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の議事 速報 （未定稿）は、正規の会譲録が 発行
0こ
され る までの間、審護の参考 に供 する ための未
定稿版で、一般 への公開用ではあり ません。
0後 刻速記録を 調査 して処置す る こ
ととされ た発
言、理事 会で協議する こととされ た発言等 は、原
発言のまま掲載 しています。
訂正 、削除が 行われ る 場合が あり ますの
0今後 、
で、審議の際の引用に当 たっては正規の会議録と
受け取られ る ことのないよう お願 いいたします。

〇冨 岡委 員長 次に、 橋本岳 君。
0橋 本委 員 自由 民主党の橋本でございます。
十五 分 時間 をいた だき ましたので、質 疑をさ せ
ていた だき ます 。
資 料がお 手 元に今配 付されているかと思 います
けれど も、私は、 この二月 八日 に医 政局が出した
通知、 医 師法 二十一 条に関す る通知について質 問
をした いと 思 ってお ります 。
もともと医 師法 二十一 条というのは、死体とか
死産児 を検案して異 状があ ると認めた ら、二十四
時間 以内に所轄 警察署に届け出なければならない、
こういう規 定でございまして、 厚労 省の資 料によ
れば、 これは犯 罪の痕跡 をとどめてい る場合 があ
るので、 司法 警察上の便宜 のた めに届出の義務 を
規 定した ものであ る、 こういうふうになっている
わ け で ござ い ま す 。
た だ、 平成六年に、法 医 学 会が異 状死について
のガ イド ライン というのを出しました 。あ るいは、
平成十六 年に都 立広尾 病院 事件の最 高裁判決など

が出まして、医療の中での予期せぬ死亡 みたいな
ことについてのこの医師法 二十一条のかかわ り方
というのはずっと議論になってお りました し、ま
た、 医療事故調査制度、今動いていますけれども、
その議論のそもそもはそこから始まった のであ っ
て、 それも紆余曲折を経て今に至っている、こう
いう経緯がございます。
その紆余曲折の中で、 厚労 省の方のいろいろな
発言 だとか答弁 だとかによって、 医師法 二十一条
については、これでいいかという納得 だとか安心
みた いなものがあって落ちついた という面があっ
たと思っているんですが、 その中でこの二月八日
の通知というものが出たものですから、 医療関係
者の中で、ややび っくりした方とかざわ ついた方
が多かった んじゃないかと思 っております 。です
ので、た だ、もしそれが誤解なのであ れば解いた
方がよいという観点から、き ょ うはちょ っと幾つ
か御 質 問したいと思 っております。
まず、 この通知について、さっき 幾つかの発言
等と言 いましたけれども、 具体的に申し上げ れば、
平成二十四年十月二十六日 、 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 会というもの
がございまして、そこで当時の田 原医事課長が御
発言 をされたこと、あるいは、 平成二十六年六月
に 参 議院 厚生労 働委員会で田 村 厚生労 働大臣が小
池晃参議員の質疑に対して答え た答弁等がありま
すが、その答弁 というものをこの通知によって変
え ようとするものなのか、 それとも、 いや、答弁
や 発言というのはそのまま維 持をされるものなの
か、 そこについてまず御確認をお願いします。

0吉 田政府参考 人 お答え いたします。
委員お示しいただきました本年二月八日 付の医
政局医事課長通知におきましては、医師が死体を
検案するに当たって、 死体外表面に異 常所見を認
めない場合 であっても、死体が発見されるに至っ
たいきさつ、 死体発見場所、 状況 など諸般の事情
を考慮し、異 状を認める場合 には、 医師法 第二十
一条に基づき 、所轄警察署に届け出ることを明ら
かにしたものでございます。
御指摘いただきました二点、一っ 目の―
1
0―二
年十月 二十六日 の検討部 会における当時の医事課
長、 これは事実関係を御報告 しますと、 「
基本的
には外表を見て判断するということですけれども、
外表を見るときに、そのドクタ ーはいろんな情報
を知っている場合 もありますので、それを考慮に
入れて外表を見られると思 います 。 」と発言して
ございます。
あとは二点目、二0一四年六月 十日 の参識院 厚
生労 働委員会において当時の田 村 厚生労 働大臣が
答弁をされておりますが、この医事課長発言を引
用する形で、 「
我が省の担当課長からこのような
話がありました。死体の外表を検査し、異 状があ
ると医 師が判断した場合 には、これは警察署長に
届ける必 要がある」と御答弁をいただいておりま
す。
今回の通知、いずれの発言とも、 同趣旨の内容
と いうことで私ども位 置づけてございます。
0橋 本委員 済みません、ちょっと更問いをさせ
ていた だき た いんですけれども、 先ほど二点につ
いて聞きましたが、 二0―二年のあり方検討部 会
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厚 労省 としては言いにくい のだという以上 のこと
をおっしゃ れな いという状 況にあるということ。
だけれども 、場合によっては、そ れによって逮捕
さ れてしまったり、 過去 の例はそれだけではない
と思 いますけれども、あるいは有罪にな ってしま
ったりすることがある。そ れは、 都立広尾病院事
件 の最高裁 判決でもそ うな ったということですし、
福島 県立大野病院事件でも、医 師法違 反も問われ
ていて、 これは結果として無罪になりましたけれ
ども、医 師の判 断というもので有罪になったり無
罪にな ったりすることがあり得る。 だけれども、
そ の基準 を厚生 労働省 は示すことができない、 個
別 に判 断してね と言って いるというのは、相当悩
ましい状 態ということはあるんだろうなとは思 い
ま す。
ただ、 だからこそ 、そ こで今、 僕が二回 目に確
認をしたこと、 要するに、厚生労働省は、 診療関
連死について届け出るべ きだというようなことを
申したことはな いということは、そ の中で―つの
補 助線 になり得る大事な発 言なんだろうなという
ふ うに思 っているのであって、そ のことも含めて
きょうは確 認をいただいたというふうに理 解をし
た い と 思 って お り ま す 。
続きまして、 ちょっと別 の観点 にな るんですが、
この通知 、最 初 の 一言が「死因究明等の推進 につ
きましては、 」ということで始まっております。
薬 物中毒 や熱中症による死亡等、
そ の 例 示 に、 「
外表 面に異常 所 見を認めな い死体について、 」云
々、こうな っているわけです。
例えば熱中症も、 パチ ン コ屋 の駐車場で子 供が
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放置されていて亡くなってしまった場合みたいな、
そ の場合、保 護者は保 護責 任者遺棄 致死という罪
に問われ得るわけですから、 犯罪の端緒 になり得
る 、熱中症の御遺体 というのはあり得るんだと思
います。
ただ一方で、 多くがそういう話ではなくて、高
齢者のおひとり住まいの方で、亡くなって、熱 中
症であろうという状 況で発見をされたというよう
な 場合は、多 分何の犯罪でも何でもなく、 むしろ
そ れは公衆衛生 上 の問題で、暑い日は冷 房をつけ
て寝ましょうねとか、もっと水 分をとりましょう
ね、そういう注意喚起をすることが求められるよ
うな状 況というのはあります。
ただ、 この医師法二 十一条というのは、全 部警
察に届出の話なんですね。
さ っきちょっと中島 先生 が虐待の話をされまし
たが、実は子 供の話についても同じ。 もちろん、
虐待の場合も、犯罪であるということもあります
から、そ れはそ れでいいんですが、同時に、 兄弟
がいた場合とかは、やはり児 相とかがちゃんとケ
アした方がいいよねということもあり得るわけで、
この医師法二 十一条というのは、 死因究明という
文脈において、全 部警察 に届けるということにな
っているんですが、警察というのはそ ういう公衆
衛生 だとかそ のほかのことに関する死因究明も担
当するようになったんですか。
0田 中政府参考 人 お答えを申し上げ ます。
警察におきましては、犯罪の捜査その他公共 の
安全 と秩序 の維持に当たることを責務といたして
おりまし て、そうした観点から、届出 を受けた死

体等について、その死が犯罪に起因するものかど
うかや、その死因が災害、事故等、市 民生活に危
害を及ぼ すものであるかどうかについて判断をし
ているところであります。
熱中症による死亡の場合も含めまして、警察が
届出を受けたときは、 関係法令に従 いまして犯罪
性の有無等を確認することとなってまいります。
0橋本委員 前段はよかったんですが、まず犯罪
の有無を確認すると。それはそうなんでしょう。
だから、 問題は、それだけでとどまっちゃいけな
般 論として言えば、しばしば
い。 だけれども、 一
言われるのが、警察に一旦ケ ース が行ってしまう、
そ こでいろいろな死因究明のためのことがされる
んでしょう、そ の結果というのが刑事訴 訟法を盾
に出てこなくなるということがよく言われるわけ
で す。
ですから、 実際に誓察が、もちろん、市民の安
全 のためにいろいろ努 力をしていただいていると
いうことは理 解はしますが、 でも、公衆衛生 に大
事な役目を果たしているという話も今のところ聞
いたことはないのでありまして、行った先が、届
け出た先が、虐待対策だとかあるいは労災だとか
いろいろなことに関係している、そこに対しても
ちゃんと行政的に何らかのフ ィードバ ックができ
るような仕組 みというのを私 は考えた方がいいと、
かねがね思 っております。
この通常 国会でも、 今、各党各会派の御協力を
いただきながら、死因究明に関する謡員立法の調
整をさせていただいているところでござ いますが、
ぜひ、各位の御同意をいただいてこれを成立させ
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たい、 そし て、そうし た雖論を一層 進めるような
状況というの をつくってまいりたいと思っており
ますの で、皆様方の 御協力の お願いをいたし まし
て、私からの 質問 を終わります。
以上です。 ありがとうございまし た。
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