム に依存す る リス クを焙 り出す ところにあるのでは
ないか。医療現場 にお ける医療者個人 の過失 は、 その ようなシステムか
ら切 り離 して考 えた ところで有意義ではない。医療事故調 査委員会 が 目
指す再発防止 は、 その ような組織体 の改善 に ある。個 々人 の帰責性 を追
及 す る現行 の刑事司法制度 では、 その ような組 織体 の問題 を取 り扱 うの
に不適 当である。
これ に対 し、 システムに依存す る リスクの問題 は、医療現場 のみの問
題 ではな く、事故 一般 に当てはまる問題であ り、従 って、医療事故 のみ
を刑事 司法 にお い て免責 す る理 由 にはな らない とい う反論 もある

.4。

し

か し、繰 り返 し述 べ るよ うに、何 よ りも医療者 における過失 責任 を軽減

̀'井 田・ 前掲注 19245頁 以下参照。

・

井日・ 前掲注 09237頁 以下参照。
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す るべ き根拠 は、医療 が不確実であるにもかかわ らず、 医療現場 では確
実 な判断を求めるかのように医療者 を追 い込んでい ることの不公正 さに
ある。 そして、 この点 が事故一般 とは異 なる医療事故 の特殊性 である。
その よ うな不公正 さを是正す る意味 で、医療者個人の注意力が問題 とさ
れ るよ りも、む しろ医療現場 における組織 の改善 が模索 され なければな
らない。医療事故調査委員会 は、 その ような特殊性 を前提 として成立す
るものである。従 って 「組織全体 が負 うべ き非難 を個 々人 に転嫁す るJ
ことによ り、間接的 に しかシステムの改善 を促すに過 ぎない刑事司法 は、
医療現場 におい て一 歩身 を引 くべ きであるように思われ る。期待 される
医療事故調査委員会 と刑事司法 とでは、個人 と組織 の間 で、 どの ように
リスク を分配す るべ きか とい う重要 な問題 におい て、 その解決の方 向性
が全 く正反対 を向 いて い るのである。

3.提 言
3‑1

現行案 の点検

以上 にお いて、医療事故調査 に関す る法的手続 が一般的 な医療者 の視
点 か ら適切 に運 用 され るための基 本理念 を確認 した。 そ こで、 どの よ う
に、 この基本理念 を制度設計す るのかが更 なる問題 となる。 ここで は、
現行 において考 え られて い る政府案 を叩 き台に して、 その対 案 を示す こ
とで具体 的 な提言 をまとめることにしたい。
前述 したように、厚生労働省 の 「医療事故 に係 る調査 の仕組み等 のあ
り方 に関す る検討部会」 は、2013年 5月 29日 時点 にお いて、医療事故調
査制度の枠組み をまとめた。厚 生 労働省 は、 この 「あ り方」 において示
された制度創設 に必 要 な医療法 改正 案 を2013年秋 に開催 され る臨時 国会
に提 出する予定 で あるとい う (実 際 には、2014年 初頭 の第 186回 国会 に法
案 が提出された)。 この「あ り方 Jは 「原 因究明」 と 「再発防止Jを 事故
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調査 の 目的 に掲 げて いる。 この よ うな目的 自体 は、本稿 が考 える基 本理
念 と同様 である。 しか し、問題 は、 その ような目的 を達成す る手段 とし
て 「あ り方Jに よ り想定 され る手続 が実効性 を有 して い るか どうかであ
る。以下、 その点 を分析的 に検討 してみ よう。

3‑1‑1

現行案 は原因究明 に資するか

以前 の 「大綱案 Jに お ける調査 の実施主体 は、第 二者機 関 とされて い
た。 その点 が 「あ り方 Jで は医療機関が設置す る院内事故調査委員会 に
変更 された。 それ に伴 い、第二者機関の業務 内容 も、院内事故調査委員
会 が提 出 した報 告書 の確認及 び分析 へ と変更 された。 そして、例外的 に、
医療機関又 は患者遺族 が院内調査 の実施状況や調査結果 の報告 に納得 し
なかった場合 に、第 二者機関 が調査 を実施す るもの とされた。
院内事故調査委員会 の設置 力砺誠U化 されると、小 規模 の医療機関 では、
必要 な体制 が確保 で きない可能性 が出て くる。 そのため に 「あ り方」 で
は、都道府県医師会、医療関連団体、大学学病院、学術 団体等 を 「支援
法人・組織 Jと して調査能力 を補完す るための仕組みが講 じられて い る。
また、以前 の大綱案 にお ける第 二者機 関 は、公的機 関 とされて い た。
しか し 「あ り方Jで は、 その ような第二者機 関 として、全 国 に一箇所設
い
置 され る民 間組織 が予定 されて い る 。 そ して、前述 した ように、 この
第 二者機 関 の業務 に医療事 故 に関す る警察 へ の通報 は含 まれない ことが
明記 されてい る。 この点 に関連 して、 医療事故 にお いて、再 三、 その問
題性 が指摘 されて い る異状死 の報告 に関 しては、従前通 り、医師法第21
条 が適用 され、医師 は、当該事案 を警察 に届 け出る義務 が課 されたまま
である。
この 「あ り方」検討部会の事務局の説明によれ ば、診療行為 に関連 した死亡の調
査分析 モ デル事業を実施 してきた 「日本医療安全調査機構 J又 は医療事故情報収集
事業や産科医療補償静」
度 を実施 してきた 「日本医療機能評価機構」 力'第 二者機関 を
担当するもの として想定されてい る。

̀う
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先ず、 この ような 「あ り方 Jが 想定 す る制度設計 の要点 は 「大綱案 J
と比較 して、医療者 の 自律性 を高めようとした ところにあるだろ う。す
なわ ち、事故調査主体 を第二者機関 か ら院内事故調査委員会 に移行 する
ことで、事故当事者 ではない第二 者機関 の位置付 けを弱 めた。 この よう
な医療者側 へ の譲歩 は、制度全体 の中立性 にも影響 を与 えるもので ある。
制度 自体 の中立性 を確保す るために「あ り方」 では、院内事故調査 委員
会 に外部 の医療専門家の支援 を求めることを原則化 して、 その調整 を試
みて い る。 しか し、紛争解決 において、 中立性 が確保 され るためには、
そ こにお ける対立 当事者双方 の視点 が制度 内 に導入 され る必 要 が ある。
医療 の 自律性 を高 めることに拘泥す るあま り、患者側 の視点 が蔑 ろにさ
れる制度 では、国民全体 の支持 が得 られないで あろう。 その点、院内事
故調査委員会 にお ける調査結果 を患者遺族 に対 して説明す るだけで果 た
して十分であるのか。 この制度設計 は再検討す る余地 が ある。患者遺族
に とって調査結果 が納得 い くものであることを医療者側 も望 んでいるの
ならば、 その調査手続 自体 に患者 の視点 も導入 されるような工 夫 が必要
で あろ う。何 を患者が望んで い るのか とい う「争点整理 」 の機能 を含 め
ることも、制度設計 としては重 要 である。 その点が 「あ り方 Jで は、不
十分 であるよ うに思われる。
しか し、 この ような 「患者側 の視点」 に関す る問題 は、原 因究明にお
ける 「事実解明力」 とい うよ りも、医療者 にお ける 「説明力 (交 渉力)」
の問題 とも考 え られ る。お そらく、 このよ うな 「説明力 (交 渉力)Jの 間
題 は、どのよ うな制度設計 を採用 した ところで常 に問題 とな りうる。従 っ
て 「あ り方Jが 固有 に抱 えて い る問題 ではな く、紛争解決 一般 にお いて
必要 とされる能力 であろ うい。

m医 療紛争解決において求められる具体的な説明力

(交 渉力)の 鍛え方に関しては、
和田仁考 =中 西淑美 『医療メディエーション :コ ンフリク ト・ マネジメン トヘ のナ
ラティプ・ アプローチ』 シーニ ュ (2011)105頁 以下が有効 であろ う。
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おそらく、 この 「あ り方」 にお ける根本的な問題 とは 「 どのよ うに医
療側 の視点 を司法手続 に導入す るか (医 療側 の事 実認識 を法律 家 に認 め
させ るには、 どの よ うにした らいいのか)Jと い う視点 が欠落 してい ると
い う点 で あろ う。 この 「あ り方」 の制度設計 の ままで は 「医療者 は医療
者、法律家 は法律家」の観点か ら独 自に 「過失 とは何 か」 を判定す るこ
とになる。 司法手続 において医療者 の視点 を活かす仕組み としては、不
十分 なのである。 この 医療 と司法 の視点 が互 い に交差す ることな く、併
存 してい る状態 が医療安全問題 にお ける不幸 を生み 出 して い るとい うの
が前述 したよ うに本稿 の問題意識 であった。 医療 と司法 を併存 させ るベ
きではない。 む しろ直結 させ るべ きである。
その よ うな直結型制度 の 目論 み として、 医療事故 の調査 主体 となる
「(独 立)行 政委員会 Jを 設置す ることを本稿 は提言す る°。行政委員会
には、 一般的 に強制力 を伴 う行政的権能が付与 され る。 そのような権能
のみ ならず、 その専 門性 か ら準司法権 を有す るもの として、 当該委員会
が主体 となる行政審判 は、裁判所 の前審 としての役割 をも分担 させ るこ
とがで きる。 その上で、 この行政審判 にお ける事実認定 は、一 定の場合、
司法機関 (裁 判所 )の 評価 を拘束す る ことも可能である。 これ は 「実質
的証拠法則 (substantial evidence rule)Jと 呼 ばれる原則 であ り、行政法
上 、理論化 された ものである°。 この ように行政 と司法の役割分担 を明
確化 した上 で、互 い を直結 させ る仕 組み は、 医療安全行政 を推進 して い

¨

佐伯・前掲注 0314頁 において も、公正取引委員会のよ うな調査権限 と人員 を有
した独立行政委員会 の設置が考慮 に値す ると指摘 されてい る。
嶋
本来 は、アメ リカの判例上、形成された原則 でもある。裁判所 は、行政庁 との関
係 にお いて、法律問題 を審査す ることを本務 とし、専門技術的 な事項に関 しては、
専門的知見 を有する機関で事実認定 をした方 が適切であることを論拠 とする。何が
「実質的証拠 Jに 当たるのかは、公正取引委員会の審判手続 における議論の蓄積 が参
考 になるだろ う。 この点に関 しては、田中員 「公正取引委員会の審判手続 :職 能分
離 と実質的証拠 の原 則 を中心 にJ大 分大学経済論集 53巻 5号 :大 分大学経済学会
(2002)93頁 以下参照。
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く方 向性 にお いて も参考 になるで あろ う。
そのような行政委員会 にお ける構成員 は、中立性 の確保 のため、医療
事故 に関わ り得 る当事者 の代表 によ り構成 され ることが原 則 である。 そ
うであった として も、実質的 には医療者 が 中心的存在 になることで、医
療 の 自律性 は、十分 に確保 され るであろう。 そ して、刑事司法手 続 よ り
も、 この行政委員会 にお ける行政審判 を法的 に優先す る制度 設計 も併せ
て提言 したい (審 判前置主義の採用)。 その意味にお いて、現行医師法第
21条 における異状死 の届 出先 も警察ではな く、 その よ うな行政委員会 ヘ

と移管 されるべ きである。患者遺族 か ら警察 に告訴 が あ った場合、当該
行政委員会 も含 め、 関係機関 は速やかに協議 を行 い、捜査指揮権 の範囲
に関す る取決 めに従 って、協力関係 が形成 されることも義務付 けられる
べ きであろ う°。 そのよ うな制度設計 によ り、医療 と司法 は、直結 され、
一本化 される。 そ して、司法 に医療 の視点 が導入 され るのである。
以前の大綱案 にお け る第 二者機関 が公的な機関 として、 この よ うな行
政委員会 を目指す ものであったのならば、 この第二 者機 関 の位置付 けを
弱めた 「あ り方Jは 、大 きな後退 で あるように思われ る。民間組織 にお
ける第二者機関 の審査 が司法機関 に対 して、 一体、 どのような意味を有
するのであろ うか。 この 「あ り方」 を点検す る限 りでは、 その よ うな第
二者機関 の事 実解 明 は、司法 に全 く活 かされない ことが懸念 され る。

3‑1‑2

現行案 は再発防止 に資するか

医療事故調査の制度設計では、 どの ように事故 の再発防止 を徹底する
か とい う点が最重要課題 になるだろ う。再発防止 に関 して は、医療提供
体制 とい う組織体 が抱 える リス クを解明 で きるか とい う点が試金石 にな

①

行政調査 と刑事捜査 の競合問題に関 しては、宇賀克也 「医療事故 の原因究明・ 再
発防止 と行政処分」 ジュ リス ト1396号 :有 斐閣 (2010)28頁 以下参照。
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ることは前述 した。 その点 に関 して 「あ り方」 では、 どのような制度設
計 が試 み られて いるのか。
この再発 防止策 に関 して 「あ り方」 によれば、第二者機 関 が事故情報
に関 して普及啓発す る とだけ明記 されて い る。 しか し、事故 を分 析 し、
その調査結果 を発信 するだけで果 た して十分 であ るとい えるのか。医療
事故 が再発防止 に活 かされた と宣言す るためには、 その ような情報 を根
拠 に して、 どの ように医療現場 が改善 されたのか とい う点 の確認 は、必
要不可欠 であろ う。 また、医療現場 が改善 された とい う実感 を得 ること
で、尊 い命 の犠性 が無 駄 ではなかった と患者遺族 も納得 す ることがで き
る。 その よ うな具体 的な改善命令 を発動す る機関 が 「あ り方」 には見 当
た らない。
また、 そのような改善命令 が医療者個人 の責任 に帰結 させ るよ うなも
のであるならば、刑事司法 による制裁 と何 ら変わ らず、再発防止の実効
性 に乏 しい ものになるだろ う。 この ことは想像 に難 くない。従前 では、
医療機関 の組織的要因 が大 き く関与 してい る事案 であって も、組織体 と
仰
しての医療機 関 に対す る直接的 な行政処分規定 が欠 けて い た 。 そのた
めに、組織体 の改善 が何 ら法的に促 され ない ことは、問題視 されるべ き
であろ う。 この よ うに医療機関 に対す る行政処分 が不十分 であった点 が
有効 な再発防止 を阻害す る要因 となっていた。この点 が指摘 されてい る電

従 って、医療機関 に対す る組織体 としての改善を促す行政処分が可能
となるように医療関係行政法令の改正を進めてい くことを提言する。そ

己置・設備 の不備 に
̀;例 えば、医療法 は、医療機関に対する行政処分 を主に人員の西
関 してのみ、規定 して い る (医 療法第23条 及 び第24条 )。 更 に、健康保険法 は、保険
医療機関 に対 す る行政処分 を不正請求等 の保険事業関係 の問題事案 に、ほぼ限定 し
てい る (健 康保険法第80条 )。 この行政処 分における種類の少なさは、有効な医療安
全対策を実施する手段 として、不十分 であろう。
4'神
谷恵子 (編 )『 医療事故 の責任 :事 故 を罰 しない、過誤 を見逃 さない新時代 へJ
毎 日コ ミュニケーションズ (2007)42頁 以下参照。
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して、 そのような行政処分 は、組織体 としての リスクを焙 り出すために
課 され るべ きである。 そ うであるなら￨よ 医療事故 の責任 を追及す るた
めに行政処分 を実施 す る とい う対応 よ りも、医療事故発生時の組織 的対
応 の問題性 に応 じて、様 々な改善処分 を段 階的 に発令 す るとい う対応 の
方 が望 ましい。す なわ ち、医療 機関 が積極的に事故調査 に協力 し、有効
な再発防止策 を講 じた場合 には、最小限度 の改善処分 で足 りるで あろう。
一方 で、組織的 な隠蔽 を計画す るよ うな悪質 な事案 に対 しては、業務停
止・ 保険医療機関 の取 り消 し年 の強力 な制裁 的処分 を実施 するべ きであ
ろ う。

3‑2

た とえ打算的 だ として も対話 を進めな くてはい けな い理 由

以上の検討 か らも分 か るよ うに、現行案 は、大 きな問題 を有 して い る
ように思われ る。 その問題性 は、 医療 の視点 が司法手続 に導入 されてい
ない こ とに起因 して い る。医療者 と法律家 は、 お互いに「専門外 の人 間
に 自分達 の ことが分 か るはず はないJと 引 き籠 もってい るかのよ うにも
見 える。従前 にお ける医療者 の主 張 は、法律家か らの決別 を求め、 自身
の 自律性 を高 めることばか りに囚われてい る。 ここにおいて、 自分達 で
全てを決 めるとい う ことは、 自分達 で全ての責任 を負 う こ とをも意味 し
ている。 しか し、生 命 。身体 に関 わ る問題 は、医療者 だけで負担 しよう
にも、重過 ぎるとい う懸念 はないのか。
私見 として提示 した対案 にも全 く問題 がない とは考 えていない。 この
対案 は、何 よ りも医療事 故 にお ける医療 者 の法的負担 を軽減化す ること
で、医療者の視点を法的制度 の中 に組み入れ よ うとするもので ある。従 っ
て、 そのような制度 の中 で責任 が軽減化 され る医療者 は、 お そら く打算
的 で あ り、倫理的 に許容 で きない とい う批判 が妥当す る。赦 され るため
に謝 るので あれ ば、謝 らない方 が ましだ と憤 る患者 もい るだろ う。
しか し、 そのよ うに打 算的 な制度設計 で あろ うと私見 としては、法律

28 (57e)

-

医療の視点が司法に活かされるための制度設計
家 と対 話す ることを医療者 に動機付 けたい のである。医療事故 にお いて、
患者側 は、応報感情 に促 されて、既 に十分 なまで司法 へ と訴 えるように
動機付 けされ た存在 である。 その点、何 をした ところで厳 罰 に処 され る
だけな らば、司法 の現場 に出向 こうと医療者 を動機付 け ることは、困難
で あろ う。実効 的 な制 度 とは、人間 を動機付 ける力

(イ

ンセ ンテ ィプ)

のある制度 をい うように思われ る。
現実 の人間 は、利 己的に行動す るのが一般 的である。医療者 も人間で
ある以上、利 己的な存在であ り、 その こと自体 は、非難 され るべ きでは
ない。 医療事故 において も、医療者 に利 己的行動 を促す ことで対話 へ と
導 く制度設計 が必要であろ う。患者側 が利 己的に行動 しようとす るのに
対 して、医療者側 の利 己的な行動 を非難 し、 一方的 に厳罰 を甘受す るこ
とが倫理的な振 る舞 いで あるかの よ うに論 じることは、 それ が不公正 で
あるか どうか とい う問題以前 に、何 よ りも現実的 な人 間行動 の把握では
ない。
そ こで、最後 の問題 が生 じる。 なぜ 、司法 と医療 の対話 が必 要 か とい
う問題 である。異質 な者同士で対話が成 立す るのか。 お そら く、 その不
安感 が あるか らこそ、 お互 い の専門分野 に引 き籠 る傾向 が生 じるのであ
ろ う。特 に現代社会 にお い て、 その ような異質性 が強調 されてい く傾向
は回避 で きない。なぜ なら、意見 を同 じくす る人 々が群 れ合 い、互 いの
想 い を増幅 してい く過程 が高度 に情報技術化 された現代社会 の潮流だか
らである。既 に私達 の生活 の一部 に組 み込 まれて しまったネ ッ ト社会 を
一 歩 引 いて 眺 めれ ば、 その状況 に気 が付 くの は容易 であろ う。 それは、
決 して異 質 なものを認 め合 う多様 な社会 で はない。 そ こに同質 な者 が集
m。

団 で分極化 してい く社会 を見 出す こ とがで きる

医療者 へ の不信 は、根本 的 には、 その よ うな世相 が形成 され る過程 で

mこ の 「集団偏向現象

(gloup poladsation)」 を鋭 く指摘するものとして、Sunstein,
Cass(副 ‖幸憲詢 『インターネ ットは民主主義 の敵か』毎日新聞社 1200の 30頃 以下参照。
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増幅 されて きたものではないか。本 稿の 冒頭 で示 したように、法律家が
医療安全 に正 面 を向 いて語 り始 めたのは1960年 代 で ある。 それ以前の日
本人 は、 どの ように現在 の 日本人 と違 うのか。 日本 社会全体 は、 よ り同
質 な価値 観 を有 して い たのではないか。 あの頃 に比 べ て、医療現場 は、
格段 に進歩 したはずである。 それなのに、 なぜ 、私達 は、医療者 を信用
で きない と声 を上 げ始 めるよ うになって きたのだろ うか。
私達 は、 あの頃に、 もう戻 ることはで きない。 あの頃を知 らない世代
には、 その時代 の雰囲気 を思 い 出す ことす らで きない。 そ うで あるなら
この 自分達 に都合 の良 い情報 ばか りを検索 して、理論武装 して しま
'よ

う欲求 に抗 うしかない。 しか し、 この欲求 は、際限 な く利 己的で、抗 し

がたい ものである。私 見 として提示 した対案 は、 この抗 しがたい欲求を
制限 し、異質 な者 との対話 を義務付 ける。 その意味 において、前述 した
利 己的な人 間 の行動把握 の観点 か ら現実的 ではないか も しれ ない。 その
よ うな問題性 は、確 かにある。
しか し、 そ うであるならば、利己心 に抗 うために、利 己心 を利用する
ことで、利 己心 を解消す るしかないのである。その よ うな意味 において、
異質 な者 を理解 し、 自分 と同質 で ある ことを確認 しない限 り、 この欲求
が解消 される道 は残 されて い ない。 そのためにも、 医療事故 の現場 にお
いて、医療 と司法 は、地道 に対話 を進 めて い くこ とが求 め られて い るよ
うに思われ る。
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