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２００８年９月３日

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室 御中

「医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」

に対する意見について

名古屋市東区泉１－１－３５

ハイエスト久屋６階

医療事故情報センター

理事長 弁護士 柴田義朗

電話 ０５２－９５１－１７３１

ＦＡＸ ０５２－９５１－１７３２

１ 医療事故情報センター（以下「当センター」という）は、医療事故の被害回復と再発

防止の実現を目的として、医療事故の被害者の側に立って活動している全国の弁護士を

正会員とする団体です。１９９０年１２月に設立され、２００８年９月１日現在の正会

員弁護士数は６９９名です。

２ 「医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」に対する当センターの意見は、以下

のとおりです。

３ 団体名、代表者氏名、意見本文のいずれについても公表を希望します。

なお、当センターは、第三次試案に対し、２００８年５月８日付で意見を述べており

ます。
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意見の要旨

第１ 医療安全調査委員会（仮称）設置検討の方向性に対する意見の要旨

１ 医療安全調査委員会（仮称）を設置するにあたっては、大綱案に適切な修正を加

えるべきであり、設置後も、より透明性・公正性・中立性の確保された制度へと、

不断の修正を加えるべきである。

、 、 、２ 国は 医療安全の実現を国家的事業として位置付けた上で 十分な予算を確保し

真に実効性のある制度の創設に努めるべきである。

第２ 大綱案の内容に対する意見

１ 届出義務の範囲の定義について、次の点について修正を加えるべきである。

○誤った医療を行ったか否かを届出要否の判断要素とすることなく、広く医療事

故事例を集積すべきである。

○「医療機関において判断した場合」との文言は、恣意的解釈の余地を残すこと

となるため、削除すべきである。

○「行った医療」には、不作為を含むことを明確化すべきである。

２ 医療機関の内部手続だけで、医師法２１条の対象外とするべきではない。

○勤務医が当該病院の管理者に届け出るという院内手続だけで、異状死届出義務

を免除するのは、透明性を欠くおそれがあり、手続も煩雑となる。

○直接、検案・診断した医師が、届出基準に該当すると判断して報告したのであ

れば、その報告を尊重すれば足り、病院管理者に届出の要否を重ねて判断させ

る必要はない。

○透明性を確保するためにも、実務手続を煩雑にしないためにも、医療機関の外

部に対する報告がなされた場合には、医師法２１条の異状死届出義務の対象か

ら外すという制度設計にすべきである。

○専用の電話回線や、 、ウェブサイト、電子メールアドレス等を設ける等のFAX
工夫により、勤務医自身が外部へ届け出る際の事務負担を、大きく軽減するこ

とができる。

○病院管理者が、届出基準に該当しない理由を記録化するだけでは、手続の透明
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性は確保できない。剖検が実施されなければ、記録化された理由の正当性を後

日検証することは不可能となってしまう。

３ 医療機関管理者に届出義務を課すのであれば、その違反に対するペナルティを、

届出後の調査妨害に対するペナルティ同様以上のものとすべきである。

○医療機関管理者から所管大臣へ届出をさせるという制度とするのであれば、少

なくとも、故意又は重過失による届出義務違反に対しては、体制整備命令等の

行政指導・行政処分的対応のみではなく、届出後の調査妨害と同等以上のペナ

ルティを科す必要がある。

○特に、届出がなされたケースについては、標準的な医療から著しく逸脱してい

ない限り警察へ通知を行わないとしたことに鑑みれば、少なくとも、故意又は

重過失による届出義務違反については、厳しいペナルティを科すこととし、届

出の実施を担保すべきである。

４ 調査チームには、患者代理人としての業務に精通した弁護士を中心とした、医療

関係者以外の参画が必須である。

○医療関係者だけによる調査では、外部から見た場合の、透明性・公正性・中立

性を確保することが困難である。

○法律家は、資料から事実を認定する作業についてのトレーニングを受けた専門

家である。医療事故調査には、カルテ記載の不備や記憶の齟齬等が伴うことが

少なくないため、事実認定作業に法律家が参画することは有用である。

○調査の実効性を確保するための処分権限を現場で適正に行使するためにも、法

律家の参画が有用である。
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意見の詳細

第１ 医療安全調査委員会（仮称）設置検討の方向性に対する意見

１ 不断の修正の必要性

（１）医療安全調査委員会は、事故の調査を通じて医療の安全を確保するために設置さ

れなければならない。第三次試案に対する意見においても述べたとおり、医療安全

調査委員会が、単に医療事故に関する刑事責任や行政責任を免責するための道具と

なってはならず、その創設にあたっては、多くの苦しみや悲しみを背負ってきた被

害者・遺族、そして患者となる市民が納得し、信頼を寄せることができるよう、透

明性・公正性・中立性が確保された制度として設計されることが不可欠である。

（２）大綱案では、当センターより第三次試案を修正すべきと指摘した点について、な

お修正がなされておらず、第三次試案から後退したのではないかと思われる点も含

まれている。

医療安全調査委員会を設置するにあたっては、以下第２で述べるように、大綱案

に対して適切な修正を加えるべきであり、その設置後も、より透明性・公正性・中

立性の確保された制度へと、不断の修正を加えるべきである。

２ 国家的事業としての位置づけの明確化と十分な予算確保の必要性

（１）第三次試案に対する意見でも述べたとおり、国は、医療安全の実現を国家的事業

として位置付けた上で、医療安全調査委員会の運用に関する十分な予算を確保し、

真に実効性のある制度の創設に努めるべきである。

（２）しかしながら、今回の大綱案の公表にあたって、組織の規模や必要となる予算規

模の試算等についての情報は提示されておらず、医療安全調査委員会の設置後の運

営の実効性確保について、国は十分な関心を持ち合わせていないのではないかとの

危惧すら感じざるを得ない。

（３）そうした危惧を払拭するためにも、大綱案を議論する大前提として、医療安全調

査委員会の設置は、医療安全の実現と医療への信頼回復のための国家的事業である

との位置づけを、あらためて明確化する必要がある。

第２ 大綱案の内容に対する意見

１ 届出義務の範囲の修正の必要性について

（１）医療事故調査の公正性・透明性・実効性を確保するためには、まず第一に、事故

の届出が適切になされることで、事故情報を幅広く集積することが極めて重要であ
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る。

（２）しかしながら、大綱案第３２（２）１では、届出義務の範囲について、第三次試

案と同様の定義を採用している。

（３）第三次試案に対する意見でも述べたとおり、大綱案の採用する定義には、少なく

とも次に挙げる３点のような問題があるため、修正が不可欠である。

１）医療事故の再発防止を実現するためには、医療過誤であるか否かを問わず、

広く医療事故事例を集積することが不可欠であるから 「行った医療の内容、

に誤りがある」か否かを、届出要否の判断要素とするべきではない。

２）医療事故死等に「該当すると認めたときは」報告を要するとされているが、

「認めたときは」との文言は、医療機関管理者による恣意的解釈の余地を残

すこととなるため 「該当するときは」と修正すべきである。、

３ 「行った医療」には、不作為を含むことを明確化すべきである。）

２ 「第３３ 医師法第２１条の改正」について

（１）第三次試案（１９）においては、医療安全調査委員会と医師法２１条に基づく異

状死の届出については、次のように記述されていた。

医師法２１条を改正し、医療機関が届出を行った場合にあっては、医師法２１条

に基づく異状死の届出は不要とする。

そして、第三次試案（１８）では、届け出先は、委員会を所管する大臣とされて

いるので、第三次試案では、医療機関がその外部に対して医療死亡事故を届け出る

という行動をとった場合に、医師法２１条による届出を不要とするという制度設計

が念頭に置かれていたはずである。

（ ） 、 （ ） 、 、２ しかし 大綱案第３２ ２ では 病院等に勤務する医師等が死体検案等を行い

報告基準に該当する事案と判断した場合には、当該病院等の管理者に対し、２４時

間以内に報告しなければならないとした上で、大綱案第３３では、勤務医等は、病

院等の管理者への報告を行えば、所轄警察署長への届出義務を免れるとしている。

すなわち、大綱案では、医師が勤務する医療機関の管理者に報告をするという、医

療機関内の内部手続のみで、異状死届出義務の対象から外すという制度設計となっ

ているのである。

しかも、大綱案では、報告を受けた病院等の管理者は 「必要に応じて速やかに、

診断又は検案をした医師、歯科医師又は助産師その他の関係者と協議し （４）の、

１の基準に照らして、医療事故死等と認めたときは、直ちに、○○省令で定める事

項を○○大臣に届け出なければならない」と定めており、管理者の判断によっては
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届出をしないこともありうる制度設計となっている。

このように、検案・診断を直接担当した医師が医療死亡事故届出基準に該当する

と判断しているにも関わらず、医療機関の外部に届出がなされないまま、医師法２

１条の異状死届出義務の対象からも外される余地が残る制度設計では、届出制度の

運用が非常に不透明なものとなり、遺族や国民からの信頼を得ることを、かえって

困難にしてしまうおそれがある。

（３）そもそも、医療死亡事故等に該当するか否かは、直接検案・診断を担当した医師

がもっともよく判断しうるのであるから、直接、検案・診断を担当していない管理

者らに、外部への届出の要否を重ねて判断させる必要性は非常に乏しいと言わざる

を得ない。

しかも、大綱案では、外部への届出を要件としないこととした結果、医師から管

理者に対する報告が２４時間以内になされたことを、当該医療機関内において記録

・公証（証明）する必要に迫られることとなる。しかしながら、各医療機関がそう

した記録・公証体制を整備する必要に迫られるのは、実務的にも非常に煩雑かつ迂

遠である。むしろ、直接、検案・診断を担当した医師が、医療機関外に届出を実施

するという制度設計とすれば、医療機関外の第三者が届出時刻を確認することにな

るから、各医療機関が院内体制をあえて整備せずとも、２４時間以内に届出がなさ

れたことを容易に証明できることになり、手続的にも、費用的にも、極めて簡明と

なる。

勤務医が直接所管大臣に報告をするにあたっては、医療安全調査委員会の中央あ

るいは地方の事務局に、専用の電話回線やＦＡＸ、ウェブサイト、電子メールアド

レスを設ける等の工夫をすることで、非常に簡便に実施することが可能であり、こ

うした体制を設ければ、２４時間以内に報告を受けたことを明確に記録化すること

ができる。第一次的には勤務医が直接所管大臣に報告をすることとした上で、当該

医療機関の管理者が代行することを認め、管理者による所管大臣へ報告が２４時間

以内になされた場合には、当該勤務医が医師法２１条の届出義務を免れるというよ

うな、複線的制度設計とすることも一案であろう。

透明性を確保するためにも、手続を簡明にするためにも、医療機関外部への報告

がなされた場合に、はじめて医師法２１条の異状死の届出義務の対象から外れると

すべきである。

（４）なお、大綱案は、病院等の管理者が、医師から報告を受けた際に記録を作成する

ことを求めており、医療事故死等に該当すると認めなかった理由についても、５年

間にわたって記録が保存されるとしている。

医療事故死等に該当すると認めなかった理由が記録化されることは、後日におけ

る透明性の検証のために必須であることは間違いない。しかし、届出がなされず、

剖検の機会を失ったまま遺体が埋葬されてしまうと、当時の死体の客観的状況を示

す資料が得られないままとなってしまう。この場合、後日になってから、医療事故

死等に該当すると認めなかった理由が、果たして正しいものだったのかどうかを検

証することは、ほとんど不可能となってしまう。従って、理由の記録化では、透明

性を確保したことにはなりえない。
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３ 「第３２（５）医療事故死等の届出義務違反に対する体制整備命令等」について

（１）大綱案では、管理者から届出がなされた後に、医療安全調査委員会による調査を

、 （ ）。妨害する行為を行うと 刑事罰が下されることになっている 第１７及び第３０

（２）他方、仮に医療機関の管理者が、医師から報告を受けた事案が医療事故死等の届

出基準に該当する事案であるにもかかわらず、あえて所管大臣に届出なかった場合

や、届出を遅延した場合のペナルティとしては、第３２（５）記載の体制整備命令

等の行政指導あるいは行政処分が予定されているだけである。

（３）届出をすべきものをあえてしないという行為は、医療安全調査委員会における剖

検の実施やその他の調査の機会を一切喪失させる行為であり、調査妨害行為の中で

も、最も悪質であると評価すべきである。適切に届出がなされることを法的に担保

するためには、少なくとも、届出懈怠について故意や重過失がある場合には、第１

７及び第３０と同様の刑事罰の対象とすることが必要である。そうしなければ、調

査妨害を厳しく律することとの均衡を、著しく欠く結果となってしまう。

（４）そもそも、当センターは、前述のとおり、管理者からではなく、医師から直接外

部へと報告・届出をさせるべきであり、その方が制度としても簡便でありかつ透明

性が確保されるものと考えるが、仮に大綱案のような制度設計を前提にするのであ

れば、医療機関管理者の届出を担保するための仕組みが脆弱すぎるという問題点を

指摘せざるを得ない。

特に、今回の大綱案では、第２５において、標準的な医療から著しく逸脱してい

ない限り、医療安全調査委員会から警察へ通知を行わないとして、刑事責任を問わ

れる範囲を極めて狭く絞り込んでいる。これは、できるかぎり幅広く医療事故事例

を集積して医療安全に寄与することを目的にしているのであるから、故意又は重過

失による届出義務違反のような、事例集積を妨げる悪質な行為については、届出後

の調査妨害に対するペナルティと同等以上のものとするべきである。

４ 調査チームの構成について

（１）第三次試案（１３）では、

中央委員会、地方委員会及び調査チームは ・・・いずれも法律関係者その他の参、

画を得て構成する。

とされており、第三次試案の時点では、中央委員会、地方委員会のみならず、個

々の事故毎に編成される調査チームにも、法律家等の関与が予定されていた。

（２）ところが、大綱案第７の１ないし３では、中央委員会と地方委員会については、

「法律その他その属すべき中央委員会又は地方委員会が行う事務に関し優れた識見
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を有する者及び医療を受ける立場にある者」の任命について明記されているが、調

査チームの構成メンバーである臨時委員・専門委員については、そうした明記がな

い。

（３）事故調査の実務を担う調査チームの調査結果について、透明性・公正性・中立性

に基づく当事者や国民からの信頼を獲得するためには、医療関係者だけで調査チー

ムが編成されるのではなく、医療関係者以外の領域のメンバーが参画することが不

可欠である。

現に、国内の主要な医療機関において実施されている院内医療事故調査や、学会

等が中心となって実施する院外事故調査、さらには診療行為に関連した死亡の調査

分析モデル事業等においては、患者代理人としての業務に精通した弁護士を中心と

、 、した医療関係者以外の者が 調査チームのメンバーに加わって調査を実施しており

このことによって、調査結果の透明性・公正性・中立性が高められている。

医療安全調査委員会が選任する調査チームについても、こうした医療関係者以外

の者が参画する必要性は全く変わらない。

（４）また、大綱案第１２の１では、医療事故調査の趣旨として 「医療事故死等に関、

する事実を認定」することを挙げている。医療事故調査を実施する際には、診療記

録の記載の不備・不十分や、複数当事者間での記憶の不一致等のため、診療経過・

事実経過を確定するために、収集された資料を総合評価して事実認定するという作

業が常に必要となる。事実認定が精緻になされていることが、診療経過の医学的評

価や再発防止策策定のための根本原因分析の基礎となる。

このように、事実認定は、信頼性の高い調査結果を出す上で、非常に重要な作業

となる。こうした事実認定の際には、医学の専門家が医学的知識を持ち寄るだけで

はなく、証拠評価と事実認定についてトレーニングを受けた専門家である、法律家

の関与が必要不可欠である。

（５）しかも、大綱案第１７の１では、地方委員会が医療事故調査を行うにあたって、

各種の処分権限（報告要請、立入・物件調査・質問、出頭要請、関係資料提出要請

、 ） 。・留置・保全命令・移動禁止 現場立入禁止等 を行使することが予定されている

こうした処分権限が、犯罪捜査のために認められたものと解釈されない形で、調査

の現場において適正かつ公正に行使されるためにも、現場で調査にあたるチームの

メンバーに法律家が参画していることは、有用である。

（６）大綱案が第三次試案同様の表現を用いなかった趣旨は不明であるが、今後の法案

化や成立後の運用にあたっては、第三次試案が述べていたように、法律家を中心と

した医療関係者以外の者が、調査チームにも参画する制度設計や運用がなされるべ

きである。

以 上


