はじめに

はじめに
我々の何よりも大切な命を守るために，医療は必要不可欠であり，誰もが等しく，安全
で質の高い医療を受けることができなければならない。同時に，その医療は人間の尊厳を
守り，我々が幸せな人生を送ることに資するものでなければならない。
ところが，我が国には，このような基本的人権である患者の権利を定めた法律がない。
そのような中で，今日，我が国の医療は様々な場面において多くの重大な課題を抱え，患
者の権利が十分に保障されていない状況にある。
例えば，経済的理由によって医療を受けることができない患者が増加している。医師ら
医療従事者の不足によって，地域や診療科，時間帯によっては，医療を受けることができ
ない事態が起きている。子どもや高齢者，外国人など自己決定するために援助が必要な患
者に，十分な援助が為されていないことが少なくない。患者であっても可能な限り通常ど
おりの社会生活や私生活が営めるはずであるものの，特に，長期の治療が必要な患者や子
ども，精神疾患の患者などは，大幅な制約を受けている。刑事収容施設では，被収容者が
適時適切な医療を受けられない状態が続いている。
さらに，医療の名の下に患者のあらゆる人権を奪い，その尊厳を踏みにじったハンセン
病問題が，患者の権利は法律によって保障されなければならないことを，我々に教えてい
る。現在も，感染症や精神疾患の患者などに対して差別や医学的合理性を欠いた過度の制
約が行われがちである。ハンセン病問題は，患者の権利に関する法律を制定することによ
って，現在，将来にわたる歴史的教訓としなければならない。
これまで，当連合会は，長年にわたり患者の権利の重要性を訴え，法制化を求めてき
た。
「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会報告書」
（2009 年 4
月）も，
「患者の権利に関する体系」を取りまとめている。
ところが，いまだ，患者の権利に関する法律は制定されていない。
以上のような認識のもとに，第 54 回人権擁護大会第 3 分科会は，患者の権利に関する
法律の制定を求めて，本シンポジウムを企画し，調査研究を開始した。
ハンセン病療養所である邑久光明園，長島愛生園と大島青松園を視察し，入所者の方々
からヒアリングするなどしてハンセン病問題を検証した。また，患者の権利やその法律に
関する国内外の動きや取組を研究した。さらに，現在の様々な医療現場での患者の権利の
実情について，関係する方々からのヒアリングや見学，文献による調査研究を実施した。
そして，これらの調査研究を踏まえて，患者の権利に関する法律大綱案を提案する。
本書は，以上の当分科会の調査研究の結果を取りまとめたものである。
本シンポジウムが，患者の権利に関する法律の制定に向けた礎となることを切に祈念す
る。
最後に，本調査研究に御協力いただいた多くの皆様に深く感謝申し上げる。
2011 年 10 月 6 日

第 54 回人権擁護大会
シンポジウム第 3 分科会実行委員会
実行委員長 平 原
興
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第１章 患者の権利

第１章

患者の権利

「患者の権利」という言葉には，医療に関する基本的人権という意味と，患者と医療提
供者との間に締結される診療契約上の患者側の権利という意味が含まれる。

第１節

基本的人権としての患者の権利

患者の権利とは，まず第一に，医療に関わる基本的人権を意味する。
一般に，基本的人権は自由権的なものと社会権・参政権的なものとに分類されるが，患
者の権利も，自由権的な患者の権利と，社会権的な患者の権利とが，それぞれ独立して発
展してきた。しかし，現代の社会においては，自由権的な患者の権利と社会権的なそれが
並存するのではなく，あくまでも自由権的な側面と社会権的な側面を有する「患者の権
利」としての捉え方が重要である。

第１

患者の権利の自由権的側面

基本的人権は，すべての人に対して保障されるべきものであり，
「患者」という固有の
立場にある者に対してのみ認められる権利を基本的人権とは呼ばない。一方，基本的人権
は，それが保障された状況ではなく，侵害された状況で発見される。そして，その侵害
は，すべての人に対するものではなく，一定のカテゴリーの人に対する侵害であるのが常
である。
「患者の権利」という呼称は，「患者」の立場におかれた人の基本的人権が，定型
的に侵害されてきたという認識に由来する。
人は，自分の身体に何が為されるべきかを自分で決める権利を持っている。この自己決
定権が，すべての人に保障されるべき基本的人権であることは疑いを容れない。しかし，
伝統的なメディカル・パターナリズムの下では，患者の身体に何が為されるべきかを決め
るのは医師であると考えられてきた。ひとは，医療にアクセスし，患者という立場におか
れることで，その自己決定権を失うことを当然のこととして受け容れてきた。換言すれ
ば，自己決定権を放棄しなければ，医療にアクセスできないという時代が長く続いてき
た。
1960 年代のアメリカにおける患者の権利運動は，人体実験の違法性阻却事由として発
見されたインフォームド・コンセントの原則を，医療一般に拡大することによって，メデ
ィカル・パターナリズムを克服し，医療における自己決定権を回復しようとするものであ
った。「成人に達し，健全な精神をもつすべての人間は，自分の身体に何が為されるべき
かを決定する権利がある」（シュレンドルフ判決；1914 年）という同意原則が，「医師に
は提案した治療への患者の知的な同意のために必要なあらゆる事実を開示する義務があ
る」（ソルゴ対スタンフォード事件判決；1957 年）というインフォームド・コンセント原
則を媒介として，
「情報を得る権利」を含むものに発展したところから，「患者の権利」の
歴史は始まる。すなわち，「患者の権利」という言葉が表現しているのは，
「人は患者にな
っても基本的人権を奪われるべきではない」という理念であり，そこから「患者という立
― 3 ―
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場で基本的人権を享受するためにはいかなる条件が必要か」という問題意識が発展してい
くこととなる。

第２

患者の権利の社会権的側面

世界人権宣言 25 条は，「すべて人は，衣食住，医療及び必要な社会的施設等により，自
己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利」を有すると謳う。
国際人権規約 A12 条は，締約国に対し，すべての者が「到達可能な最高水準の身体及
び精神の健康を享受する権利」を有することを認めるよう求めている。
古典的な人権思想が前提としていた「機会の平等」は，経済的格差を増大させ，社会的
弱者の個人の尊厳を保障することはできなかった。その反省に基づき，20 世紀には「条
件の平等」，「実質的平等」を達成するために国家の介入を是とする福祉国家観が生まれ，
社会権という新たな基本的人権のカテゴリーが誕生する。その社会権の中核が生存権であ
り，
「必要な医療を受ける権利」は，その生存権の保障のために必要不可欠なものと位置
付けられる。これが，医療に関わる基本的人権の社会権的側面である。

第３

今日における患者の権利

歴史的に言えば，前項の「患者の権利の社会的側面」は，それが認識された当初の時点
においては，
「患者の権利」と表現されていたものではない。
しかし，医療における自己決定権から出発した自由権的「患者の権利」が，
「患者とい
う立場で基本的人権を享受するためにはいかなる条件が必要か」を問題にするとき，その
条件整備のために，福祉国家的な介入が要請されることは避けられない。もちろん，自由
権的「患者の権利」が問題とされるためには，まずは患者という立場になり得ること，す
なわち医療へのアクセスの保障が前提となることは当然である。
一方，専ら医療の有用性に着目して謳われてきた社会権的な「必要な医療を受ける権
利」も，医療の危険性，有害性の認識から出発した自由権的「患者の権利」によって大き
な影響を受ける。すなわち，単に「必要な医療を受ける権利」の保障ではなく，患者の自
己決定権の保障，人格の尊重を含めた「安全で質の高い医療を受ける権利」の保障が求め
られることになる。
このようにして，それぞれ独立して発展してきた自由権的な患者の権利と，社会権的な
患者の権利とは，必然的な経過を辿って双方向的に接近し，今日では一つの「患者の権
利」に融合し，その二つの側面を構成していると言える。

― 4 ―
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第２節
第１

診療契約上の患者の権利

医師患者関係の法的構成と患者の権利

医師患者関係の法的構成については，各国の医療制度を反映して，①契約関係（アメリ
カ，オランダ等）
，②公役務利用関係（主として北欧諸国），③二つの併存（イギリス，フ
ランス）という三つのタイプに分類することができる。
医療が公営であり，医師患者関係を公役務利用関係と構成することで足りる制度の下に
おいては，患者の権利の問題は，前節で述べた基本的人権を，制度上及びその運営上いか
に具体化するかという問題に収斂する。しかし，医師患者関係を契約関係と構成する制度
の下では，患者の権利は，基本的人権としてだけではなく，診療契約上の医療提供者側に
対する債権としての意味を持つことになる。
日本は，そもそも契約社会としての歴史が浅く，特に，伝統的なメディカル・パターナ
リズムに支配されてきた医師患者関係を契約と捉える感覚は，患者側にも医療提供者側に
も薄い。さらに，日本において圧倒的多数を占める保険診療では，被保険者の疾病又は負
傷に対して，診察，薬剤又は治療材料の支給，処置，手術その他の治療といった療養を給
付することとされており（健康保険法 63 条 1 項等）
，保険医療機関はそれらの療養の給付
を担当するものと位置付けられている（保険医療機関及び保険医療養担当規則）
。また，
保険医療機関が療養を給付した対価としての診療報酬は，厚生労働大臣の定める診療報酬
点数表によって算定され（健康保険法 76 条 2 項），その金額を医療機関と患者とが交渉す
る余地はない。このような健康保険制度も，医師患者関係を契約関係と捉えることの違和
感を増幅させている。
しかし，裁判例は，健康保険の被保険者は，自己の意思で療養取扱医療機関を自由に選
択できること（同法 63 条 3 項），被保険者は療養取扱医療機関に直接一部負担金の支払い
義務を負うこと（同法 84 条 2 項）等を理由に，保険診療であっても，被保険者たる患者
と療養を給付する医療機関との間には，医療に関する合意による診療契約が成立するもの
とし，その契約は診療を目的とする準委任契約（民法 656 条）であるとしている。これら
の裁判例はいずれも，医療過誤責任を問われた医療機関が，自らは保険者が被保険者に対
する責任を履行するための補助者に過ぎず，賠償責任を負うべきは医療機関ではなく保険
者であると主張するのに対して示された判断であるが，ほとんどの医療過誤訴訟において
は，そのようなことが問題にされることもなく，医療機関と患者との間に診療契約が存在
することを当然の前提として，医療機関の責任が論じられている。

第２

日本における診療契約上の患者の権利

では，日本においては，診療契約上，いかなる患者の権利が認められているだろうか。
１

準委任契約の準委任者としての患者の権利

委任契約が法律行為の委託を内容とするのに対し，準委任契約は事実行為の委託を内容
とする。準委任契約には委任契約の規定が準用されており，
「受任者は委任の本旨に従
い，善良な管理者の注意をもって，委任事務を処理する義務を負う」という民法 644 条
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は，準委任契約たる診療契約にも適用される。ここでいう「委任の本旨に従い」とは，
「委任契約の目的に適するように」という意味である。
以上の関係を患者側からみれば，医療機関に対し，診療契約の目的に適するように，善
良な管理者の注意義務をもって診療を行うよう求める権利を有していると言える。
診療契約上の患者の権利に関し，法律の明文上言えるのは現状ではそこまでであり，こ
れをさらに具体化するためには，医療に関する公的な法規や，裁判例を検討する必要があ
る。
２

保険医療機関及び保険医療養担当規則からみた患者の権利
保険医療機関及び保険医療養担当規則（以下「療養担当規則」という。）には，以下の
ような規定が存在する。
保険医療機関は，懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない（2 条 1 項）
。
保険医療機関が担当する療養の給付は，患者の療養上妥当適切なものでなければならな
い（同条 2 項）。
保険医療機関は，患者から費用の支払を受けるときは，正当な理由がない限り，個別の
費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない（5 条の 2 第 1 項）。
保険医療機関は，患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証
明書，意見書等の交付を求められたときは，無償で交付しなければならない（6 条本文）。
保険医の診療は，一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又
は負傷に対して，適確な診断をもととし，患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなけ
ればならない（12 条）。
保険医は，診療に当つては，懇切丁寧を旨とし，療養上必要な事項は理解し易いように
指導しなければならない（13 条）。
保険医は，診療にあたつては常に医学の立場を堅持して，患者の心身の状態を観察し，
心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない（14 条）
。
保険医は，患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め，適切な指導をしな
ければならない（15 条）。
保険医は，患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき，又はその診療
について疑義があるときは，他の保険医療機関へ転医させ，又は他の保険医の対診を求め
る等診療について適切な措置を講じなければならない（16 条）。
これらは，保険診療における療養の給付を担当する保険医療機関あるいは保険医として
の公的な義務として定められたものであり，患者との診療契約上の義務として定められて
いるものではない。したがって，これらの医療提供者側の義務がそのまま患者の権利の内
容となるわけではなく，患者は医療提供者が公的義務を果たすことによる反射的利益を受
けるに過ぎないという考え方もあり得る。しかし，保険診療における医師患者関係を準委
任契約と理解する以上，医療提供者がこのような義務を果たすことが，
「委任（準委任）
の本旨に従う」ことであると解するのが自然であり，当事者の意思解釈として合理的であ
ろう。すなわち，当事者間でこれに反する特段の合意がない限り，患者は，診療契約上，
医療提供者に対して療養担当規則に定められた医療提供者の義務を果たすよう求める権利
があると考えるべきである。
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３

裁判上にみる患者の権利
裁判上で問題となった患者の権利（医療提供者の義務）としては，下記のようなものが

代表的である。
（1）危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務
最判昭和 36 年 2 月 16 日（判時 251 号 7 頁。東大病院輸血梅毒事件）は，患者に輸血
を行うにあたり，医師が給血者が梅毒に感染する機会があったかどうかを問診する義務
の有無に関し，
「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務（医業）に従事する者
は，その業務の性質に照し，危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要
求されるのはやむを得ないところ」と判示した。
この事件は，不法行為構成で損害賠償請求を認容しており，上記の注意義務を診療契
約上の注意義務と位置付けているわけではない。しかし，医師患者関係を準委任契約と
理解する以上，この「危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」を，診療
契約における「善管注意義務」
（民法 644 条）の内容と解すべきことは当然であろう。
なお，この「最善の注意義務」は，その後の最高裁判例で，「診療当時のいわゆる臨床
医学の実践における医療水準」を基準として判断されるべきことが示されている。
（2）説明義務
最判平成 13 年 11 月 27 日（判時 1769 号 56 頁。乳房温存療法事件）は，「医師は，患
者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては，診療契約に基づき，特別の事情
のない限り，患者に対し，当該疾患の診断（病名と病状），実施予定の手術の内容，手
術に付随する危険性，他に選択可能な治療方法があれば，その内容と利害得失，予後な
どについて説明すべき義務がある」と判示している。
（3）診療記録開示請求権
東京高判昭和 61 年 8 月 28 日（判時 1208 号 85 頁）は，準委任契約における顛末報告
義務（民法 645 条）を根拠に診療記録の閲覧を求めた訴えに対し，
「それぞれの事案に
応じて適切と思料される方法で説明・報告をすればよい」として，これを認めていな
い。また，東京地判平成 19 年 6 月 27 日（判時 1978 号 27 頁）は，個人情報保護法 25
条 1 項を根拠として診療記録開示を求めた訴えに対して，個人情報保護法上の診療記録
開示義務は，あくまでも医療機関の公法上の義務であり，情報主体である患者本人に対
して開示請求権を付与したものではないとしてこれを否定している。
これらの裁判例に対する批判は強いが，いまだ，患者の医療機関に対する診療記録開
示請求権を認めた裁判例は存在しない。
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第３節

二つの患者の権利の関係

従来，
「患者の権利」の主張，特に「患者の権利の法制化」の主張に対しては，医療提
供者側の抵抗感は強かった。確かに，
「患者の権利」を，診療契約上の患者の権利と捉え
れば，それは即ち医療提供者側の義務なのであり，自らの義務を重くする主張に抵抗感を
覚えるのはごく自然なことと言える。
しかし，前節で述べたような診療契約上の患者の権利は，本来，基本的人権としての患
者の権利の，個別診療契約における反映である。
基本的人権としての患者の権利を擁護すべき医療提供者の役割は大きい。むしろ，すべ
ての医療政策の目的は患者の権利を擁護するところにあり，その役割を果たさずして医療
提供者の社会的存在意義はないと言っても過言ではない。すなわち，基本的人権としての
患者の権利の前進は，医療提供者の社会的存在意義を大きくすることに他ならない。
しかし，日本には，基本的人権としての患者の権利を明らかにする法律が存在せず，そ
の権利を擁護すべき国，地方公共団体の役割が不明確なため，あたかも，医療提供者のみ
に患者の権利擁護が求められるかのような状況を呈している。その結果，患者の権利とい
えば診療契約上の患者の権利しかイメージできず，患者の権利の前進がそのまま医療提供
者の権利の後退としか捉えられないような対立構造が生じている。
いま必要なことは，日本国憲法 13 条，同 25 条の直接の下位規範として，基本的人権と
しての患者の権利を明らかにする患者の権利法を制定し，それを実現，保障するための医
療政策，医師患者関係を再構築することである。そのような患者の権利法の下でこそ，医
療提供者は，患者の権利擁護の先頭に立ち，誇りを持って自らの役割を果たすことができ
るはずである。
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第２章

ハンセン病問題

疾病に対する医療の名の下に，患者のあらゆる権利を奪ってきた，未曾有の人権侵害と
言うべき日本のハンセン病強制隔離政策は，2001 年 5 月 11 日に熊本地方裁判所で憲法違
反と断罪され，国はその誤りを認めて判決に服した。真相究明と再発防止のために厚生労
働省により設置された「ハンセン病問題に関する検証会議」は，2005 年 3 月に「患者・
被験者の諸権利の法制化」を提言の柱とする最終報告書を提出した。これを受けて設置さ
れた「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」も，2009 年 4
月「患者の権利に関する体系」をまとめ，国に対し，患者の権利擁護の観点を中心に医療
関係諸法規の整理・整備を図るという課題を速やかに解決するように求め，医療の基本法
の法制化に向けた提言を行っている。患者の権利を法によって守るべきことは，ハンセン
病問題が我々に指し示す最大の歴史的教訓である。

第１節
第１

ハンセン病問題の経緯

日本のハンセン病強制隔離政策の略史

日本で最初にハンセン病に関する対策が講じられたのは，1907 年の「癩予防ニ関スル
件」という法律によるものである。国は，放浪する患者を救済するという名のもとで，強
制隔離条項を設け，患者に対する警察的取締りを開始した。
1916 年には，療養所の所長に対して懲戒検束権が与えられた。各療養所には監禁室が
設置され，療養所は社会と完全に隔絶された治外法権の収容所となっていった。
1931 年には，「癩予防法」が制定された。
「癩予防法」は，
「民族浄化」の理念のもとに
ハンセン病を根絶するという目的を持っていた。この法律により，放浪する患者のみでは
なく，すべてのハンセン病患者が収容される絶対隔離政策が確立した。
療養の名の下に強制的に収容された患者たちは，断種，堕胎だけではなく労働をも強制
され，劣悪な生活環境と貧困を極める医療の中にとじこめられた。いわば「治療なき収
容」が法と正義の名の下に繰り広げられた。
この絶対隔離政策を背景に，全国的には「無らい県運動」が展開された。国民の身近で
行われたこうした強制収容は，否が応でも多くの国民に対し，ハンセン病が恐ろしい伝染
病であるとの恐怖心を植付けた。
第二次世界大戦後，ハンセン病の特効薬，プロミンに代表されるスルフォン剤が登場
し，ハンセン病を「治る病気」にした。1947 年，基本的人権の擁護を基調とする日本国
憲法が制定され，療養所の中でも「癩予防法」の見直しを求める声が沸き起こってきた。
しかし，国は 1950 年ごろには，すべてのハンセン病患者を入所させる方針を打ち立て，
強力な強制収容を進めた。これは「第二次無らい県運動」とも呼ぶべきものであった。
1953 年，多くの患者の命をかけた反対運動にもかかわらず，
「癩予防法」はその政策の
基調を維持したまま「らい予防法」に改正された。この新法の制定にあたっては，
「近き
将来本法の改正を期する」とする参議院厚生委員会の付帯決議がなされた。しかし，実際
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に法が廃止されたのは，それから 43 年もの時を経た，1996 年であった。

第２

日本のハンセン病政策の特徴

日本のハンセン病政策の本質は患者の絶滅であり，その態様には以下の特徴があった。
（1）強制的に離島・僻地の療養所に収容して外部との交流を厳しく遮断した（完全隔
離）
（2）症状，家庭内療養手段の有無，感染性の有無を問わず全員を隔離した（絶対隔離）
（3）退所を厳しく制限して，終生の隔離を行った（終生隔離）
（4）患者作業が強制され，子孫を絶つための優生手術が強制された（絶滅政策）
上記に加え，貧困な療養所運営を補うために，患者作業が強制され，このために，ハン
セン病の後遺症を悪化させ，手指，手足に大きな障がいを残す者が多数いた。戦後ハンセ
ン病の特効薬として登場したスルフォン剤も，ハンセン病療養所以外では使用を認められ
ず，在宅治療の機会が与えられなかった。

第３ 「らい予防法」の廃止
1996 年 3 月 31 日，「らい予防法」は廃止された。
当時，すでに多くの入所者は，高齢に達しており，後遺症が重篤な者も多く，法が廃止
されても，自活して生活することは極めて困難な状況であった。｢らい予防法｣ 廃止法
は，ハンセン病療養所での療養を希望する者が引き続き療養所で生活することを認めた
が，強制隔離政策を実施した国の責任は不問に付した。患者・元患者の名誉は回復されな
かった。

第４

国家賠償請求訴訟の提起

このような状況のもとにあって，強制隔離政策の誤りを明らかにし，名誉回復を願う者
らが提起したのが「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟である。
1998 年 7 月 31 日，熊本地方裁判所に最初の裁判が原告数 13 人で提起され，1999 年 3
月には東京地裁で，同年 9 月には岡山地裁で，同様の裁判が提起され，2001 年 5 月 11 日
の熊本判決の時までには，全国で 779 人の原告数となっていた。

第５
１

熊本地裁判決の内容

国の責任に関する判断
2001 年 5 月 11 日の熊本地方裁判所の判決は，「新法（1953 年制定のらい予防法）の隔

離規定は，新法制定当時から既に，ハンセン病予防上の必要を超えて過度な人権の制限を
課すものであり，公共の福祉による合理的な制限を逸脱していたというべきである」とし
て，日本国憲法 13 条（人格権），22 条（居住・移転の自由）に違反すると判断した。
その上で，政府（厚生大臣）の責任について，「遅くとも昭和 35 年以降においては，す
べての入所者及びハンセン病患者について隔離の必要性が失われたというべきであるか
ら，厚生省としては，その時点において，新法の改廃に向けた諸手続を進めることを含む
隔離政策の抜本的な変換をする必要があった」とし，それを怠った政府の責任を認めた。
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また，国会についても，「遅くとも昭和 40 年以降に新法の隔離規定を改廃しなかった」
国会議員の立法上の不作為は違法であると判断した。
２

被害に関する判断
判決は原告らが受けた被害を「人生被害」と位置づけ，日本国憲法 13 条が保障する人
格権そのものに対する侵害だと判断した。

第６

判決確定と総理大臣談話

2001 年 5 月 23 日，小泉首相は，控訴しないことを表明した。また，控訴断念に際し，
総理大臣談話として，今後の方針（新たな補償立法，名誉回復・福祉増進の措置，患者・
元患者と厚生労働省の定期協議の場の設置）が示された。

第７

検証会議

こうした中で，未曾有の人権侵害を引き起こしたハンセン病隔離政策を検証し，再発防
止のための提言を行うべく，「ハンセン病問題に関する検証会議」が国によって設置され
た。検証は，2002 年 10 月から 2005 年 3 月まで実施され，ホルマリン漬け胎児標本 114
体に関する調査も行われた。しかし，2003 年 11 月には，菊池恵楓園入所者が，元ハンセ
ン病患者であることを理由にホテルによって宿泊を拒否されるという事件が発生し，これ
を引き金にハンセン病元患者への悪意に満ちた匿名の中傷が続き，偏見差別の根の深さを
示した。
2005 年 3 月 1 日，厚生労働大臣に検証会議から最終報告書が提出された。最終報告書
で検証会議が要請した「再発防止のための提言」の項目は次のとおりである。
（1）患者・被験者（臨床研究対象者）の諸権利の法制化
（2）政策決定過程における科学性・透明性を確保するためのシステムの構築
（3）人権擁護システムの整備
（4）正しい医学的知識の普及
（5）人権教育の徹底
（6）被害の回復（社会復帰支援，差別偏見根絶等）
（7）啓発のための資料保存・開示
（8）公衆衛生のための予算措置の原則
（9）提言具体化のために行動計画を策定して実施状況を監視するために，各界代表委員
から成る「ロードマップ委員会」の設置

第８

再発防止へ向けた行政の変革

検証会議の提言の実現に向けて，厚生労働省は「ハンセン病問題に関する検証会議の提
言に基づく再発防止検討会」を設置した。同検討会は，
「患者の権利に関する体系」をま
とめ，国に対し，患者の権利擁護の観点を中心とした医療関係諸法規の整備と医療の基本
法の法制化に向けた提言を行う報告書をまとめ，2010 年 6 月に厚生労働省に提出した。
これを受けた厚生労働大臣は，厚生労働省，法務省，文部科学省の三省の事務レベル検討
チームを発足させる旨を表明した。
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第２節
第１
１

隔離政策と患者の権利論―光田イズムと大谷イズム―

はじめに

日本のハンセン病隔離政策の世界に例をみない特徴は，次の三点に要約される。
第一は，患者労働の強制であり，第二は，優生政策の貫徹（断種・堕胎の強制）であ

り，第三は，官民一体となった無らい県運動の全国的展開である。
そのうえで，これらの過酷な隔離政策が，
「救らい」の旗印を掲げた医療者によって立
案推進されたこと及びその隔離政策が 1996 年に廃止されるまで 89 年間に及び戦後も日本
国憲法の下で，49 年以上継続されたという点に深刻さがある。
２ ハンセン病隔離政策と患者の権利を考える上で，特に重要と思われるのは，次の二点
を解明し尽くすことである。
第一は，患者を救うために，療養所における診療に一生を捧げた医療者たちが何故に，
かかる未曽有の人権侵害の直接的な加害者となってしまったのかを明らかにすることであ
る。
第二は，隔離政策の誤りが国際的に明白となり，WHO 等から日本のハンセン病政策が
批判されるようになった後も，「らい予防法」が存続し続け，その廃止が 1996 年にまで遅
れたことに，医療者はどのようにかかわったかという点を明らかにすることである。
日本におけるハンセン病隔離政策を確立したのが「救らいの父」と呼ばれ，文化勲章第
一号の受章者として著明な光田健輔氏であり，同氏の掲げた「救らい思想」に基づくハン
セン病隔離政策は，一般に光田イズムと呼ばれている。
「患者のため」に尽くすという「崇高」な医療者としての志が何故に隔離政策の推進に
至ったのかという第一の論点を明らかにするうえで，この光田イズムを検証することは必
要不可欠である。
第二の論点を解明するには，多面的な分析が必要とされるが，なかでも 1972 年に厚生
省国立療養所課長に就任して以来，日本のハンセン病政策を行政の担当責任者としてリー
ドし，退官後は，「らい予防法」の廃止に尽力して，これを実現し，その後の国賠訴訟で
は証人として，国の隔離政策の過ちを明らかにして，原告勝訴に貢献した大谷藤郎氏の軌
跡とその「悔悟」を明らかにすることが極めて重要である。けだし，同氏は，自らの「患
者の生活の向上のために」献身するという医療者としての考え方が，逆に隔離政策等の温
存，継続につながるという背理をもたらしたことを痛切に自己批判しており，その経過と
過ちの原因を明らかにすることは，光田イズムの分析とは全く違った角度から隔離政策と
患者の権利を考える上で，重要な示唆を与えてくれるに違いないと思われるからである。
（なお，以下の論述において，大谷氏のこのような考え方を大谷イズムと表示すること
とし，いずれも敬称を略する。）
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第２ 「救らい者」としての光田健輔と光田イズムの本質
１ 光田健輔は，1898 年東京養育院で初めてハンセン病患者に接して以来，1956 年長島
愛生園園長を退官するまで 60 年間にわたってハンセン病治療に従事し，「救らいの父」と
呼ばれる。その故に文化勲章を授与され，勲一等にも叙されている。
しかしながら，光田ほどその評価が峻別される人物もいない。
一方で，
「救らいの父」と崇められ，他方で冷酷な隔離主義者として酷評されるという
この評価の二面性は，今なお解消されていない。
1952 年の国会での三園長証言をはじめとする光田のハンセン病観の誤りやその思想的
な本質についての歴史的評価は既に明らかである。
大谷藤郎が「結局のところ，弱者という立場におかれた人々を社会的に抹殺してしまう
という危険な思想であった」と指摘されるとおりである。
しかし，それでも光田に対する評価や敬意は消えることはない。
例えば，1995 年 4 月 22 日になされた日本らい学会（当時）のらい予防法についての反
省声明（いわゆる自己批判）である。
その声明では「日本らい学会が，これまでに『現行法』の廃止を積極的に主導せず，ハ
ンセン病対策の誤りも是正できなかったのは，学会の中枢を療養所の関係会員が占めて，
学会の動向を左右していたからでもあり，長期にわたって『現行法』の存在を黙認したこ
とを深く反省する」との自己批判がなされたが，その末尾には「終わりに，救らいの旗印
を掲げて隔離を最善と信じ，そこに生涯を賭けた人の思いまでを，私たちには踏みにじる
権利がない」との論及がなされている。
隔離政策による被害について「これほどの無惨さを黙視したことに対し，日本らい学会
には厳しい反省が求められる」とまで自ら懺悔しておきながら，その政策を推進した「救
らい者」に対して，ここまでの配慮を示すという，この学会声明ほど光田らに対する根強
い「敬意」の存在を示すものはない。
その「敬意」は，光田という人物の「人間的な魅力」や「信念」を貫いたその生き方に
由来すると説明されている（例えば，犀川一夫著「ハンセン病医療ひとすじ」岩波書店）
。
こうした評価の二面性は，両極端でありながら，奇妙に共存している点にその特徴があ
る。
一方は，生涯をハンセン病治療に捧げた努力は評価するが，その思想や行動は，ファシ
ズム的な絶対隔離主義であり，厳しく批判されるべきだといい，他方は，大きな過ちを犯
したかもしれないが，その人間としての魅力や生き方は高く評価されるべきだというにす
ぎないからである。
しかしながら，このような形で，その人間性と思想や行動を分離し，どちらに比重をお
いて語るかによって評価が両極化するという次元で「救らい者」やその思想を分析しよう
とする限り，この両極端の評価はいつまでも平行線を辿り続けるほかはない。
その意味で，従来の光田評価には，
「救らい」を掲げながら，何故に非道とも言うべき
人権蹂躙を犯すに至ったのかを分析する視点が欠けていたと思われ，特に，その「救らい
思想」の過ちをパターナリズムとして分析することの重要性が痛感される。
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２ 光田がハンセン病隔離政策の必要性を最初に説いたのは，1902 年の「癩病隔離必要
論」である。当時，光田は 26 才であった。
その論旨は，ハンセン病をペストやコレラと同視すべきというものであり，らい菌によ
る「伝染病」であることを強調するあまり，当時最も恐れられていたペストやコレラを利
用したというべきもので，医学的な論拠は示されていない。こうした論調は，既に 1898
年に，伝染病研究所の村田昇清が「日本医事週報」に公表した隔離必要論と同旨であり，
特に目新しいものではない。
光田が，一躍注目されるに至ったのは，「孤島隔離論」の提唱以来である。
1907 年に成立した我が国最初のハンセン病隔離法である「癩予防ニ関スル件」を受け
て設立された第一区連合府県立全生病院に，設立と同時に医長として赴任した光田は，そ
の後 1914 年に院長に就任すると，「孤島隔離論」を執拗に展開しはじめる。
1915 年に内務省に提出した「癩予防ニ関スル意見」では，ハワイのモロカイ島と同様
の隔離施設を日本でも作るべきだと主張した。絶海の孤島に，大療養所を作るというその
構想は，1916 年に内務省保健衛生調査会第 4 部会で採用され，光田はその候補地を西表
島に定めて自ら現地調査を行った。同構想は，島民の猛烈な反対で挫折するが，後に長島
愛生園の開設に結実する。
光田は，その構想の真髄を「島に移すというと残酷に聞こえるが，患者はあちこちで苦
しめられるよりも，一つの楽天地に入ることを希望している。島に一つの立派な村落がで
き，宗教的慰安や娯楽ができれば，そこは一つの楽天地である。逃走できない絶海の孤島
にそういう設備を作れば，そこで一生を終えるという考えを持つようになる」と語ってい
る。
ここには，後に我が国のハンセン病隔離政策とその遂行に従事したすべての人々を「拘
束」するに至った光田イズムの核心が率直に明らかにされている。
第一は，社会内で苦しめられるよりも，社会から隔離された施設での生活の方が患者に
とって幸せだという考え方である。
第二は，
「逃走できない」状況に閉じ込め，宗教的慰安と娯楽とを与えることで患者に
その地を楽天地であると受け入れさせることができるという考え方である。
当初は，ノルウェー方式と呼ばれる緩やかな隔離方法を主張していた光田が，このよう
な苛酷なまでの孤島での隔離を主張するに至った背景には，療養所からの逃走者が絶えな
かったという事情がある。
宗教系の私立療養所では，入所者が固い信仰心で結ばれ逃走者はほとんどいなかった。
一方で，公立療養所では，瀬戸内海の小島に設置された大島青松園を除いて逃走者が後を
絶たなかった。療養所長としての光田は，この逃走防止に全力を注ぐことを余儀なくされ
たのである。
その対策として，光田が提唱したのが「孤島隔離論」である。
光田はそのうえで，入所者に対する所長の懲戒検束権の付与を提唱して実現させ，更に
は，断種（ワゼクトミー）を条件とする入所者結婚制を導入した。
これらは，いずれも入所者の逃走を防止し，定住を促すためのいわゆる「アメとムチの
政策」である。
光田は，男女患者の厳格な分離収容を主張するハンナ・リデルを批判して，
「男女相ま
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って一個の人格を成し，そこで小部落を作り，病める夫を妻が世話し，病弱な婦人を亭主
が世話する」ことの重要性を指摘して，後の「大家族主義」に通じる考え方を披瀝してい
るが，その発想は，定住の促進という現実的功利主義的な動機によるものである。
こうした経過から明らかなとおり，光田は，病理学的関心から出，療養所長としての入
所者管理の効率的遂行という目的意識から，その孤島隔離必要論や隔離政策論を展開して
いったのであり，光田イズムの形成過程においては，決して「救らい」といった旗印が鮮
明にされていた訳ではない。
この時代における光田は，リデルらに代表される「救らい者」とその運営にかかるキリ
スト教系の私立療養所を絶えず意識しながら，これを凌駕していくことを企図していたも
のと思われる。その意味で，光田の関心は，私立療養所を「支配」する「信仰」に代わる
権威を求めていたのかもしれない。療養所を「楽天地」にするといった発想も，懲戒権と
結婚承認という両刀によって入所者を全面的に従わせようとした運営方針もそうした意識
の産物だったように思われるからである。
３ 光田が推進した日本型隔離政策の，世界に例のない特異性は，前述したとおり，優性
政策と強制労働にある。
光田が，このような施策を本格的に推進しはじめるのは，1930 年 11 月に開設された最
初の国立療養所長島愛生園の園長に就任して以後である。光田は，自らが掲げた「楽天
地」としてのハンセン病療養所建設を愛生園に実現すべき責務を自ら負ったが故に，苛烈
なまでに自らの施策を貫徹しようとした。
本稿の目的は，その施策の非人道性を暴くことにある訳ではない。この点は，既に多く
の論者によって余すところなく論じ尽くされている。
問題は，現代の私たちの目からは，あまりにも明白な非人道的施策を光田がどのような
論理で推進したのかという点の解明にある。その論理にこそ，
「救らい者」としての光田
の本質が露呈されているはずだからである。
光田は，断種・堕胎等の優性施策の必要性を様々な視点から論じているが，要約すれ
ば，次の三点ということになるように思われる。
第一は，母体の病勢悪化の懸念である。妊娠・分娩によって女性患者の病勢が一層悪化
するということが強調された。
第二は，生まれてくる児への悪影響である。胎児感染の危険があり，将来発病する可能
性が大きいとか，「病的精子」によって生まれてくる子は虚弱児となる可能性が大きいと
いった優性思想的な理由付けの外に，仮に健康な子が生まれても養育する環境がないとい
うことが強調された。
第三は，ハンセン病患者に連なる血統を根絶するという理由である。
光田の特徴は，その理由付けを徹底的に使い分けた点にある。第一，第二の理由は，入
所者に対する語りかけとして使用され，第三の理由は，対外的とりわけ国会や政府に対す
る表明として使用された。この第三の理由こそが光田の本音であり，現に，1951 年 11 月
の国会証言（正確には参考人意見陳述）においては「らい家族のステルザチョン（優性手
術）の必要性」が力説されている。
しかし，「救らい者」としての光田の真骨頂は，その本音を秘し，あくまでも入所者に
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対しては，患者のためであり，生まれてくる子のためであると説き続けた点にある。
光田は，その説得過程において結婚（男女同居）の承認を前面に押し立てた。その態度
は，生涯を閉じ込められた入所者には，男女別居を厳格に貫徹するリデルらと対比して，
「人間愛によって，救おうとする」「慈父のような」態度と映ったのである。
生涯を療養所で暮らすことを余儀なくされるという絶対条件の下では，結婚による夫婦
同居を認めてもらいたいという思いの切実さは想像を絶するものがある。
こうした結婚への切実な思いをいわば質にとるような形で，母体への悪影響や生まれて
くる子への懸念を語るという手法について，光田は，その回顧録の中で次のように語って
いる。
「患者を集めまして，夫婦になるということはよいけれども，子どもが生まれるという
のは，母体を重態に陥れ，子どもに一生暗い影を持たすに至ることは気の毒ではないか。
何とか方法があれば，子どもが生まれないようにしたほうがよいという打明け話をした」
というのである。
こうした説得を受けた入所者の手記には，
「もし産まれても，その子に対する責任がも
てるのかと考えれば考えるほど手術を拒否する理由がなくなってくるのを感じる」と述べ
られている。
ここには，断種等により子孫を残せなくなるという苛酷な選択を，あくまでも母体や子
への懸念という形で迫り，納得させていくという光田の手法の特徴が如実に示されてい
る。
（分娩・妊娠の女性患者に対する影響については，当時においても急性期を除いては，
否定的であり，出産時の感染についても医学的には否定的で，早期に母子分離を図れば足
りるというのが定説であったとされているが，光田は，医学論争においても，あくまで可
能性を指摘して譲ることはなかった。）
苛酷な人権蹂躙を受けた側がなお，光田をして「救らいの父」と讃える背景事情の一つ
として，このような形で展開される「あくまでも，あなたたちのことを思ってのことだ」
という論理があったというべきであろう。
その論理を光田自身が正しいと確信していたかどうかについて，判断しうる資料が欠け
ているが，少なからぬ入所者には，光田が心底そう確信して説き続けているものと受け止
められたように思われる。
一方で，光田らが推進した「患者作業」と呼ばれる労働の強制については，複雑な背景
事情がある。
1931 年に法改正がなされ，一般に「旧らい予防法」と呼ばれる絶対隔離政策の法制化
がなされたものの，長島愛生園に割かれた国家予算は余りにも貧弱であり，医師・看護師
の人員不足はもとより，一般職員の配置は極めて少数に限られていた。
こうした事情は療養所運営に重大な支障を来たすこととなる。加えて，光田は，定員を
無視して入所者を受け入れたため，その人員不足，予算不足は抜きさしならないものとな
った。
このため，炊事，洗濯，清掃等はもとより，療養所内の土木，建築工事，農耕，治療や
薬局の補助，更には障がいの重い患者の介護から重篤者の付添い看護，死亡者の清拭，火
葬，納骨に至るまでの作業の担い手が欠如するという事態となったからである。
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こうした事態を打開するために光田が採用したのが，入所者を労働力として利用する
「患者作業」である。
既に全生病院時代から，
「患者作業」を推進していた光田は，長島愛生園の開設にあた
って，「長島開拓団」と呼ばれた 81 人の全生病院入所者とともに長島に乗り込み，ここで
その大家族主義を全面展開するに至る。そのキャッチフレーズは「同病相愛」
，「相互扶
助」である。これが基本的には，
「患者作業」を強制した。
光田の説く「大家族主義」について，愛生園の事務官であった四谷義行は，次のように
語っている。
「愛生園は，先づ家族主義を標榜する。職員と患者を以て家族の構成員とみなし，園長
を推して家長と仰ぐ。愛生園では，職員も患者も斉しく愛生園の家族の一員であるか
ら，そこには，必然的に「治者」と「被治者」なる観念を生まない，お互いが親であ
り，子であり，兄弟であり，姉妹であるから，園内の平和は愛に従って保障せられ，
従って法の威力を用いるの要を認めない。」（1932 年）
（歴史学者である藤野豊は，大著「いのちの近代史」（かもがわ出版）において，こ
の大家族主義を「天皇制国家の支配の論理であった家族国家観が見事なまでに凝縮さ
れている」と解析する。）
こうした大家族主義に基づいて，「同病相愛」「相互扶助」の名の下に，従わない者は，
園内のあらゆるつながりから排除されていくという恐ろしい強制力となって「患者作業」
は強要されていった。
しかも，この患者作業には，一日 6 銭ないし 10 銭といった作業賃（当時の一般社会の
10 分の 1）が支払われる仕組みが作られていたから，収入もない入所者にとっては，抗え
難い「魔力」をもっていたのである。
こうした「患者作業」こそが，ハンセン病により末梢神経の麻痺した入所者から，その
指趾を奪うに至った元兇であり，
「療養」のために入所したはずであるのに，社会復帰し
えない障がいを負わされるという背理を生み出した根本であることを考えると，その推進
に使用された「大家族主義」なるイデオロギーの罪深さに改めて立ち竦む思いを禁じえな
い。
しかし，推進者である光田には，微塵も逡巡は認められない。光田の「愛生園日記」に
は，全生病院時代に，全盲の視力障がい者に洗濯の「患者作業」を課したことについて，
「用意ができると係の看護士が『洗濯はじめー』と号令をかける。すると患者は一斉に草
津節で音頭をとりながら，股になった洗濯棒で樽の中をこねまわす。
『洗濯終わりー』で
休憩となる。盲人にとっては大へん楽しい共同作業のようであった」と述懐されている。
こうして検討してみると，光田イズムの特徴は，苛酷ともいうべき施策を推進するにあた
って，
① 入所者にとっての「楽天地」建設という大目標を掲げながら，
② 受け入れざるをえない環境を前提とし，あるいは自ら作り上げた上で，
③ 大家族主義の名の下に，
「同病相愛」
「相互扶助」
「母体や生れ出る子の幸せのた
め」といった「美名」によって，納得させていくという手法を用いた
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という点にあることが明らかである。

第３

救らい思想の具現者としての小川正子と神谷美恵子

１ 「救らい者」としての光田の名を世に知らしめたのは，光田自身の言動や生き方自体
もさることながら，光田を師と仰ぎ，その思想の体現者となった小川正子と神谷美恵子の
存在である。
その意味で，光田イズムを解明するにあたっては，この両者について言及することを避
けることができない。
２ ベストセラー「小島の春」で知られる小川正子は，1902 年山梨県に生まれた。1924
年に東京女子医学専門学校（現東京女子医大）に入学し，その在学中に全生病院を訪ねて
生涯の師光田と出会った。小川の手記「石打たれる人々」には，その出会いが次のように
語られている。
「初めてみた癩院でしたけれど，私には，すこしも人の言うほどいやできたなくもな
く，ただその中でこんなにも熱心にすべてをささげてつくされている光田先生のお姿
だけが，私には，尊く気高く印象づけられました。」
その後，1932 年に押しかける形で，長島愛生園に医師として働き始めた小川は，1934
年秋から 1937 年夏にかけて，四国各地や瀬戸内海の島々をめぐって患者の収容隔離に奔
走した。その経過をまとめたのが「小島の春」（長崎書房 1938 年刊）である。
その「小島の春」の巻頭には，光田の写真が載せられ，「40 年の間癩者の慈父としてそ
の貴き生涯を献げつくさせ給へる我が師光田先生にこの手記を献ぐ」と記されている。彼
女が如何に光田に心酔していたのか，その思いがこの一文には溢れている。
国全体が軍国主義化していく最中にあって，若い女性医師が，悲惨なハンセン病患者を
救い出すために献身的に尽くすという「小島の春」の世界は，国民の圧倒的な支持を受
け，一大ブームを巻き起こし，映画化されるに至った。
そのヒロイズムを鮮明にするために，「救い出される」患者の姿はまさに悲惨極まりな
いものとして描かれることになったのは必然であり，それは，小川の意図いかんとはかか
わりなく，「救う者」と「救われる者」の立場を一層決定的にすることとなった。
まさしく「迷える羊を求むる牧羊者」
（長崎次郎）
「救らいの天使」
「聖医」として絶賛
されたのであり，その小川の「献身」が収容隔離された患者の側に何をもたらしたのかは
一顧だにされなかったのである（荒井英子「ハンセン病とキリスト教」（岩波書店）85
頁）
。
療養所医官としての小川の実像は，必ずしも明らかではない。
「外見は男性的で，何時
でも私たちと話されるときは，ご自分のことを『おれ，おれ』と仰言っておられた」との
看護師の証言もあるが，小川のもう一人の師である林文雄は，
「学問より今患者が苦しん
でいるじゃないか。それを放ったらかして置けるかという訳で療養所の中で一番よく働
く。だから『患者は』本当の姉さんやお母さんのように思っている」と評している。
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女医として，
「慈母の愛と姉妹の親しみ」を求められ，それを懸命に果たさんとした姿
が愛生園における小川であったということである。
こうした小川の存在は，すべてのハンセン病患者を祖国浄化のために強制隔離するとい
う国策の遂行にあたって，絶大な威力を発揮した。
国策遂行のために，官民一体となって推進された「無らい県運動」は，小川の存在なく
しては成功しえなかったと言って過言ではない。
その小川が生涯の師として崇めたのが光田であり，小川の存在によって「救らい者」と
しての光田の名声が確立したのである。
小川に認められるのは，救う側にいる自分にとって正しいことは，救われる側にとって
も幸福であるという思い込みである（荒井英子・前掲書 69 頁）。その思い込みは，師であ
る光田に通じるものであるが，その純粋さにおいて光田をはるかに凌ぎ，光田の本質とも
いえる功利主義的発想を補い，糊塗する役割を果たしたということができるのではあるま
いか。
無教会派のキリスト者であった小川は，41 才で逝ったが，その 4 ケ月前に次のような
短歌を残している。
どんぞこの痛苦のひまにさし入れる光をこそは神と言ふべき
３ 生きがい論で知られる神谷美恵子は，精神科医として戦後長島愛生園に働き，
「極限
のひと−病める人とともに」
（ルガール社），「らいと私」（みずほ書房）をはじめ，ハンセ
ン病患者についての数々の著作を公にしている。
神谷もまた，東京女子医学専門学校卒業の前年 1943 年に長島愛生園に 12 日間滞在し，
光田健輔に出会う。
「光田先生の超脱的な風格に限りなく魅かれた」と述懐する彼女は，
光田について，次のように述べている。長文になるが，神谷の光田観を理解するうえで欠
かせない記述であるので，全文引用することとする。
「戦後，サルファ剤でらいが治るようになってみると，患者さんを強制的に隔離収容す
るという政策がにわかに非人道的なものにみえてきた。光田先生が主張された方針
が，園内からも外国からも非難されるようになった。
いったい，人間のだれが，時代的・社会的背景からくる制約を免れうるであろう
か。何をするにあたっても，それは初めから覚悟しておくべきなのであろう。
私はむしろ，歴史的制約の中であれだけの仕事をされ，あれだけのすぐれた弟子た
ちを育てた光田先生という巨大な存在におどろく。あらゆる面に超人的な努力を傾け
た先生は，知恵と慈悲とを一身に結晶させたような人物であった。先生との出会い
は，生涯消えることのない刻印を，多くの人にきざみつけたのだと思う」（神谷美恵子
著作集 2「人間をみつめて」みすず書房）
神谷も小川と同じく光田を人生の師と仰いだ。神谷によって「救らい者」としての光田
の評価は，著しい復権を果たしたといってもよい。
その神谷は，小川とは異なり，収容隔離に手を染めたことはなく，戦後特効薬プロミン
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普及後の愛生園で，精神科医として，入所者の治療にあたるとともに精神医学的分析を行
ったにすぎない。したがって，神谷を「救らい思想」の具現者と把えることには異論があ
るかも知れない。
しかしながら，紛れもなく神谷は「救らい者」である。
「救らい者」としての神谷の特徴は，その詩「らいの人に」の中に見事なまでに描き出
されている。
あなたは だまっている
かすかに ほほえんでいる
ああ しかし その沈黙は ほほえみは
長い戦いの後に かちとられたものだ
運命とすれすれに 生きているあなたよ
のがれようとて放さぬ その鉄の手に
朝も昼もつかまえられて
十年，二十年と生きてきた あなたよ
なぜ私たちでなくてあなたが？
あなたは 代って下さったのだ
代って人として あらゆるものを奪われ
地獄の責苦を悩みぬいて下さったのだ
ゆるしてください らいの人よ
浅く，かろく，生の海の面に浮びただよい
そこはかとなく 神だの 霊魂だのと
きこえよいことばをあやつる私たちを
この詩に示される「受容の深さ」こそ「救らい者」としての神谷の真髄である。
神谷には，
「救う」側という意識がない。逆に「ゆるしてください。
」と許しを乞い，
「あなたは代って下さったのだ」と謝す。
極限状況の下で，かすかにほほえみすら浮かべて黙々と生き続ける姿に深い敬意を表わ
す彼女の態度には，光田や小川にみられる「救う」意識が全くみられない。
しかし，この詩には，神谷にとっての「好ましい患者像」が象徴的に語られている。苛
酷な究極ともいうべき状況の下で，その運命を受け入れ，ひたすら，控え目に，生き続け
る姿である。
その故に神谷は，その運命に抗して，状況を変革しようとする入所者に対しては，一転
して，距離感，否，嫌悪感をすら示しさえする。
例えば，神谷は，論文「日本におけるらい患者の精神症状」において，次のように論じ
る。
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「過去において強制的に隔離されたという意識は，患者の多くの者の中に，社会及び政
府当局に対する深い恨みの一念を植えつけたようにみえる。これに対する代償として
終生，医療と生活保護をうける権利があるとの主張が，ここから生れている。この特
権意識は，時折強い個人攻撃性や特定の要求を主張するための集団的デモの形であら
われた」
「代って下さったのだ」と許しを乞う一方で，全国ハンセン氏病患者協議会（入所者の
自治会）による人間の尊厳を求める運動に対しては，その要求を恨みに根ざす特権意識と
把えて嫌悪するという神谷の二面性は，その師光田の「患者」観そのものである。
光田は，入所者に対して「慈父の如き態度」で接しようとする一方で，長島事件（1936
年愛生園で起った，入所者の待遇改善と自治とを求めて行われた患者作業ボイコット闘
争）に対しては，
「少数不逞の徒のわがままから起った事件」であるとして，徹底的な弾
圧を加えている。
光田は，プロミン開発後の 1953 年における新「らい予防法」の制定に決定的な役割を
果たしたが，その主要な動機が「民主主義を誤解している不心得な分子が院内の治安を乱
す」ことを防止するためであったことは，光田自身が率直に語っているところである。
その意味で，神谷は，光田の「救らい思想」の清冽な具現者であったということができ
る。
こうした「望ましい患者像」の押しつけこそが，神谷の思惑を超えて，戦後民主主義日
本において 50 年余にわたって「らい予防法」を存続せしめた原動力になったことを私た
ちは肝に銘じておく必要がある。

第４

大谷イズムの功罪とそのパターナリズム

１ 我が国のハンセン病隔離政策は，1907 年「癩予防ニ関スル件」の制定に始まり，
1996 年 3 月末日の「らい予防法」の廃止まで継続された。
光田健輔が，長島愛生園長を辞したのが，1956 年であるから，その引退後も 40 年間に
わたって隔離政策が続けられたということになる。
プロミンをはじめとする特効薬の開発が進み，多剤併用療法の確立によって，医学的に
は完全にコントロールできるようになった時代に，国際社会の動向に完全に背を向けてま
で隔離政策が継続された背景や原因が一体どこにあるのか，その問いはいまだ十分に解明
されたとは言い難い。
「ハンセン病隔離政策と患者の権利」を論じるとすれば，この時期の隔離政策を推進し
た医師らを支えた考え方とその問題点を解明することが不可欠となる。
なかでも，1972 年国立療養所課長に就任して以来，1983 年医務局長を最後に退官する
まで我が国のハンセン病政策をリードし続けた大谷藤郎前国際医療福祉大学長の思想と行
動を分析することは，特別の意義を有するものと考える。
大谷藤郎は，1923 年滋賀県に生まれた。
京都大学医学部在学中の 1943 年，皮膚科特別病室でハンセン病患者の外来治療に従事
していた小笠原登と出会った大谷は，その印象を「いつも太い数珠を手にした浄土真宗僧
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侶としての柔和な物腰，人懐こさ，思いやり，和漢洋の学才に通じ，そこから滲み出てく
る知識人としての深い教養に魅了された」
（大谷藤郎「現代のスティグマ」頸草書房 87
頁）と語る。
小笠原の自宅で起居をともにしたという大谷は，「ハンセン病は恐るべき伝染病ではな
く，ハンセン病発病は，細菌の側よりもむしろその人の感受性，つまり体質に鍵がある」
との小笠原学説の真髄を直接手ほどきされた。
しかし，当時大学生だった大谷にとっては，その学説の正しさよりも「戦時下の暗い診
察室の裸電球の下で，黒い詰襟服に白いシュルテを羽織ってスックと仁王立ちしたまま，
患者さんである農婦の泣き声にいつまでも憮然として対しておられた」
（前掲書 87 頁）と
いう小笠原の人柄，医師としての基本姿勢の魅力に引きつけられたというのが本当のとこ
ろだったと思われる。
２

大学卒業後，大谷は，滋賀県，京都府に勤務した後，光田退官の 3 年後である 1959

年に厚生省に入省する。
大谷によれば，京都府庁では，結核，ハンセン病等の慢性疾患を担当する係長として，
未収容のハンセン病患者の療養所への収容に関与したことがあるとのことであるが，厚生
省への入省の動機が小笠原学説を生かしてハンセン病問題に取り組むことであったとは思
えない。大谷自身も入省直後の自らの行動について，
「時々，厚生省内の医師に向かって
小笠原登先生のらい非伝染論を話してみたが，誰からも相手にされなかった」（大谷藤郎
「らい予防法廃止の歴史」頸草書房 250 頁）と語っている程度である。
その大谷を師である小笠原登とハンセン病問題へと回帰させる契機となったのは，1970
年の小笠原登の逝去である。
京都大学医学部が編纂した追悼文献抄録に「小笠原登先生像」を寄稿した大谷は，自ら
の 20 年に及ぶ空白に臍を噛む思いを抱くに至る。
大谷が厚生省国立療養所課長に就任するのは，その 2 年後である。国立療養所課は，13
の国立ハンセン病療養所の管理運営を掌る。直接に国のハンセン病政策を推進する責任あ
るポストに就いたのだ。
「私の心中には，熱く込み上げてくるものがあった」（前掲書 251 頁）に違いない。大谷
は，当然のことながら，ハンセン病隔離政策の誤りを確信し，
「らい予防法」が医学的根
拠を失っていることを熟知していた。
軍国主義の渦中にあって，国策であったハンセン病隔離政策を断罪した小笠原登の弟子
であれば，出会いから 30 年を経た 1972 年の時代において，隔離政策の廃絶と「らい予防
法」の廃止に向けて行動することは，あまりに当然すぎる事柄であったはずである。
しかし，悩みぬいた末に大谷は「らい予防法」廃止を掲げることをしなかった。
大谷は言う。
「今もし，担当課長である私がらい予防法廃止を言い出せば，建物も設備も運営費も現
在の劣悪な状況から改善していく根拠を失うことにならないか？当時国立らい療養所
は医療も食 ･ 住も，まだまだ低い水準にあった。外来中心の診療体系などただちに構
築できるだろうか。社会へ復帰される患者さんの経済生活を国が保障できる予算を確
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保できるだろうか。私は迷った。何よりも患者さん自身がらい予防法をそのままにし
て，まず療養所内の処遇を改善することを望んでいる人の方が多かった」
（前掲書 252
頁）。
こうして大谷は，
「予防法廃止は，短期的には成功の可能性がうすく，実利がうすい」
と判断し，らい予防法には手をつけずに，
「実利の多い事実上の部分開放化を進める道」
を選択した。
これが「処遇改善論」あるいは「運用による事実上の開放策」と呼ばれる大谷イズムで
ある。
大谷は，療養所の処遇改善に向けて全身全霊を打ち込んだ。
「私は死に物狂いで大蔵省
と折衝し，食，住，医療，福祉にかかわる国立らい療養所予算の獲得に奔走した」（前掲
書 254 頁）との述懐は決して誇張ではない。
多くの療養所入所者とりわけ入所者の自治会活動の担い手となった活動家たちは，大谷
の誠意ある対応を高く評価した。
しかしながら，
「らい予防法」により隔離されていることを理由として，その処遇の改
善のために特別な予算配分を求めるというその手法は，大谷の意図とはかかわりなく，
「らい予防法」の永続化を前提とするものだった。
しかも，その「処遇改善」や「部分的開放」は，あくまでも「らい予防法」による入所
を前提としていたが故に，退所（社会復帰）者には，全く妥当しなかった。
大谷の課長就任以来，療養所への予算配分は飛躍的に増大し，入所者の生活環境は改善
され，入所者給与金制度の実現をみるまでに至ったが，一方で，これらの制度は退所者に
は一切及ばないから，退所してしまえば，生活保護制度の利用以外に何一つとして生活の
補償はない。
つまり，処遇が改善されればされる程，社会復帰したいとは思わなくなるという結果を
もたらした。
大谷イズムが「新しい隔離政策」と批判される所以である。
こうして，小笠原登の弟子である大谷の熱意が「らい予防法」の存続と，形を変えた
「隔離政策」の継続をもたらすという皮肉な結果が現出したのだ。
３ 大谷は，1983 年に医務局長を最後に厚生省を退官した後，財団法人藤楓協会理事と
なり，1989 年には理事長に就任した。
その直後に病を得た大谷は，自らに残された課題として，
「らい予防法」の廃止を意識
することとなる。
その契機について大谷自身は多くは語らないが，日本における精神障がい者に対する隔
離治療が国際的批判を浴びた宇都宮病院事件（1984 年）が転機であったことを示唆して
いる。
患者の人権，患者の開放という視点の欠如を痛感するに至ったというのだ。
大谷は，1993 年 4 月に刊行した前掲書「現代のスティグマ」において，その悔悟を次
のような厳しい言葉で吐露している。
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「今まで自分が占めていた役所でのポストの意味をふり返るにつけ，変人，奇人，非常
識と役所の中から罵倒されようとも，ハンセン病差別の基本である予防法改正問題に
身を挺して取り組むべきであったと悔やまれた。
」
「実態を改善していけば，それはそれで前進になるのではないかと考えて努力し，自ら
を慰めてきたのは，やはり姑息的で小役人的モノの考え方にとらわれていたとしか言
いようがなかったと今も悔やまれる。勇気もなく，力もなかったということであろ
う」
（同書 24 頁）
。
大谷が自ら「挫折感」とまで表現する，この悔悟の厳しさには，言葉を失う外はない。
その悔悟は後に，
「らい予防法」の廃止を主導し，更にはハンセン病国家賠償訴訟の法廷
において，国の隔離政策の過ちを告発し，原告らの勝訴を導く歴史的な証言に結実した。
しかし，果たして問われるべきは，勇気や力の問題であろうか。
大谷の「患者」を思う心の深さに欠けていたのは，大谷自らが語るとおり「患者」の人
権という視点とその制度化ではなかったかと思われてならない。
「らい予防法」が存在し，「元」患者は終生隔離されるべきという基本構想が存在してい
る以上，その隔離という枠を撤廃しない限り，隔離されるべき存在というスティグマから
の脱却はありえず，その枠内における生活条件の改善でことたれりとする考え方は，むし
ろ，人間の尊厳を犯し続けることになりかねないということだ。
大谷藤郎の悔悟が，私たちに問いかけるのは，
「医の倫理」は，患者の人権の確立とり
わけ人間としての尊厳の確保にこそ根ざすべきだということである。
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第３章

患者の権利に関する我が国の取組

本章では，我が国において患者の権利がどのように認識され，それがどう展開してきた
かを振り返るものであるが，まず第 1 節で日弁連の人権擁護大会の歴代の決議や宣言等か
ら，医療に関連するものを抽出してこれを概観し，第 2 節で患者の権利に関する我が国の
取組をたどってみたい。

第１節

日弁連決議等に見る患者の権利

１

医師の人体実験に関する件（決議）
（1957 年）
名古屋市立医科大学において，附属病院内に設置された乳児院の乳児に対し，保護者の
同意なく特殊大腸菌を投与，同時に胸腺注射や肛門からバルーンを介して空気を送って腸
管の動きを観察するなどの実験が行われ，乳児 1 人が死亡した事件や，新潟大学内科教授
らが，精神病院において入院患者 118 人にツツガムシ病原菌を注射し，患者 8 人が死亡し
た事件などを受けて，
「かくの如きは，医学の進歩，或は医療に名を藉る人権侵害にして
厳に戒告すべきものと認む」と宣言する。
２

精神病の診察には誠実慎重を期待するの件（決議）
（1958 年）
精神病院にその意思に反して入院させられた患者から多数の人権救済申立がなされ，中
には医療的根拠を欠くと疑われる事例もあったことから，都道府県知事，精神病院の長，
精神衛生鑑定医に対し，
「その取扱いに当り，深甚なる注意と誠実なる診察を行い，いや
しくもこれがため国民の基本的人権の侵犯せらるることなきよう要望する」ものである。
３

医療にともなう人権侵犯の絶滅に関する件（宣言）
（1971 年）
和田心臓移植事件（1968 年），広島大学癌免疫療法事件（1969 年）等の実験的医療や，
医療事故の頻発，精神病院における不当処遇，その背景にある国の低医療費政策の問題点
を指摘すると共に，医学教育において患者の人権尊重に目を向けさせる医学概論等の講座
がほとんど見られないこと，この年，日本医師会の呼びかけによる保険医総辞退事件等を
取り上げ，
「政府ならびに医療関係者に対し，人命尊重を基調とする医療政策と医の倫理
の確立を強く要望し，医療を真に国民のものとするため，医療にともなう人権侵犯の絶滅
を期する」とする。
４

医薬品の副作用による被害救済に関する決議（1974 年）
薬害スモン事件を受け，国に対し，被害の迅速かつ完全な救済と，将来における被害発

生の根絶を期するため速やかに製薬企業の無過失責任を法制化し，国及び製薬企業の拠出
による薬害被害救済制度の確立，薬事法の抜本改正のほか，国に従来の消極的行政の姿勢
を改め，日本国憲法 25 条の保障する国民が健康で文化的な生活を享受する権利を積極的
に実現する行政を推進すべきであると決議する。
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５ 「健康権」の確立に関する宣言（1980 年）
「健康に生きる権利（「健康権」）は，憲法の基本的人権に由来し，すべての国民に等し
く全面的に保障され，なにびともこれを侵害することができないものであり，本来，国・
地方公共団体，さらには医師・医療機関等に対し積極的にその保障を主張することのでき
る権利である」とし，「医療現場はもとより，立法・行政・司法の国政の各分野において
も『健康権』が真に確立され，患者のための医療が実現されて国民の健康が確保されるこ
とを期待し，その実現に努力する」と宣言する。
６ 「人体実験」に関する第三者審査委員会制度の確立に関する決議（1980 年）
「人体実験は，科学，医学の見地から妥当でない場合は言うに及ばず，日常治療の一環
であるかの装いのもとに患者に知らせずに，または被験者を断れない状況に置いて行なう
ことも，生命，健康，自由に対する人権の侵害であって許されない」として，国際人権規
約，ヘルシンキ宣言などを指針として，人体実験についての医療倫理規範を定立し，その
遵守に努めることを求めた上で，大学病院などにおいて，大学病院と雇用関係のない基礎
医学系医師や法律家を加えた第三者審査委員会の設置等を提言する。
７

精神病院における人権保障に関する決議（1984 年）
前年に発生し，この年大きく報じられた宇都宮病院事件（看護職員の暴行により患者 2
人が死亡したもの）を受け，「精神障害を理由として精神病院に収容される者の人権を保
障することは，適正な精神医療の確立にとって欠くことのできない土台である」とし，国
と地方自治体及び医師をはじめとする精神医療関係者に対し，入院患者の通信や立会人な
しに面会する自由を保障する措置，強制入院中の者がいつでも弁護士により援助を受ける
ことができる制度的方策，公正で自立性をもった第三者的審査機関の設置等の措置をとる
よう要望する。
８

脳死及び臓器移植に関する諸問題についての答申について（1992 年）

いわゆる脳死臨調答申に対する意見書である。いまだにインフォームド・コンセントを
含む患者の基本的人権保障のシステムが定着していない実情に照らせば，脳死移植の安易
な容認はドナーのみならず，レシピエントの人権をも損なうおそれがあるとし，診療録な
どの閲覧・謄写権を認めるなど，診療における情報開示がなされるべきことを強調する。
９ 患者の権利の確立に関する宣言（1992 年）
「医療において患者の主体的な意思が尊重される権利は基本的人権に由来し，国際人権
法もこれを認めるところである」，「この権利の中核は，患者が自己の病状，医療行為の目
的，方法，危険性，代替的治療法などにつき正しい説明を受け理解した上で自主的に選
択・同意・拒否できるというインフォームド・コンセントの原則であり，適切な医療を受
ける権利と並んで，医療において必要不可欠なものである」として，それが保障されてい
るとは言い難い実情を踏まえ，
「患者が自ら連帯することを支援するとともに，国，自治
体，医療機関などが患者の権利の確立のために立法化を含めたあらゆる努力を尽くすこと
を求め，その実現に努力する」と宣言する。
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10 医薬品被害の防止と被害者救済のための制度の確立を求める決議（1998 年）
「国は，国民の生命と健康を保持する責任を有する」とし，サリドマイドからヒト乾燥
脳硬膜によるクロイツフェルト・ヤコブ病にいたる薬害の発生は，
「国による医薬品被害
防止システムに構造的な欠陥が存在することを明らかにした」
，「医薬品被害の発生・拡大
を防止するためには，国が行うべき医薬品被害防止施策が，適切になされているか否かを
外部から監視するシステムを作ることが不可欠であり，現行制度の抜本的見直しを行う必
要がある」として，情報公開，市民が参加する医薬品監視システムの構築・強化のための
諸施策を提言した。
11

ハンセン病問題についての特別決議（2001 年）

2001 年 5 月の熊本地裁判決及びその確定を踏まえ，長期間かかる重大な人権侵害を見
過ごしてきたこと等につき真摯に謝罪の意を表明し，回復者らの法的支援のため最大限の
努力を尽くす決意を述べ，国に対し，ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るよう
要望するものである。
12 人の誕生や受精卵・胚に関する先端医療・医科学研究のルール策定を求める決議
（2003 年）
生殖補助医療をはじめとする人の誕生や受精卵・胚をめぐる領域につき，問題が生じて
いるのは，「わが国の医療現場において，いまだインフォームド・コンセントや診療情報
の開示請求権が法的に確立されず，個人情報の保護等が保障されていないことが原因であ
る」として，先端医療・医科学研究の許容範囲について，法律で定めるための制度設計を
提言するとともに，
「患者・被験者の権利の保障が生命倫理の重要な一部であることから
すれば，患者・被験者の権利を法律によって明確に保障すべきである」とする。
13

安全で質の高い医療を受ける権利の実現に関する宣言（2008 年）

「安全で質の高い医療を受けることは，すべての人の切なる願いである。そして，すべ
ての人は，医学・医療が到達し，実施が可能な安全で質の高い医療を受ける権利を有して
いる。…医療事故が発生したときには，事故原因や背景を調査分析してその改善を図り，
医療事故の再発を防止することが求められる」とし，医療事故の発生が続いていること，
被害救済制度が不十分であること，医療提供体制の悪化が医療の安全性や質を脅かす要因
となり，医療安全管理システムの不備などと共に医療事故の背景となっているなどの「医
療の現状は，我が国における重大で差し迫った人権問題であり，これは，安全で質の高い
医療を提供する体制を確保する責務を負う国が最優先で取り組むべき課題である」として
国に諸施策を求める。
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第２節
第１

我が国の取組

1980 年代以前の動き

１

実験的医療をめぐる動き
患者の権利は，まずは実験的医療における人権侵害を予防するために必要な「被験者の

権利」として認識されるようになり，ナチスドイツの人体実験を裁いたニュルンベルグ裁
判によるニュルンベルグ綱領，世界医師会のヘルシンキ宣言等により実験的医療・先端医
療の分野のルールとされ，それがやがて日常診療の場におけるルールへと進展していっ
た。前記の日弁連人権擁護大会の宣言・決議でも，最初に患者・被験者の権利が取り上げ
られたのは人体実験に関してであり，続いて，やはり最も人権侵害が生じやすいとされる
精神病院の入院患者の強制入院や処遇についての決議がなされている。
1971 年の日弁連決議は，その後臓器移植医療に長きにわたって暗い影を投げかけた和
田心臓移植事件を受けてのものであるが，医療事故の頻発や，低医療費政策についても指
摘し，そもそも医学教育において，患者の人権について学ぶ講座がないことを問題として
取り上げるなど，今日的な患者の権利の議論につながるものとなっている。しかし，まだ
ここでは自己決定権的な患者の権利の観点は登場していない。この年，日本医師会武見太
郎会長の音頭で全国一斉に行われた保険医総辞退は，健康保険証を提示しても医療を受け
ることができなくなった多くの国民に，医師に対する不信感を抱かせるものとなった。
２

患者運動
日本における全国的な患者運動組織は，1948 年に結核療養所に入院している患者によ
って設立された日本患者同盟（以下「日患同盟」という。）を嚆矢とする。これに続くの
が，1951 年設立の全国ハンセン氏病患者協議会（以下「全患協」という。現全国ハンセ
ン病療養者協議会（以下「全療協」という。
））である。
日患同盟は結成時において既に会員数 2 万 3000 人の大規模な組織であり，ララ物資の
受配運動，生活保護法改善のための請願運動，国立病院の地方移管反対運動，療養所給付
費の増額要求運動などを行い，後に朝日訴訟を組織的に支援するなど，その存在と活動は
よく知られるところとなった。
他方，全患協も，らい予防法の改正による強制収容の廃止，退所規定の整備や外出禁止
の廃止，懲戒検束規定廃止等を要求に掲げ，らい予防法改正闘争では 180 人もの入所者に
よる国会前座り込み等の運動を展開したものの，強制隔離を定めた改正法が成立，療養所
は従来どおり社会から隔絶され，その運動も社会に広く知られることなく，年月の経過と
共に，ハンセン病という病ごと，社会から忘れられた存在となっていった。
しかし，その存在と活動は，同じく社会内のマイノリティである難治性慢性疾患の患者
たちを勇気づけ，多くの患者会の設立を促すものとなっている。
日患同盟や全療協のように代表者会議を開くなど，組織的な活動を展開するものとして
設立された患者組織としては，全国じん肺患者同盟（1964 年）
，全国脊髄損傷者療友会
（1959 年），全国心臓病の子どもを守る会（1963 年）
，日本むち打ち症連絡協議会（1940
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年）
，慢性一酸化炭素中毒患者会（1940 年）等がある。
かかる組織とは異なり，病を得た者どうしがつながりを求めることによって生まれた患
者会に，日本リウマチ友の会（1960 年），全国ヘモフィリア友の会（1967 年），互療会
（現日本オストミー協会，1969 年），ベーチェット病友の会（1970 年），全国腎臓病患者協
議会（1971 年）などがあり，1972 年 4 月にはこれらのうち 10 患者団体が全国難病団体連
絡協議会（難病連）を結成した。
いずれも，主として医療や処遇及びその改善を求める運動であり，患者の権利の前史的
な動きと評価できる。
３

薬害スモン

1955 年頃からその存在が報じられ始めたスモンは，整腸剤キノホルム製剤が原因であ
ることが否定できないとして製造販売及び使用停止される 1970 年まで，原因不明の奇病
とされたため，患者に対する差別偏見が形成され，患者たちは病ばかりでなくこれらの社
会的攻撃にもさらされることとなった。1969 年に設立された全国スモンの会は，当初，
その活動方針において，積極的な権利闘争を行うか，それとも相互扶助によって自立し社
会の同情を求めるかで議論が分かれ，結局後者を選択したが，その背景に患者たちのおか
れた厳しい状況があったことは否めない。
その後，全国 33 地裁 8 高裁で争われる裁判闘争となり，1979 年 9 月 15 日に和解が成
立した。薬害スモンは，1974 年の日弁連人権擁護大会の「医薬品の副作用による被害救
済に関する決議」を引き出し，医薬品副作用被害救済制度の設立へとつながり，裁判闘争
を終えた後も継続されたその粘り強い運動は後の薬害被害者運動の先達となった。同情を
求める運動から，権利主張する法廷闘争への転換は，被害者の価値観を大きく変えるもの
となった。
４

医療過誤訴訟
1971 年の人権擁護大会決議では医療事故の頻発についての指摘があるが，医療過誤訴
訟に患者側で取り組む弁護士の活動が活性化し，医療過誤訴訟においても患者側が一定の
成果をあげられるようになるのは，1977 年に設立された医療問題弁護団をはじめ，全国
各地で弁護士グループが立ち上がってからのことである。1980 年代以前においては，医
療過誤に積極的に取り組む弁護士の数は少なく，医療事故被害者が声を上げ，訴訟を提起
し，勝訴に至るのは極めて困難であった。
５

三つの医療基本法案
1970 年前後，「医療基本法」の制定を求める動きがあった。まず，日本医師会法制委員

会が 1968 年に「医療基本法（第一草案）
」を取りまとめた。これは，医師・患者・保険者
間の不信感が高まってきたとの危機感から，医療関連法規を規制する基本的な法律がない
ことが医療問題混乱の大きな原因であるとして，医療政策の基本法を定める必要があると
したものである。しかし，その内容は，医師の自由性・独立性を尊重し，その社会的経済
的地位を保障し，国に基本計画策定の際にはあらかじめ医師会の意見を徴するなどとする
ものであった。
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これを受け，1972 年 5 月，厚生省が第 68 国会に政府案としての「医療基本法案」を提
出した。これは前述の保険医総辞退による混乱を収拾させるための武見会長と厚生大臣と
の交渉の産物であり，要綱の段階では医療政策の基本方針を定めるものとしていたが，最
終的な法案は，医療計画，医療計画審議会などもっぱら医療提供体制に関するものとなっ
ている。
政府案に対し，同月，社会党・公明党・民社党による「医療保障基本法案」が提出され
た。これは前年の社会党「医療基本法要綱」を骨子とするもので，
「憲法 25 条の精神に基
づき，国民の生命と健康を守るための国と地方公共団体の責務を明らかにし，その施策の
基本事項を定める」と明記している点や医療事故審査会，医療事故被害救済制度について
の規定をおくなどの点に特徴がある。
しかし，いずれの法案も医療提供者側から医療制度をみるものであり，患者の権利の視
点はまったく抜け落ちている。

第２

1980 年代の動き

１

医療事故をめぐる状況の展開
1980 年に大きく報道された富士見産婦人科事件は，医療の密室性が重大な患者の権利
侵害につながりかねないことを広く知らしめ，まさに医療事故が「埋もれた人権侵害」で
あることを印象づけるものとなった。
1977 年に設立された医療問題弁護団に続き，1980 年前後には全国各地において，患者
側で医療事故に取り組もうとする弁護士が現れ，それぞれに弁護団や研究会が形成され
た。これら弁護士グループの活動を通じて，医療過誤紛争の背景には，患者や家族に十分
な情報提供がなされず，事故が生じても往々にして患者・家族は何が起こったのかさえ分
からない，説明も受けられない実態のあることが明らかになっていった。
２

患者の権利宣言案
日常診療におけるインフォームド・コンセント原則は，1960 年代，人権意識が高まり
公民権運動，女性解放運動，消費者運動が展開されていたアメリカにおいてまず認知さ
れ，医療機関が発表した権利章典や，州法において定められるようになった。
これが世界的な動きとなったのは，1981 年ポルトガルのリスボンにおいて開催された
世界医師会総会における「患者の権利に関するリスボン宣言」の採択からである。同宣言
は 6 項目からなるが，その三番目に「患者は十分な説明を受けた後に治療を受け入れる
か，または拒否する権利を有する」と定め，これによって，インフォームド・コンセント
原則が日常医療の場にも適用されるものであることを明らかにした。
こうしたなか，前述の医療過誤に患者側で取り組む弁護士グループは，1984 年 4 月，
その趣旨に賛同する医師らと患者の権利宣言全国起草委員会を結成し，「与えられる医療

から参加する医療へ」をスローガンに運動を展開し，同年 10 月 21 日，名古屋において
「患者の権利宣言案」を採択した。
その前文は「健康を回復・維持または増進するため，医療従事者の助言・協力を得て，
自らの意思と選択のもとに，最善の医療を受けることは人としての基本的権利です」
，
「医
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療従事者は，これらの権利の実現に努め，その擁護者となるべき社会的使命を負っていま
す」とうたい，その本文は，1 個人の尊厳，2 平等な医療を受ける権利，3 最善の医
療を受ける権利，4 知る権利，5 自己決定権，6 プライバシーの権利，という構成に
なっている。
これは，「宣言案」とされていることから明らかなように，これをモデルに各地，各団
体において独自の宣言がなされ，また患者の権利についての議論が進み，その内容がより
具体的に明らかになることを期待してなされたものである。宣言案は，各紙の論説で取り
上げられ，その後各地で独自の宣言がなされたり，関連するアンケート調査がなされるな
どすることによって，目標とした患者の権利運動の進展へとつながるものとなった。
３

医療側，厚生省の動き

日本病院協会は，1983 年『勤務医マニュアル』を発表し，その第 4 項に「患者の権利
と責任」として，人格を尊重される権利，医療上の情報，説明を受ける権利，医療を拒否
する権利などを明記した。しかし，並列的に患者の責務も記載され，患者の権利は「倫理
的権利」と色づけられるなど，必ずしも権利性を明確に認めたものとはいえない内容だっ
た。
1989 年に全国保険医団体連合会が発表した「開業医宣言」は，前述の患者の権利宣言
に呼応するものであった。また，1991 年に日本生協医療部会が発表した「患者の権利章
典」は，独自に行ったアメリカの患者の権利状況の視察等を踏まえた組織内の議論の上で
発表されたものであるが，やはり患者の権利宣言を受けた流れのひとつに数えることがで
きる。
また，厚生省は，1987 年に国民医療総合対策本部が中間報告として「インフォームド・
コンセントという考え方を踏まえた医療機関による医療サービス指針の作成と普及方策の
検討」の必要性を述べ，1989 年には，病院関係者等による「患者サービスのあり方に関
する懇談会」が報告書においてインフォームド・コンセントの重要性を指摘した。
日本医師会生命倫理懇談会による 1990 年の「説明と同意」についての報告も，こうし
た流れを受けたものではあるが，
「説明と同意」という訳語は，インフォームド・コンセ
ントの理念を正しく伝えず，むしろ従来型のパターナリズムを温存させるものであるとの
批判を受けた。

第３
１

1990 年代の動き

患者の権利法制定を求める動き

患者の権利宣言案 5 周年となる 1989 年，福岡市で開催された患者側で医療過誤に取り
組む弁護士グループの集まりにおいて患者の権利を定める法律の制定についての提言がな
された。その背景には，和田心臓移植事件以来タブー視されてきた脳死臓器移植を国内で
実施できないかとの動きに対する警戒があった。
1990 年に「臨時脳死及び臓器移植調査会」通称脳死臨調が設置されると，患者側代理
人グループが中心となり，各地での公聴会への出席や意見書提出の働きかけを行った。こ
こにおいて，改めて，先端医療において，インフォームド・コンセントをはじめとする患
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者の権利の行使が完全に保障されることの重要性が強調されるに至った。
1991 年 10 月，患者の権利法をつくる会が結成され，
「患者の諸権利を定める法律要綱
案」を発表した。同要綱案は，前文において，患者の権利の根拠として世界人権宣言，国
際人権規約，日本国憲法をかかげ，本文は，Ⅰ 医療における基本権，Ⅱ 国及び地方自治
体の責務，Ⅲ 医療機関及び医療従事者の責務，Ⅳ 患者の権利各則，Ⅴ 患者の権利擁護
システム，という構成をとっている。
その翌年の 1992 年，日弁連は脳死臨調の答申に対する意見書において，インフォーム
ド・コンセントを含む患者の基本的人権保障のシステムが定着していない臨床医療の実情
を指摘し，脳死移植の安易な容認はドナーのみならず，レシピエントの人権をも損なうお
それがあるとして，それに先立ち，診療録などの閲覧・謄写権が認められるなど，まずは
日常診療での情報開示がなされることが重要であると指摘した。
同年の日弁連人権擁護大会における患者の権利の確立に関する宣言は，日弁連として初
めて「患者の権利」という言葉を用いているが，
「立法化を含めたあらゆる努力を尽くす
ことを求め，その実現に努力する」と，立法化に否定的な医療側にも配慮する表現となっ
ている。
患者の権利法をつくる会は，患者の権利先進国ともいうべき北欧や英米の視察を行い，
その情報を国内に伝える活動を行っているが，なかでも 1995 年の WHO 視察において，
前年 3 月にオランダアムステルダムで採択されたヨーロッパにおける患者の権利の促進に
関する宣言を知り，これを翻訳して普及したことは，国内の患者の権利運動に影響を与
え，後の患者の権利オンブズマン設立につながるものとなった。
２

医療被害者らの組織化
患者の権利法をつくる会と時を同じくして 1991 年 10 月，医療過誤原告の会が結成され
た。それまで，医療過誤被害者が全国的に集い，組織として活動を行うことはなかった。
原告の会は，被害者らの切実な願いである事故原因の究明と再発防止を求め，幅広い相談
活動のほか，患者の権利を運動課題に掲げる各団体と協力し，政策課題に取り組んだ。
またスモン以降数々の薬害が問題となり，それぞれに被害者団体が形成されていたが，
1999 年薬害スモン基金主催の呼びかけをきっかけに全国薬害被害者団体連絡協議会（以
下「薬被連」という。）が設立された。この薬被連は，後述の薬害エイズ訴訟和解後の協
議の結果設けられた「薬害根絶デー」におけるアピール活動のほか，厚生労働省，文部科
学省，医薬品機構との協議を継続し，一定の発言権を持つ存在となっている。
また，医療被害者の団体ではないが，患者支援の動きとして，1999 年 6 月に設立され
た患者の権利オンブズマンの活動がある。これは，WHO ヨーロッパ宣言の定める苦情申
立権を実現し，患者がその権利を有効に行使することの支援を目的とするものである。苦
情相談やそれを受けての調査・提言等の活動及びその年次報告等公刊による情報提供によ
り，患者の権利の普及に寄与している。
３

薬害エイズ訴訟
薬害エイズ訴訟は，大阪地裁及び東京地裁に，いずれも 1989 年に提起された。当時，

HIV 陽性患者に対する有効な治療法は確立されておらず，原告たちが文字通り次々に倒
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れていく過酷な現実の中，意図的に生み出されたと評価できるエイズへの激烈な差別偏見
を最大限回避するため，匿名での訴訟が遂行された。
裁判闘争を通じて明らかにされた被害の深刻さ，薬害行政と製薬会社による人命の軽
視，営利優先の姿勢は，大きく報じられ，国民の注目を集めた。危険に関する情報が隠蔽
されたために大きな被害を発生させた本件を通じて，情報に対する権利の重要性が改めて
強調されることとなった。
とりわけ，裁判闘争が，当時の原告に近い若い世代の共感を呼び，大学生をはじめとす
る大きな支援の輪を広げたことが，患者の権利に対する認識を高めた効果は大きかったと
評価できる。
薬害エイズ訴訟は 1996 年 3 月，判決を待たずして国（厚生省）が謝罪し，和解が成立
した。和解の際に当事者間でかわした確認書等に基づき，厚生省は総合研究開発機構
（NIRA）に薬害等再発防止システムに関する研究を要請した。NIRA は，翌年発表した中
間報告及び 1999 年の最終報告において，患者の権利と患者中心の医療の確立として，患
者の権利に関する法律の制定を提言した。
また，1997 年に弁護団が全国市民オンブズマン連絡会議と共同で呼びかけて設立され
た薬害オンブズパースン会議は，以後，薬害防止を目的とする NGO として個別の問題に
対して意見書をまとめ，政府や製薬企業への要望書や公開質問の提出，厚生労働省の各種
委員会への委員参加，ロビー活動等精力的に活動している。
４

医療過誤訴訟判決によるインフォームド・コンセント原理の確立
日本の裁判所においては，1992 年 8 月の東大病院 AVM 事件判決をはじめとして，医
療側の「説明義務違反」を認めるという形で，次々にインフォームド・コンセントの具体
的内容を説示する裁判例があらわれた。インフォームド・コンセント原理は，エホバの証
人の輸血拒否事件や乳房温存療法に関する説明義務違反についての各最高裁判決により，
法的に確立した権利となったと評価できる。
５

医療法改正等
厚生省が設置したインフォームド・コンセントの在り方に関する検討会は，1995 年 6

月，最終報告書「元気の出るインフォームド・コンセントを目指して」を発表した。
これは，インフォームド・コンセントを医療の中核をなすものとしてとらえるべきであ
るとしつつも，法制化にはなお医療者からの抵抗感があることに配慮し，国民全体がこの
理念の意味と意義を理解し，環境整備がなされるべきであるとするものである。
この報告を受けて，1997 年の医療法改正では，同法 1 条の４第 2 項に「医師，歯科医
師，薬剤師，看護婦その他医療の担い手は，医療を提供するに当たり，適切な説明を行
い，医療を受ける側の理解を得られるよう努めなければならない」との規定が設けられ
た。

第４

ハンセン病問題

らい予防法による強制隔離政策がもたらした被害の苛烈さ，1998 年 7 月の違憲国賠訴
訟提起と 2001 年 5 月の熊本判決，その確定及びそれに連なる一連の動きについては，第
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2 章にゆずるところであるが，ここでは，熊本判決の確定を受けて，真相究明・再発防止
提言のために設置された検証会議，その最終報告書を受けて設置されたハンセン病問題に
関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会（略称：ロードマップ委員会）の報告を紹
介するにとどめる。
らい予防法の下，90 年以上にわたり封印されてきた当事者の受けた被害は，原告たち
が権利主体として訴えた被害を，多くの人が知ることにより，広範な支援を獲得し，再発
防止のための患者の権利保障の重要性について，多くの国民の理解共感を得るところとな
っている。

第５

2000 年以降の動き

１

医療安全をめぐる動き
1999 年初頭に相次いで報じられた横浜市立大学病院附属病院の患者取り違え事件，都

立広尾病院の消毒薬誤投与事件は，事故自体の重大性はもちろんのこと，情報が改ざんさ
れたり隠蔽されたりしていたことが明らかになり，国民の医療に対する信頼を大きく揺る
がした。これ以降，マスコミによって取り上げられる医療事故が激増し，弁護士への相談
も増え，医療過誤訴訟の数も増えていった。
これを受け，厚生省は 2001 年 4 月医療安全推進室を設置し，以後医療安全対策の名の
もと，ようやく事故事例の集積や医療関連死についての調査分析事業の確立に向けて動き
はじめることとなった。2002 年 8 月には医療法施行規則改正により特定機能病院及び臨
床研修病院に安全管理委員会の設置など安全管理体制の整備を義務づけ，2004 年 10 月に
は医療事故情報等収集事業が始まった。2005 年 9 月には，診療行為に関連した死亡の調
査分析モデル事業が開始された。2006 年 6 月の医療法改正では，
「医療の選択に関する支
援」
「医療の安全の確保」の章が新設され，医療安全の確保にかかる医療機関管理者の義
務が定められた。
診療関連死因調査制度については，厚生労働省の三回にわたる試案の発表とそれに対す
る意見募集を経て，2008 年 6 月，第三者機関の設置を内容とする「医療安全調査委員会
設置法案（仮称）大綱案」が発表された。
また，各医療機関においても，事故が生じた場合には，これを隠さず，事故調査委員会
を設置し，可能なら第三者委員も加えた検討により事故原因を明らかにし，再発防止につ
なげようとする動きがみられるようになった。
日弁連の 2008 年「安全で質の高い医療を受ける患者の権利の実現に関する宣言」は，
かかる情勢を踏まえてなされたものである。
2009 年 1 月，産科医療補償制度が発足した。これは，分娩に関連した重度脳性麻痺に
ついて，家族の経済的負担を速やかに補償し，原因分析により将来の脳性麻痺の防止に資
する情報を提供し，これによる紛争の防止，早期解決及び産科医療の質の向上を図ること
を目的として掲げている。
２

診療録開示をめぐる動き
従前，医療機関が任意に診療録開示に応じることはほとんどなく，患者は証拠保全手続
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を通じて診療録の開示を求めていた。1984 年の患者の権利宣言案には既に診療録の閲覧
権に関する文言があるが，診療録開示を求める動きが具体的になったのは 1990 年代後半
からであり，患者の権利法をつくる会は 1995 年に「医療記録開示法要綱案」を発表，国
立大学附属病院長会議も 1999 年 2 月に「国立大学附属病院における診療情報の提供に関
する指針」を発表し，診療記録の開示を推進した。
こうした動きを受け，日本医師会も，法制化を回避する目的もあって，1999 年 4 月に
開示を原則とする「診療情報の提供に関する指針」を発表した。
また，2003 年 9 月厚生労働省は患者のほか遺族に対してもカルテ開示すべきとする「診
療情報の提供に関する指針」を各都道府県知事に通知した。
これらの動きにより，診療録の開示の実践は進んでいたが，2005 年 4 月個人情報保護
法が完全施行され，医療記録も個人情報に含まれるものとして，その開示は法的義務とな
った。
３

刑事司法介入をめぐる動き

かつて，医療事故について，刑事司法が介入することはまずなかった。ところが 1999
年以降，医療事故に対する国民的関心の高まりに呼応するように，事故「加害者」として
の医療関係者が刑事責任を問われ，身柄拘束される事例が見受けられるようになった。
特に 2003 年 2 月に担当医が逮捕され，その後無罪となった福島県立大野病院事件は注
目を浴び，立件自体について医療側からの批判が相次いだ。これら医療事故当事者の身柄
拘束は，我が国の刑事司法の自白偏重主義に端を発するものであり，本来的には捜査段階
の在り方そのものが問われるべきである。強制捜査の介入は，医療現場における当事者や
関係者を深く傷つけるものとなり，事故が公にされることについての強い拒否感を生み，
院内事故調査委員会による事故原因究明再発防止策提言の動きも，全国的にとまってしま
ったかに見える。
また，司法介入を批判する論者の中には，患者の医療関係者に対する過剰な要求が，か
かる動きを誘発し，ひいては現場の医師らを萎縮させ，産科や小児科等事故が問題となり
やすい領域や，リスクが大きいとされる病院の勤務から立ち去らせ，
「医療崩壊」を招い
ているという者も現れた。その影響もあってか，2005 年以降は，新たに提起される医療
過誤訴訟の数は減っており，また一時期向上していた医療過誤訴訟における患者側勝訴率
も低下傾向にある。
４ 「医療基本法」提案の動き
前述のハンセン病問題に関する検証会議は，2005 年 3 月に発表した最終報告書におい
て，再発防止のための 9 つの提言を行い，その筆頭に，患者・被験者の諸権利の法制化を
掲げた。これを受けて設置された再発防止検討会には，日本医師会のメンバーを含め医療
提供者側からも複数の委員が参加していたが，同検討会は，度重なる議論の末，2008 年 4
月にまとめた報告書において，現行の法律の中で認められる患者の権利に関する医療の基
本原則に関わる規定は，医療法など，施設法的な性格が強い法律のなかで規定されている
ために部分的であり，患者の権利についての重要で不可欠な法規定が少なからず欠けてい
るという問題があること，その反面，医療従事者の責務についての規定は詳細で，違反に
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対して罰則が定められているものもあり，患者の権利の擁護という観点から導き出された
ものというよりも，あくまでも国の医療行政を円滑に進めるための医療施設や医療従事者
に対する行政取締法規という性格が強く，しかも少なからず強行的な規定が残されている
ため，患者と医療従事者の信頼関係を促進するどころか，かえって損なうことにもなりか
ねない，と指摘し，患者の権利の擁護という観点を中心に医療関係諸法規の整理・整備を
図るという目的から，医療の基本原則と医療体制の充実，患者の権利と責務，医療従事者
の権限と責務という構成による医療の基本法の制定の必要性を提言した。
この問題意識は，同検討会の委員を務めた委員を中心とした日本医師会医事法関係検討
委員会による 2010 年 3 月の答申「『患者を巡る法的諸問題について』―医療基本法のあり
方を中心として―」に受け継がれ，同答申においても，患者を中心とした医療を実現する
ための筋道として，医療における基本法の制定の必要性が掲げられ，再発防止検討会の提
言にほぼ沿った形の医療基本法の制定が提案されている。
2009 年 6 月には，自民党麻生政権下に設置された「安心社会実現会議」の最終報告書
「安心と活力の日本へ」も，「国民の命と基本的人権（患者の自己決定権・最善の医療を受
ける権利）を実現するため，2 年を目途にそのことを明確に規定する基本法の制定を推進
しなければならない」との提言を行った。
これらの動きとは別に，東京大学医療政策人材養成講座における動きがある。この講座
は，患者関係者，医療従事者，医療ジャーナリスト，政策立案者の四者を医療のステーク
ホルダー（担い手）と位置づけ，それぞれの領域から参加者を募り，医療に内在する課題
への解決策を提示しようとするものである。その第 4 期生を中心に，日本国憲法 25 条の
理念を具現化するものとして医療を位置づける，医療基本法構想が提言されている。
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第３節

まとめ

以上，我が国におけるこれまでの患者の権利に関する動きを概観した。
患者の権利は，我が国においても，まずは，実験的医療や精神医療における強制入院な
ど人権侵害であることがわかりやすい領域で指摘されるようになり，しだいにその理念が
日常診療の場面に広がっていったこと，とりわけ数々の薬害訴訟をはじめとする集団訴訟
を通じて，患者の権利の重要性についての認識が高まり，また被害者団体が共同して運動
を展開することにより国や社会に働きかける力を獲得し，医療提供者側の認識をも変えて
いった経過がうかがわれる。
患者の権利自体の重要性については，今や医療提供者側も積極的に認めるところであ
り，その理念において異論はないといえる状況にある。それにもかかわらず，法制化に関
してはいまだに多くの抵抗がある。そこには，患者の権利が，医療提供者に向けられたも
のであり，法制化されることによって今よりいっそう過剰な負担を強いられるのではない
かとの医療側の根深い危惧感がある。
確かに，行政法規による取締まりは医師患者関係を悪化させかねないものであったと言
える。これに対し，前述のハンセン病問題再発防止検討会による提言は，医師を患者の権
利擁護者と位置づけ，ともに国に対して必要な施策を迫っていく協働できる立場の者と位
置づけていて，医療側の賛成も得られている。このように，患者の権利に関する法律の存
在は，現存する諸問題を解決するための制度の整備に有用なものであり，医療側にとって
も，患者と協働して，国にあるべき施策を求める根拠となるものと位置づけられるべきも
のである
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第４章
第１節
第１
１

患者の権利に関する諸外国の状況
歴史的経緯

世界の状況

ニュルンベルグ綱領
従来，医療の分野では，
「医師が患者を守るべきである」というメディカルパターナリ

ズム（医療父権主義）という認識の下で，医師が医療内容を一方的に決定する方式が常態
であった。
しかし，ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルグ軍事裁判の中で，第二次世界大戦中の
ナチスの人体実験の非人間的犯罪性が明らかにされ，それを反省する意味で，1947 年，
「ニュルンベルグ綱領」が作成されたのが，現代における患者の権利の歴史の始まりであ
る。その冒頭に掲げられた「医学的研究においては，その被験者の自発的同意が本質的に
絶対に必要である」という項目は，患者の権利，特にインフォームド・コンセント概念の
出発点である。
２

世界医師会総会（WMA）
その後，世界医師会総会が，患者の権利に関し，多くの宣言を発表している。
まず，1948 年，第 2 回世界医師会総会で採択された「ジュネーブ宣言」が発端となっ
て，1949 年，第 3 回世界医師会総会において，「医の倫理の国際綱領」が採択された後，
1964 年，第 18 回世界医師会総会において，
「ヘルシンキ宣言」
（人間を対象とする医学研
究に関する倫理的原則）が採択された。
1981 年，第 34 回世界医師会総会において，
「患者の権利に関するリスボン宣言」が採
択され，良質の医療を受ける権利，自己決定権，尊厳性への権利など患者の権利保障のた
めの行動指針が初めて打ち出された。
その後，ヘルシンキ宣言やリスボン宣言は，適宜，改訂がなされ，1995 年，第 47 回世
界医師会総会（バリ）では，リスボン宣言に「情報を得る権利」が追加された（日本は棄
権）。
３

米国

アメリカでは，
（インフォームド・コンセントに必要な情報開示を医師に義務づけた）
1957 年のサルゴ判決後，1960 年代から，多様な人権運動を背景として，患者の人権運動
が始まり，患者が保護の客体でなく権利の主体という主張がなされた。
1970 年代に入ると，初期の心臓移植手術が開発途上の技術とみなされ，人体実験とし
ての手続を取ることが求められたことを端緒に，医師が治療内容・危険性等を説明したう
えで患者の同意を得て治療内容を決定していくという考え方が基本とされ，患者を医師と
対等な立場にある医療サービスの消費者として認識するよう求める運動が起こった。
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そのようななか，1972 年，ベス・イスラエル病院（ボストン）が，医療機関として初
めて「患者としてのあなたの権利」を掲げ，1973 年，米国病院協会がインフォームド・
コンセント，自己決定権を柱とした「患者の権利章典」を発表した。同章典には，患者が
思いやりのあるケアを受ける権利，知る権利，治療を拒む権利，人体実験などのプロジェ
クトを拒む権利，医療費について説明を受ける権利，継続的治療を受ける権利などが盛り
込まれている。
その後，1973 年，ミネソタ州，1980 年，コロラド州が先駆けとなり，主に 1990 年代以
降，米国各州で「患者の権利憲章」が法制化されていった。
４

ヨーロッパ
ヨーロッパでも，1970 年代から患者の権利に関する議論が始まり，欧州評議会は，

1976 年，「病人／患者及び末期患者の権利に関する勧告」を，1980 年，「病人／患者の治
療参加に関する勧告」を，1981 年，「自動化医療データバンクに関する勧告」を出した。
1980 年代以降，患者の権利に関連する法律制定の動きが出てきた。1980 年，スウェー
デンの「保健医療サービス信頼委員会法」
，1986 年，フィンランドの「患者傷害法」，
1990 年，イギリスの「保健記録アクセス法」が制定された。
1991 年，イギリスで，最初の「患者憲章」が制定され，1992 年，フィンランドで初め
て，独立した患者の権利法（
「患者の地位及び権利に関する法律」）が誕生した。
WHO ヨーロッパ地域事務所は，1994 年，「患者の権利の促進に関する宣言」を採択
し，同年，オランダで，民法典の契約法の一部（医療契約法）として患者の権利が法定さ
れ，その後，1997 年，アイスランド，1998 年，デンマーク，1999 年，ノルウェーにおい
て，次々と「患者の権利に関する法律」が制定された。
その後も，2002 年にはフランス・ベルギー・スペインなど，ヨーロッパ諸国を中心と
して患者の権利に関する法律が制定されている。

第２
１

日本の状況

各団体の宣言等

1983 年，日本病院会が，「勤務医マニュアル」で患者の権利と責任を明記し，1984 年，
「患者の権利宣言全国起草委員会」が「患者の権利宣言案」を発表し，1989 年，全国保険
医団体連合会（略称：保団連）が「開業医宣言」を出した。
1990 年，日本医師会生命倫理懇談会は「
『説明と同意』についての報告」をまとめ，
1991 年，日本生活協同組合連合会医療部会が「患者の権利章典」を明らかにし，同年，
患者の権利法をつくる会が「患者の諸権利を定める法律要綱案」を取りまとめ，1992 年，
日弁連も，「患者の権利の確立に関する宣言」を発表した。
２

国の検討会提言・医療法改正
厚生省が設置した「インフォームド・コンセントの在り方に関する検討会」は，1995

年，インフォームド・コンセントを医療の中核と位置づける最終報告書をまとめた。これ
を受けて，1997 年，医療法改正がなされ，医療法 1 条の 4 第 2 項において，
「医師，歯科
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医師，薬剤師，看護師その他の医療の担い手は，医療を提供するにあたり，適切な説明を
行い，医療を受ける側の理解を得るよう努めなければならない」と定められた。
また，NIRA（総合研究開発機構）は，薬害 HIV 事件を契機として「薬害等再発防止シ
ステムに関する研究会」を設置し，1998 年，「患者の権利に関する法律（仮称）」の制定
を提唱する研究報告をまとめた。
３

政府指針・国の検討会提言

1999 年，国立大学附属病院長会議や日本医師会は「診療情報の提供に関する指針」を
発表し，2003 年，厚生労働省も「診療情報の提供等に関する指針」を発表した。
また，ハンセン病国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決（2001 年）を受けて設置されたハ
ンセン病問題に関する検証会議が，2005 年，「患者・被験者の権利の法制化」を最終報告
書で提言した。
その後，2009 年，ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会や，
安心社会実現会議が，それぞれ患者の権利を保障するための医療の基本法の制定を提言し
た。
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第２節
第１
１

各国の患者の権利法の形態

ヨーロッパ諸国等

単独法等で包括的な患者の権利法を制定
以下の 17 か国が単独法で（ないしそれに準じて）包括的な患者の権利を立法化してい

る。
（ただし，当実行委員会で把握できた範囲に限る。以下，同様。
）
（1）1990 年代
①

北欧諸国
1992 年 フィンランド（患者の権利及び地位に関する法律）
1997 年
1998 年

アイスランド（患者の権利に関する法律）
デンマーク（患者の権利に関する法律）

1999 年 ノルウェー（患者の権利に関する法律）
② 西欧諸国
1994 年 オランダ（民法典中の改正により医療契約法を追加）
1998 年 トルコ（患者の権利に関する保健省令）
③ 東欧諸国
1996 年 リトアニア（患者の権利・傷害補償法）
④ その他
1996 年 イスラエル（患者の権利法）
1996 年 ニュージーランド（The Code of Health and Disability Services Consumersʼ
Rights）
（2）2000 年代
① 西欧諸国
2002 年 フランス（患者の権利及び保健制度の質に関する法律）
2002 年 ベルギー（患者の権利法）
2002 年 スペイン（患者の自律及び医学的情報・文書に関する患者の権利・義務
に関する基本法）
② 東欧諸国

２

2000 年

グルジア（患者の権利法）

2002 年
2003 年
2004 年

エストニア（患者の権利法）
ルーマニア（患者の権利法）
キプロス（患者の権利の安全・保護法）

2004 年

クロアチア（患者の権利保護法）

患者の権利条項を他の法律に包括的に規定

以下の 8 か国が，独立して包括的な患者の権利法は制定されていないが，他の法律に患
者の権利に関する包括的な条項を規定している。
（1）西欧諸国
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1992 年
1993 年

ギリシア（保健制度近代化・組織化法 47 条）
オーストリア（1993 年改正病院法 5a 条）

1998 年 ルクセンブルグ（病院施設法 10 章）
（2）東欧諸国
1993 年 ロシア（ロシア連邦市民保健保護基本法 30 条ほか）
1997 年 ラトヴィア（医療法 4 章，8 章）
1997 年 ハンガリー（保健法 6 条〜27 条）
2004 年 スロヴァキア（保健ケア・保健ケア関連法 6 条，11 条，17 条）
2005 年 ブルガリア（2005 年改正保健法 1 章 2 節）
３

患者の権利条項の一部を分割して制定
以下の 2 か国が，患者の権利の一部を分割して制定している。
（1）スウェーデン
スウェーデンでは，情報を受ける権利，同意権，ケア・治療を受ける権利は，保健医
療サービス法，保健医療職業法などで規定しており，法的代理人による同意に関する特
別条項は親子法典に存在し，秘密保護・プライバシー権は秘密保護法・保健医療職業法
に規定されている。
（2）イギリス
イギリスでは，病院苦情処理法で苦情申立権，保健記録アクセス法で医療記録アクセ
ス権が規定されている。

４ 「患者の権利憲章」
以下の 11 か国が，包括的な患者の権利に関する法律は制定していないが，「患者の権利
憲章」として定めている。
（1）西欧諸国
1991 年
1995 年
1997 年

イギリス
アイルランド
ポルトガル

2001 年 オーストリア
2003 年 ドイツ
（2）東欧諸国
1992 年
1999 年

チェコ
ポーランド

2000 年 スロヴァキア
（3）アジア
1995 年
1999 年

マレーシア
香港

（4）アフリカ
1996 年 南アフリカ共和国
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（注記）
① イギリス
「患者の権利憲章」（1991 年）において，説明を受ける権利，セカンド・オピニオ
ン，保健記録アクセス権，苦情申立権などが規定されており，これは，国民保健サー
ビス（NHS）の利用者に対し，環境と財源の許す限り，サービスを提供するという
NHS の目的を反映したものである。
② ドイツ
連邦司法省・社会省が「患者のための権利憲章」（2003 年）において，医師・病院
の選択権，セカンド・オピニオン，良質の医療を受ける権利，医師の説明義務，患者
の自己決定権，未成年者・被保護者の権利，ターミナルケア，患者の記録アクセス
権，データの秘密保護，苦情処理，損害賠償請求など包括的な患者の権利を定めてい
る。

第２

米国

１

州法
米国では医療における施策の基本的権限をもつ州が，「患者の権利憲章」
（Patientʼs Bill
of Rights）を立法化している。
1973 年，ミネソタ州，1980 年，コロラド州が，包括的な患者の権利法を先駆けて立法
化していたが，1989 年，ニュージャージー州が「救急病院における患者の権利」を立法
化して以降，特定領域の患者の権利を定める立法が各州でなされていき，1996 年，ニュ
ーヨーク州が包括的な「患者の権利法」を制定して以降は，包括的な患者の権利法の立法
がなされる州が増加した。
クリントン政権下で設置された有識者からなる委員会が，
1998 年，Consumer Protection
and Quality in the Health Care Industry という最終報告書（通称「患者の権利憲章
（Patientʼs Bill of Rights）」
）を出したところ，多くの医療機関が採択し，州法のモデルと
された。同憲章の内容は主に医療の質の改善であり，附則として「消費者の権利と責務憲
章」
（A Consumer Bill of Rights and Responsibilities）が掲げられ，①情報の開示，②医
療提供者と医療プランの選択，③救急サービスへのアクセス，④治療の決定への参加，⑤
尊重と非差別，⑥医療情報の機密，⑦苦情申立，⑧消費者の責務等が定められている。
最近（2009 年）の報告では，米国 50 州の内，包括的な患者の権利法が制定されている
州は 23 州，特定分野（救急，産科等）について患者の権利を法制化しているのは 25 州，
法制化されていないのは 2 州であるという。
なお，米国各州での，包括的な患者の権利に関する法律は，個別法ではなく，公衆衛生
法等医療の一般法（Public Health Law）に組み込まれて規定されている。
２

連邦政府

連邦政府では，包括的な患者の権利に関する法律は制定されていない。
しかし，1990 年包括予算調停法（Omunibus Budget Reconciliation Act of 1990）の中
で，社会保障法典の修正規定として成立した条項では，
「自らに影響を及ぼす診療内容の
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決定に参加」する権利として，
「内科的及び外科的治療を受け又は拒否する権利」
，「当該
権利を自ら判断能力のない状態に陥ったときにも保障するための予告施療指示書
（advance directive）を作成する権利」が規定された。
また，同年制定された「患者の自己決定法」
（The Patient Self-Determination Act）で
も，医療機関は新患患者に対し，リビング・ウィル（末期状態になったときに生命維持装
置の中止・取り外しについて指示する文書）やアドバンス・ディレクティブ（事前指示：
医療における自己決定を自分ができない状態になってから発効する医師への指示文書の総
括）に関して，州法の存在を知らせ，必要な手続を説明し手助けをしなければならないと
定められており，1993 年に制定された「統一保健ケア決定法」
（The Uniform HealthCare Decisions Act）も，アドバンス・ディレクティブ（事前指示）等に関する法律であ
る。
ブッシュ政権下では，2001 年，上院と下院にそれぞれ別の患者の権利法が提案された
が，その内容を調整できず，制定には至らなかった。
オバマ政権下では，2010 年 3 月 23 日，
「患者保護及び医療費負担適正化法」
（Patient
Protection and Aﬀordable Care Act）が成立したが，これは，全米国国民が医療保険を
適正な額で入手し，基本的医療を受けることができる公平な機会均等の場を国民の権利と
して保障するための法であり，国家が国民の医療を受ける権利を保障するものではない。
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第３節
第１

患者の権利法における各権利の内容

患者の権利の分類・内容

各国で立法化されている患者の権利の分類・内容としては，概ね，以下のようなものが
挙げられる。
１

基本理念

（1）人間の尊厳・自律性の尊重
（2）差別禁止・平等原則
２ 医療提供
（1）適切な医療を受ける権利
（2）医師・医療機関を選択・変更する権利
３ インフォームド・コンセント原則
（1）健康状態・医療行為等の情報を得る権利
（2）情報提供を拒否する権利
（3）医療行為の同意権・拒否権（自己決定権）
４ インフォームド・コンセントの特別規定
（1）未成年者
（2）判断能力を欠く者
（3）緊急的治療
５

インフォームド・コンセントに関連する権利

（1）セカンド・オピニオンを得る権利
（2）科学研究への参加に対する同意権
（3）説明・選択のための援助・通訳を受ける権利
６ プライバシー権
（1）治療上のプライバシー保護
（2）医療記録の秘密保護
７

医療情報・記録

（1）医療記録開示等請求
（2）遺族への情報提供
８ 終末期医療
（1）リビング・ウィル，アドバンス・ディレクティブ（事前指示）
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（2）尊厳死・延命治療拒否権
９

人身の自由
虐待・拘束からの自由

10

子どもに関する特別規定
子どもの支援・教育・付添を受ける権利

11

紛争解決

（1）苦情申立権（苦情処理機関）
（2）被害補償

第２

各国における各権利条項の分類

患者の権利に関する法律について（情報収集可能な）単独法等で患者の権利法が制定さ
れているヨーロッパ諸国等（17 か国），患者の権利条項が他の法律に（包括的に）規定さ
れている国（8 か国），患者の権利の一部が分割して規定されている国（2 か国）及び米国
2 州（ミネソタ州・コロラド州）の合計 29 か国において，各患者の権利の種類・内容毎
にそれが定められている国について分類すると，以下のとおりとなる（別表 1，2 参照）
（なお，フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，フランス，
米国（ミネソタ州・コロラド州）以外は，患者の権利に関する法律の日本語訳が見あたら
ないため，正確性が担保されていない点は留意されたい。）
。
１ 基本理念
（1）人間の尊厳・自律性の尊重（14 か国）
① 患者の権利法制定国（10 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，トルコ，フランス，ベル
ギー，グルジア，イスラエル，ニュージーランド
② 他の法律で保障する国（2 か国）
スウェーデン，ハンガリー（改正保健法）
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
（2）差別禁止・平等原則（14 か国）
①

患者の権利法制定国（11 か国）

フィンランド，アイスランド，ノルウェー，トルコ，フランス，ベルギー，リトア
ニア，グルジア，キプロス，イスラエル，ニュージーランド
② 他の法律で保障する国（3 か国）
ハンガリー，スロヴァキア，ブルガリア
２

医療提供

（1）医療を受ける権利（21 か国）
① 患者の権利法制定国（12 か国）
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フィンランド，アイスランド，ノルウェー，トルコ，フランス，ベルギー，スペイ
ン（総合保健法）
，リトアニア，グルジア，キプロス，イスラエル，ニュージーラン
ド
②

他の法律で保障する国（7 か国）

ギリシア，ルクセンブルグ，ラトヴィア，ハンガリー，スロヴァキア，スウェーデ
ン，イギリス
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
（2）医師・医療機関選択権（12 か国）
①

患者の権利法制定国（7 か国）
アイスランド，ノルウェー，トルコ，ベルギー，スペイン，リトアニア，グルジア
② 他の法律で保障する国（3 か国）
ルクセンブルグ，スロヴァキア，ロシア（連邦国民健康保険法）
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
３ インフォームド・コンセント原則
（1）情報を得る権利（説明義務）（24 か国）
① 患者の権利法制定国（14 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，フラ
ンス，ベルギー，スペイン，リトアニア，グルジア，キプロス，イスラエル，ニュー
ジーランド
② 他の法律で保障する国（8 か国）
スウェーデン，ギリシア，ルクセンブルグ，ロシア，ラトヴィア，ハンガリー，ス
ロヴァキア，ブルガリア
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
（2）情報提供拒否権（8 か国）
① 患者の権利法制定国（7 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，フランス，グ
ルジア
② 米国（1 州）ミネソタ州
（3）同意権・拒否権（自己決定権）（23 か国）
① 患者の権利法制定国（14 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，フラ
ンス，ベルギー，スペイン，リトアニア，グルジア，キプロス，イスラエル，ニュー
ジーランド
②

他の法律で保障する国（7 か国）
スウェーデン，ギリシア，ルクセンブルグ，ラトヴィア，ハンガリー，スロヴァキ

ア，ブルガリア
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
４

インフォームド・コンセントの特別規定
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（1）未成年者（自己決定権行使年齢）
（13 か国）
① 患者の権利法制定国（10 か国）
フィンランド，アイスランド（16 歳），デンマーク（15 歳），ノルウェー（15 歳），
オランダ（16 歳），トルコ，フランス，ベルギー，スペイン（16 歳），グルジア
② 他の法律で保障する国（2 か国）
スウェーデン（親子法典），ルクセンブルグ
③ 米国（1 州）コロラド州
（2）判断能力を欠く者（14 か国）
① 患者の権利法制定国（11 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，フラ
ンス，ベルギー，スペイン，グルジア，イスラエル
②

他の法律で保障する国（1 か国）
ルクセンブルグ
③ 米国（2 州）ミネソタ州，コロラド州
（3）緊急的治療（13 か国）
① 患者の権利法制定国（10 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，フランス，ベ
ルギー，リトアニア，キプロス，イスラエル
② 他の法律で保障する国（2 か国）
ラトヴィア，ハンガリー
③ 米国（1 州）ミネソタ州
５ インフォームド・コンセントに関連する権利
（1）セカンド・オピニオンを得る権利
① 患者の権利法制定国（4 か国）
アイスランド，ノルウェー（再診断を得る権利）
，グルジア，イスラエル
（2）科学研究への同意権（8 か国）
① 患者の権利法制定国（6 か国）
アイスランド，トルコ，フランス（研究対象者保護法），リトアニア，キプロス，
ニュージーランド
② 他の法律で保障する国（1 か国）
スロヴァキア
③ 米国（1 州）ミネソタ州
（3）説明・決定の援助・通訳を受ける権利（6 か国）
①

患者の権利法制定国（4 か国）
フィンランド（通訳），アイスランド（通訳），ノルウェー（第三者立会），ニュー
ジーランド（効果的言語によるコミュニケーション・選択への支援）
② 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
６

プライバシー権
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（1）治療上のプライバシー保護（15 か国）
① 患者の権利法制定国（13 か国）
アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，フランス，ベルギ
ー，スペイン，リトアニア，グルジア，キプロス，イスラエル，ニュージーランド
② 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
（2）医療記録等の秘密保護（16 か国）
①

患者の権利法制定国（10 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，スペ

イン，リトアニア，グルジア，イスラエル
② 他の法律で保障する国（4 か国）
スウェーデン（秘密保護法），ロシア，ラトヴィア，ハンガリー
③

米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州

７ 医療情報・記録
（1）医療記録開示等請求権（15 か国）
① 患者の権利法制定国（11 か国）
アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ，トルコ，フランス，ベルギ
ー，スペイン，グルジア，キプロス，イスラエル
② 他の法律で保障する国（3 か国）
スウェーデン（秘密保護法・医療記録法），イギリス（保健記録アクセス法・デー
タ保護法），ハンガリー
③ 米国（1 州）ミネソタ州
（2）遺族への情報提供
① 患者の権利法制定国（3 か国）
デンマーク，ノルウェー，フランス
８ 終末期医療
（1）リビング・ウィル，アドバンス・ディレクティブ（事前指示）
① 患者の権利法制定国（7 か国）
フィンランド（緊急治療の事前拒否）
，アイスランド（緊急治療の事前拒否），デン
マーク（リビング・ウィル），オランダ（事前の同意拒絶書面），スペイン（事前指
示）
，グルジア（アドバンス・ディレクティブ）
，ニュージーランド（アドバンス・デ
ィレクティブ）
（2）尊厳死・延命治療拒否権
① 患者の権利法制定国（3 か国）
アイスランド，デンマーク，ノルウェー
９

虐待・拘束からの自由
① 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
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10

子ども
子どもの支援・教育・付添を受ける権利
①

患者の権利法制定国（3 か国）
アイスランド，ノルウェー，フランス

11

紛争解決

（1）苦情申立権（苦情処理機関）（20 か国）
① 患者の権利法制定国（12 か国）
フィンランド，アイスランド，デンマーク，ノルウェー，オランダ（苦情処理法）
，
トルコ，フランス，ベルギー，スペイン（総合保健法）
，リトアニア，キプロス，ニ
ュージーランド
②

他の法律で保障する国（6 か国）
スウェーデン（保健医療サービス信頼委員会法）
，イギリス（病院苦情処理法），ギ

リシア，ルクセンブルグ，スロヴァキア，ブルガリア
③ 米国（2 州）ミネソタ州・コロラド州
（2）被害補償制度（7 か国）
① 患者の権利法制定国（6 か国）
フィンランド（患者傷害法），アイスランド（患者保険法），デンマーク（患者保険
法），ノルウェー（患者傷害補償法），フランス，リトアニア
② 他の法律で保障する国（1 か国）
スウェーデン（患者傷害法）

― 57 ―

第４章 患者の権利に関する諸外国の状況

第４節

患者の権利法の具体的内容

単独法で（ないしそれに準じて）包括的な患者の権利に関する法律が制定された外国の
代表例として，全条文の日本語訳が入手できる北欧４か国（フィンランド・アイスラン
ド・デンマーク・ノルウェー），オランダ，フランス及び米国ミネソタ・コロラド州の法
律の具体的内容を分析して紹介する。

第１

北欧諸国

１

主な特徴
まず，北欧の 4 か国（フィンランド・アイスランド・デンマーク・ノルウェー）では，

単独法として包括的な患者の権利に関する法律が 1990 年代に制定されており，その内容
は，患者の権利法の典型例と言ってよい。
北欧諸国は，地方自治体が主体となった公営医療であるため，患者の権利に関する法律
は，自治体と住民との関係を規律する行政法としての性格を帯びており，公営医療である
ことから生じる特徴的な規定として，受診までの待機期間・待機期間に関する情報提供な
どが規定されている。また，被害補償制度として，個別法で「無過失保険制度」が設けら
れているのも北欧諸国の特徴である（日本語訳は，林かおり「ヨーロッパにおける患者の
権利法」国立国会図書館調査及び立法考査局編『外国の立法』227 号（2006 年 2 月）によ
る）。
２

フィンランド（1992 年）

（1）経緯・概要
フィンランドでは 1980 年代から患者の権利法の立法化議論が始まり，1992 年，世界
に先駆けて，独立した患者の権利法である「患者の地位及び権利に関する法律」が制定
された。
その内容は，大きく「良質な治療を受ける権利」（3 条），「情報受領権・自己決定権」
（5 条〜7 条）
，「秘密保護」（12 条，13 条），「苦情申立権」
（10 条）に分けられる。
（2）具体的内容
① 患者（2 条）
「患者」とは，「保健・医療ケアサービスを利用する者又はそれらのサービスの対象
となる者をいう」（2 条 1 号）
② 良質な保健・医療ケア及び良質な治療を受ける権利（3 条）
「フィンランドに永続的に居住する全ての者は，差別されることなく，その時点に
おいて利用できる保健・医療ケアについて，可能な限りの資源の範囲内で，その者の
健康状態に応じた保健・医療ケアを受ける権利を有する」
（3 条 1 項）
「各患者は，良質な保健・医療ケアを受ける権利を有する」（同条 2 項前段）
③

患者の人間の尊厳・信念・不可侵性の尊重（3 条）

「ケアは，患者の人間の尊厳が侵害されることなく，患者の信念及び不可侵性が尊
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重される方法で患者が取り扱われるように整えられなければならない」
（3 条 2 項後
段）
④

情報を受ける患者の権利（5 条）
ア 情報を得る権利
（ｱ）基本原則
「患者は，自己の健康状態，ケア及び治療の意味，ケア及び治療の各種代替方
法，その効果について，並びにケア及び治療に関連して，患者がいかなるケアを
受けるかについて決定したときには，重要なその他の事情について，情報を受け
る権利を有する」（5 条 1 項本文）
（ｲ）情報提供の拒否・差し控え
「ただし，患者の意思に反する場合又は情報を与えることが患者の生命もしく
は健康に深刻な危険を与える結果となることが明らかな場合は，情報は，与えら
れてはならない」（同項ただし書）

イ 理解できる説明
「保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者は，患者が意味を十分に理解できる方
法を用いて情報を与えなければならない」（5 条 2 項前段）
ウ 通訳を受ける権利
「保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者が患者の使用している言語を駆使でき
ない場合又は患者が聴覚，視覚，言語能力の障害により自己の意思を伝えることが
できない場合は，可能な限り，通訳サービスが利用されなければならない」
（5 条 2
項後段）
⑤ 患者の自己決定権（6 条）
「ケア及び治療は，患者の同意の下で実施されなければならない。患者がある特定
のケア又は治療を拒否した場合，可能な範囲で，かつ患者の同意のある限りにおい
て，医学的観点から受け入れ可能なその他の方法で，ケア又は治療が与えられなけれ
ばならない」
（6 条 1 項）
⑥ 判断能力を欠く患者
ア 親族等への意見聴取
「精神障害，発達障害又はその他の理由により，成人の患者が自己のケア又は治
療に関して，決定ができない場合，患者の意思に最も沿ったケアの種類について重
要な決定がなされる前に，患者の法定代理人，身近な親族又はその他の近しい者
は，意見を求められなければならない」（6 条 2 項前段）
イ 親族等（ないしその意見）が明らかでない場合の治療義務
「それ（注：親族等（ないしその意見））について明らかにすることができなかっ
た場合は，その患者には，患者の利益と一致すると考えられる態様によりケアが与
えられなければならない」（6 条 2 項後段）
ウ 親族等の同意権
「第 2 項にいう状況においては，患者の法定代理人，身近な親族又は近しいその
他の者がケアに対する同意を行うことが前提とされる」
（6 条 3 項 1 文）
エ

親族等の義務（患者の意思尊重・利益配慮）
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「同意に当たっては，患者の法定代理人，身近な親族又は近しいその他の者は，
患者が以前に表明していた意思を尊重し，意思の表明がない場合は，患者の利益に
配慮しなければならない」（6 条 3 項 2 文）
オ ケアを禁止する権利の制限
「患者の後見人又はその他の法定代理人は，患者の生命又は健康に対する脅威を
避けるために必要ないかなるケアも禁止する権利をもたない」（9 条 4 項）
カ 同意権者が拒否した場合の治療義務
「患者の法定代理人，身近な親族又は近しいその他の者が患者のケア又は治療を
禁止した場合，同意を拒否した者と可能な限り協議した上で，医学的観点から受け
入れ可能なその他の方法で，ケア又は治療が与えられなければならない。患者の法
定代理人，身近な親族又は近しいその他の者がケア又は治療が与えられることに同
意しない場合，患者には，本人の利益と一致する方法でケア又は治療が与えられな
ければならない」（6 条 3 項 3 文，4 文）
⑦

未成年者の患者の地位（7 条）
ア 意見表明
「ケア又は治療法に関する未成年の患者の意見は，患者の年齢又は発達の度合い
に応じて可能な限り，明らかにされなければならない」
（7 条 1 項前段）
イ 自己決定能力がある場合
「未成年の患者に対するケアは，年齢又は発達の度合いにより，ケアに関して決
定する能力がある場合は，その者の同意を得て実施されなければならない」
（7 条 1
項後段）
ウ 自己決定能力がない場合
「未成年の患者がケアに関して決定する能力がない場合は，その者の後見人又は
その他の法定代理人と相談の上，ケアが施されなければならない」
（7 条 2 項）
エ ケアを禁止する権利の制限
「未成年の患者…の法定代理人は，患者の生命又は健康に対する脅威を避けるた

めに必要ないかなるケアも禁止する権利をもたない」
（9 条 4 項）
⑧ 緊急ケア（8 条）
ア 基本原則
「意識不明又はその他の理由により患者の意思が何であるか明らかにすることが
不可能である場合であっても，患者は，生命又は健康に対して害を及ぼす危険性を
防ぐために必要なケアが与えられなければならない」
（8 条本文）
イ 事前の拒否の意思表示がある場合
「ただし，患者がケアに関して，以前に確固とした自己の意思表明をしていた場
合は，患者は，意思に反するケアを与えられない」（8 条ただし書）
⑨

苦情及びオンブズマン
ア 苦情（10 条）
（ｱ）苦情申立権
「自己が受けた保健・医療ケア又はそれに関連する治療に関して不満のある患
者は，当該の活動ユニットにおいて保健・医療ケアに責任を負う長に対して，苦
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情を申し立てる権利を有する」（10 条 1 項前段）
（ｲ）苦情処理期間
「苦情に対する決定は，苦情申立から適正な期間内になされなければならな
い」
（同項後段）
（ｳ）権利制限に関する注意規定
「苦情申立は，保健・医療ケアの管理当局に，関連するケア又は治療に関して
不服を述べる患者の権利を制限しない」（10 条 2 項）
（ｴ）審理に関する情報提供義務
「苦情の処理に当たっては，患者が受けたケア又は治療が，結果として，患者
傷害法に基づく患者の傷害に対する責任，損害補償法に基づく損害補償責任…が
明らかになった場合，患者は，関連官公庁において，この事件がどのように審理
されるかについて情報を与えられなければならない」（10 条 3 項）
イ オンブズマン（11 条）
「患者オンブズマンは，保健・医療ケア活動ユニットごとに任命されなければな
らない」（11 条 1 項）
「患者オンブズマンの任務は，この法律の適用に対する事項について，患者に助
言を行うこと，（苦情の申立等について）患者の援助を行うこと，患者の権利につ
いて患者に情報を与えること，その他，患者の権利が促進され，かつ尊重されるよ
うに働きかけること」
（同条 2 項）
⑩ 医療記録
ア 記録義務（12 条）
「保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者は，患者のケア及び治療の準備，計
画，提供及び補足をするために必要な情報を医療記録に記さなければならない」
（12 条 1 項前段）
イ 秘密保護（13 条）
「医療記録における情報の秘密は保護される」（13 条 1 項）
３ アイスランド（1997 年）
（1）経緯・概要
1997 年，アイスランドでも「患者の権利に関する法律」が制定された。
その主な内容は，基本理念として，患者の尊厳の尊重・差別禁止，自由権的権利とし
て，情報取得権・自己決定権・セカンド・オピニオン，社会権的権利として，最高の保
健サービスを受ける権利・子どもの教育を受ける権利，苦情申立権などがあげられ，患
者の責任も規定されている。
（2）具体的内容
① 目的（1 条）
ア 人権保障・信頼関係支援
「患者に一般的な人権及び人間の尊厳に基づく特別な権利の存在を保証し，かつ
保健サービスに関する彼らの法的地位を強化し，患者と保健従事者の間に存在すべ
き信頼関係を支援することとを目的とする」
（1 条 1 項）
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イ

差別禁止
「患者を性，信仰，信条，国籍，人種，肌の色，経済的地位，家族関係又はそ

②

の他の立場の違いによって差別することは禁止される」（1 条 2 項）
患者の定義（2 条）

「患者：保健サービスを利用する全ての者」
③ 保健サービスを受ける権利（3 条）
「患者は，その時点において利用可能な最高の保健サービスを受ける権利を有す
る」
（3 条 1 項）
④ 情報を得る権利
ア 情報取得権
「患者は，以下のことに関する情報を得る権利を有する。a．自己の病状及び予後
に関する医学的情報を含む健康状態，b．提案された治療法とその手順，危険性及
び有益性に関する情報，c．提案された治療法以外に可能性のある救済法及び治療
をしなかった場合の結果，d．治療，病状及び予後について，ふさわしいと考えら
れる他の医師または他の保健従事者の意見を求める可能性」
（5 条 1 項）
イ 情報提供拒否権
「患者が求めるときは，第 5 条にいう情報（の提供）は保留されなければならな
い。患者は自己の代理として情報を受けるため，他の者を指名できる」（6 条 1 項）
ウ 理解できる説明
（上記情報は）「患者が理解できる方法及び条件をもって提供されなければならな
い」（5 条 3 項）
エ 通訳義務
「患者がアイスランド語を理解できない場合又は手話に依拠している場合は，本
条にいう情報を手話で通訳されたものが提供されなければならない」
（5 条 4 項）
⑤ 自己決定権（7 条〜10 条）
ア 基本原則
「治療を受けるか否かの決定を行う患者の権利は，尊重されなければならない」
（7 条 1 項）
「患者の事前の同意なく治療を施すことはできない」（同条 3 項）
イ 治療拒否（8 条）
（ｱ）治療拒否権
「他の法律を侵害することがない限りにおいて，患者はいつでも治療を中断す
ることができる」（8 条 2 項前段）
（ｲ）治療拒否の場合の説明義務
「患者が治療を受けることを拒否した場合，医師はその決定の結果として起こ
⑥

る可能性について告知しなければならない」（8 条 1 項，2 項後段）
判断能力を欠く患者（7 条）

「法定成人法の規定は，その法律で定められた知的能力の不足その他の理由で治療
に関する決定ができない患者の治療に対する同意に対しても適用される。ただし，こ
の場合でも，できる限り患者の意見を聞かなければならない」
（7 条 2 項）
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⑦ 意識不明・緊急の場合（9 条）
「患者が意識不明の場合又は緊急の治療に関して自己の意思を表すことができない
場合，患者が治療を受けることを拒否することが確実にわかっている場合を除き，患
者の同意は得られたものとみなされる」
⑧ 科学研究への同意（10 条）
「科学研究に参加するにはそれに先立ち，患者が所定の方式に従った同意を与えな
くてはならない。こうした同意が与えられる前に，科学研究について，それに伴って
どのような危険性及び有益性の可能性があるのかについて，これへの参加により課せ
られるものは何かについて，詳細な情報が提供されなければならない」
（10 条 1 項）
⑨ 16 歳未満の未成年者（25 条，26 条）
ア 情報取得権者（25 条）
「患者が 16 歳未満の場合，第 5 条にいう情報は，親に与えられるものとする。病
気の子どもは，年齢及び発達度に合わせて，情報を与えられるものとする」
（25 条
1 項）
イ 保護者の同意権
「子どもを保護する親は，16 歳未満の患者の必要な治療に対して同意を与えなけ
ればならない」（26 条 1 項前段）
ウ 子どもの意見表明権
「病気の子どもが 12 歳以上の場合，可能な限り，常に意見を求めなければならな
い」
（同項後段）
エ 保護者が治療を拒否した場合
（ｱ）官公庁への連絡
「子どもを保護する親が，必要な治療に対する同意を拒否した場合，医師又は
その他の保健従事者は，児童福祉関係の官公庁と連絡を取らなければならない」
（26 条 2 項）
（ｲ）緊急治療
「病気の子どもが緊急の生命維持治療を必要とするなど，…児童福祉関係の官
公庁の支援を求める時間がない場合，子どもの健康状態を決定要因とし，必要な
治療が直ちに開始されなければならない」（同条 3 項）
⑩ 医療記録開示等請求権（14 条）
「臨床記録を維持管理している医師又はその他の者は，請求があれば，患者又はそ
の代理人にその全部又は一部を公開し，それらの者に対し複写物を与える義務があ
る」
（14 条 2 項）
⑪ 患者の尊厳の尊重
「保健従事者は，敬意をもって患者と接しなければならない」
（17 条 1 項）
⑫

プライバシー保護
ア 治療・情報の管理
「患者の治療には，直接関わる者のみがそれに関与しなければならない。保健従
事者は，必要な治療が関係者以外の者の目には触れないように行われるよう管理
し，治療に関する情報は，確実に，関係する保健従事者以外の個人にはアクセスで
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きないように注意しなければならない」（17 条 2 項）
イ 守秘義務（患者の死後・職務離職後）
「保健従事者は，患者の健康，病状，診断，予後及び治療に関して職務上知り得
たことすべてに関し，その他の個人的情報とともに，職業上の守秘義務の原則を全
面的に尊重しなければならない。職業上の守秘義務は患者の死後，保健従事者が職
務を離れた後も引き続き適用される」
（12 条 1 項前段）
⑬ セカンド・オピニオンを求める権利
「患者は，診断，治療，病状及び予後に関し，他の医師の意見を求める権利を有す
る」
（20 条 2 文）
「患者は」「治療，病状及び予後について，ふさわしいと考えられる他の医師または
他の保健従事者の意見を求める可能性」「に関する情報を得る権利を有する」（5 条 1
項 d）
⑭ 患者の責任（21 条）
ア 健康への責任
「患者は，能力と健康状態の許す限り，自己の健康に責任を有する」（21 条前段）
イ 治療への関与の責任
「事情によっては，自身が同意した治療に積極的に関与する」（21 条後段）
⑮ 苦痛緩和・尊厳死
ア 苦痛緩和
「患者の苦痛は，現在可能な最高の限界まで緩和されなくてはならない」（23 条 1
項）
イ 末期患者の尊厳死（24 条）
「末期患者は，尊厳死への権利を有している。末期患者がさらなる延命治療又は
蘇生の努力を拒むことを明確に表現している場合，医師はその決定を尊重しなけれ
ばならない」（24 条 1 項）
「末期患者が精神的にも身体的にも病状が重篤となり，自己の治療に関して決定
を下せない場合，医師は，治療の継続又は中止を決める前に，患者の親族及び同僚
の意見を聞くように努めなければならない」
（24 条 2 項）
⑯

子どもに関する特別規定
ア 発育・生活
「疾病及び治療中であっても，病気の子どもが発育し，生活を楽しめるように，
子どもの健康状態に従って，全ての可能性が追求されなくてはならない」
（27 条 1
項）
イ 付添の権利
「保健施設に滞在する病気の子どもは，親又はその他の身近な親族による付添の
権利を有し，それらの者には可能な限り，便宜が与えられなければならない」（27
条 3 項）
ウ 教育を受ける権利
「学齢期の病気の子どもに対しては，年齢及び健康状態に応じた教育を受けさせ
なければならない」（27 条 5 項）
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エ 環境整備
「保健施設にいる病気の子どもの環境及びケアは，年齢，発達及び症状に適した
ものでなければならない」（27 条 6 項）
⑰ 苦情申立（28 条）
ア 意見・苦情申立権
「保健施設のサービスに関する患者の意見は，関係する施設の中央管理部門に対
して申し立てられなければならない」
（28 条 1 項）
「患者が自己の治療について苦情を申し立てることを希望する場合，保健庁長官
又は紛争和解委員会に苦情を申し立てることができる」
（28 条 2 項）
イ 保健施設側の義務
（ｱ）患者への指導義務
「保健施設の被用者は，苦情を申し立てる意思のある患者を指導する義務があ
る」（28 条 3 項前段）
（ｲ）調査義務
「保健施設の管理部門は，患者の権利が侵害されていると確信している従事者
の意見を調査する義務がある」（同項後段）
４ デンマーク（1998 年）
（1）経緯・概要
デンマークにおける患者の権利は様々な法令で規定されていたが，1997 年，保健省
が法令を整理して新たな規定を加えた法律の制定を目指して法案起草部会を設置し，1
年間の作業を行って法案が提出され，1998 年，「患者の権利に関する法律」が制定され
た。
主な内容としては，患者の尊厳・不可侵性・自律性（1 条）
，自己決定権（6 条）
，情
報取得権（7 条），15 歳以上の未成年者の自己決定権（8 条）があげられる。
また，特別な規定として，患者がハンガーストライキ（14 条）・輸血拒否をした場合
の治療義務の免除規定（15 条）がある。
（2）具体的内容
① 基本理念（1 条）
「患者の尊厳，不可侵性及び自律性の確保に貢献しなければならない」
② 適用範囲・治療（2 条，3 条）
「この法律は，…保健従事者によって治療を受けている患者又は既に受けた患者に
対して適用される」（2 条 1 項）
「治療とは，個々の患者に対する検査，診断，病気の治療，リハビリテーション，
医療的ケア及び医療的予防その他をいう」（3 条）
③

自己決定権（6 条）
ア 基本原則
「患者のインフォームド・コンセントを得ることなく治療を開始又は継続しては
ならない」
（6 条 1 項）
「インフォームド・コンセントとは，保健従事者側から提供された十分な情報に
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基づき与えられた同意を意味する」（6 条 3 項）
イ 輸血拒否
「輸血又は血液製剤を含む治療は，患者のインフォームド・コンセントを得るこ
となしに開始し，又は継続することはできない」
（15 条 1 項）
④

情報取得権（7 条）
ア 基本原則
「患者は，合併症の危険性及び副作用を含め，自己の健康状態及び治療の可能性
について告知を受ける権利を有する」
（7 条 1 項）
イ 拒否権
「患者は第 1 項にいう自己の情報を拒否する権利を有する」
（7 条 2 項）
ウ 理解できる説明
「情報は，現在のものであり，かつ疾病，検査及び予定された治療が理解できる
ような表現により伝えられなければならない。情報は，熟慮された方法をもって伝
えられ，年齢，発達度，経験等の特定の状況にふさわしいものでなければならな

い」（7 条 3 項）
エ 説明義務の範囲
「情報は，予防法，治療及びケアに関する可能性と共に医学的に適正な他の治療
法の可能性及び治療が行われなかった場合の結果に関する情報も含まれなければな
らない。治療が重大な合併症及び副作用を起こす明白な危険性を伴っている場合，
情報はより包括的なものでなければならない」（7 条 4 項）
「患者の決定にとって重要な状況を患者が告知されていないと考えられる場合…
保健従事者は，これについて特別に告知しなければならない」（同条 5 項）
⑤ 15 歳以上の未成年者（8 条）
ア 未成年者の同意権，親権者の関与
「15 歳に達した患者は，治療に関して，自分自身でインフォームド・コンセント
を与えることができる。親権者は，告知を受け，未成年者の決定に関与する」（8
条 1 項）
イ 親権者の代行
「保健従事者の個々の査定により，15 歳に達した患者が自己の態度の結果を理解
することができないと判定される場合，親権者はインフォームド・コンセントを与
えることができる」（8 条 2 項）
⑥ 判断能力を欠く患者
ア 親族・後見人がいる場合
（ｱ）親族・後見人の同意権
「患者が永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な場合，
最も身近な親族が治療に対するインフォームド・コンセントを与えることができ
る。患者が後見に服している場合，後見人がインフォームド・コンセントを与え
ることができる」（9 条 1 項）
（ｲ）公的医療施設の承諾による治療実行
「患者の最も身近な親族又は後見人が，患者又は治療の結果に対して明らかに
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有害となる方法により同意していると保健従事者がみなす場合でも，関連する公
的医療施設がそれに承諾を与えるときは，保健従事者は治療を実行することがで
きる」（9 条 4 項）
イ 親族・後見人がいない場合
（ｱ）他の医療従事者との協議による治療実行
「永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者が最も身
近な親族又は後見人をもたない場合，保健従事者は，同じ分野において専門的能
力のある他の保健従事者が…承諾を与えるときは，予定されたその治療を実行す
ることができる」（9 条 2 項）
（ｲ）侵襲性が低い場合の治療実行
「治療が，範囲又は期間に関して，侵襲性の低い性質を持つ場合，保健従事者
は，
（2 項にいう）他の保健従事者と協議することなく，予定された治療を実行
することができる」（9 条 3 項）
⑦ 緊急治療（10 条）
「一時的又は永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者又
は 15 歳未満の患者が，延命のため，又は長期的に延命の可能性を上げるため，又は
治療の結果を相当に改善するため，緊急的な治療を必要とする状況にあるときは，保
健従事者は，患者，親権者，最も身近な親族又は後見人の同意なしに，治療を開始
し，または継続することができる」
⑧ 患者の関与（11 条）
「自らインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者は，それが本人に
とって有害なものではない限り，治療状況について患者が理解できる範囲内におい
て，治療に関する情報を与えられ，治療に関する話し合いに加えられなければならな
い。患者の意見は，それが現在のもので，（患者に）関係するものである限り，重要
性があるとみなされる」
⑨ 末期患者の延命治療（16 条）
ア 延命治療の拒否権
「末期患者は，死期の延命のみを目的とする治療を拒否することができる」
（16
条 1 項）
イ 延命治療の停止
「末期患者がもはや自己決定権を行使することができない場合，保健従事者は，
延命治療の開始または継続を停止することができる」
（16 条 2 項）
ウ 緩和ケア
「末期患者は，死期を早めるとしても，患者の症状を緩和させるために必要な鎮
痛剤，精神安定剤又は類似の薬剤の投与を受けることができる」
（16 条 3 項）
⑩ リビング・ウィル（17 条）
ア リビング・ウィル作成権
「18 歳に達しており，…後見に服していない者は，リビング・ウィルを作成する
ことができる。当該の者は，自身が自己決定権を行使することがもはやできない状
況にある場合，リビング・ウィルにより治療に関する自己の意思を表すことができ
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る」（17 条 1 項）
イ 内容
「リビング・ウィルには，以下に関する規定を記入できる。1）遺言者が末期状態
になった場合，延命治療を求めないこと。2）疾病，加齢による虚弱，事故，心筋
梗塞又はそれに類することにより，遺言者が身体，精神の双方において永続的に自
立できないような深刻な病状となった場合，延命治療を求めないこと」
（17 条 2
項）
「延命治療とは，治癒，改善又は軽快の見込みがなく，単に延命するために提供
される治療をいう」（17 条 3 項）
⑪ 生体物質に対するコントロール
「患者は，治療に関連して患者が提供した生体物質が，本人の治療のため，及びそ
れに直接関連する目的のためにだけ使用されるように決定することができる」
（18 条
b1 項）
⑫ 医療記録アクセス権
「文書アクセス権に関する決定は，職務上患者の医療記録等を保持する官公庁，施
設又は保健従事者によってなされる」（21 条 1 項）
⑬ 患者のプライバシー保護
ア 守秘義務
「患者は，保健従事者が職務遂行中に知り得た患者の健康状態，極めて私的な事
情及びその他の内密の情報について秘密を守ることを保健従事者に要求する権利を
持つ」（23 条 1 項）
イ 死亡した患者の親族への情報伝達
「保健従事者は，それが死者の意思に反するものと推定される場合，かつ死者に
対する配慮又はその他の私的な利益に反する場合を除き，死亡した患者の疾病，死
因及び死亡状況に関する情報を死者の最も身近な親族に対して伝達することができ
る」（28 条 1 項前段）
⑭ 苦情処理（33 条）
「苦情は，…保健サービス患者苦情委員会に提訴することができる」
５ ノルウェー（1999 年）
（1）経緯・概要
ノルウェーは，患者の権利についてヨーロッパ諸国における先駆的な地位にあり，
1970 年代半ばから研究者や医療関係者の間で患者の権利問題が積極的に取り上げられ
てきた。
1996 年，保健・社会問題省が患者の権利法案を準備する起草グループを設立し，そ
の後，様々な省や非専門家を含む広範な層で議論され，1997 年には三か月間の公聴会
も開かれるなどした討議の結果が政府案に反映され，1999 年，「患者の権利に関する法
律」が成立した。
（2）具体的内容
①

目的（1‑1 条）
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「保健サービスに関する患者の権利を認めることにより，良質の保健援助を住民が
平等に受けることを保証することに貢献すること」
（1‑1 条 1 項）
「個々の患者の生命，不可侵性及び人間としての価値に配慮しつつ，患者と保健サ
ービスの間における信頼関係を推進することに貢献するものとする」
（同条 2 項）
② 患者の定義（1‑3 条）
「患者：保健援助を求めて，保健サービスを受ける者，又は個々の場合において，
保健サービスが保健援助を供給もしくは提供する対象者」
（1‑3 条 a）
③ 保健援助に対する権利
ア 保健援助を受ける権利（2‑1 条）
「患者は，救急の援助を受ける権利を有する。患者は，自治体の保健サービスか
ら必要な保健援助を受ける権利を有する」
（2‑1 条 1 項），「患者は，専門的保健サ
ービスから必要な保健援助を受ける権利を有する」（同条 2 項）
イ 保健サービスに関する情報提供
「保健サービスは，保健援助を求め，又はこれを必要とする者に対して，その者
が自己の権利を保護するために必要な関連の保健及び治療の情報を与えなければな
らない」（2‑1 条 3 項）
ウ 再診断に対する権利（2‑3 条）
「一般医からの（専門医への）紹介に対して，患者は，自己の健康状態について
専門的保健サービスによる再診断を受ける権利を有する」
エ 病院を選択する権利（2‑4 条）
「患者は，治療を行う病院，地域精神医療センター又はそれらの施設における治
療場所を選択する権利を有する」
（2‑4 条 1 項）
④ 保健援助の実施に関与する権利（3‑1 条）
ア 自己決定権
「患者は，保健援助の実施に関与する権利を有する。患者は，利用可能で適正な
検査及び治療の方法の選択に関与する権利も有する。関与の形態は，情報を授受す
る患者個人の能力に応じて調整される」（3‑1 条 1 項）
イ 判断能力を欠く患者（親族の関与）
「患者がインフォームド・コンセントを行うことができない場合，患者の最も身
近な親族が患者と共に関与する権利を有する」（3‑1 条 2 項）
ウ 第三者の立会権
「保健援助が提供されている間，第三者が立ち会うことを患者が希望する場合，
その意思は可能な限り，認められなければならない」
（3‑1 条 3 項）
⑤ 情報を得る権利（3‑2 条）
ア 説明義務
「患者は，自己の健康状態及び保健援助の内容を理解するために必要な情報を与
えられなければならない。患者は，潜在的な危険及び副作用についても情報を与え
られなければならない」（3‑2 条 1 項）
「患者に損害又は深刻な合併症をもたらす場合，患者は，それに関する情報を与
えられなければならない。患者は，同時にノルウェー患者傷害補償制度による補償
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が適用されることがあることを告知されなければならない」
（同条 4 項）
イ 拒否権
「保健援助の提供による危険な影響を防止する必要がある場合，又は法律に定め
られている場合もしくは法律が承認する場合を除き，患者が表明した意思に反して
情報が与えられてはならない」（3‑2 条 2 項）
ウ 情報提供の差し控え
「患者の生命に対する危険又は患者の健康への深刻な損害を防止するために緊急
に必要な場合，情報の提供は行わないことができる。患者に身近な者によって，こ
うした情報を開示することが明らかに得策でないとされた場合も，情報の提供は行
わないことができる」
（3‑2 条 3 項）
エ 損害報告義務
「治療が完了した後，提供された保健援助の結果として，患者が相当な損害を被
った可能性が判明した場合，患者は，可能な限り，それに関する情報を与えられな
ければならない」（3‑2 条 5 項）
オ 親族に対する情報提供（3‑3 条）
（ｱ）患者の同意・状況が許す場合
「患者が同意した場合又は状況が許す限り，患者に最も身近な親族は，患者の
健康状態及び提供されている保健援助に関する情報を与えられる」
（3‑3 条 1 項）
（ｲ）判断能力を欠く場合
「患者が 16 歳以上であって身体的もしくは精神的障害，認知症又は精神遅滞の
ため，自己の利害について管理ができないことが明らかになった場合，患者及び
最も身近な親族のいずれもが，…情報を与えられる権利を有する」
（同条 2 項）
カ 未成年者の場合の情報提供（3‑4 条）
（ｱ）16 歳未満
「患者が 16 歳未満である場合，患者及び親又は親権を有するその他の者は，情
報を与えられなければならない」（3‑4 条 1 項）
（ｲ）拒否権
「患者が 12 歳以上 16 歳未満である場合，親又は親権を有するその他の者が，
情報を希望しないことを，尊重されるべき理由を示して明らかにしたときは，情
報はそれらの者に対して提供されてはならない」（同条 2 項）
（ｳ）親族に対する情報提供
「患者が 18 歳未満の場合，親権を果たすために必要な情報は，親又は親権を有
する者に対して提供される」（同条 3 項）
キ 情報提供の方法
「情報は，年齢，発達度，経験，文化的及び言語的背景などの受け手の個人的条
件に従って調整されなければならない。情報は，思慮深い方法で与えられなければ
ならない」
（3‑5 条 1 項）
「保健従事者は，可能な限り確実に，患者が情報の内容及び意味を理解するよう
にしなければならない」（同条 2 項）
⑥

秘密保持（3‑6 条）
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「身体及び疾病に関する情報は，他の個人情報と共に守秘義務に関する現行の規定
に従って取り扱われるものとする」
（3‑6 条 1 項）
「保健従事者が法定の開示義務に従い，情報を開示する場合，その情報に関わる者
は，状況が許す限り，情報が提供されること及び関係する情報の内容について，告知
されなければならない」
（同条 3 項）
⑦ 同意権
ア 一般原則（4‑1 条）
「同意なしで保健援助することを許可する法的根拠又はその他の正当な法的根拠
がない限り，保健援助は，患者の同意を得たときにのみ与えることができる。その
同意を正当なものとするためには，患者は，自己の健康状態及び保健援助の内容に
ついて必要な情報を与えられなければならない」
（4‑1 条 1 項）
イ 同意取下時の説明義務
「患者は，自己の同意を取り下げることができる。患者が同意を取り下げる場
合，保健援助の提供者は，保健援助が与えられないときの結果に関して，必要な情
報を与えなければならない」（4‑1 条 2 項）
ウ 同意の形式（4‑2 条）
（ｱ）明示・黙示の同意
「同意は，明示又は黙示により与えられる」
（4‑2 条 1 項前段）
（ｲ）推定的同意
「患者の行動又は一般的な状況に基づき，患者が保健援助を受け入れることが
推定される場合，黙示の同意が存在するとみなされる」（同項後段）
エ 同意能力（16 歳以上）
（ｱ）年齢
「16 歳以上の未成年者は，保健援助に対して同意する権利を有する」（4‑3 条 1
項 b）
（ｲ）同意能力の判断
「患者が身体的もしくは精神的障害，認知症又は精神遅滞の理由により，明ら
かに同意すべきことを理解できない場合，同意能力は全般的又は部分的にないも
のと認められることもあり得る」（同条 2 項）
（ｳ）本人の同意への努力義務
「保健援助提供者は，患者が同意能力を欠いているか否かを決定する。保健従
事者は，患者の年齢，精神的状態，発達度及び経験に基づき，患者自身が保健援
助に対する同意ができるように可能な限り努力しなければならない」（同条 3 項）
（ｴ）同意能力欠如の決定通知
「同意能力の欠如に関して決定するときは，正当な理由に基づき，可能な限り
速やかに，書面によって，患者及び最も身近な親族に対して提示されなければな
らない。患者が最も身近な親族をもたない場合，その決定は，保健従事者に提示
されなければならない」（同条 4 項）
⑧

未成年者の同意権・意見表明権
ア 16 歳未満の未成年者
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（ｱ）親権者の同意権
「親又は親権を有するその他の者は，16 歳未満の患者のために，保健援助につ
いて同意する権利を有する」（4‑4 条 1 項）
（ｲ）保健福祉サービスの同意権
「児童福祉サービスが児童福祉法に従って，16 歳未満の子どものケアを行って
いる場合，児童福祉サービスは保健援助について同意する権利を有する」（同条
2 項）
（ｳ）子どもの意見表明権
「親，親権を有するその他の者又は児童福祉サービスは，子どもの成長及び発
達の段階に応じて，同意が認められる前に子どもが言うべきことを聴取しなけれ
ばならない。子どもは，12 歳に達したときは，自身の健康に関するすべての件
に関して，自己の意見を述べることができなければならない。子どもの年齢及び
発達度に基づき，その意見は比重を増加させるものとする」（同条 3 項）
イ 同意能力なき 16 歳以上 18 歳未満の未成年者
（ｱ）親権者の同意権
「親又は親権を有するその他の者は，同意能力のない 16 歳以上 18 歳未満の患
者のために，保健援助について同意する権利を有する」（4‑5 条 1 項）
（ｲ）児童福祉サービスの同意権
「児童福祉サービスが児童福祉法に従って，16 歳以上 18 歳未満の子どものケ
アを行っている場合，児童福祉サービスは保健援助について同意する権利を有す
る」
（同条 2 項）
（ｳ）本人の拒否権
「患者が反対している場合，特別な例外規定がない限り，保健援助は与えるこ
とはできない」（同条 3 項）
⑨ 同意能力がない成人のための同意・治療
ア 侵襲性が低い場合の治療実行
「成人の患者に同意能力がない場合，保健援助を提供する者は，その範囲及び期
間に関して，侵襲性の低い性質の保健援助について決定することができる」
（4‑6
条 1 項）
イ 親族の同意権
「患者の最も身近な親族は，第 1 項以外の保健援助について同意することができ
る。その他の保健援助は，それが患者にとって利益になると考えられる場合及び患
者がそうした援助を容認する可能性がある場合，与えることができる」
（4‑6 条 2
項）
ウ 患者が反対している場合
「第 1 項及び第 2 項による保健援助は，患者がそれに反対している場合，特別な
規定により例外が規定されていない限り，与えることはできない」
（4‑6 条 3 項）
エ 同意能力がなく，親族がいない患者
「保健援助を提供する者は，同意能力がなく，かつ最も身近な親族がいない患者
のために，他の資格のある保健従事者と協議の上，保健援助について同意すること
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ができる」
（4‑8 条）
⑩ 法的能力がないことが明らかな患者について
「法により，法的能力がないことが明らかな患者は，可能な最大限の範囲で，自分
自身で保健援助に対して同意を行うものとする。これが不可能な場合，後見人が法的
能力がないことが明らかな者のために同意することができる」
（4‑7 条）
⑪ 特別な保健援助拒否権
ア 血液受容拒否・ハンガーストライキ
「患者は，固い信念に基づき，血液又は血液製剤の受容を拒否する権利又はハン
ガーストライキ続行中止の指示を拒否する権利を有する」（4‑9 条 1 項）
イ 末期患者の延命治療拒否
（ｱ）末期患者の延命治療拒否権
「末期患者は，延命治療に反対する権利を有する」（4‑9 条 2 項前段）
（ｲ）意思表明できない場合
「末期患者が治療に関して意思を伝えられないときは，患者の最も身近な親族
が保健援助を希望しないという意思を表明し，保健従事者が独立した評価に基づ
き，それが患者の意思でもあり，明らかに尊重されるべきものであると考える場
合は，保健従事者は，保健援助の提供を控えなければならない」（同項後段）
ウ 情報提供の保証
「第 1，2 項の患者が成人に達しているときは，保健従事者は，当該の者が十分な
情報を与えられ，治療を拒否したときの自己の健康に起こる結果について理解でき
るように保証しなければならない」（4‑9 条 3 項）
⑫ 医療記録の閲覧権
ア 医療記録の閲覧・説明
「患者は，医療記録及び付属資料を閲覧…複写する権利を有する」（5‑1 条 1 項前
段）
イ 説明を受ける権利
「請求に基づき，患者は，専門用語等について平易で簡潔な説明を受ける権利を
有する」（5‑1 条 1 項後段）
ウ 閲覧権制限
（ｱ）患者への閲覧制限
「患者の生命への危険もしくは患者自身の重大な健康被害を防止するために絶
対的に必要である場合，又はこうした閲覧が，患者に身近な者によって明らかに
得策でないとされた場合，患者は，医療記録の情報の閲覧を拒否されることがあ
り得る」（5‑1 条 2 項）
（ｲ）代理人の閲覧権
「患者の代理人は，患者が閲覧を拒否された情報を閲覧することについて不適
任だと考えられない限り，その権利を有する」（同条 3 項）
エ 親族の閲覧権
「患者の最も身近な親族は，特別な根拠が例外を示していない限り，患者の死
後，患者の医療記録を閲覧する権利を有する」（5‑1 条 5 項）
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⑬

子どもの権利
ア 医療援助を得る権利
「子どもは，子どもが居住し，又は一時的に滞在している自治体の健康管理の方
式により，必要な医療援助を得る権利を有する」
（6‑1 条）
イ 親に付き添われる権利
「子どもは保健施設滞在中に少なくとも１人の親又は親権を有するその他の者に
よって付き添われる権利を有する」（6‑2 条）
ウ 活動を支援される権利
「子どもは，保健施設滞在中，子どもの健康状態から見て正当と考えられる範囲
内において，活発になり，意欲を持ち，支援される権利を有する」
（6‑3 条）
エ 教育を受ける権利
「義務教育期間中の年齢の子どもは，保健施設滞在中，教育法に従った範囲内に
おいて，教育を受ける権利を有する」（6‑4 条 1 項），
「青少年は，保健施設滞在中，

教育法に従った範囲内において，教育を受ける権利を有する」
（同条 2 項），「就学
前の子どもは，保健施設滞在中，教育法に従った範囲内において，特別な教育援助
を受ける権利を有する」（同条 3 項）
⑭ 苦情申立
ア 権利実現の要求
「（本法の）規定が侵害されていると考える患者は，保健援助の提供者に対して，
権利が実現されるよう要求することができる」（7‑1 条 1 項）
イ 苦情申立
「保健援助の提供者が 7‑1 条による要求を拒否した場合又は権利は既に満たされ
ていると考える場合，苦情は，県の保健管理者に対して申し立てることができる」
（7‑2 条 1 項）
⑮ 患者オンブズマン
ア 目的
「患者オンブズマンは，患者の要求，利益及び保健サービスに関する法的権利に
注意を払い，保健サービスの質を改善するために活動しなければならない」
（8‑1
条）
イ 権限
「患者オンブズマンは，口頭若しくは書面による請求に基づき，又は自発的に，
公共の専門的保健サービスにおける事項に関わる問題を処理することができる」
（8‑3 条 1 項）
ウ 相談・依頼する権利
「いかなる者も患者オンブズマンに相談することができ，問題の処理を依頼する
ことができる。患者オンブズマンに接触する者は，匿名の権利を有する」（8‑3 条 2
項）
エ 情報提供
「行政管理のために公的サービスを提供している官公庁及びその他の機関は，オ
ンブズマンがその任務を果たすために必要な情報をオンブズマンに与えなければな
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らない」（8‑5 条）
オ 立入権限
「患者オンブズマンは，公共の専門的保健サービスが提供されているすべての場
所に自由に立ち入ることができるものとする」（8‑6 条）
カ 任務
（ｱ）患者への情報提供・指導助言
「患者オンブズマンは，オンブズマンの活動領域に属する事項に関する情報，
助言及び指導を適正な範囲内において，それを請求している者に対して与えるも
のとする」（8‑7 条 1 項）
（ｲ）意見表明・改善提案権
「患者オンブズマンは，オンブズマンの活動領域に含まれる事項に関して意見
を述べ，改善のための具体的な行動を提案する権利を有する。患者オンブズマン
は，これらの発言が向けられる相手を自ら決定する。この発言は強制的なもので
はない」（同条 2 項）

第２

オランダ（1994 年）

１

経緯・概要
オランダは，ヨーロッパにおいて，フィンランドに引き続き，二番目に患者の権利に関
する法制度が整備された。
北欧諸国と異なり，独立した法律ではなく，民法典の改正により委任契約規定の特別類
型として，医療契約条項（診療契約法 446 条〜468 条）を追加する形式を取っている。
診療契約法制定の目的は，患者の地位を強化することにより患者の福利の増進を目的と
して，医師と患者の法的関係を定めたものと説明されている。
契約法による規律に対しては，医療側から懸念が表明されていたが，患者の権利の重要
性に鑑みて，明文で規定することの意義が優先された。
医師患者関係の規律方法として，公法ではなく私法（契約法）が選択されたのは，医師
患者関係も契約であること自体に異論はなく，医療に対する期待が人によって様々である
ことから権利義務の内容も契約当事者の自治に任せることが相当と考えられたことなどが
指摘されている。
患者の権利としては，患者の情報に対する権利，同意原則，情報取得拒否権，16 歳以
上の同意権，12 歳以上 16 歳未満は患者の同意及び親権者の同意が必要であり，12 歳未満
は法定代理人の同意が必要であること，記録破棄請求権，記録閲覧・謄写権，医療者の責
任として，医療者の責任制限・排除禁止，医療者からの解約は重要な理由が必要であるこ
と，民法典に反する特約は無効であること，患者の責務として，医師への情報提供義務，
医療費支払義務などが定められている。
医師の民事責任を拡大・加重する特別な規定は存在しないが，医療専門家としての水準
に合致すること，病院が治療の場の場合，病院も責任主体となること，診療契約における
責任制限・排除の禁止は定められているが，これは新たな局面を示したものとは言えず，
現在存在する法状況を確認的に立法しただけであるとの指摘がなされている。
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オランダでは，18 歳未満が未成年者であるが，医療契約法では 16 歳以上の未成年者に
治療契約の参加権を認め，12 歳以上 16 歳未満は親権者・保護者の同意が必要であり，12
歳未満は，親権者・保護者に対してインフォームド・コンセントの義務がある（447 条，
465 条）。
（日本語訳は，患者の権利法をつくる会ホームページ「オランダ
る。
）

医療契約法」によ

２ 具体的内容
（1）医療行為・患者（446 条）
① 医療行為（446 条 2 項，3 項）
「医療行為とは，直接ある者に影響を及ぼし，疾病を治癒し，その発生を予防し，
ある者の健康状態を評価し，或いは産科的援助を引き受けることを目的とした，検査
及び助言の提供を含むあらゆる手続，そのほか，医師や歯科医師によりその能力に基
づいてなされるある者に直接影響を及ぼす行為」，「付添看護，患者の看護，その他直
接患者の利益のためになされるあらゆる処置の物的な環境の提供も（医療行為に）含
まれる」
② 患者（同条 1 項）
「医療行為によって直接影響を受ける者を患者と呼ぶ」
（2）情報取得権（448 条〜451 条）
① 情報提供義務
ア 明確な情報提供義務
「ケア供給者は，患者に対し，要求があれば書面によって，行おうとしている検
査…処置…予後，…患者の健康状態について，明確に情報を提供しなければならな
い」（448 条 1 項前段）
イ 12 歳未満の患者に対する理解できる情報提供
「12 歳未満の患者に対しては，彼が理解しうる方法で情報を提供しなければなら
ない」
（448 条 1 項後段）
ウ 書面による説明義務
「ケア供給者は，患者の要求があれば，いかなる場合でも，患者が同意を与えた
基本的な処置について書面で詳しい説明をしなければならない」
（451 条）
② 情報提供の内容
「ケア供給者が必要であると考えている検査や処置並びに行おうとしている手続の
性質と目的，患者の健康に対するリスクとその結果，他の適切な検査や処置の方法，
検査や処置に関係する患者の健康状態や予後」
（448 条 2 項）
③ 情報提供の差し控え
「ケア供給者は，その情報の提供が後に患者に対して深刻な危害をもたらすことが
明らかである場合にのみ，情報の提供を差し控えることができる。患者の利益のため
に必要な場合には，ケア供給者は，情報を患者以外の者に提供しなければならない。
その場合は上記の危害を生じるおそれがなくなった時点で，情報が患者に提供される
べきである。ケア提供者は，この問題について他のケア供給者と相談した上でなけれ
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ば第１文の権限を行使してはならない」
（448 条 3 項）
④ 拒否権（449 条）
「患者が情報の提供を拒絶する意思を明らかにした場合は，情報は提供されない。
但し，そのことによって生じる自傷他害のおそれが患者の利益を上回る場合は別であ
る」
（3）同意権
「医療契約の履行の目的でなされる手続は，患者の同意を必要とする」
（450 条 1 項）
（4）未成年者
① 16 歳以上の未成年者
「16 歳に達している未成年者は，自ら医療契約を締結したり，同意する関係におい
て，法律行為能力がある」（447 条 1 項）
②

12 歳以上 16 歳未満の未成年者
ア 親権者・後見人の同意
「患者が 12 歳以上 16 歳未満の未成年者の場合は，その親権者もしくは後見人の

同意が必要である」（450 条 2 項前段）
イ 親権者・後見人の同意がない場合の治療
「これ（注：親権者・後見人の同意）がない場合でも，患者に対する深刻な危難
を回避するために必要なことが明らかな場合，あるいは患者が注意深く考慮した上
で，法定代理人の不同意にもかかわらず，なお処置を望む場合には，処置はなされ
るべきである」（450 条 2 項後段）
③ 12 歳未満の未成年者（465 条）
「患者が 12 歳に達していない場合は，ケア供給者は，その患者の親権者もしくは後
見人に対する義務を履行しなければならない」
（465 条 1 項）
④ 許可の推定
「450 条及び 465 条により要求される許可は，その処置がラディカルな性質のもの
でない場合には推定される」（466 条 2 項）
（5）判断能力を欠く患者
① 12 歳以上の未成年者
「患者が 12 歳に達していてもその問題について自分の利益を合理的に評価できない
と判断される場合には，患者が成人し後見に服している場合（その場合は義務は後見
に対してなされる）でない限り，前項（注：465 条 1 項）と同じである（注：
「ケア
供給者は，親権者もしくは後見人に対する義務を履行しなければならない」
）」（465
項 2 項）
② （後見に服していない）成人患者
「成人であるが問題について自分の利益を合理的に評価できないと判断される患者
が後見に服していない場合，ケア供給者は患者に対する義務を書面によって患者を代
理する権限を与えられた者に対して履行しなければならない。そのような者がいない
場合には，義務は患者の配偶者その他のパートナーに対して（パートナーが拒絶しな
い限り）
，そのような者がいない場合には患者の親，子ども，兄弟に対して履行しな
ければならない」（465 条 3 項）
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③ 患者が治療に反対する場合
「患者が 2，3 項に規定した者（注：親権者・後見人，代理人，親族等）が許可を与
えたラディカルな処置に反対する場合には，その処置はその患者の健康に対する深刻
な危害を回避するために必要なことが明白である場合にのみ実施することができる」
（465 条 6 項）
④ 許可の推定
「…465 条により要求される許可は，その処置がラディカルな性質のものでない場
合には推定される」（466 条 2 項）
（6）緊急治療
「465 条に従って，処置の実行がその患者ではなく，そこに規定されている者（注：
親権者・後見人，代理人，親族等）の許可のみを必要とする場合には，その処置は，緊
急になすことがその患者に対する深刻な危害を回避するために必要であることが明白で
あるために，それを求める時間的余裕が全くない場合には，その許可を待たずに実施す
ることができる」（466 条 1 項）
（7）事前拒否
「16 歳以上の患者であっても，問題について自分の利益を合理的に評価することがで
きないと判断される場合には，ケア供給者及び 465 条 2 項ないし 3 項に言及されている
者（注：親権者・後見人，代理人，親族等）は，その患者が自分の利益について合理的
な評価ができた時点で…同意の拒絶を書面によって表明した事実がある場合には，この
意思に従わなければならない」
（450 条 3 項）
（8）記録保存・記載・開示義務等（454 条〜457 条）
① 保存義務
「ケア供給者は，患者の処置に関係する記録を保存しなければならない」
（454 条 1
項 1 文）
② 記載義務
「彼は，その記録に患者の健康に関するデータ及び患者に対してなされた処置につ
いて記載すべきである」
（454 条 1 項 2 文）
「ケア供給者は，記録の記載事項に関して，患者が述べた意見を，要求があれば，
記録に付け加えなければならない」
（同条 2 項）
③

記録閲覧・謄写（456 条）
ア 閲覧・謄写請求権
「ケア供給者は，要求があれば，患者に対し 454 条に規定した記録の閲覧を認
め，そのコピーを提供しなければならない」
（456 条前段）
イ 例外
「記録の閲覧及び謄写は，それが患者以外の人のプライバシーを損なう場合は認
められない」（456 条後段）
ウ 第三者への記録開示制限
「ケア供給者は，患者の同意なくして，患者以外の者にその患者に関する情報や

454 条に定める記録の閲覧謄写を認めてはならない」（457 条 1 項）
（9）プライバシー保護
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「医療契約においてケア供給者よりなされる処置は，患者が許可を与えない限り，患
者以外の者に観察されることはない」
（459 条 1 項），「患者以外の者には，当該処置に
必要な専門的処置をする者は含まれない」（同条 2 項），「450 条及び 465 条が処置にあ
たり許可を求めている者（注：親権者・後見人，代理人，親族等）も除外される。しか
し，処置の観察を認めると，ケア供給者がなすべき処置を十分にできない場合には，観
察を許さないことができる」（同条 3 項）
（10）医療契約の終了制限
「ケア供給者は，納得しうる十分な理由がない限り，医療契約を終了させることはで
きない」
（460 条）
（11）病院側の注意義務
① 医療者の注意義務
「ケア供給者は，その義務を遂行するにあたり，ケア供給者として要求されるケア
の水準を顧慮しなければならず，ケア供給者に要求されるプロフェッショナルケアス
タンダードから生じる責任に従って行為しなければならない」
（453 条）
② 病院の連帯責任
「医療契約の実現にあたり，処置が契約当事者でない病院においてなされる場合に
は，その病院は契約当事者であると同時に，医療契約の履行に伴うあらゆるミスにつ
いて連帯責任を負う」（462 条 1 項）
「ケア供給者の責任もしくは 462 条に規定された病院の責任は，何の例外も付し得
ない」
（463 条）
（12）患者の義務
① 情報提供協力義務（452 条）
「患者は，ケア供給者に対し，ケア供給者が契約を履行するため合理的に必要な情
報を自分の知る限り提供し，ケア供給者に協力すべきである」
② 料金支払義務（461 条）
「患者は，…契約による特別の約束がない限り，ケア供給者に料金を支払うべきで
ある」

第３

フランス（2002 年）

１

経緯・概要
1998 年，保健医療閣外大臣が医療制度の基本原則に基づく医療制度改革を議論するた
め，全国医療会議の開催を発表し，同年秋から翌年 6 月の間，同会議の地方フォーラムや
180 を越える都市における 1000 回を越える集会が開かれ，20 万人を超える市民の参加が
あり，患者の権利の保護に関する規定の不完全性，更なる発展の必要性が確認された後，
2002 年 3 月 4 日，医療保障制度の在り方を方向付ける新たな法律として，
「患者の権利及
び医療制度の質に関する 2002 年 3 月 4 日の法律」
（以下「2002 年法」という。）が制定さ
れた（主に「公衆衛生法典」に条文を挿入する形式を取っている。
）。
2002 年法は，全五章 126 条からなり，第一章は「障害者に対する連帯」，第二章は「医
療民主主義」
，第三章は「医療制度の質」
，第四章は「保健医療の危険の結果に対する賠
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償」
，第五章は「海外に関する規定」が規定され，医師と患者の関係，患者の権利につい
ては，第二章で規定されている。
2002 年法は，「医療民主主義」という新しい概念を創設し，医療制度の利用者の参加を
する権利を保障している。
「医療民主主義」の目的として，①医療制度に関わるすべての
者の権利と責任の認識及び明確化，②医療制度の利用者の表明と参加の基礎整備，③医療
専門家と医療施設の責任の明確化，④地方・国家レベルでの医療政策の推進や議論状況の
再検討を通じた医療民主主義の強化促進が挙げられる。
2002 年法では，「人の諸権利」として，①健康保護を受ける権利，②尊厳が尊重される
権利，③差別を受けない権利，④個人情報保護の権利，⑤最適医療を受ける権利が規定さ
れ，
「医療制度の利用者の権利」として，①情報提供を受ける権利，②費用に関する情報
提供を受ける権利，③利用者の同意の原則などが規定されている（日本語訳は，澤野和博
「フランス医療関係新立法『患者の権利及び保健システムの質に関する 2002 年 3 月 4 日の
法律』―第Ⅱ編―（翻訳）
」東北学院大学法学政治学研究所『東北学院大学法学政治学研
究所紀要』第 12 号（2004 年 3 月）及び同―第Ⅰ編及び第Ⅳ編―（東北学院大学論集・法
律学 62 号（2004 年 3 月）による）。
２ 具体的内容
（1）健康の保護に関する基本的権利
「健康の保護に関する基本的な権利は，全ての者の利益のために，可能なあらゆる手
段によって実現されなければならない。保健専門職従事者・施設…保健官署は，利用者
と共に，予防を推進し，各人が自己の健康状態に応じて必要な治療を等しく受けること
ができるようにし，かつ，治療の継続及びよりよい健康上の安全を確保するよう努めな
ければならない」（2002 年法 3 条；公衆衛生法典 1110‑1 条）
（2）尊厳の尊重
「患者は，自己の尊厳を尊重される権利を有する」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法典
1110‑2 条）
「保健専門職従事者は，それぞれの者に死亡の時まで尊厳ある生涯を与えるために，
行使可能なあらゆる方法を尽くさなければならない」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法典
1110‑5 条 4 項）
（3）差別の禁止
「何人も，予防及び治療を受けるにあたって，差別されることがない」
（2002 年法 3
条；公衆衛生法典 1110‑3 条）
「何者も遺伝的特質を理由として差別されない」
（2002 年法 4 条Ⅰ項；民法 16‑13 条）
（4）秘密保持
① 基本原則
「保健専門職従事者…から給付を受けるすべての者は，自己の私的生活及び自己に
関わる情報の秘密を尊重される権利を有する」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法典 1110‑4
条 1 項）
② 遺族への情報提供
「医療上の守秘義務は，死亡前に本人が反対の意思を表示した場合を除き，家族が
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死亡原因を知り，死者についての記憶を保持し，又は，死者の権利を援用することが
できるようにするのに必要な範囲において，死亡した者に関する情報が権利承継人に
交付されることの妨げにならない」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法典 1110‑4 条 7 項）
（5）最も適切な治療を受ける権利
「すべての者は，その者の健康状態及び健康状態から要請される措置の緊急性に応じ
て，最も適切な治療を受ける権利，及び，有効性が認められ，かつ，承認されている医
学的知見の観点から最も健康上の安全性が高い治療を享受する権利を有する。予防行
為，検査行為または治療行為は，医学的知見において，期待されている利益との対比に
おいて不均衡な危険を負わせるものであってはならない」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法
典 1110‑5 条 1 項）
（6）緩和ケアを受ける権利
「すべての者は，苦痛の軽減のための治療を受ける権利を有する。苦痛は，いかなる
場合においても，予防され，測定され，考慮に入れられ，かつ，対処される」（2002 年
法 3 条；公衆衛生法典 1110‑5 条 3 項）
（7）子どもの教育を受ける権利
「就学年齢児童は，入院条件が許す範囲において，保健施設内において適切な教育補
助を受ける権利を有する」
（2002 年法 3 条；公衆衛生法典 1110‑6 条）
（8）情報取得権
① 原則
「すべての者は，自己の健康状態についての情報提供を受ける権利を有する。この
情報提供は，その者に提案される診断，治療または予防行為，それらの行為の有用
性，場合によっては，それらの行為の緊急性，それらの行為の結果，それらの行為に
含まれる通常予防可能なしばしば起こりうる危険，または，重大な危険，並びに，そ
の他のあり得る解決方法，及び，（提案）拒絶の場合に予想される結果に及ぶ」
（2002
年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑2 条 1 項）
② 例外
「緊急な場合または情報提供が不可能な場合にのみ，保健専門職従事者は情報提供
義務を免れる」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑2 条 2 項後段）
③ 拒否権
「診断及び予後を知りたくないという利用者の意思は，第三者が伝染の危険に晒さ
れ る 場 合 を 除 き， 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 」（2002 年 法 11 条； 公 衆 衛 生 法 典
1111‑2 条 4 項）
④ 情報提供証明義務
「紛争の場合には，…情報提供が実施されたことを証明する義務は，保健専門職従
事者または保健施設に属する」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典第 1111‑2 条 7 項）
（9）自己決定権
① 基本原則
「いかなる者も，保健専門職従事者とともに，保健専門職従事者からなされた情報
または推奨を考慮に入れて，自己の健康に関する決定を行う」
（2002 年法 11 条；公
衆衛生法典 1111‑4 条 1 項）
― 81 ―

第４章 患者の権利に関する諸外国の状況

② 治療拒否の場合の対処
「医師は，選択の結果についての情報提供がなされた上での患者の意思を尊重しな
ければならない。医師は，治療の拒絶または中断を欲する患者の意思が患者の生命を
脅かす場合には，避くべからざる治療の承諾を納得させるためにあらゆる手段を尽く
さなければならない」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑4 条 2 項）
③ 治療拒否権
「いかなる医療行為も，いかなる治療も，本人の自由かつ明晰な同意なくしては行
われず，同意は，何時にても撤回することができる」（2002 年法 11 条；公衆衛生法
典 1111‑4 条 3 項）
（10）意思表明できない場合
① 家族等の意見聴取
「患者が自己の意思を表明できない状態にある場合には，緊急または不可能なとき
を除き，被信頼者または家族，もしくはそれらの者がいない場合には，近親者の内の
１人に意見を求めたうえでなければ，いかなる手術も，いかなる検査も，行うことが
できない」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑4 条 4 項）
② 被信頼者制度
「すべての成年者は，自己が意思を表明することができない場合及び意思表明に必
要な情報提供を受けることができない場合に問い合わせを受ける被信頼者を指名する
ことができ，親，近親者または主治医が被信頼者になることができる」「患者が望む
場合，被信頼者は，患者の決断の補助をするために，患者に同行して医療会談に立ち
会う」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑6 条 1 項）
（11）未成年者・被後見成年者
① 親権者・後見人の同意権
「未成年者または被後見成年者の権利は，場合に応じて，親権者または後見人によ
って行使される」（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑2 条 5 項前段）
② 本人の関与
ア 自己決定への関与
「本人も，情報提供を受け，未成年者の場合には，成熟度に対応した方法で，被
後見成年者の場合には，判断能力の程度に応じた方法で，自己についての決定に関
与する権利を有する」
（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑2 条 5 項後段）
イ

本人の同意権

「未成年者または被後見成年者が意思を表明し，決定に参加するのに適した状態
である場合には，必然的に，それらの者の同意が求められなければならない」（2002
年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑4 条 5 項前段）
③ 親権者・後見人が同意しない場合の治療
「親権の名義人又は後見人による治療の拒絶が未成年者又は被後見成年者の健康に
重大な結果をもたらす危険がある場合には，医師は，避くべからざる治療を行う」
（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑4 条 5 項後段）
④ 未成年者による親権者への問い合わせ拒否
「医師は，治療または手術が未成年者の健康を守るために必要であるにもかかわら
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ず，当該未成年者が健康状態の秘密を守るために親権者に対する問い合わせを明示的
に拒む場合には，なされるべき医療上の決定に関する親権者の同意を得る義務を免れ
る。ただし，医師は，まず初めに，問い合わせに関する未成年者の同意を得る努力を
しなければならない。未成年者が拒絶を維持する場合，医師は，治療または手術を開
始することができる。この場合，未成年者は，その者が選択した成年者に付き添われ
ていなければならない」
（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑5 条 1 項）
（12）記録アクセス権
「すべての者は，…保健専門職従事者または保健施設によって保持されているその者
の健康に関する情報で，診断及び治療または予防行為に関して作成されたもの…すべて
にアクセスすることができる」
（2002 年法 11 条；公衆衛生法典 1111‑7 条 1 項）
（13）監視機関
「各保健施設において，利用者との関係及び給付の質に関する委員会が，利用者の権
利が尊重されることを監視し，患者及びその近親者の受け入れ並びに給付の質の改善に
尽力する任務を負う。当該委員会は，それらの者の活動を援助し，然るべき場合に，そ
れらの者が施設の責任者に対して不満を伝え，責任者の説明を理解し，請求に基づいて
情報提供を受けることができるようにする」
（2002 年法 16 条；公衆衛生法典 1112‑3 条
2 項）
（14）紛争解決機関
「各州において，１つの州和解・補償委員会が，医療事故，医原性疾患又は院内感染
に関する紛争，並びに，利用者と…保健専門従事者…との間のその他の紛争の協議によ
る解決を推進する任務を負う」
（2002 年法 98 条；公衆衛生法典 1142‑5 条）
（15）被害保障
「医療事故，医原性疾患または院内感染は，…一定の重大性を備えているときには，
国民連帯の名において，患者の損害について賠償を受ける権利を生じさせる」，
「25％以
上の永久的労働不能は，国民連帯の名における損害の賠償を受ける権利を生じさせる」
（2002 年法 98 条；公衆衛生法典 1142‑1 条）
「院内感染に起因する損害，院内感染によって生じた死亡，例外的な状況において予
防，診断又は治療活動の領域を超えて行った処置によって生じた損害は，国民連帯の名
における賠償を受ける権利を生じさせる」
（2002 年法 98 条；公衆衛生法典 1142‑1‑1
条）

第４

米国

１

経緯・概要
1973 年，米国病院協会（American Hospital Association）は，「患者の権利章典」
（A
Patientʼs Bill of Rights）を発表した（1992 年，2003 年改定）。
その主な内容は，①思いやりと尊重のあるケア，②最新の情報の理解可能な説明，③治
療に関する自己決定・拒否権，④治療に関する事前指示，⑤プライバシーへの配慮，⑥通
信・記録の秘密，⑦記録の閲覧・説明，⑧患者の要求に応える期待・転院に関する説明，
⑨保健・教育機関との関係の説明，⑩研究（治験）への同意・拒否権，⑪合理的で継続性
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のある治療，⑫治療・患者の責任・苦情の解決策に関する病院の規則及び病院の費用を知
る権利などである。
州法としては，まず，ミネソタ州（1973 年）
，次いで，コロラド州（1980 年）で，「患
者の権利憲章」
（Patientʼs Bill of Rights）が立法化され，その後，各州で（包括的な）患
者の権利に関する法律が制定されていった。
以下では，日本語訳（伊藤信博「立法紹介

Ⅰ患者の権利法」国立国会図書館調査及び

立法考査局編『外国の立法』178 号（1992 年 3 月））が入手できるミネソタ州，コロラド
州について，分析して紹介する。
２ ミネソタ州（1973 年）144.651 条
（1）立法趣旨（1 項）
「ヘルスケアの施設の患者及び入所者の利益及び福祉を増進すること」
「個人が独自に決定し，利用できる選択肢を知る権利を含む，すべての患者の公民的
及び宗教的自由はいずれも侵害されてはならないこと」
「当該施設は，これらの権利を最大限可能な限り行使できるよう，奨励し，かつ援助
しなければならないこと」
（2）丁寧な治療（5 項）
「患者及び入所者は，ヘルスケアの施設の被雇用者又はサービス提供者によって，丁
寧にかつ個性を尊重した治療を受ける権利を有する」
（3）適切なヘルスケア（6 項）
「患者及び入所者は，個人の必要に基づく適切な医学上及び個人的ケアを受ける権利
を有する。入所者のための適切なケアとは，入所者が最高段階の身体及び精神の機能を
獲得できるよう意図されたケアを言う」
（4）治療の情報（9 項）
① 説明義務の内容
「患者及び入所者は，担当医から，医師の法的義務により開示しなければならない
自己の診断，他の取りうる方法，危険及び治療後の経過に関して，完全かつ最新の情
報を与えられるものとする」
「この情報には，当該治療及び他の取りうる方法から生じうる医学上または主要な
心理学上の帰結を含んでいなければならない」
② 理解できる説明
「この情報は，患者及び入所者が無理なく理解できると思われる用語及び言語によ
るものでなければならない」
③ 家族・代理人の同伴
「患者及び入所者は，家族の一員または他の選任された代理人を同伴することがで
きる」
④ 後見人・代理人への情報提供
「医療上好ましくない場合，主治医により患者または入所者のケア記録上で証明さ
れるときは，当該情報は，患者もしくは入所者の後見人または患者もしくは入所者が
代理人として指名する他の者に提供されなければならない」
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⑤ 拒否権
「個人には，この情報を拒否する権利がある」
⑥ 治療を拒否した場合の説明（12 項）
「治療，薬物投与または食餌制限を拒否する入所者は，その拒否から生じうる医学
上または主要な心理的な帰結について，個人の医療記録上で証明する形で，情報を与
えられなければならない」
（5）治療計画作成への参加権（10 項）
① 基本原則
「患者及び入所者は，自己のヘルスケアの計画作成に関与する権利を有するものと
する。この権利には，治療及び他の取りうる方法について個々のケアを与える者と議
論する機会，公式のケア協議を要求しかつ同協議に参加する機会，及び家族の一員ま
たは他の選任された代理人を関与させる権利が含まれる」
（10 項 a）
② 意思疎通ができない場合の家族の参加
「施設に入る患者もしくは入所者が無意識もしくは昏睡状態にあり，又は意思疎通
ができないときは，施設は，家族の一員又は患者が緊急の場合に連絡先として文書で
指定する者に対し，患者又は入所者が当該施設に収容されたことを通告するために…
適切な努力を行わなければならない。施設が，患者もしくは入所者が治療計画と矛盾
する有効な予告施療指示書を保持していることを知っているかそう信じるのがもっと
もな場合，又は，施設が患者又は入所者が治療計画の作成に家族の一員が参加するこ
とを欲しないことを文書で明示していたことを知っている場合を除いて，施設は，家
族の一員に治療計画の作成に参加することを認めなければならない」
（10 項 b）
（6）ケアの継続性（11 項）
「患者及び入所者は，施設の運営方針が許す限り，職員の任務の割り当てについて合
理的な規則性と継続性のある，ケアを受ける権利を有する」
（7）ケアを拒否する権利（12 項）
「行為能力のある患者及び入所者は，第 9 項に必要とされる情報に基づいて治療を拒
否する権利を有する」
（8）実験的な研究（13 項）
「文書によるインフォームド・コンセントは，実験的な研究に患者及び入所者が参加
する前に得ておかなければならない。患者及び入所者は，参加を拒否する権利を有す
る。同意及び拒否のいずれも，個人のケア記録上で証明されなければならない」
（9）虐待・拘束からの自由（14 項）
① 虐待からの自由
「患者及び入所者は，施設療養成人保護法に定める精神及び身体の虐待からの自由
を有するものとする。『虐待』とは，…暴行，性的搾取若しくは犯罪的な性行動，又
は身体的苦痛若しくは傷害を故意にかつ治療ではなく課すこと，又は精神的若しくは
情緒的苦痛をもたらすよう意図された持続的な一連の行動を構成するあらゆる行為を
いう」
（14 項前段）
② 拘束からの自由
「すべての患者及び入所者は，文書で十分に証明された緊急時，又は患者若しくは
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入所者の担当医が検査後に具体的かつ限定された期間について文書で承認したとき
で，かつ，専ら自傷若しくは他人への傷害から入所者を保護する必要があるときを除
いて，治療ではない化学的及び物理的拘束からの自由を有するものとする」
（同項後
段）
（10）プライバシー・秘密保護
① 治療上のプライバシー保護（15 項）
「患者及び入所者は，自己の医療上及び個人的ケア・プログラムに関して，敬意を
もって遇され，かつプライバシーを享受する権利を有する。個人に関する審査，診
察，検査及び治療は秘密とされ，かつ慎重に行わなければならない」
② 記録の秘匿（16 項）
「患者及び入所者は，自己の個人記録及び医療記録の秘密の取扱を保障されるもの
とし，また，施設の外部のいかなる個人への公表も許諾し，または拒否することがで
きる」
③ 個人のプライバシー（19 項）
「患者及び入所者は，自己のプライバシー，個性，並びに自己の社会的，宗教的及
び心理学的幸福に関係する文化的アイデンティティを十分に考慮される権利を有す
る」
（11）苦情（20 項）
① 権利行使の援助
「患者及び入所者は，施設に入院中または治療の間を通して，患者，入所者及び公
民としての自己の権利について理解を得かつ行使できるよう奨励され，かつ援助され
なければならない」
② 苦情表明権
「患者及び入所者は，苦情を表明し，退院の脅迫を含む，拘束，干渉，強制，差別
または報復を受けることなく，施設の職員及び自己が選ぶ他の者に対し，運営方針及
びサービスについて苦情を述べ，また，変更を勧告することができる」
（12）コミュニケーションのプライバシー（21 項）
「患者及び入所者は，自己の選ぶ者と私的に交際し，かつコミュニケーションを行う
ことができ，自己の選ぶ施設に入所し，またミネソタ拘束法に規定する場合を除いて，
出所することができる」
（13）擁護・弁護サービス（30 項）
「患者及び入所者は，法に規定する諸権利を理解し，行使し，かつ擁護するに当たっ
て援助を受けることができるよう，提供されている権利擁護サービス及び弁護サービス
を適切に利用する権利を有する」
（14）未成年者の隔離・拘束からの自由（31 項）
「収容された未成年の患者は，その者が自己又は他人に物理的に危害を加えるおそれ
のある緊急事態の場合を除き，身体の拘束及び隔離からの自由を有する」
３ コロラド州（1980 年）コロラド改訂制定法 25‑1‑120 条
（1）自己決定権・援助を享受する権利
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「不可侵であるところの選択できる種類を知ることを含む公民的及び宗教的自由を享
受する権利並びに個人の独自の決定権，並びにこれらの権利を最大限可能な限り行使す
るに際し，施設の職員から補助と援助を享受する権利」（1a 項）
（2）コミュニケーションを保持する権利
「自己の選ぶ人と私的かつ制限のないコミュニケーションを保持する権利」
（1b 項）
（3）苦情申立権
「自己または他人のために，施設職員，政府職員に対し，報復のおそれなく苦情を述
べ，患者ケアの改善を求めて活動する施設内外の他の患者又は個人と協同する権利」
（1c 項）
（4）情報取得権
「医師が別段の指示をする場合を除き，自己の医学的な状態及び提案されている治療
について適切な情報提供を受ける権利，薬物投与・治療を拒否する権利，拒否行為がも
たらす結果を知る権利を含め，すべての医療の計画の立案に参画する権利」
（1f 項）
（5）適切なヘルスケアを受ける権利
「地域社会において確立され，かつ認知された業務上の基準並びに保健省が公示した
熟練・中間看護ケア施設の規定及び規則に合致する適切かつ適当なヘルスケアを受ける
権利」（1g 項）
（6）秘密保持等
「治療上及び個人の要求についてケアするうえでのプライバシー，個人的及び医学的
記録取り扱い上の秘密，個人的所有物の保管・使用上の安全を確保される権利」
（1h
項）
（7）尊厳をもって治療を受ける権利
「丁寧に，公正に，かつ最大の尊厳のある措置をもって治療を受け…る権利」（1i 項）
（8）虐待・拘禁からの自由
「精神的及び身体的虐待から，並びに専門職員の判断によって具体的かつ限定された
期間について開始された拘禁又は文書による医師の承認に基づく拘禁を除き物理的及び
化学的な拘禁から自由である権利」（1j 項）
（9）保証人・後見人への権利の委譲
「法的無能力でかつ法的能力を回復しないと決定されたときは，自己に適切，適当か
つ丁寧な医療及びケア並びに自己が行使することができるすべての権利が，保証人また
は後見人に対し，自己の権利及び義務を委譲する権利」（1l 項）
（10）施設選択権
「ヘルスケア施設の選択の自由を享受する権利」
（1m 項）

参考文献・資料
（ヨーロッパ諸国ほか）
・林かおり「ヨーロッパにおける患者の権利法」国立国会図書館調査及び立法考査局編
『外国の立法』227 号（2006 年 2 月）
・林かおり「海外における患者の権利法の状況について」『第７回ハンセン病問題に関す
る検証会議の提言に基づく再発防止検討会』資料 2‑1（2007 年 9 月）
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（米国）
・伊藤信博「立法紹介

Ⅰ患者の権利法」国立国会図書館調査及び立法考査局編『外国の

立法』178 号（1992 年 3 月）
・峯川浩子「
『医療基本法を考える』諸外国の医療法制：アメリカ合衆国」
（2010 年度医
事法学会参考資料）
・Michael K. Paasche-Orlow ほか「National Survey of Patientsʼ Bill of Rights Statutes 」
『Journal of General Internal Medicine』vol. 24（4）,April 2009
・星野一正「入院患者の権利の法的保障について」
『時の法令』1552 号（1997 年 8 月）
（オランダ）
・患者の権利法をつくる会 HP「オランダ 医療契約法」
http://homepage.mac.com/kanjanokenriho/kenriho/framepage.html
・手島豊「オランダにおける診療契約法について」日本医事法学会編『年報医事法学』21
号（2006 年 7 月）
（フランス）
・澤野和博「患者の権利に関するフランスの近時の動向について」東北学院大学学術研究
会（2004 年 3 月）
・澤野和博「＜翻訳＞フランスにおける「患者の権利及び保健システムの質に関する
2002 年 3 月 4 日の法律―第Ⅰ編および第Ⅳ編―」
（『東北学院大学論集・法律学』62 号
252 頁〜282 頁）（2004 年 3 月）
・澤野和博「フランス医療関係新立法『患者の権利及び保健システムの質に関する 2002
年 3 月 4 日の法律』―第Ⅱ編―（翻訳）」東北学院大学法学政治学研究所『東北学院大
学法学政治学研究所紀要』第 12 号（2004 年 3 月）
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第５章
第１節

第１

患者の権利の実情
経済的に困窮する患者と患者の権利

はじめに

医療へのアクセス等の平等性を設計理念として，1961 年にスタートした我が国の国民
皆保険制度は，国際的にも高い評価を得てきた。
しかしながら，雇用情勢の変化や，超高齢社会への突入などにより，経済的に困窮する
者が増加している現在の日本では，経済的理由から医療が受けられない者が増加してお
り，もはや国民皆保険制度とはいえないのではないかとの疑問が生じている。
本節では，現在の健康保険制度を概観した上で，貧困により医療を受けられず，経済力
が生命・健康に影響を及ぼしている実態を検討する。

第２

貧困・格差の拡大と医療からの排除

１

我が国の健康保険制度
1961 年に国民皆保険制度がスタートし，50 年が経過した。我が国の国民皆保険制度
は，すべての人が平等に医療にアクセスできるような医療制度として設計された。以下，
現在の健康保険制度とその加入の実態につき述べる。
（1）現在の健康保険制度
① 国民皆保険制度
我が国では，国民皆保険制度がとられ，生活保護受給者等一定の場合を除く全国民
が何らかの形で公的医療保険に加入することとなっている。医療保険制度には，組合
管掌健康保険（組合健保），全国健康保険協会（協会けんぽ），各種共済組合，国民健
康保険（市町村国保または国民健康保険組合）がある。また，これらに加え，75 歳
以上のすべての人を対象とする後期高齢者医療制度がある（後掲【医療保険制度の体
系】図参照）
。
組合健保及び協会けんぽは，サラリーマンが加入する医療保険制度（被用者保険）
であり，その保険料の半分を会社が負担している。これに対し，市町村国保は，自営
業者や無職者等が加入する医療保険制度であり，すべての保険料を自ら支払わなけれ
ばならない。
②

高額な保険料負担と保険診療費の自己負担

このような制度の違いから，国民健康保険においては，市区町村によって保険料に
差異があるものの，加入者は，他の制度に比べて高い保険料を負担しなければならな
い状況にある。具体的には，直近の厚生労働省による国民健康保険実態調査（2009
年度）によれば，市町村国保加入者の一世帯あたりの年間所得額は平均 158 万円であ
り，一人あたりの所得は平均 90 万 9000 円であるところ，この所得から一世帯あたり
年間平均 14 万 8014 円，一人あたり年間平均 8 万 5123 円の保険料が徴収されてお
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り，所得に対する保険料調定額の割合は 9.4％になっている。また，国民健康保険法
77 条による軽減世帯（総数）の一世帯あたりの年間所得額は平均 26 万 7000 円にす
ぎず，一世帯あたりの保険料調定額は年間平均 4 万 5251 円に軽減されているもの
の，所得に対する保険料調定額の割合は 17％に及び，所得に対する割合は全世帯平
均の約 2 倍となっている（2011 年 3 月厚生労働省「平成 21 年度国民健康保険実態調
査」
）
。このように，国民健康保険の被保険者は，所得に比して高額な保険料負担をし
なければならないことになっているのである。
また，国民健康保険における患者（健保本人）の保険診療費の一部負担は，当初 0
円であったが，1984 年に 2 割負担に引き上げられ，2003 年からは 3 割負担となった
ため，現在では，窓口での自己負担率は，他の医療保険制度と同様である。この一部
負担金についても保険料同様，国民健康保険法上減免規定があるが（同法 44 条），後
述の実例に照らしても活用されていないのが現状であると考えられる。

（出典：厚生労働省ホームページ）
③

保険料の滞納による国民健康保険被保険者証の返還

国民健康保険において，保険料の滞納がある場合，被保険者は，通常の国民健康保
険被保険者証（以下「被保険者証」という。）を返還しなければならず，以下に述べ
るとおり，国民健康保険短期被保険者証（以下「短期証」という。）や国民健康保険
被保険者資格証明書（以下「資格証明書」という。
）が交付される。
保険料滞納世帯に係る被保険者証は，通例に定める期日より前の期日を定めること
ができるとされ（国民健康保険法 9 条 10 項），各自治体において短期証の交付要綱が
定められ，一般に，6ヶ月以内の期限で更新する取扱としている。短期証による医療
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費の自己負担は，通常の被保険者証と異ならない。通常の被保険者証より有効期間の
短い被保険者証を発行することで，納付交渉の機会を増やすことを目的としたもので
あるが，経済的問題を抱えていない悪質な滞納者であればともかく，貧困により保険
料が支払えない者に対し，納付交渉の機会を増やしたとしても，いずれ資格証明書の
交付につながってしまう場合が多く（結城康博「国民健康保険」25 頁，岩波書店，
2010 年），その効果は疑問視されている。
国民健康保険料の納期限から１年以上滞納している場合，災害その他の政令で定め
る特別の事情があると認められる場合を除いて，被保険者証の返還が求められ，それ
と引き替えに資格証明書が交付される（同条 3 項〜6 項）
。この制度は，保険料を滞
納している世帯主に対し，被保険者証の返還を求め，資格証明書を交付することによ
り国民健康保険事業の公正かつ適正な運営に資することを目的として 1987 年から開
始されたものである。資格証明書が交付されると，医療機関受診の際に，患者が保険
診療費の全額（10 割）を医療機関の窓口で支払った上で，後日，市町村の国民健康
保険課に保険診療費の 7 割を請求する。請求した費用が返還されるのは 2 か月以上後
であったり，返還金の中から滞納保険料が差し引かれる場合もある。
（2）保険加入の現状
前述のとおり，国民健康保険は，被用者保険に加入しない者が加入する医療保険であ
るが，厚生労働省による調査結果（2009 年度）によれば，国民健康保険の加入世帯主
の 4 割が無職であった（前掲「平成 21 年度国民健康保険実態調査報告」）。
そして，上記調査実施年度と同じ 2009 年度の保険料の収納状況についてみると，滞
納世帯数は 436.4 万世帯（20.6％），短期証交付世帯数は 128.4 万世帯（6.1％），資格
証明書交付世帯数は 30.7 万世帯（1.5％）であった（厚生労働省「平成 21 年度国民健
康保険（市町村）の財政状況について」2011 年 2 月 4 日）。
このように滞納世帯が多くなっている背景としては，完全失業者数，非正規労働者数
が増加の一途をたどっている現状がある（総務省「労働力調査」
）。国民健康保険は，従
来，組合健保や協会けんぽに加入していない農業者や自営業者などをカバーするための
ものという色彩の強いものであったが，上記のような雇用情勢の変化により，所得のな
い者や低所得者をもカバーするように変化してきている。他方で，国庫負担は，従前は
医療費ベースで 45％であったのに対し，1984 年に 38.5％に引き下げられている。すな
わち，経済的に余裕のない層の加入が増えてきているにもかかわらず，国民健康保険へ
の国庫負担が減少したことにより，（1）①で述べたとおり，被保険者の保険料負担が重
くなり，それゆえに，保険料の滞納世帯数が多くなっているものと考えられる。
（3）潜在的な無保険者の増大
また，2009 年度の労働政策研究・研修機構の調査によれば，いずれの公的制度にも
加入していない雇用者，すなわち，雇用保険，失業保険，医療保険を含むいずれの公的
制度にも加入していない雇用者は 11.2％であり，非正規雇用では 13.8％であった（労
働政策研究・研修機構「平成 21 年度日本人の就業実態に関する総合調査」（速報）2010
年 12 月 28 日）。医療保険のみに限定すれば，より多くの者が非加入であると推測され
るが，全国的な調査を行っている機関はない。
非正規雇用者は国民健康保険に入らざるを得ないが，前記のとおり，保険料の滞納世
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帯数が増えていることからしても，本人負担が重く国民健康保険に加入すらできない実
態があるものと推測され，非正規雇用者の増大により，健康保険制度でカバーされない
労働者が増えているものと推測される。
（4）結語
以上のとおり，経済的な理由から高額な保険料の負担ができず，通常の被保険者証を
返還し，短期証や資格証明書が交付される者が増加し，同時に，潜在的な無保険者が増
大している現状では，「国民皆保険」制度はもはや崩壊しているといってよい。
２ 貧困による受診抑制，死亡事例
（1）資格証明書による受診率
①

受診率

前述のとおり，国民健康保険料の滞納者であっても，資格証明書の提示により医療
を受けられるが，この場合医療費の自己負担は全額（10 割）負担となる。後日 7 割
が返還されるのであるから一時的な負担ではあるが，たとえ一時的であっても，経済
的に困窮して保険料すら払えない者にとって医療費の 10 割負担をすることは困難で
あり，事実上受診を差し控えざるを得ない事態となっている。
全国保険医団体連合会の調査によれば，資格証明書による受診率（100 人当たりの
年間レセプト件数）は，調査を開始した 2003 年から連続して低下し，2008 年には一
般被保険者の 61 分の 1 になり，2009 年には一般被保険者の 73 分の 1 になっている
（全国保険医団体連合会「国保資格証明書を交付された被保険者の受診率の調査結果
（2008 年度，2009 年度）について」2010 年 11 月 29 日）。
② 「無保険の子」問題
この点，2008 年 10 月の時点で，資格証明書が交付されている世帯で中学生以下の
子どもがいる世帯は 1 万 8240 世帯，子どもの数は 3 万 2903 人であり（厚生労働省
「『資格証明書の発行に関する調査』の結果等について」2008 年 10 月 30 日）
，多数の
子どもが公的医療保険を使えない状況にあった。子ども医療費が現物給付されている
自治体であっても，資格証明書による受診の場合は，医療機関の窓口で 10 割負担を
しなければならなかった。これに対し，2008 年 12 月 19 日成立，2009 年 4 月施行の
国民健康保険法改正により，資格証明書を交付された世帯であっても，中学生以下の
子どもには短期証を一律に交付することとなり，2010 年 7 月からは 15 歳から 18 歳
までの高校生世代にも短期証の交付が拡大され，子どもに関しては窓口での 10 割負
担は回避できることとなった。
③ 政府答弁による短期証の発行
他方で，2009 年 1 月 20 日の政府答弁（内閣参質 171 第五号）において，「当該世
帯（資格証明書交付世帯）に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ，かつ，医療
機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合には，当該世帯主
は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられること
から，緊急的な対応として，当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交
付することができることとするものであり，世帯主がこのような状況にあるのであれ
ば，市町村の判断により，当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交付
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することができるものである。
」との答弁がなされ，子どもであるか否かに関わら
ず，世帯主が市町村窓口に申し出れば市町村の判断で短期証を交付できることが明ら
かにされた。
この答弁の内容については，2009 年 1 月 20 日付事務連絡「保険者資格証明書に係
る政府答弁書について」及び 2009 年 9 月 25 日付事務連絡「新型インフルエンザの流
行に関する Q&A について」でも連絡されたため，自治体窓口でこの政府答弁が実施
されれば，短期被保険者証の交付が増え，資格証明書による受診率が明らかに低下す
るものと考えられたが，実際には著しい低下は見られず，実施が不十分であることが
推測される。
（2）資格証明書や無保険による受診困難事例
① 全日本民主医療機関連合会の死亡事例調査報告
全日本民主医療機関連合会（以下「全日本民医連」という。）の死亡事例調査報告
においては，経済的理由による手遅れ死亡の事例が集約されている（全日本民医連
「『2010 年国民健康保険など死亡事例調査』＜第 5 回＞報告」2011 年 3 月 2 日）。同報
告では，2010 年 1 月から 12 月までの間に加盟事業所から報告された手遅れ死亡事例
は 71 件あり（国保及び国保以外の医療保険双方を含む。
），そのうち，保険料滞納等
により通常の被保険者証を有していなかった事例は 42 件（短期証 10 件，資格証明書
7 件，無保険 25 件）であった。
② 政府答弁の不徹底
前述のとおり，2009 年 1 月 20 日政府答弁（内閣参質 171 第五号）によれば，資格
証明書交付世帯や無保険世帯であっても，医療を受ける必要があり，医療費の負担が
困難である旨の申し出があれば，
「保険料を納付できない特別な事情」に当たり，短
期証が交付できることとなっているが，実際には政府答弁は徹底されておらず，行政
の対応は厳しいままであり，無保険者への被保険者証交付と引き替えに行政から保険
料滞納分の一括返金を求められるケースや，行政の主張する金額の支払いを求められ
るケースが存在した。以下に事例を紹介する。
ア 事例 1
56 歳男性。自営業（内装業）。収入なく保険料滞納し，無保険。腹部に違和感が
あったが放置していた。我慢できない腹痛が出現し，救急搬送されそのまま入院。
膵癌であった。事業所職員が市役所に同行し，政府答弁に基づき，「特別な事情に
該当するので保険証の発行を」と国民健康保険被保険者証の発行を求めたが，保険
年金課は「9000 円支払わないとダメ」の一点張りであった。結局娘が 5000 円支払
うことで 1ヶ月の短期証が発行されたが，約 2ヶ月後に死亡した。
イ

事例 2
59 歳女性。無職。1995 年阪神淡路大震災で被災しマンションが全壊したため，

親戚を頼って転居し，パート収入で暮らしていたが，仕事が減り家賃が払えず，知
人宅に居候させてもらっていた。国民健康保険料の督促状が来ていたものの支払え
ず，そのままにしていたところ，被保険者証が交付されなくなった。献血で B 型
肝炎疑いを指摘されたが被保険者証もお金もなく受診しなかったとのことである。
全身浮腫，腹水，呼吸苦で我慢できなくなり行政窓口に出向いたが，保険料滞納分
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の一括返済を求められた。「保険証がいただけないということは『死ね』というこ
とですか」と訴えると，手書きで有効期間を記した国保受療証なるものが渡され
た。受診した結果，肝癌となっており手の施しようがない状態であり，約 3ヶ月後
に死亡した。
ウ

事例 3
55 歳男性。無職。食欲不振，体重減少を主訴に受診し，胃内視鏡検査の結果，

末期の胃癌と判明し，緊急入院。資格証明書の発行を受けていた。本人によれば，
資格証明書発行以降，窓口に相談に行ったが，一括支払い以外は相談に乗ってもら
えず，それでも保険料を払える分だけは払っていたが，被保険者証が発行されず受
診できなかったとのことであった。入院後，国保滞納係へ短期証の相談に行くと，
「滞納額が 100 万円を超えているので短期証は出せない。出してしまうと他の方と
のバランスが悪い。」と言い，同行した事業所職員が政府答弁について説明しても
短期証は交付されなかった。初診から約 3ヶ月後に死亡した。
エ 事例 4
45 歳女性。無職（死亡前年に失業）。体調不良に耐えられず受診した時点で，腹
水がたまり，末期の様相であった。慢性肝疾患で入院精査を勧めるも強く拒否し
た。家族構成は，父親が呼吸器身障 1 級で在宅酸素管理中，母親は死亡，兄（48
歳）は月 5 万円程度のアルバイト収入で精神疾患の疑いあり，夫とは離婚し，長男
（20 歳）は心疾患身障 1 級で月 5 万円程度のアルバイト収入のみ，次男（18 歳）は
建設業で月 10 万円程度の収入があるのみという状況であった。長男の医療費が心
配とのことで，入院を拒否し，外来管理となった。生活保護の要件は満たさず，当
該市では国民健康保険法 44 条（一部自己負担金の減免規定）の前例がない状況で
あった（当該事業所から 4 件申請したがすべて却下された経緯あり。）。外来でフォ
ローして 3 か月位で急変したが，1 日以上受診せず，夜間救急に搬送されるも，手
遅れであり死亡した。
③

小括
以上のように，経済的理由により保険料を支払うことができず，被保険者証がない
という理由で，体調不良であっても受診することができず，病状が進行してしまう事
例が散見される。さらに，極限まで我慢した挙げ句，我慢しきれなくなって受診した
際に，政府答弁に従い短期証の発行を求めたが，行政窓口で拒否された事例も存在す
る。このような事例では，経済的理由で被保険者証を有しないために受診ができず，
死亡に至ったものと考えられる。
（3）正規被保険者証保有者の受診抑制
① 「手遅れ死亡」の増加
無保険状態ばかりか，正規被保険者証を保持しながら「手遅れ死亡」した事例も増
加している。前述の全日本民医連の 2010 年死亡事例調査報告によれば，手遅れ死亡
事例 71 件のうち，正規被保険者証を保持しながら手遅れ死亡となった事例は 29 件あ
り，前年比約 3 倍であった。
② 経済的理由による受診抑制
また，現場の医師によれば，直ちに手遅れとなって死亡するまでには至らずとも，
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薬が高く経済的に困難という理由で，糖尿病でインシュリンをまびいて打つ患者，薬
を半分に割って飲むもしくは薬の回数をまびいて飲むなどの患者，処方箋を捨ててし
まう患者も少なくなく，また，診察時に検査の必要性を伝えると，お金がないという
理由で断る患者や，次回以降の受診を中断する患者もいるという。
さらに，2008 年に行われた日本医療政策機構による受診抑制の実態調査では，低
所得，低資産層の 4 割が，過去 12ヶ月以内に費用がかかるという理由で，具合が悪
いところがあるのに医療機関に行かなかったと回答した。これは，高所得，高資産層
の約 2 倍の水準である（日本医療政策機構「受診抑制の実態調査（概要）」2008 年 4
月 15 日）。また，低所得，低資産層の 16％が，同じ理由で薬を処方してもらわなか
ったことがあると回答した。前述の全日本民医連の死亡事例調査報告より，以下に事
例を紹介する。
ア

事例 1
84 歳男性。年金受給者。国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行（保険料

の滞納なし）。本人の妻のケアマネージャーが，本人の食欲不振，顔色不良，痩せ
著明を見て受診を勧めていたが「医療費が払えない。
」と拒否していた。3ヶ月以上
経過し，ケアマネージャーからの相談により受診につながったものの末期の胃癌で
あり，数日で死亡した。
イ 事例 2
58 歳男性。非正規雇用。国保。Ｃ型肝硬変で受診していたが，受診を中断した
ため外来より電話をしたものの受診しなかった。理由を尋ねるも，大変というだけ
で詳細は述べなかった。受診中断して 7ヶ月経過した頃に吐血があったが受診せ
ず。2ヶ月後吐血あり，救急搬送されたが同日死亡した。入院時に妻が「家賃支払
いが大変なので（もう本人は食べられないから）食事は出さないでください」と話
しており，経済的理由により受診を中断していたものと推測された。
ウ 事例 3
51 歳女性。無職。国保。夫は大工で収入月額 15 万円であったが，冬季は仕事が
なく失業手当で生活していた。長女，次女のアルバイト代とあわせて月 20 万円弱
の収入であった。また，三女，四女の学費は滞納しており，夫名義の借金もあっ
た。本人は 2 年前から右胸に発赤，腫脹がみられ，くぼんで膿が出ている状態であ
ったが放置しており，受診 1ヶ月前からは，腹満，下肢浮腫があり食欲低下，鼻出
血も繰り返していたが，経済的理由で受診できないでいた。受診したところ進行乳
癌，転移性肝癌，閉塞性黄疸の診断で即日入院となったが，入院後 10 日で死亡し
た。
エ 事例 4
66 歳男性。正規雇用。協会けんぽ。タクシードライバー歴 10 年であったもの
の，入院する約 10ヶ月前から身体のだるさがあり仕事ができない状況であった。
会社の上司が受診をすすめたが，本人は拒否していた。厚生年金を月に 10 万円受
給していたが，アパート家賃の滞納がある状況で，経済的理由から受診拒否してい
たものと推測される。受診約 1ヶ月前から便失禁状態であり，10 日前からは両下肢
浮腫にて歩行不能となり，ほぼ絶飲食状態であった。本人から会社へ体調不良の連
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絡があり，緊急搬送された。診察の結果，直腸癌の膀胱浸潤，腹壁浸潤による膿瘍
と診断され，緊急入院となった。切開ドレナージ，人工肛門造設等行うが，全身衰
弱が進み，入院後 11 日目に死亡した。
③ 小括
以上のように，なんとか保険料は納めて被保険者証を有してはいるものの，経済的
理由により窓口での自己負担分が負担できないという理由で，体調不良であっても受
診を控え，病状が進行してしまう事例が散見される。このような事例では，受診した
時には既に手遅れになっており，死亡したものと考えられる。
（4）結語
以上から，高い保険料と重い窓口負担が受診抑制を招き，結果的に死亡事例数を増加
させたものと考えられる。

第３

考察

１

経済的に困窮する患者の軽視
我が国における国民皆保険制度は，その設計理念を医療へのアクセス等の平等性にお
き，これまで国際的にも高い評価を得てきた。地域保険である国民健康保険が導入された
ことにより，失業した者であっても，制度的には，無保険になることを免れることができ
る制度となっている。
そうであるがゆえに，厚生労働省も「ホームレスの方とか，無保険者は発生しているの
でしょうが，普通に生計を維持している人は保険に入っているというのが前提です。無保
険の方は少ないのではないでしょうか。
」との見解を示し，「保険局として積極的に数字は
集めていません。
」としている（芝田英昭「国保はどこに向かうのか」82 頁（新日本出版
社，2010 年））。
しかしながら，このような認識は，非正規雇用が増大し続けている現在の雇用情勢や，
高額な保険料を負担できない低所得層の存在を全く無視するものであり，楽観的に過ぎ
る。
これまで述べてきたとおり，国民健康保険には所得のない者や低所得者が多く加入して
おり，現在では，貧困のために保険料が支払えず被保険者証を取り上げられているため受
診できない，または被保険者証を持っていても窓口負担が大きく受診できないといった理
由で患者の受診が抑制され，必要な治療を受けられない結果となっており，経済力による
格差が明確となっている。そして，受診抑制の結果，受診に至った時点では既に手遅れと
なっており死亡する事例も少なくなく，経済力が健康に影響を及ぼしていることも明らか
となっている。
このように，経済的に困窮し医療が受けられない患者の実態を把握しないまま，保険料
滞納対策に主眼をおいた制度を維持していることによって，医療を受ける患者の権利を侵
害し，患者の生命に危険を及ぼしているのである。
２

現行制度の不徹底
現行の国民健康保険制度が滞納対策に主眼をおき，患者の実態を軽視するものであるこ
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とは前述のとおりであるが，現行の制度の枠内であっても，経済的に困窮する患者を救済
する余地は残されている。
例えば，前述のとおり，経済的に医療費の負担が困難であるということは，それ自体が
「保険料を納付できない特別な事情」に準ずる状況にあり，市町村の判断で短期証を発行
してよいと政府答弁で指摘されている。これが行政窓口で徹底されれば，体調不良を訴え
窓口を訪れた患者には，速やかに短期証を発行し，医療機関への受診につながる。しかし
ながら，実際には，滞納分の一括納付を求める，窓口で指定する金額の納付がない限り短
期証の発行をしない等の対応が報告されており，政府答弁は窓口では全く徹底されていな
いのが現状である。
また，医療費の一部負担金については，国民健康保険法 44 条により，経済的理由で支
払うことが困難であると認められる場合には減免することができるとされているが，自治
体によってはすべて申請を却下するなど，十分に利用されていないのが現状である。
このように，現行の制度すら十分に利用されていないことで，経済的理由によって，医
療を受ける患者の権利が侵害されている。
３

患者の権利法の必要性
すべての人は，等しく安全で質の高い医療を受ける権利があるのであり，経済的理由に
よって差別を受けるようなことがあってはならない。そして，そのための社会保障として
の健康保険制度を整備することは国の責務である。
前述のように，経済的に困窮していてもすべての人が医療を受けられるべく短期証の発
行を認める政府答弁が徹底されないのも，医療費の一部負担の減免を自治体が認めないの
も，医療を受ける患者の権利が，すべての人に保障されるべき権利であることが正しく認
識されていないことによるものであると考えられる。
経済的理由で医療を受けられずに命を失う人がなくなるためには，すべての人が医療を
受ける患者の権利を有することが明確に規定される患者の権利法の制定が不可欠である。
そして，患者の権利法を基本法として，現在既にある法律及び制度が正しく利用され，ま
た新たに法整備をし，国民健康保険制度そのものを見直すと共に，国庫負担等の財政基盤
を整える等，すべての人が経済的困窮によって医療から排除されることがないような制度
作りを進めていかなければならない。

参考文献・資料
・厚生労働省「医療保険制度の体系」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/01.html
・厚生労働省「平成 21 年度国民健康保険実態調査」
http://www.e‑stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001040628
・厚生労働省「平成 21 年度国民健康保険（市町村）の財政状況等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011vw8.html
・総務省「労働力調査」長期時系列データ
http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm
・全国保険医団体連合会「国保資格証明書を交付された被保険者の受診率（2007 年度）
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の調査結果について」
http://hodanren.doc‑net.or.jp/news/tyousa/090615kokuho.html
・独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成 21 年度日本人の就業実態に関する総合調
査」
http://www.jil.go.jp/press/documents/20101228.pdf
・全国保険医団体連合会「国保資格証明書を交付された被保険者の受診率の調査結果
（2008 年度，2009 年度）について」
http://hodanren.doc‑net.or.jp/news/tyousa/101129kokuho/kekka.pdf
・2009 年 1 月 20 日政府答弁（内閣参質 171 第五号）
http://hodanren.doc‑net.or.jp/news/unndou‑news/110128seifu‑touben.pdf
・結城康博「国民健康保険」
（岩波書店，2010 年）
・芝田英昭編著「国保はどこに向かうのか」
（新日本出版社，2010 年）

― 104 ―

第５章 患者の権利の実情

第２節
第１

救急医療・周産期医療と患者の権利

医療提供体制（医師不足の実情）

患者の権利の中核部分の保障を十分なものとするためには，医療提供体制がきちんと整
えられなければならないことは言うまでもない。しかしながら，昨今，医師の不足，医師
の偏在が「医療崩壊」を招き，
「医療崩壊」によって医師の不足，医師の偏在がより進ん
でいるとの指摘もなされている（なお，
「医師の偏在」については，総数としては足りて
いるにもかかわらず，一部の診療科，一部の地域に偏在を生じていることを意味するとし
て，そもそも総数として不足しているのであるから偏在ということは概念として誤ってい
るという指摘もある。）。
このようななか，厚生労働省が 2010 年 6 月に実施した「病院等における必要医師数実
態調査」によれば，医師全体での現員医師数に対する必要医師数（医療機関が必要と考え
ている医師数）の割合（以下「不足割合」という。
）は 1.14 であるところ，これを診療科
ごとに見ると，
リハビリ科 1.29
救急科

1.28

産科

1.24

・
・
・
小児外科

1.08

美容外科

1.08

形成外科

1.07

というように，リハビリ科，救急科，そして産科において不足割合が大きく，医療機関は
医師不足を感じている。さらに，この調査の対象が全国の病院及び分娩取扱い診療所（合
計 1 万 262 施設）であり，分娩取扱いのない診療所は含まれていないこと，医療機関が必
要と考えている医師数を必要医師数としているために，その必要性は医療機関において顕
在化したものに限られることからすると，ここで現れた割合以上に医師不足の実態がある
のかもしれない。
そこで，上記調査において不足割合が大きく，特に社会的にも注目される救急医療，周
産期医療の現状を調査・把握した上で，それぞれの問題点について検討した。

第２
１

救急医療の現状と問題点について

救急医療体制の現況

（1）救急医療体制の整備について
救急医療体制の本格的な整備は，1964 年度の救急病院・救急診療所の告示制度の創
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設に始まり，1977 年度からは初期，二次，三次の救急医療機関の階層的整備の開始，
救急医療情報センターの整備，1991 年度には救急救命士制度の創設などの体系的整備
が進められてきた。
なお，初期救急医療機関とは，内科，小児科などの外来診療を行う休日夜間急患セン
ターや在宅当番医制を，二次救急医療機関とは，入院施設と簡単な手術ができる病院群
輪番制による病院と共同利用型病院を，三次救急医療機関とは，救命救急センターを中
心とする複数科にわたる重症救急患者に対応できる機関をいう。
また，1997 年 12 月には，我が国における良質かつ効率的な救急医療体制のあり方に
ついて厚生省「救急医療体制基本問題検討会」が報告書をまとめ，地域性に配慮しなが
ら救急医療体制の確保を進めてきた。
（2）救命救急センターの整備の状況
救命救急センターは，当初，概ね 100 万人に 1 か所を目標に整備がなされ，2006 年
末までで全国に 200 か所を超えるなど，量的には増加し，人口当たりの数としては当初
の目標を大きく上回るに至っている。
他方で，最寄りの救命救急センターまでに長時間の搬送を要する地域（地理的空白地
域）も多数残されており，これらを埋めることを念頭に規模の小さい（20 床未満）新
型救命救急センターの整備を開始しているが，依然として地理的空白地域は多数残され
ていると指摘されている（厚生労働省救急医療の今後のあり方に関する検討会「中間と
りまとめ」2008 年 7 月）。
（3）近年における私的医療機関の撤退
これに対して，近年になって，それまで救急医療の中心を担っていた私的医療機関が
救急医療から撤退する状況が生じている。救急告示機関に指定されていた私的診療所
は，1985 年の 1776 件から，2010 年には 374 件に減少し，同様に指定されていた私的病
院は，1991 年の 3210 件から，2010 年には 2669 件に減少している（総務省消防庁「平
成 22 年版救急・救助の現況」2010 年 12 月）。
医療費の抑制，医師不足，看護師不足，患者の高度医療の要求と医療訴訟の増加など
により，私的医療機関が救急医療から撤退したことが，後述する「たらい回し」の背景
として大きく関与しているとする指摘も見られるところである（小濱啓次編著「新しい
救急医療体制の構築 救急医療体制改善のための提言」へるす出版，49 頁〜50 頁）
。
（4）救急医療の増加，多様化するニーズの増大
また，高齢化，住民意識の変化等により，救急利用が増加・多様化し，救急搬送人員
はこの 10 年間で 50％以上増加している。特に，高齢者を中心とした軽症・中等症患者
の増加が著しい。こうしたニーズの増大に対して，特に二次救急医療機関の体制充実が
追いついていない現状があることなども指摘されている（前掲「中間とりまとめ」
）
。
２

救急患者の「たらい回し」現象
こうした現状の中で，救急搬送患者の受け入れに時間を要した事案，いわゆる「たらい
回し」の報道が相次いでなされた。
厚生労働省は，2007 年 12 月，救急医療の今後のあり方に関する検討会を設置したが，
同検討会においても，2007 年 8 月から 2008 年 1 月までで，少なくとも 8 件の報道が紹介
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されている（同検討会第 2 回資料 2）。
① 奈良県橿原市で，2007 年 8 月 29 日，36 歳の妊婦が奈良県，大阪府の 9 医療機関で
受け入れることができず，搬送先決定まで 1 時間半。（2 時 44 分頃通報）
② 福島市で，2007 年 11 月 11 日，交通事故の患者（79 歳女性）が，市内の 4 医療機
関で受け入れることができず，搬送先まで 1 時間。（20 時 15 分頃通報）
③ 姫路市で，2007 年 12 月 6 日，吐血し，昏睡状態となった患者（66 歳男性）が，市
内外の 18 医療機関で受け入れることができず，搬送先決定まで 1 時間。（0 時 7 分通
報）
④ 大阪府富田林市で，2007 年 12 月 25 日，吐血のあった患者（89 歳女性）が，府内
の 30 医療機関で受け入れることができず，搬送先決定まで 1 時間半。（4 時 49 分通
報）
⑤

大阪府東大阪市で，2008 年 1 月 2 日，交通事故の患者（49 歳男性）が，府内の 6
医療機関で受け入れることができず，搬送先決定まで 30 分。（22 時 20 分頃発生）
⑥ 宮城県蔵王町で，2008 年 1 月 6 日，火災による熱傷患者（88 歳女性）が，県内の
4 医療機関で受け入れることができず，搬送先決定まで 1 時間。（22 時 15 分頃発生）
⑦ 大阪市都島区で，2007 年 11 月 30 日，拒食症の少女（16 歳）が，府内の 7 医療機
関で受け入れることができず，搬送先決定まで 47 分。（22 時 20 分頃通報）
⑧ 東京都清瀬市で，2008 年 1 月 8 日，体調不良で胸痛を訴えた患者（95 歳女性）
が，市内外の 11 医療機関で受け入れることができず，搬送先決定まで 38 分。
（21 時
半頃通報）
同検討会は，こうした「たらい回し」事案の報道が見られるなど，救急医療体制にいま
だ多くの課題が残されていること，少子高齢化，怪我から病気という疾患の構造の変化，
国民のニーズの多様化，医療に求める水準の上昇など，救急医療を取り巻く環境が大きく
変化し，救急搬送件数の増大などの救急医療の需要が大幅に増加し，これらに対応する救
急医療提供体制の確保が喫緊の課題として求められていることから，救急医療の今後のあ
り方を検討する目的で設置され，6 回の審議の後，2008 年 7 月には「中間とりまとめ」を
発表している。
同検討会で検討された事項は多岐に及び，すべてをここで紹介することはできないが，
問題点を絞って紹介することとする。
３ 救急医療の問題点〜救急医療の今後のあり方に関する検討会で問題となったこと
（1）救急医療の現状及び課題
① 救急利用の増加，多様化等ニーズの増大
前述のように，救急医療に対するニーズが増大していることが指摘されている。ま
た，救急車や救急医療機関の不要・不急の利用により，真に緊急性のある傷病者への
対応に支障が生じている，医療を受ける側の過大とも言える要求が増大しているとの
指摘もある。
② 受け入れ先救急医療機関の状況
これに対して，受け入れ先となる医療機関では，上記のニーズに対応した体制の充
実が十分に図られておらず，病院勤務医の過酷な勤務環境，勤務状況に見合った報酬
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になっていないことへの不満があり，また，泥酔者や薬物依存患者とのトラブルなど
の問題もあげられている。
③

救急医療を担う医師を取り巻く環境
医師に関しては，診療科の偏在や病院勤務医の離職等に伴う医師不在・不足の深刻

化もあり，地域によっては救急医療体制の確保に支障が生じているとされている。ま
た，上記のニーズが増大する中で救急医療を担う病院勤務医や，あるいは，僻地等に
おいて一人の医師が救急医療も含めた診療を担当している場合など，医師の疲弊は著
しく，医師の意欲の低下が懸念されている。加えて，救急医療に対しても国民が高度
な専門的医療を期待するようになったため，医師が訴訟リスクを懸念するようにな
り，これが医師の意欲の低下の一因になっているという指摘も見られる。
そして，こうした状況に対し，救急医療を支える医師の養成も重要であり，卒前・
卒後教育を通じての救急医療への配慮も必要と指摘されている。
④ 救急医療に係る公的財政支援
さらに，財政面においては，初期救急医療や第二次救急医療の体制整備に要する財
源も，2004 年度からのいわゆる三位一体改革等により一般財源化され，その実施に
ついては地方自治体の裁量に委ねられるようになっている。このため，救急医療は採
算性にかかわらず提供されることが最も求められる医療分野であり，必要に応じた公
的財政支援が適切に行われる必要があるが，救急医療に関する公的財政支援の程度が
地域によって異なっていると考えられると指摘されている。
⑤ 現状に関する総括
前記「中間とりまとめ」は，こうした状況を指摘し，個々の救急医療機関における
努力だけでは，地域における安定的な救急医療の提供が困難となっているとし，制度
的な支援の充実が求められるとしている。その上で，以下のような点が更に検討され
ている。
（2）救命救急センターの整備のあり方
救命救急センターの整備は，既に述べたとおり，量的な確保はなされているという評
価である。しかしながら，他方で，地理的空白地帯の存在，あるいは，小児科，精神
科，整形外科等の様々な関わりが重要であるところ，救命救急センターを設置する医療
機関の理解が十分でないこと，精神科救急，小児救急，周産期等の専門分野別に整備さ
れつつある救急医療体制との連携が不十分であることなどの指摘や，重症外傷治療にお
いては，防ぎ得た死が発生しているほか，救命後の四肢の運動機能等の，機能予後の改
善への取組が不十分，急性循環器疾患等における治療やリハビリテーションの体制が十
分でないといった質的な不足の指摘がなされている。
また，二次救急の充実が追い付かず，救命救急センターに過度の負担がかかっている
との指摘や，地域に複数の類似した機能を持つ救命救急センターが整備されている場合
に医療資源が薄く広く配置される結果となっていることなどの指摘があり，これらを踏
まえた今後の整備のあり方の検討を要するとしている。
（3）第二次救急医療機関の状況及び今後の整備
他方，第二次救急医療機関の状況に関しては，前述の地方自治体ごとの財政状況の違
いや医療機関ごとの違いの大きさから，一律の整備の方向性は提示せず，むしろ，国が
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地域の実情に応じた取組の支援を行うべきとしている。
また，第二次救急医療機関からのヒアリングでは，「医療従事者の確保が困難であ
る」
，「地方自治体からの補助金が削減される動きがある」
，「未収金の負担が大きい」
，
「医療訴訟リスクが増大している」などの発言がなされている。
未収金については，
「未収金は，先ほど申しましたように，非常に増えています。…
10％というのは，…非常に大きな数字になってきているということです。
」（第 4 回議事
録）として，未収金が病院の負担となっていることが報告されている。
こうした点も受け，
「中間とりまとめ」では，引き続き第二次救急医療機関の機能の
充実を図るべきであることを指摘している。
（4）救急搬送における課題
さらに，救急搬送に関する課題として，医療機関と救急隊との連携が不可欠であり，
救急医療情報システムの体制の整備などを必要とする指摘がなされているほか，救急医
療機関の受け入れ拒否の原因としてのベッド満床（出口の問題）があることについて，
相当の分量を割いて指摘が行われている。
これによれば，総務省消防庁が，医療機関の受入照会回数が多数に及ぶ事案に関し，
2007 年度に救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査を行ったところによると，
受け入れに至らなかった理由として，「処置困難」，「ベッド満床」，「手術中・患者対応
中」
，「専門外」
，「医師不在」等があげられ，特に救命救急センター等においては「ベッ
ド満床」が第一の理由となっている。
この点，検討会のヒアリングでは，急性期を乗り越えたものの救急医療用の病床から
移動できない具体的な例として，植物状態等の重度の意識障がいがある患者，合併する
精神疾患によって一般病棟では管理が困難である患者，人工呼吸管理が必要である患
者，院内感染の原因となる細菌の保菌者等があげられた。また，身寄りがない患者，独
居の患者，未収金発生の可能性がある患者等は転床・転院が困難である。また，患者と
家族の求める医療水準と転床・転院先の状況との乖離，転床・転院しても経済的負担が
軽減されないことも転床・転院を妨げる大きな要因となるともされている。
「中間とりまとめ」では，これらの問題について，転院先の医療機関も満床で，同様
に出口の問題を抱えており，医療，介護システム全体の問題であるとし，患者を含めた
社会全体の理解や急性期後の転床・転院ができる地域の体制確保が必要であることなど
を指摘している。
なお，同検討会では「外国人，ホームレスの話が社会背景の中に出てきましたが，こ
れは結局，別の言い方をすれば，社会保障の網目がほころびてきて，それが救急医療に
バイアスがかかっているというように理解してよろしいですか。
」「そのように思いま
す。最後に縮図みたいな形で，救命センターにその問題点がどんどん集中してきている
ということを，理解していただいたほうがいいのではないかと思います。
」という指摘
がなされている。
また，「その社会保障 2200 億円を毎年切り下げるという大命題の中でこういったこと
が今進んでいるわけですから。回り回って，結局，救急の現場そのものが立ち行かなく
なっている，療養病床も立ち行かなくなっている，この辺の現実が今日見えたというこ
と」として，救急の背景には社会保障の問題があることが指摘されている（同検討会第
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4 回議事録）
。
４

改善の提言等
こうした同検討会による検討のほかにも，救急医療の改善についての提言や検討の取組

などが行われている。
（1）例えば，前記「中間とりまとめ」においても ER 型の救急医療について触れられて
いるが，前出の小濱氏は，救急医療ならびに地域医療の支援に，医療の中核である大学
病院は積極的に関わっていく必要があり，大学病院のすべてに救命救急センターと ER
を配備し，各都道府県の総合救急医療センターに位置づけるべきであり，そのなかで救
急医学教育を行い，救急診療ができる各科の専門医と救急専任の医師の養成を行うべき
であるなどとの提言をしている。
この点，2011 年 6 月に開催された第 14 回日本臨床救急医学会総会のシンポジウム
「救急医療における多職種連携に関する取り組み 2」で，現在，東京医大病院救急医学
講座が主体となり，東京消防庁第四方面本部との間で救急連携パスの試行がなされてい
ることが報告されるなど，救急隊と医療機関との情報共有を目指す動きも見られるよう
になっている。
（2）精神科救急に関しては，日本精神科救急学会が「『精神科救急医療の機能評価と質
的強化に関する研究』報告書」
（2010 年）をまとめ，また，厚生労働省が，2011 年，精
神科救急医療体制の現状に関する検討会を立ち上げ，検討が進められている（詳しくは
本章第 9 節第 4 参照）。
（3）小児救急に関しては，日本小児科学会が 2007 年 8 月「わが国の小児医療提供体制
の構想」を発表し，これまで赤字部門として位置づけられてきた小児救急医療につい
て，入院小児医療提供体制の集約化，広域医療圏における小児救急体制の整備に関する
提言などを行っている（詳しくは，第 51 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会基調
報告書「安全で質の高い医療を実現するために―医療事故の防止と被害の救済のあり方
を考える―」2008 年 10 月 2 日，8 章 4 節第 2 参照）。
５

患者の権利との関係

前記救急医療の今後のあり方に関する検討会において，救急医療に関する諸問題が検討
されたが，その根底には現在の医療のあり方に関わる深刻な問題が根ざしている。
2011 年 6 月 29 日，さいたま市で，38 歳女性が乗用車にはねられた事故では，深夜で人
手が無いなどの理由で「処置できない」
，
「（外科医などがおらず）当直医が専門外」とし
て処置できないなどの理由で，12 の病院が救急搬送の受け入れを拒否し，約 16 時間後に
死亡するに至っている（東京新聞 TOKYO Web，2011 年 7 月 2 日朝刊）。
また，2011 年 6 月 30 日，富山市で，73 歳女性が車にはねられ「外傷や治療中の患者が
多く処置が困難だった」，
「整形外科医の専門医がただちに対応できない状況だった」など
の理由で，3 か所の病院が受け入れを拒否し，後に死亡するに至っており（朝日新聞
asahi.com，2011 年 7 月 4 日），現在も「たらい回し」事例が生じている。
救急医療において，
「ベッド満床」などを理由として救急患者の受け入れが拒まれて
「たらい回し」がなされると，診療を受ける権利は形骸化し，患者の生命にも関わる事態
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が危惧されることになる。
救急医療は，
「医の原点」ともいわれるように，患者の生命，健康に関する重要な制度
であり，その確保が要請される。

第３

周産期医療の現状と問題点について

１

序
医療の現場が疲弊していると言われ，
「医療崩壊」が叫ばれるようになった当初から，
特に周産期医療は崩壊の危機に瀕していると言われてきた。また，
「お産難民」という言
葉も聞かれる。最近では，2006 年 8 月，2007 年 7 月に奈良県（後者については実質的に
は大阪府。）で，2008 年 7 月に札幌市で，同年 10 月に東京都で，妊婦の受け入れがなさ
れずに「たらい回し」があったなどという報道もなされている。
また，2006 年 2 月には福島県立大野病院の産科の医師が逮捕されるという「事件」が
起きた。同年には，小松秀樹「医療崩壊『立ち去り型サボタージュ』とは何か」等の書籍
も出版され，病院の産科，産院などの閉鎖，分娩取扱医療施設の減少が進むという事象も
生じている（1999 年には 3697 あった分娩取扱医療施設が，2005 年には 2933 に，2008 年
には 2567 に減少している（厚生労働省「医療施設静態調査」）
）。そのために時間・労力を
かけて遠方まで通院しなければ産科を受診することができないということも起きてきてい
る。
その一方で，妊産婦死亡率（出産 10 万例あたり）は極めて小さく，1955 年に 161.7 で
あったものが 2007 年には 3.1 にまで低下し（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計
資料集（2011 年版）」）
，国際的にも妊産婦死亡率の最も低い国の 1 つとされている。ま
た，新生児死亡率も 1980 年代から国際的に最も優れた成績に到達しているとされる。
周産期とは，世界保健機構（WHO）によって公表された疾病及び関連保健問題の国際
統計分類（ICD−10）で妊娠 22 週から出生後 7 日未満と定義されるが，いま，周産期医
療の現場はどのような状況にあるのか。周産期医療における患者（通常分娩における妊婦
は厳密には「患者」ではないが，ここでは「患者（妊婦）」と表記する。また，胎児も周
産期医療の対象であり，法的には胎児自体を独立の「患者」と言うことはできないものの
医療的には「患者」と捉えることができる。新生児も周産期医療における患者と位置づけ
られる。）の権利は守られているのであろうか。産科医師，助産師に対するヒアリングの
結果も踏まえ検討した。
２

医師の不足，医師の偏在

（1）前出の厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査」（2010 年）によれば，前
述のとおり，医療機関においては周産期医療に携わる医師が不足していると認識されて
いることは明らかである。
また，偏在ということについて地域（都道府県別）という観点から検討・分析をする
と，大都市圏では不足割合はそれほど大きくはなく，人口の少ない地方において大きい
ことが見て取れる。
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岩
青
山
島
大
高

手 県
森 県
梨 県
根 県
分 県
知 県
・
・
・
石 川 県
福 岡 県
愛 知 県
埼 玉 県
神奈川県
大 阪 府
東 京 都

不足割合 人口（2010 年）
1.40
1,330,530
1.32
1,373,164
1.29
862,772
1.28
716,354
1.26
1,196,409
1.24
764,596

1.11
1.11
1.11
1.10
1.10
1.09
1.08

1,170,040
5,072,804
7,408,499
7,194,957
9,049,500
8,862,896
13,161,751

全国での平均値は 1.14 であるが，これを上回る（不足割合が小さい）のは 16 都道府
県にとどまり，29 県において不足割合が全国での平均値 1.14 を超えていた。これは，
人口の多い大都市圏において不足割合がさほど大きくないため，平均値が押し下げられ
ている結果である。
分娩取扱医について見てみると，医師全体での不足割合の大小と分娩取扱医の不足割
合の大小とはほぼ一致していることが分かった。

高
山
奈
三
埼

知 県
梨 県
良 県
重 県
玉 県
・
・
・
東 京 都
大 阪 府
神奈川県
・
・
・
岩 手 県
新 潟 県
山 形 県
大 分 県

医師全体 分娩取扱医
差
1.24
1.57
−0.33
1.29
1.59
−0.30
1.16
1.32
−0.16
1.20
1.32
−0.12
1.10
1.20
−0.10

1.08
1.09
1.10

1.09
1.09
1.07

−0.01
±0
＋0.03

1.40
1.22
1.24
1.26

1.25
1.05
1.06
1.06

＋0.15
＋0.17
＋0.18
＋0.20
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医師全体での不足割合と比較して分娩取扱医の不足割合が大きいのは，高知県，山梨
県であるが，高知県，山梨県は，そもそも医師全体での不足割合も大きく，分娩取扱医
が特に不足しているとされる具体的な理由は不明である（例えば，人口 1000 人あたり
の出生率を見ると，全国平均の 8.7 に対し，むしろ，高知県は 7.5，山梨県は 8.1 と小
さく，出生数に比して分娩取扱医が少ないという状況にもない。
）。
（2）以上のとおり，2010 年の実態調査の結果からでさえ周産期医療に携わる医師の不
足が推認できるところであるが，今後，その状況はさらに悪化することが考えられる。
1970 年から 1974 年までの年間 200 万例以上の分娩（第二次ベビーブーム）
，そして
その後の昭和時代の年間 130 万例以上の分娩を支えてきた医師らが年齢を重ね，リタイ
アが目前となっている。また，日本産科婦人科学会に新たに入会する医師数は減少して
いるわけではないが，新たに入会する医師を見ると女性医師の割合が年々増加してお
り，現在，40 歳以下の年代では過半数が女性医師であり，20 歳代では 7 割が女性医師
である。女性医師は，自らも，結婚，妊娠，出産，そして育児等で離職することがあ
り，その後復職するとしても肉体的に厳しいと言われる産科，周産期医療には復帰せ
ず，他科に転身することも多い。すなわち，これから先，ベテランの医師と，若手の過
半数を占める女性医師とが離職をするということが現実に起こってくるのである。
したがって，少子化が進み，分娩数が減少の一途にあるものの，現在においてさえ医
師が不足しているという状況に鑑みれば，今後の医師不足はより深刻なものとなること
を想定しなければならない。
（3）前述したところは産科医師に着目しての検討であるが，周産期医療を支えているの
は産科医師だけではない。周産期医療には，助産師，看護師，さらには新生児科医師，
NICU のスタッフなど，多くの人的資源が必要となる。
例えば，後記のヒアリング等で指摘された点を上げれば，助産師に関していえば，現
在，実働が 2 万 3000〜2 万 4000 人とされており，1 年間の分娩数を考えると，単純に
平均すれば，助産師 1 人あたり 1 年間に 40〜50 例程度，毎週１例程度の出産に関与し
ている計算となる。
助産師の妊婦・産婦との関わり方を考えると，この数字だけでも，助産師が明らかに
不足しているとの実感があるとのことであった。さらに，病院においては，助産師は向
上心を持った有能な看護師と位置づけられることが多く，当該病院全体を見渡しての人
的資源の適正配置という観点から，必ずしも産科に配属されるとは限らず，新生児科や
NICU，さらには女性科などに配属されているという事情も指摘されており，お産を担
当する助産師数は実働数よりも少ないとも言われる。
この助産師不足のために，看護師，准看護師が内診をしているということで刑事責任
の追及がなされるという「事件」も起きている。看護師，准看護師が内診をすることの
可否，是非についてはともかく，周産期医療の現場では，助産師も絶対的に不足してい
るのである。
（4）また，
「偏在」ということも，地域間での偏在だけが問題なのではなく，むしろ医
療機関間での偏在の方が大きな問題といえる。例えば，1 人の医師が 1 年間に 100 人の
患者（妊婦）を診るとした場合，1 人で 100 人を診るのと 10 人で 1000 人を診るのとで
は，前者の方が医師の負担は大きい。
― 113 ―

第５章 患者の権利の実情

この点に関しては，2009 年の日本産婦人科医会勤務医部全国調査，2008 年の人口動
態調査及び厚生労働省の医療施設調査などによれば，分娩取扱病院全体と分娩取扱診療
所全体とでは取扱分娩数はほぼ同数であるが，分娩取扱病院での常勤医 1 人あたりの分
娩数は 88.9，周産期母子医療センターでの常勤医 1 人あたりの分娩数は 60.8 であるの
に対し，診療所勤務の産科医師 1 人あたりの分娩数は 216 とのことである。これらの調
査結果からは，診療所勤務の産科医師の負担が大きいことは指摘できそうであるが，単
純に病院勤務医師の負担が小さいということもできない。例えば，分娩取扱病院での帝
王切開率は 22.5%，周産期母子医療センターでの帝王切開率は 35.3%というように病
院にはハイリスクの症例が集まっていること，また，ハイリスクの症例が集まっている
総合周産期母子医療センターの 50%，地域周産期母子医療センターの 80%は常勤医が
10 人以下というように，病院であっても極少数の医師で周産期医療を支えているとい
う実態もあるからである。
３

周産期救急医療

2008 年 10 月に，東京都で，出産間近で脳内出血の症状が見られた妊婦が 7 病院から受
け入れを断られ，出産後に死亡したという「事件」が起きたことも受け，厚生労働省は，
同年 11 月から 2009 年 2 月にかけて，6 回にわたって周産期医療と救急医療の確保と連携
に関する懇談会を開催し，同年 3 月に「報告書〜周産期救急医療における『安心』と『安
全』の確保に向けて〜」をまとめた。
同報告書では，具体的な検討の大前提として，国の責務，地域の役割，医療現場の役
割，国民，地域住民の協力を明らかにした上で，現状の問題点として，①周産期救急医療
を担うスタッフの不足，②周産期医療機関の機能と相互連携の問題，③周産期救急医療と
一般救急医療の連携の問題，④情報システムの問題，⑤妊産婦死亡の実態が不明，⑥社会
的ハイリスク妊婦の実情が不明，という 6 点を指摘している。ここで「国の責務」につい
ては，「少子化社会にあって，妊産婦・胎児・新生児を対象とする周産期医療が明日の日
本社会を構築する基盤であるという認識のもと，政府として万全の体制を整備していくと
いう意思を表明し，この領域における医療の「安全」と子を産み育てることへの国民の
「安心」と「希望」の確保を最優先することを国の責務とする。
」としている。
周産期救急医療体制についての提言としては，①現状の把握及び情報公開，②国レベル
では厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携の更なる強化，総務省消防庁との
連携における継続的な協力体制の確保，都道府県レベルでも同様に担当部門間の連携体制
の確保などといった関係者間の連携，③周産期医療対策事業の見直し，救急医療・周産期
医療に対する財政支援とドクターフィーについての検討，医療機関等におけるリソースの
維持・増強などといった医療機関のあり方などについての検討，④救急患者搬送体制の整
備，⑤救急医療情報システムの整備などがあげられている。
なお，報告書の結びでは，
「周産期救急医療を一般救急医療対策の中に位置づけるよ
う，医療計画に関する基本方針の改正を行い，中長期的視点から取り組むべき対策につい
ては，短期間に達成できるものではないことから，これを実現するためのロードマップを
作成し都道府県等に明示することが望まれる。」とされている。
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４ 産科医師，助産師の実感
（1）周産期医療が崩壊の危機に瀕していると言われていること，医師不足，助産師不足
と言われていることについて，産科医師，助産師はどのような認識を有しているのであ
ろうか。複数の助産師及び産科医師より，ヒアリングを行った。
両者に共通していたのは，医師も助産師も不足しているが，現員の産科医師，助産
師，その他のスタッフがとにかく頑張って支えているから医師不足，助産師不足などが
それほど顕在化していないだけである，ということであった。また，今の患者（妊婦）
の医療に対する要求や期待が過大であるということも共通して語られた。
また，それぞれの立場からは，以下のような点が指摘されている。
（2）産科医師（大学病院勤務）からは，その勤務先病院では未受診妊婦も全例受け入れ
ていること，そのために通常分娩が予想される患者（妊婦）の予約は妊娠 6 週〜7 週程
度までで一杯になってしまうこと，若い医師に対して「患者を断るな」と指示・指導を
してはいるものの，患者（妊婦）や家族の過度な要求や期待，カルテ記載等の事務作業
の増大，宿日直明けの通常勤務等の勤務状況などを考えるとあまり強く指示・指導する
こともできないこと，などという実情を聴取した。また，こと周産期医療に限られた問
題ではないが，看護師，コメディカルは比較的労働者としての権利が守られているが，
医師は守られていないことが多いということ，大都市圏と地方や僻地とでは地域連携の
実情が異なること，消防庁（救急隊）との連携のあり方についても管轄の問題等がある
ことも示唆された。
（3）助産師（開業助産師）からのヒアリングでは，地域によって患者（妊婦）のニーズ
がかなり異なるということが浮かび上がってきた。今回の調査では時間的制約もあり，
東京都と神奈川県の助産師からしかヒアリングができていないが，全国的な調査を行え
ば，周産期医療に関する地域特性がさらに明らかになるものと思われる。
今回のヒアリングで明らかになったことであるが，東京都では，いわゆる医療機関で
予約を取れずに助産院に来るという患者（妊婦）はほとんどいないとのことであった
が，神奈川県では，医療機関で予約を断られて助産院に来るという患者（妊婦）が多い
ということであった（十数件断られた患者（妊婦）もいるとのことであった。）。また，
横須賀市では 2 つの病院で分娩取扱が中止されたため「お産難民」が発生し，横須賀市
の患者（妊婦）は隣接する逗子市や横浜市での出産か，里帰り出産を余儀なくされてい
るという事態も生じているとのことである。
また，助産院では医療を施すことができないことから，医療機関との連携，医師との
連携が必要不可欠となるが，信頼関係をもって連携ができているのは非常に少ないとの
ことであった。しかも，医療機関，医師との連携は，助産師の個人的な伝手をたどって
築き上げられているものであって，例えば地方自治体や地域の基幹病院が主導するとい
うこともないとのことである。ちなみに，医療を施すことのできない助産院においてノ
ーリスクとローリスクとは全く異なるものであること，5〜10%の患者（妊婦）は途中
からは病院に通ってもらうこととなることなどを聴取した。
５

ヒアリングから提言へ
産科医師，助産師の絶対的な員数の不足，医療機関間での偏在を考えると，やはり地域
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連携の充実ということが第一に考えられなければならない。2007 年 7 月に，奈良県，大
阪府の 9 医療機関で受け入れを拒否された例などを考えると，県境，市区町村境をまたい
での地域連携，消防庁（救急隊）との連携の重要性を改めて認識しなければならないし，
その連携体制の構築，整備を進めることが喫緊の課題である。しかも，医療機関，医師と
助産師との連携に関しては助産師の個人的な伝手が頼りなどという極めて頼りない状況に
あることを考えると，地方自治体が主導して連携体制の構築，整備を進めるべきであろ
う。
また，地域連携は分娩前の連携にとどまらず，出産後の産婦，乳児のフォローアップと
いう意味でも捉えていくべきである。すなわち，お産の 90%以上は正常分娩であり，産
婦も新生児も入院を継続する必要はないのであるから，むしろ早期に退院をさせ，地域の
助産院で引き受け，助産師が自宅に訪問するなどして日常生活の中での育児の工夫を教授
していく体制を作るということが検討されるべきである。その結果，産婦にとっては日常
生活そのものの中で育児をスタートすることができるという点で安心ができ，しかも入院
費用等の負担を軽減でき，他方，病院としてもベッドを空けることができ，新たに妊婦を
受け入れることができるという良循環を実現できることとなる。
このような地域連携に関しては，患者（妊婦）
，家族のニーズが地域によって異なると
いうことからしても，国レベルでの検討ではなく地域の実情に即した市区町村レベルでの
ものが求められることとなるであろう。
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第３節
第１

地域医療と患者の権利

はじめに

地域の医療現場においては，医師不足が顕著であり，地域の病院の診療科の閉鎖，縮
小，また，開業医の閉院などが進み，そのために，地域で生活している患者は，自らの生
活している地域において，安全で質の高い医療を受けられない状況となっている。
以下，地域における医師不足を中心に地域医療の問題点を述べる。

第２

地域の医療現場における医師不足の状況

１ 「病院等における必要医師数実態調査」で示されている医師不足の現状
（1）
「病院等における必要医師数実態調査」は，厚生労働省が 2010 年 9 月に発表した調
査結果である。この調査は，医療機関が必要と考えている医師数の調査を行うことで，
地域別・診療科別の必要医師数の実態等を把握し，医師確保対策を一層効果的に推進し
ていくための基礎資料を得ることを目的として行われた。なお，調査対象は，全国すべ
ての病院及び分娩取扱診療所（合計 1 万 262 施設，回答率 84.8％）である。
同調査によれば，現在医療機関が求人している医師数（必要求人医師数）は，全国で
1 万 8288 人であり，現員医師に対する必要求人医師数は，1.11 倍であった。すなわ
ち，医療機関は，医師を 11％増員する必要があると考え，求人している。
また，調査時点において，医療機関が求人こそしていないが，必要と考えている医師
数（必要非求人医師数）を加えると 2 万 4033 人であり，現員医師数の 1.14 倍であっ
た。すなわち，医療機関は，医師は 14％増員する必要があると考えている。
このように同調査上，明らかに，全国的に医療機関で医師不足の現状にあることが数
字として表れている。
（2）もっとも，上記数値は，あくまでも全国平均であり，地域差が見られる。
医療機関が増員する必要があると考えている医師数（必要非求人医師数）の数値が高
い地域をみるに，島根県は現在の医師数の 24％の増員，岩手県は 23％の増員，青森県
は 22％の増員が必要と考えている。なお，最も低い数値を示している東京都は 5％増員
が必要との回答結果である。
このように，同調査上の数字においても，地域格差が認められる。特にいわゆる過疎
化が進んでいるといわれる地域（僻地）において，医師不足が顕著である。
２

前記調査結果では現しきれない医師不足の現状
確かに，前記調査においても，医師不足の現状は現れている。
もっとも，前記調査は，いわゆる僻地の医師不足を十分に反映するものではない。すな

わち，もともと僻地は無医地区（無医地区について「平成 21 年度無医地区等調査・無歯
科医地区等調査の概況について」厚生労働省 2009 年 10 月末現在）が多く，医師を求人す
る主体である医療機関が存在しないことから，前記調査では医師不足の現状を十分把握で
きない。また，現在，医師を求人する診療科の閉鎖，さらには，病院自体の閉鎖が問題視
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されているところ，これらの場合も，前記調査には反映されない。さらに，医療機関自
体，現実と求めるところの差が余りに大きく，実際の必要数を遠慮して見つもった医療機
関もあった。
そして，実際，医師不足は，前記調査に現れた数字以上に深刻な状況をもたらしてい
る。
そこで，前記数値が全国的に最も高い島根県の実情及びシンポジウム開催地である香川
県の実情を取り上げ，地域における医師不足の現状を報告する。
３

島根県における医師不足の現状

（1）島根県は，人口約 72 万人（2009 年 10 月 1 日現在推計人口）であり，高齢化率は
全国 1 位である。また，その面積は 6707 平方 km（東京都の約 3 倍）である。その人
口密度は，北海道，岩手県，秋田県についで低く，いわゆる僻地であり，都道府県の中
でも，過疎化が進んだ地域である。
そして，島根県内には，中山間地区を中心として無医地区（医療機関のない地域で，
当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径 4km の区域内に 50 人以上が居住し
ている地域であって，かつ容易に医療機関を利用することができない地域をいう。
）の
解消は十分ではなく，いまだ多く存在している（都道府県では 12 番目に多く 19 地区あ
る。
）。開業医の高齢化も進み，今後，後継者が育たない場合，開業医の減少が予想され
る。
なお，医療関係者からの聴取りによれば，地元の大学の卒業後一定期間は島根県に居
ても，子どもの教育環境を考えて島根県から離れる医師も少なくなく，一番確保したい
ある程度経験を持った医師の確保が困難だということであった。
（2）また，島根県は，東西約 230km と細長く，県庁が所在する松江市などを含む島根
県東部と，島根県西部，中国山脈の麓など中山間地域及び離島との間には，人口や交通
の便などにおいて県内格差が認められるところ，医療面においても，同様に県内格差が
認められる。
例えば，島根県は，二次医療圏（医療法 30 条の 4 第 2 項 10 号）として，東から松江
圏，出雲圏，雲南圏，大田圏，浜田圏，益田圏，及び，離島である隠岐圏の 7 つに区分
し，同二次医療圏を，通常の入院医療に対応し，健康増進から疾病予防，診断・治療及
びリハビリテーションに至る包括的な医療供給体制の整備を進める圏域と位置づけてい
る。この二次医療圏のうち，県庁所在地を含む松江圏や出雲圏に比し，島根県西部であ
る大田圏，浜田圏及び益田圏，中国山脈の麓などを含む中山間地域を有する雲南圏，離
島である隠岐圏には医療機関が少なく，その地域で生活しながら，安全で質の高い医療
を受けることが困難である。
また，三次医療圏（医療法 30 条の 4 第 2 項 11 号）における三次機能病院（高度，特
殊，専門的な医療サービスを提供する。例えば，救急救命センター及び特定機能病院。
）
である県内 4 病院のうち 3 つは，松江赤十字病院（松江圏）
，県立中央病院（出雲圏），
島根大学医学部附属病院（特定機能病院：出雲圏）と，松江圏及び出雲圏に集中してい
る。他方，多くの中山間地域を抱える雲南圏，及び，離島の隠岐圏には，三次機能を有
する病院はなく，また，県西部には，国立病院機構浜田医療センター（浜田圏）の 1 か
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所のみであり，松江圏及び出雲圏との格差が認められる。
また，人口 10 万対医師数においても，全国平均が 225 であるところ，松江圏は
242，出雲圏は 429 と全国平均を上回るが，雲南圏は 129，大田圏は 186，浜田圏は
217，益田圏は 213，隠岐圏は 153 とそれぞれ全国平均を下回る（2008 年 12 月末現在）。
ちなみに，WHO 世界保健報告（2006 年現在）によれば，諸外国の人口 10 万人あたり
の医師数は，仏 337 人，伊 420 人，独 337 人であり，日本の医師数は諸外国に比べ少な
い。
さらに，医師数密度（人／100k㎡）は，全国平均が 76 であるところ，出雲圏は 119
であるが，松江圏は 61，雲南圏は 7，大田圏は 9，浜田圏は 20，益田圏は 10，隠岐圏
は 10 である。出雲圏以外はすべて全国平均を下回り，中山間地域を含む雲南圏及び大
田圏，県西部の浜田圏及び益田圏の数値は著しく低い（2008 年 12 月末現在）。
（3）島根県における医師不足の問題点について，島根県健康福祉部医療統括監である木
村清志医師から聴取した内容の概要は次のとおりである。
① 隠岐での医師不足
離島である隠岐は，最も医師の確保が困難な地域である。特に産婦人科医師が，し
ばらく 1 人の期間が続き，0 人であった時期もあったため，常にその確保が問題にさ
れてきた。
隠岐の人口は，約 2 万 3000 人であり，年間分娩数は 100 件あまりである。そのう
ち初産及び帝王切開経験者など，帝王切開手術が必要となる可能性がある患者は，約
70 人である。医師が 1 人だけであった 2011 年 3 月末までは，医師 1 人で手術に対応
することができないため，年間約 70 人の患者（妊婦）は，出産予定日の約１か月前
から，家族と離れ，松江市内の宿泊施設に泊まり込んだのである（同宿泊施設は，い
わゆる「分娩村」と呼ばれていた。
）。隠岐の場合，天候が悪いと，ヘリコプターが飛
ばず，緊急搬送できない危険があるので，約 1 か月前から泊まり込みが必要なのであ
る。
上記長期泊まり込みにかかる費用及び旅費等の一部は町が負担するが，出産まで家
族及び生活の場を離れざるをえない患者（妊婦）の経済的精神的負担は大きい。
全国どの地域で生活しようと，安全で質の高い医療を受けられるべきであるが，隠
岐で出産しようと思う妊婦にとっては，とてもそのような状態ではなかった。
なお，2011 年 4 月，隠岐の医療機関の産婦人科医が 2 人になったことから，上記
いわゆる「分娩村」からは解放された。もっとも，上記 2 人の確保には，困難が伴っ
ており，1 人は，自治医科大学出身で内科医を 7 年経験した医師が産婦人科の研修を
2 年行い，産婦人科として赴任し，また，もう 1 人は，隠岐出身の医師が本土の産科
医療の第一線を退き，赴任することでようやく確保できたのである。
②

島根県西部における医師不足の現状
既に述べたとおり，島根県においては，松江圏及び出雲圏を含む島根県東部と比較

し，島根県西部（大田圏，浜田圏，益田圏を含む。
）の医師の不足が目立っている。
例えば，益田圏における中心的な病院である益田赤十字病院でさえも，産婦人科医
が減少し，現在 2 人になっており，いまだ補充できない。近年，益田赤十字病院で
は，開業医の分娩取扱いの中止により，取扱分娩件数が増加したため，年間約 100 件
― 120 ―

第５章 患者の権利の実情

の里帰り出産を制限し，医師 3 人で年間約 400 件に対応していたところ，医師が 2 人
になったため，やむを得ず 250 件に制限し，残りの 150 件を浜田圏の浜田医療センタ
ーや隣の山口県内の医療機関に転院させている状態である。
その結果，現在浜田医療センターは，益田圏の出産をカバーせざるを得ない立場に
立たされたこともあり，浜田圏での里帰り出産の制限を始めた。
③ 中山間地域における医師不足の現状
また，中国山脈の麓などの中山間地域を抱える雲南圏及び大田圏は，そもそも人口
密度が低いところ，医師数密度も著しく低いことは，既に述べたとおりである。
もともと，その広い地域を，医師の努力でカバーしていたが，医師の高齢化等によ
り，医師の減少が進む一方で，後継者を確保するのが困難である。後継者の確保が難
しいのは，中山間地域は高齢化が進んでいるため，多くの疾患を抱える高齢者の患者
が多く，専門化した医師にとって，複数の疾患を視野に入れた総合的な診断を求めら
れることから，その対応に苦慮するためとも言われている。
また，雲南市，奥出雲町，邑南町の公立病院においても軒並み産婦人科医は 1 人で
あり，糖尿病等疾病を有するリスクの高い妊婦については，県立中央病院（出雲圏）
，
松江赤十字病院（松江圏），浜田医療センター（浜田圏）への紹介・転院を前提に医
療を行っている状態である。
④ 医師不足がもたらす悪循環
もともと比較的医療機関が充実していた地区においても，医師不足についての危機
感が強まってきている。
例えば，大田圏の中核病院である大田市立病院では，2003 年，消化管を専門とす
る内科医師らが，ほぼ一斉に退職した。そのため，外科の守備範囲が広くなり，負担
が増えた外科の医師らは，病院に対し，消化器内科医師を増員するよう病院に求めて
いた。しかし，病院も増員要請に対応できず，もともと 6 人いた外科の医師は減少し
ていった（2010 年 3 月には 0 人。）。さらに，外科の医師の減少に伴い負担が増加す
ることを予期した整形外科の医師らが 2010 年 3 月に全員退職した。結局，大田市立
病院は，医師の急激な減少により，救急患者に対応できなくなり，救急指定病院を辞
めたのである。現在，救急患者は県立中央病院（出雲圏）を中心に周辺の病院に搬送
されている。
このように，一つの診療科の医師らの退職により，他科の医師の負担が増加し，
次々と辞めていき，病院の機能維持にも困難を来すようになっている。特に，過疎化
が進んだ地域では，新たな医師を確保することは困難である。
そのため，これまでは，比較的医師が充足していた出雲圏の県立中央病院，松江圏
の松江赤十字病院の負担が増大してきている。そして，病院及び医師らの負担が増大
すればするほど，医師確保も困難になってきており，出雲圏及び松江圏においても，
いつか崩壊してしまうのではないかという危機感が生じている。
（4）まとめ
前述のように，島根県においては，医師不足により医療機関が減少し，生活している
場所で医療を受けることが困難になっている。もっとも，島根県は，もともと，医療の
分野に限らず人材の確保が困難である地域であり，例えば，法曹分野においても，ゼロ
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ワン地域を解消し，地域住民が生活している場所で法律相談を受けることができるよう
にするためには，法律相談センター・ひまわり基金法律事務所の設置などの努力が必要
であった。
島根県にとどまらず，日本各地で過疎化が進む中で，人が生きていく上でまさに命に
関わる施設である医療機関がなくなれば，人はそこで生活を続けることができなくな
り，さらに過疎化が進むという悪循環となる。
どこに生まれ育っても，安心して生活できる環境を，安全で質の高い医療を受けられ
る環境を整えるのは，国及び地方公共団体の義務である。特に，過疎化・高齢化が進
み，財政状況が厳しい地方公共団体に多くの負担を負わせるだけでは，すべての地域で
医療を受けられる権利を実現するのは困難であり，積極的な国の負担が必要である。
４ 香川県における医師不足の現状
（1）香川県は，人口約 100 万人であり，県内の医療圏は，県東部の大川医療圏，小豆島
等の小豆医療圏，高松市を中心とする高松医療圏，県中部の中讃医療圏，県西部の三豊
医療圏の 5 医療圏に大きく分けられ，各医療圏の人口（2008 年 3 月末現在）は，大川
医療圏が約 9 万 1000 人，小豆医療圏が約 3 万 4000 人，高松医療圏が約 45 万 5000 人，
中讃医療圏が約 30 万 3000 人，三豊医療圏が約 13 万 7000 人となっている。
香川県における人口 10 万人当たりの医師数は 258 人で全国平均の 225 人を上回って
いる。人口 10 万人当たりの看護師数も，香川県は 817 人であるのに対して，全国平均
は 636 人であり，看護師数についても香川県は，全国平均を大きく上回っているといえ
る（2008 年 12 月末現在）。そして，人口 10 万人当たりの病床数についても，全国平均
が 1256 床であるのに対して，香川県は 1582.8 床であり，全国平均を大きく上回ってい
る（2009 年 10 月 1 日現在）
。
このように，香川県においては，医師・看護師数，病床は全国平均を大きく上回って
おり，香川県の医療体制は，一見，健全な状態なのではないかとも思える。
しかし，看護師 1 人あたりの病床数は全国平均とほぼ同じであるが，医師 1 人あたり
の病床数は全国平均が 5.59 床であるのに対し，香川県では，6.13 床であり，1 人の医
師の負担はむしろ大きい。
（2）また，後述のとおり，医師数が全国平均より多いのは香川県の中でも都市部を含む
高松医療圏（人口 10 万人当たり 320 人）と中讃医療圏（人口 10 万人当たり 230 人）だ
けであり，大川医療圏（人口 10 万人当たり 156 人）
，小豆医療圏（人口 10 万人当たり
146 人），三豊医療圏（人口 10 万人当たり 183 人）においては，全国平均と比べて，医
師不足が顕著である。（2008 年 12 月末現在）。
前記のとおり，香川県においては，都市部を含む医療圏においては，医師数は全国平
均を大きく上回るが，それ以外の医療圏においては医師数が全国平均を大きく下回って
いる。また，それ以外でも，無医地区の問題があるなど，県内において大きな医療格差
が生じている。
（3）香川県における医療の問題について，綾川町国民健康保険陶病院大原昌樹医師及び
香川県の医療関係者から聴取した結果の概要は次のとおりである。
例えば，県内で最も医療の崩壊が著しい医療圏が小豆医療圏である。
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小豆医療圏の中で中心的な病院は，内海（うちのみ）病院と土庄中央病院であるが，
この二つの病院はいずれも，医師・看護師が不足している。
内海病院では，常勤の医師が減ったことから，非常勤の医師による週一回の診療しか
できなくなった科も存在する。また，小豆医療圏で分娩を取り扱っている病院は内海病
院のみであり，産婦人科の医師は 2 人だけである。
土庄中央病院でも数年前までは分娩を取り扱っていたが，今では産科は閉鎖し，婦人
科が週一回の診察を行っているのみである。なお，土庄中央病院はホームページ上で産
婦人科の医師を募集しているが，いまだ産科の復活はなされていない。
なお，2011 年 6 月の報道によれば，土庄中央病院と内海病院が統合し，新たな場所
に総合病院を建設することとなったようである。従前の病院も入院機能のない診療所と
して存続させる方針であるという事からすると，小豆島の住民の選択肢が増えたという
意味では，地域医療崩壊問題の解決の一つの方策となるのではないだろうか。
５

まとめ
前述の島根県とは異なり，香川県においては，医師・看護師数は増加し続けている。
しかし，香川県においても，県内格差が見られ，都市部以外の地域，特に離島を含む小
豆医療圏においては，恒常的に医師・看護師数が不足している。
また，無医地区についても，いまだ 5 か所残っており，これらの地区の医療体制の確保
が問題である。
さらに，救急医療においては，三豊医療圏では，三豊総合病院が救急の大部分に対応し
たうえ，他の医療圏からの救急にも対応している状態であり，三豊総合病院に非常な負荷
がかかっている状態である。医師不足を集中化で対応していることの弊害が生じている。

第３

医師不足の原因

１ それでは，地域における医師不足の原因はどこにあるのか。島根県医師会常任理事湯
原紀二医師から聴取した結果の概要は次のとおりである。
（1）そもそも，国は，1980 年代より，医療費の抑制のために，医師の増加を抑制する
ため，医師養成数を削減してきた。医師が必要であるにもかかわらず，増加が抑制され
ていれば，医師不足になるのは当然である。
（2）また，医療の専門の細分化も医師不足をもたらしている。例えば，消化器内科にお
いても，胃・大腸等それぞれ専門分化している。そのため，大都市部の病院では，一つ
の診療科においても複数の専門分化した医師を必要とするようになり，大都市部の医師
数が増加する傾向がある。
（3）そして，若い医師は外科系を避ける傾向がある。特に，訴訟リスクが高いと感じら
れている産科や外科など特定診療科を敬遠するため，特定の診療科の医師が不足する原
因となる。
（4）また，医療現場が医師の長時間労働により支えられていたところ，このような医療
現場に疑問を持つ医師が増え，これまで長時間労働が当たり前という医師側の意識が変
化した。
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長時間労働がミスにつながる危険についての認識も広がり，また，女性医師が増加
し，長時間労働が困難な医師が増えたことから，長時間労働があたりまえでなくなっ
た。
（5）このように医師不足が進んでいたが，地域における医師不足が目立つようになった
きっかけは，新臨床研修制度である。
２ 以下，地域における医師不足の原因について，島根県健康福祉部医療統括監木村清志
医師から聴取した内容の概要は次のとおりである。
（1）病院に勤務する医師の不足はそもそも国の総医療費抑制政策と医師養成数の削減に
より，潜在化していた。これが顕在化したきっかけが新臨床研修制度である。
（2）また，医師の意識の変化も，医師不足の現状が生じる原因となっている。特に，以
前は，医師は，博士号の取得のため卒業後にそのまま出身大学の医局に入局するものが
多数であったが，最近，医師は，学会が認定する専門医の資格取得指向が強まり，大学
病院で博士号を取るよりも，実践的に多数の症例を診て，技量を高めたいと思う医師が
増加した。そこで，症例数の多い大都市部（6 か所）の医療機関に若手医師が集中する
傾向が強まってきている。
（3）その他の原因としては，訴訟リスクの高い産科，外科など特定診療科を敬遠する傾
向，女性医師の増加，国立大学の独立行政法人化がある。
３ 新臨床研修制度
（1）前記のように湯原医師及び木村医師ともに，地域における医師不足が顕在化したき
っかけとして，医師の新臨床研修制度をあげている。そこで，新臨床研修制度が地域に
及ぼした影響について述べる。
（2）新臨床研修制度とは，それまで努力義務にとどまった医師の臨床研修について，大
学の医学部を卒業後，2 年間を初期臨床研修として必修化し，複数の診療科で総合的に
研修する制度である。2004 年に始まった。医師法（16 条の 2 以下）により，診療に従
事しようとする医師は，大学病院または厚生労働大臣の指定する病院で 2 年間以上の臨
床研修を受けることが義務付けられている。医師として必要な姿勢・態度，専門分野に
限らず日常の一般的な診療に適切に対応できる基本的な診療能力を身につけることが目
的とされる（研修医は指導医のもとで診療にあたり，内科・救急部門・地域医療の 3 科
目が必修とされ，さらに外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から 2 科目を選択す
る。初期臨床研修医はジュニアレジデント・スーパーローテーターなどと呼ばれる。初
期臨床研修の修了後は特定の診療科で専門分野の医療技術・知識を修得する目的で行わ
れる後期臨床研修が受けられる。後期臨床研修医はレジデント・シニアレジデント・専
修医・専門研修医などと呼ばれる。）
。
（3）新臨床研修制度のスタートによって医師が自由に研修先医療機関を選択できるよう
になった。その結果，大都市部の大学や医療機関に研修医が集中し，地方大学で研修医
が不足し，それまで地域医療や僻地医療を担っていた大学医局からの医師派遣の停止，
あるいは大学医局への引上げが生じ，地方の中小病院での診療科縮小，廃止が地方医療
の崩壊を招いたと言われる（全国医学部長病院長会議「緊急声明」2006 年 7 月 20 日）。
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もっとも，新臨床研修制度そのものは研修制度の充実をめざすもので，直接的な地方の
医師不足の原因ではなく，医療制度が抱える問題を明らかにする契機となったにすぎな
い。地方の医療機関であっても多くの研修医を集めている例があり，むしろ元々全国的
に医師の絶対数が不足していた結果，特に地方でこれが顕著になったとも言える。
（4）当実行委員会の調査によれば，ある地方大学では，2004 年新臨床研修制度開始前 5
年間の 1 年当たり平均研修医数が 42 人だったのに対し，研修制度開始後の 8 年間のそ
れが 38 人と，25％減となっている（当該県内の医療機関全体でみても 10％減。）。
当該大学でも，①地域枠推薦入試制度の導入，②地元自治体，地元医師会との連携に
より，県内すべての医療圏に協力型臨床研修病院・研修協力施設を得た「県内一体型研
修」
（地域医療に密着し，大学病院と市中病院の良さを体験できる相互補完的で柔軟な
研修プログラム）
，③卒後臨床研修センター教員の増員による研修医支援強化，④同セ
ンター建物の拡大や院内保育所による研修医の福利厚生充実化，⑤研修医教育カリキュ
ラムの充実，⑥臨床トレーニングセンター開設による医療シュミレーショントレーニン
グの強化，⑦他大学との協力による専門研修の強化，⑧広報活動や研修医募集活動の強
化など，様々な努力を重ねている（地域医療に配慮した研修プログラム推進，地方大学
医学部における地域推薦枠の拡充，医師養成前倒しによる定員の臨時的増加，奨学金制
度，自治医科大学の定員増加等地域医療確保のための医師養成制度改革は，2006 年 8
月 31 日厚生労働省「新医師確保総合対策」においても取り上げられた。
）。
これらのうち②は，研修医を受け入れる協力医療機関の指導医へのよい意味での刺激
と医療機関の活性化にもつながり，地域医療全体によい影響を及ぼしつつある。また，
同大学では救急部門の充実のためにドクターヘリを導入する予定であり，地域医療に貢
献するとともにプライマリーケアを学ぶという研修医のニーズにも応えうるものであ
る。しかし，これらの努力は，医師の増加そのものに即効性のあるものではなく，研修
医の増加やその後の地元定着につながるかは未知数である。
同大学の卒後臨床研修センター教員は，
「なぜ若者は都会を目指して地方を出て行く
のか」の命題があり，医師もその例外ではなく，地理的要因，情報量，生活文化圏など
個別の努力では乗り越えがたい要因があると指摘する。それでもなお，大学の取組が大
学内外に認知され現場に浸透している実感はあり，医学生の心に自分達の思いが届き，
若い医師が増えることを願いつつ，今後ともベストを尽くすと言う。
（5）なお，新臨床研修制度は 2009 年に見直され，①研修プログラムの弾力化，②基幹
型臨床研修病院の指定基準の強化，③研修医募集定員制限によって，地方の研修医不足
などの弊害の緩和が試みられている。①は同大学のように，直ちにこれを取り入れ積極
的に地域医療を経験する柔軟なプログラム作りをしているところもある。
しかし，②は，逆にこれまで研修医を受け入れていた地方の基幹病院が新基準を満た
せずに受け入れが不可能になるという新たな問題を生じさせている。③は，都道府県別
に人口，医師養成状況，地理的要件を踏まえた定員上限を設け，病院の募集定員は，研
修医の受け入れや医師派遣の実績を踏まえて決定するものであるが，近年過去の実績が
減少している地方では，直ちには研修医定員の増加につながらない。
医師臨床研修マッチング協議会によるマッチング統計資料によれば，2009 年度の見
直し以後も定員充足率が上がらず，むしろ研修医が減少している地方も見られる。
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第４

地域における医師不足への取組

１ 地域における医師不足に対応するため，各医療現場，医師会，地方大学，地方自治体
では，医師不足に対する取組が必須となり，現に動き始めている。
２

例えば，島根県では，島根県医師会主催，島根県・島根大学共催で，
「皆でとめよ

う，島根の医療崩壊を」をスローガンに掲げ，医療崩壊防止フォーラムを開催するなど，
元々医療基盤が弱く，医療資源の乏しい島根県においては，新臨床研修制度の導入をきっ
かけに急激に勤務医の減少をもたらし，医療環境が悪化したことは大変深刻な事態である
との認識のもとに，地域医療再生に向け努力をしている。
具体的には，まず，現在生じている医師不足を早期に解決するために，「赤ひげバン
ク」制度を設け，現役の医師を島根に呼び寄せるよう努力している。
次に，人材育成のため，①島根大学医学部が中山間地，離島出身者対象の地域枠推薦入
学制度を導入したり，②卒業後，島根県内に残る研修医が激減している状況をふまえて，
魅力ある研修プログラムとして，島根県内に軸足をおきつつキャリアアップ，スキルアッ
プができるよう他大学と連携した研修プログラムを作成している。
さらに，現在，島根で働く医師を援助，開業援助（開業医の孤立化をさけるために，
IT 化，相互扶助を図るネットワーク化，スキルアップのための研修機会の提供など。）を
始めている。
このように，島根県では，
「呼ぶ，育てる，助ける」をスローガンに，各機関が連携
し，医師不足に対する短期的及び長期的な対応を進めている。
３ 前記のように，ある地方大学における取組，島根県における医師不足解消への取組を
述べたが，地域における努力だけでは，医師不足解消への取組には，限界がある。
この点，前記医療関係者が述べるように，そもそも現在の医師不足の状態は，国の
1980 年代以降の低医療費政策による医師養成数の削減により生じているところ，2008 年
6 月，厚生労働省は医師不足の現状を認識し，
「安心と希望の医療確保ビジョン」をまと
め，ようやく医師養成数を増加させる政策に転換した。
今後も，医師養成数を増加させ，医師の絶対数を増加させることにより，現在低水準で
ある医師の人口あたりの絶対数（OECD 加盟 30 カ国中，27 位）から脱却し，医師の労働
時間の適正化を果たし，安全で質の高い医療を担保していく基盤を整備していく必要があ
る。なお，OECD 加盟 30 か国中平均レベルになるためには，医師数約 27 万人（2006 年
現在）を約 40 万人まで増加させる必要がある。
もっとも，国は，上記絶対数の増加だけでなく，全国的に増加した医師が都市部に偏在
せず，過疎化している地域の医師不足解消につながるようにする施策を取る必要がある。
なお，地域の過疎化防止のためにも，生活の基盤である医療機関を地域において守ってい
くべきである。

第５

まとめ

今回，医師不足が顕著な島根県及びシンポジウム開催地である香川県の実情を取り上
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げ，地域における医師不足の現状を報告し，医師不足がもたらす問題点を指摘した。そし
て，これらの地域における医師不足は，前記島根県だけの問題ではなく，いわゆる僻地と
いわれる過疎化が進む全国各地で生じつつある問題である。
また，本年 3 月 11 日の東日本大震災において，地域医療の問題点も改めて浮き彫りに
なった。すなわち，もともと，岩手県は「病院等における必要医師数実態調査」でも明ら
かなように島根県と同様に医師不足が問題になっていた県である。そして，1 つの医療機
関が広範囲の患者を診ており，日常的にぎりぎりの態勢で医療を行っていたと考えられ
る。また，東日本大震災による医療施設の直接的な被害だけでなく，もともとの医師数の
不足や交通機関が寸断されたことなどにより，地域住民が生活している場所で必要な医療
行為が受けられないという問題点が明らかになった。
地域の医療が崩壊すれば，地域での生活自体が崩壊する。このことは，東日本震災でも
改めて知らされたことである。地域に生まれた人が地域で生活していくため，どの地域で
も，安全で質の高い医療を受ける権利を有しているのである。
そのためにも，財政的裏付けを含めこれを確保することが国や地方自治体の責務である
ことを改めて明確にしなければならない。地域住民の医療を受ける権利確保のためにも，
患者の権利法が必要なのである。

参考文献・資料
・厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査」（2010 年 9 月）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ssez‑img/2r9852000000ssgg.pdf
・厚生労働省「平成 21 年度無医地区等調査・無歯科医地区等調査の概況について」（2009
年 10 月）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ulrk‑img/2r9852000000ult1.pdf
・「しまねの医療支援 GUIDE」島根県健康福祉部医療政策課 医師確保対策室
・厚生労働省「平成 20 年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況 都道府県（従業地）別に
みた人口 10 万対医師数」（2008 年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/08/index.html
・厚生労働省「人口 10 万人あたりの看護師数」（2008 年 12 月 31 日）
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・厚生労働省「人口 10 万人当たりの病床数」（2008 年 10 月 1 日）
http://www.pref.fukushima.jp/toukei/data/hitome/2010/ken/064.pdf
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（2006 年 7 月 20 日）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0205‑9c.pdf
・厚生労働省「新医師確保総合対策」（2006 年 8 月 31 日）
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/08/dl/tp0831‑1d.pdf
・
「平成 22 年度の医師臨床研修マッチングの結果について」
（2010 年 10 月 28 日）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/matching/101028‑1.html
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第４節
第１

医療従事者の疲弊と患者の権利

はじめに

医師をはじめとし，医療従事者は疲弊していると言われている。真にそのような実態が
あるのか，現場の医療従事者はそれをどのように受け止めているのか，さらに医療を受け
る側，すなわち患者への影響について検討する。

第２ 「医療従事者の疲弊」はあるか
１ 医師に関する統計・アンケート報告
（1）厚生労働省「
『医師需給に係る医師の勤務状況調査』中間報告 2」
（2006 年 3 月 27
日報告）（回答医師数：6650 人，回答病院数：239）
この調査では，約 68%の医師が 3 年前と比べて負担が増えていると回答し，その原
因として外来患者数の増加 48.3%，教育 ･ 指導 49.4%，病院内の診療外業務（院内委
員会活動 ･ 会議など）62.3%などがあげられた｡ また，勤務時間の超過も明らかとな
り，常勤医の勤務時間は平均週 63.3 時間，最大では 152.5 時間にも上っていた。
（2）日本医師会勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会が医師を対象として
2009 年に行った「勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート」（2009 年 9
月報告）
（回答数：3879）
このアンケートでは，「休日が月に 4 日以下｣ が 46%，「平均睡眠時間 6 時間未満」
が 41%であった｡ 2 割以上の医師が不健康を自覚していた｡ 医師の健康保持のために必
要なこととして，十分な休養，医療事故に関する対応を個人ではなく組織として行うこ
と，診療に専念できる制度作り等をあげる医師が多かった。
２

看護師に関する統計・アンケート報告

（1）日本医療労働組合連合会が加盟組合のある病院等の看護職員を対象として 2005 年
に行ったアンケート調査「看護職員の労働実態調査」（2006 年 1 月 20 日報告）
（有効回
答看護職員数：2 万 9058 人）
このアンケート調査では，約 63％の看護職員が「最近業務量が増加している」と回
答した。「患者に適切な看護が提供できている」と答えたのはわずか 8%であり，でき
ない原因としては，「人員が少なすぎる」（55.7%）及び「業務が過密になっている」
（53.9%）が抜きんでて高く，少ない人員体制と過密労働の改善が緊急課題であると指
摘されている。また，この 3 年間にミスやニアミスを起こしたことのある看護職員は 8
割以上で，その原因として「医療の現場の忙しさ」が第一にあげられている。更に，7
割の看護職員が仕事をやめたいと感じているというショッキングな結果も確認された。
（2）日本看護協会が病院に勤務する看護師を対象として無作為に行った調査「2010 年
病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査」結果速報（2011 年 5 月 31 日）
（有効回答
数：2260 件）
この調査結果は看護師の厳しい労働環境を示すものである。三交代制勤務では，日勤
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の後，十分な休息なく次の深夜勤に入るシフトを 77.3%が行っており，前の勤務と次
の勤務の間隔の最低時間数の基準が「12 時間未満」である者は 72.4%であった。二交
代制勤務では，夜勤の拘束時間は「16 時間以上」が 87.7%，実際にとれた平均の仮眠
時間「2 時間未満」が 78.8%であり，いずれも厳しい労働環境が示唆された。また，看
護職の健康度自己評価においても，一般女性労働者と比較すると，健康状態を不調であ
ると回答している者の割合が高く，
「現在の勤務先からの離職を考えている」者が，二
交代制勤務者の 48.8%，三交代制勤務者の 42.5%と，半数近くに上っていた。
３

医療従事者へのインタビュー

前記の大規模アンケート以外に，当実行委員会が任意に抽出して行った医療従事者（20
人弱）へのインタビューの結果においても，
「医師や看護師等，医療従事者は疲弊状態に
あると思うか」との質問に対して，全員が「あると思う」と回答した。
そのような状態にあることを示す具体的内容としては，勤務時間が長く十分な休息をと
れないことをあげる者が多く，この他「煩雑な書類業務の多さ」などをあげる者もあっ
た。
４

小括
これらの結果から，現場の医師，看護師等の疲労が蓄積し，疲弊状態にあることが強く
示唆される。以上の他にも，医師や看護師等の医療従事者の業務が過大であり，ゆとりを
もって業務に就けない状況にあることを示す報告は少なくない。このような状況は，医師
や看護師以外の関連職種においてもあてはまるものと推測される。

第３

医療従事者の疲弊の原因

１

疲弊の主な原因
現場の医師等があげる疲弊状態の主な原因は，勤務時間超過と厳しい勤務体制である。

特に当直回数や呼出業務が多いこと，当直後の勤務緩和がなされていないこと，などのた
めに疲労が蓄積していると訴える者も多い。
また，勤務時間超過と表裏一体の問題として業務内容の増大も疲弊の原因になってい
る。診療や看護等の複雑・多様化に加え，診療外の委員会活動等の業務，書類作成等の事
務的な業務の負担，後進の指導等による負担の増大を指摘する者もある。
さらに，精神面でも，訴訟等のリスク，紛争や苦情対応，患者側からの過大な期待に応
えられないことなどを，強い精神的負担とこれによる疲弊の原因としてあげる者もいる。
２

インタビュー結果
当実行委員会が行った医療従事者へのインタビューにより得られた現場の生の声の例を

以下に示す。
「人員が少なければ，休みたくても休めないし，勉強したくてもその時間も取れませ
ん。学会等に行きたくても代わりの人を頼む事すらできません。それでも患者さんは普通
にやってくる。
」（40 代小児科医）
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「
（医師を）疲弊から守る為の体制なんてものはどこでも見た事はありません。トラブル
が起きた際に対処する体制というのはどこにでもあると思うのですが。
（医師が）月に 1
回必ずカウンセリングを受けるべきであるとか，実際の勤務状況を把握する為のシステム
が必要と考えます。」（40 代小児科医）
「医師の疲弊の原因は，日本の法律の未整備。医師法，医療法などが医療の進歩におい
ついていないことである。」
（50 代外科医）
「当直明けの翌日に，そのまま外来・手術をしなければならない。看護師・コメディカ
ルは交代勤務で当直明けは完全に休みなのと比較しても，非常に厳しい。」（30 代整形外
科医）
「入院患者と外来患者の両方対応しなければならないとき。患者とその家族に時間をか
けて説明しなければならないとき。急変などで呼び出されたときは気がはっているのであ
まり疲弊は感じませんが，患者に説明や保険の書類を書くときなどに疲弊を感じます。
」
（30 代総合診療科医）
「外科は臨時手術などに疲弊を感じていると思います。看護師は患者や家族からのクレ
ーム対応が多いです。医師に言えないことを看護師にぶつけるなどよくあります。」（30
代総合診療科医）
「書類書きなどの雑用や患者さんとのトラブルケースのときに特に精神的に疲れる。手
術は肉体的に大変だが，達成感がありストレスを感じない。
」（30 代消化器一般外科医）
「医師の疲弊の原因は，医師の数（病院の同じ科で一緒にグループとして働くことので
きる数）が足りないことが一番だと思います。同じ病院内でもたとえば循環器科の医師が
多くて呼吸器科の医師が少なければ呼吸器科の医師は疲弊します。看護師については，家
族の権利意識が強すぎることも原因になっていると思います。
」（30 代総合診療科医）
「医師の定数が 20 年前と変わってなく，患者数の増加，患者の要求レベルの変化により
本来は増員すべきなのに増員していない。結果，代休が取れない，サービス残業がある，
年休が取れない状況になっている。」
（40 代整形外科医）
「患者や疾病の数に比べて医療従事者はまだ少ないため医療従事者がオーバーワークに
なる。理不尽なクレーム。病院のベッドを介護放棄のための託老所や姥捨て山と誤認して
いる家族に会うと，徒労感に襲われ，疲弊の度合いも大きい。
」（30 代老年内科医）
「人心の荒廃。傍若無人で非常識で厚顔無恥な自己主張の横行。使用者のモラルハザー
ド（過酷な勤務で従業員を搾取，十分な人員を配置しなかったりサービス残業を強要した
り）。
」
（30 代老年内科医）

第４
１

患者や医療現場に及ぼす影響

患者に及ぼす影響

これらの医療従事者の疲弊状態は，必然的に患者にも不利益をもたらす。疲弊した医療
従事者により提供される医療が安全で安心できるものとはならないであろうことは容易に
想像できるところである。そして，医療従事者自身も同様のことを強く感じ，ある意味，
安全な医療の提供ができなくなるおそれに対して不安を抱えている。以下に当実行委員会
が行った医療従事者へのインタビューにより得られた意見を示す。
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「医師の疲弊はすべてインシデント，アクシデントの源になると思います。疲弊が態度
に出れば『態度が悪い』等のクレーム，疲弊が手技に出れば『医療ミス，医療過誤』につ
ながると思います。」（40 代小児科医）
「常に多忙で休息がとれない状況ですので，患者さんへの配慮が行き届かなくなります
し，所見やデータの見落とし・誤認，対応・処置の誤りにつながる危険があると思いま
す。幸い事故には遭遇していませんが，各レベルの医療事故の危険性が高くなっていると
思います。」（40 代内科医ほか複数）
「ドクターショッピングなど，医療経済的にはマイナスの受療行動を患者にもたらして
いる。」
（50 代外科医）
「外来や病棟で『笑顔で感じよく』とできないことが多々ある。仕事の内容に支障を来
さないようにとはしているが，笑顔で対応，とまではできないこともある。結果として，
患者が求めていることに 100%対応している自信はない。」（40 代脳外科医）
「担当領域疾患の急患がくると必ず呼び出される。また，他の科の患者の担当領域疾患
についての相談も回ってくるため，病院滞在中は走り回っている状況。ゆとりがまったく
ないため，時にイライラしてしまい，判断を誤るのではという危険を感じることもある。
絶対的に医師の数が足りない。同じ専門科でなくとも若い内科医が増えて欲しい。」
（50
代内科医，多忙のため判断を誤る危険性について他複数）
「『忙しくてもやりがいがある』なんてのはたしかに立派だけど長続きしません。がっつ
り忙しくても，その後に休める保証があるから頑張れるのです。患者さんが病気になるよ
うに，医者も病気になります。疲れると態度も悪くなる事もあるし，ミスを犯す事もあり
ます。それを大目にみて欲しいとは言わないけれど（中略）患者さんが健康であればこそ
自ら負った役割を遂行できるように，医師が医師としての技量を発揮できるのは心身とも
に健全であればこそ，である事を分かって欲しい。それこそが患者自らの健康を守る事に
もつながるという事を分かって欲しい。
」（40 代小児科医）
「患者ひとりに割く時間が少なくなり，説明する時間も取れないなどの影響がありま
す。医療事故が増えるかどうかはデータがないのでわかりませんが，患者との信頼関係が
作りづらくなると思います。
」（30 代総合診療科医）
「患者とのコミュニケーションが薄れ信用をなくし，ひいては医療事故の原因となる。」
（30 代消化器一般外科医）
「萎縮医療になり患者が十分な水準の医療を受けられなくなる。」
（30 代老年内科医）
「（救急診療へのコンビニ受診のようなことが多いと）真に重篤な患者が見逃される。
」
（40 代自治体病院勤務医）
２

医療現場に及ぼす影響

また，医療従事者の疲弊は，個々の患者に対する診療上の悪影響をもたらすにとどまら
ず，さらに医療環境を悪くする要因にもなっている。負担の大きい，又は大きそうな診療
科（救急，救急対応を要する内科・外科，産婦人科や小児科等）や僻地勤務を避ける傾向
や，勤務医を辞め開業医や非常勤勤務となる傾向があることも各所で報告等がなされてい
るところである。産科医療，僻地や救急医療における問題は第 2 節及び第 3 節で検討した
とおり深刻である。これらの傾向がさらに現場に残った医師らの医療環境を悪くするとい
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う悪循環に陥っており，もはや個々の医療従事者の努力や誠意では克服困難な状況となっ
ている。

第５

どうすれば乗り越えられるか〜法的整備の必要性〜

１

克服するための様々な意見
前記のとおり，医療従事者の疲弊は，個々の医療従事者の努力や誠意では克服困難な状

況にある。
具体的な施策や方針については様々な意見がある。以下，当実行委員会が行った医療従
事者へのインタビューに見られる，現場からの提案を示す。
「マンパワーの充足および集約と医師の健康保持体制の確立」
「人員の確保と仕事の分担」
「長時間労働の禁止」
「患者側の健康についての意識の確立」
「学校教育での，生命・健康管理・現代医療に関する実際的な教育，商業メディアでの
健康情報の問題と利用の仕方など，リテラシー教育」
「医療に関する法律の整備」
「減少しつつある診療科医師に対するインセンティブ設定等による増員策定」
「無益な医事紛争による負担を軽減するために，きちんとした無過失補償制度を設定す
ること」
「根本的な原因は医療費が安いこと，そのため利益を上げるためには同じ時間で 1 人で
も多くの患者を診察しなければならず，1 人当たりの時間が短くなる。また，医師の偏在
（医師不足ではなく）。医師の給料はどの科も同じなため，楽な科に偏る傾向にある。待遇
を改善しないと，金銭的・肉体的 ･ 精神的にきつい科は残っている医師の負担がどんどん
増強しているのが現状である。」
「本質的にはみんなが良識を識り，恥を知ることですが，労働基準法は厳格に適用した
方が良い。悪質なクレーマーが絶対に得できないような法体系の整備。
」
このように，現場の医師からは，様々な意見が寄せられている。
２

総括
前記のとおり，様々な方針が考え得るが，現場の医師からの意見において，医療従事者
と患者にとって安全かつ質の高い医療供給体制の確立のため法的整備が必要なことは一致
している。もはや医療従事者個々人の誠実さや努力だけでは，医療従事者の疲弊状況は克
服できない。これらの立法事実を踏まえた立法が喫緊の課題である。

参考文献・資料
・厚生労働省医師の需給に関する検討会「『医師需給に係る医師の勤務状況調査』中間報
告 2」
（2006 年 3 月 27 日）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0327‑2c.html
・日本医師会勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会「勤務医の健康の現状と支援
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のあり方に関するアンケート調査報告書」
（2009 年 9 月）
http://dl.med.or.jp/dl‑med/teireikaiken/20090902̲32.pdf
・日本医療労働組合連合会「看護職員の労働実態調査 集計結果」
（2006 年 1 月）
http://www.irouren.or.jp/jp/html/menu6/pdf/20060120‑kangojittai‑tanjun.pdf
・日本看護協会「2010 年病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査」結果速報（2011 年
5 月）
http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2011pdf/20110531.pdf
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第５節
第１

高齢の患者と患者の権利

医療制度（医療費抑制策）の変遷

１ 1973 年に 70 歳以上の老人医療費無料化がなされたが，その後老人医療費の急増，高
齢者の多い国民健康保険の運営が厳しくなるなどの状況を受けて，1983 年の老人保健法
の制定以後，現在に至るまで，高齢者に対する医療制度は，医療費抑制の方針のもとで進
められてきた。
それは，自己負担の引上げと年金の引下げによる実質的な負担増であり，保険料，窓口
負担，入院におけるホテルコスト負担などの高負担が高齢者の医療抑制につながり，高齢
者である患者が安全で質の高い医療を平等に受ける機会が奪われるという事態につながっ
ている。
２

高齢者医療制度の歩み
1973 年 老人医療費（自己負担）の無料化（70 歳以上）。
1983 年 老人保健法施行，老人保健制度開始（70 歳以上対象に定額負担）。
2000 年 介護保険法施行，介護サービス費の 1 割を自己負担。
2002 年 老人保健制度の対象年齢引上げ開始（5 年かけて 75 歳以上に），医療費の自己
負担引上げ（高齢者の 1 割負担の定率負担），診療報酬引下げ。
2003 年 3 月 28 日，医療保険制度体系に関する基本方針を閣議決定（高齢者医療制度
は，75 歳以上の後期高齢者と 65 歳から 74 歳までの前期高齢者のそれぞれの
特性に応じた新たな制度とするとの内容。
）。医療費の自己負担引上げ（健保
本人の 3 割負担），年金等の物価スライド理由引下げ，介護報酬引下げ。
2004 年 年金の物価スライド理由引下げ，診療報酬引下げ。
2005 年 介護保険の自己負担引上げ（介護サービスにおける食費・ホテルコストを自
己負担とする。
）。
12 月 1 日，政府・与党改革協議会により，医療制度改革大綱取りまとめ
（後期高齢者については，独立した医療制度を創設し，前期高齢者について
は，保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みを創設するとの内容。
）。
2006 年 健康保険法等の一部を改正する法律が成立。医療費の自己負担引上げ（高齢
者の負担，入院時の食費・ホテルコストを自己負担とする。
），年金等の物価
スライド理由引下げ，介護報酬引下げ，診療報酬引下げ。
2008 年 4 月 後期高齢者医療制度が施行される。

３

後期高齢者医療制度の問題点と改革の方向性
後期高齢者医療制度は，①高齢者の医療給付費について公費・現役世代・高齢者の負担
割合を明確化し，②高齢者の保険料負担について，原則として，同じ都道府県で同じ所得
であれば，同じ保険料にすることで，老人保健制度の問題点を解決した制度とされた。
しかし，75 歳という年齢で区別し，被扶養者であっても 75 歳以上の高齢者から保険料
― 134 ―

第５章 患者の権利の実情

を年金から天引きするなど個人単位で徴収し，保険料が支払えなければ，保険証の無効
化，医療費の全額窓口負担，さらに，70 歳から 74 歳までの窓口負担を 1 割負担から 2 割
負担として（現在は予算措置で凍結中）
，その実態は医療財源の確保，医療費抑制策にほ
かならなかった。
そこで，2009 年 11 月から新たな制度の議論が開始され，高齢者医療制度改革会議で
は，2010 年 12 月 20 日付けで「高齢者のための新たな医療制度等について」の最終取り
まとめが行われた。その内容によれば，後期高齢者医療制度そのものが廃止され，75 歳
以上の後期高齢者医療制度加入者は，国保や被用者保険に加入し，高齢者の将来の保険料
の引上げ幅も抑制されることとなる。
しかし，新しい制度のもとでも高齢者の保険料負担や患者負担が変わることはなく，増
大する医療費抑制政策の方向性に変わりはない。安全で質の高い医療を平等に受ける権利
の保障にとって，医療保険制度は必要不可欠のものである。増大する医療費対策のため
に，医療保険財源をいかに確保するかは国民的議論を経なければならないが，高齢者の受
けている医療の現状を踏まえて，高齢者の安全で質の高い医療を平等に受ける権利の保障
に欠けることのないように医療保険制度の改革が行われなければならない。

第２

高齢者の受けている医療の現状

１ 病床再編の流れ
（1）1983 年 2 月
老人保健法施行により，
「特例許可老人病院」と「特例許可外老人病院」という制度
が設置された。「特例許可老人病院」とは，老人慢性疾患患者を概ね 7 割以上入院させ
る病院をいい，医師及び看護職員の配置基準が設けられていた。「特例許可外老人病
院」は，「特例許可老人病院」以外の病院のうち 70 歳以上の老人の入院比率が 6 割以上
等の要件を満たすものについて，老人医療の適正化を図るための診療報酬上の扱いが適
用される病院であった。
（2）1992 年
第二次医療法改正で「その他の病床」に「療養型病床群」という類型が設けられ，人
員配置基準は，特例許可老人病院並みとされた。
老人特例病院制度があっても，一般病院に多くの高齢者の長期入院患者が存在したこ
とが背景にある。
（3）1997 年
第三次医療法改正により，要介護者が地域の中で療養生活を送れるようにするため，
診療所にも療養型病床群の設置が認められた。
（4）2000 年
4 月に介護保険法が施行され，療養型病床群（後の療養病床）を有する病院又は診療
所，介護力強化病院，老人性痴呆（認知症）疾患療養病棟の 3 類型からなる介護療養型
医療施設が介護保険施設とされた。
さらに，第四次医療法改正により，療養型病床群が廃止され，慢性疾患高齢者が長期
入院していた「その他の病床」が急性期・慢性期の患者への対応を念頭においた「一般
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病床」，
「療養病床」に区分された。また，特例許可老人病院制度も廃止され，療養病床
への長期入院患者の集約化が図られた。
この結果，2003 年 8 月末までに，従来の「その他の病床」については一般病床（病
床面積 4.3㎡，廊下幅 1.8 ｍ）と療養病床（病床面積 6.4㎡，廊下幅 2.7 ｍ，食堂・談
話室・機能訓練室の設置）のいずれかへの届出が求められたが，増改築を完了できなか
った医療機関は一般病床として届け出ざるを得ず，一般病床に慢性期高齢患者が入院し
続けなければならない現状が生じた（日本慢性期医療協会「慢性期医療のこれまでとこ
れから」18 頁〜19 頁）。
なお，診療所については，2001 年 3 月 1 日をもって，従来の療養型病床群の病床が
そのまま療養病床に移行することとされた。
２

療養病床再編問題
2006 年の医療制度改革において，2011 年度末までに，介護保険適用の療養病床（介護
療養型医療施設約 13 万床）を全廃し，医療保険適用の療養病床（約 25 万床）を約 15 万
床に削減するものとした。
これは，療養病床の入院患者のうち，医師による直接の医療提供をほとんど必要としな
い者が概ね 5 割いることから（厚生労働省診療報酬調査専門組織・慢性期入院医療の包括
評価調査分科会「慢性期医療入院実態調査」
（2005 年度第４回）），療養病床には，医療の
必要度の高い患者に限定して医療保険で対応し，医療の必要性の低い患者については，病
院ではなく，在宅・居住系サービス，介護老人保健施設等で対応するという厚生労働省の
方針に基づくものである。主に医療が必要な高齢者には医療サービスを，主に介護が必要
な高齢者には介護サービスを提供しようということである。
ただし，現在の療養病床（医療療養病床，介護療養病床）に入院している患者を退院さ
せず（ベッド数を削減せず），老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転
換することは可能とし，転換支援のための具体的措置が設けられていた。
さらに 2006 年度診療報酬改定では，医療必要度及び日常生活動作能力（ADL）の程度
による 9 つの患者分類に基づく 5 種類の包括評価によって，医療療養病床に入院する患者
についての診療報酬を算定するとされた。医療必要度の高低を診療報酬に反映させるとし
た。
３

療養病床の現状
各都道府県による厚生労働省老健局老人保健課への報告によると，2006 年 7 月から
2011 年 2 月までに療養病床等から介護施設等に転換したのは，199 施設，7286 床にすぎ
ない。
「地域で療養病床が必要とされているため，転換が困難」，
「転換にあたって，療養
病床利用者の転院先，受け入れ先を見つけるのが困難」
，「転換すると利用者の十分な医療
ケアができない」などの理由で，介護療養病床の今後の転換意向についても，全体の 60
％が未定である（厚生労働省「療養病床の転換意向等調査」2010 年度）。
他方，急性期病院の在院日数の短縮化に伴い，医療療養病床には医療区分 2，3 の患者
の割合が増加し，重症患者が増加している（日本慢性期医療協会「慢性期医療のこれまで
とこれから」21 頁）。なお，2010 年 12 月の医療療養病床数は 26 万床で，2006 年 4 月と
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ほぼ同数である（厚生労働省「病院報告」）。
また，介護療養病床においても，経鼻経管・胃ろう，喀痰吸引，膀胱カテーテルなどの
処置を医療療養病床と同程度に実施している（2010 年度老人保健健康増進等事業「医療
施設・介護施設の利用者に関する横断調査」
（速報値），日本慢性期医療協会「慢性期医療
のこれまでとこれから」22 頁）。
さらに，一般病床に多数の慢性期高齢患者が入院している現状からすると，それらの慢
性期高齢患者を受け入れられる療養病床の増設及び慢性期医療の充実が必要となる。
したがって，医療費削減のための療養病床削減は，医療を必要とする高齢者の患者の実
態とはかけ離れたものである。
このような状況を受けて，2011 年 6 月 15 日に成立した改正介護保険法では，介護療養
病床の廃止期限が 2011 年 3 月末から 2017 年 3 月末まで延期され，介護療養型医療施設と
して 2011 年 4 月 1 日時点で指定を受けているものは，2017 年 3 月末まで存続するとされ
た。
４ 医療と介護の連携
（1）介護施設等での医療の提供
介護保険施設等の概要は次のとおりである（施設数・定員数につき厚生労働省「介護
サービス施設・事業所調査」2008 年 10 月 1 日時点のデータを引用，平均要介護度につ
き厚生労働省「介護給付費実態調査」2009 年 2 月審査分から算出，平均在所日数につ
き厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」2007 年 9 月中の介護保険施設の利用
者・退所者等データを引用）。
介護老人福祉
施設（特別養
護老人ホー
ム）（注 1）

2.69

427.2

データなし

データなし

319052

99309

3.83

3.29

1465.1

277.6

定 員 数

看護職員
介護職員

2.65

422703

施 設 数

師

4.36

6015

重医療・要
介護高齢者
の長期療養
施設
2252

要介護高齢者
のための生活
施設

医

認知症高齢
者のための
共同生活住
居
9292
132069
（注 2）

要介護高齢者が
在宅復帰を目指
すリハビリテー
ション施設
3500

基 本 的
性
格

平
均
要介護度
平
均
在所日数

老人保健施設

特定施設（有
料老人ホー
ム，ケアハウ
ス等）
（注 1）
要介護高齢者
も含めた高齢
者のための生
活施設
2617
97645
（注 2）

認知症高齢
介護療養型
者グループ
医療施設
ホーム

必要数
常勤 1 以上
（非常勤可）
100：1 以上
併 せ て 3：1
以上
併 せ て 3：1 以
入所者 100 人
上（看護 2/7）
の場合看護 3
人

3 以上
48：1 以上
看 護 6：1
看 護 3：1
以上
介 護 6：1 以上
以上

併 せ て 3：1
以上
入所者 100 人
の場合看護 3
人

（注 1）介護老人福祉施設及び特定施設の施設数及び定員数（利用者数）は，地域密着
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型施設を除いた数字である。
（注 2）認知症高齢者グループホーム及び特定施設については定員数ではなく利用者を
記載している。
2010 年 6 月に行われた医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査（介護保険施
設）
（以下「横断調査」という。）によると，介護保険施設の患者・入所者の医療区分の
構成割合では，介護療養型医療施設（病院）と介護老人保健施設（介護療養型）では医
療区分 1 の患者・入所者が 75％を占め，介護老人保健施設（従来型）と介護老人福祉
施設では医療区分 1 が 87％であった。
また，介護保険施設における入所者に対する医療の提供については，介護療養型医療
施設，介護老人保健施設（介護療養型）では，経鼻胃管・胃ろう等の経腸栄養（約 3
割）及び喀痰吸引（約 2 割弱）の割合が高く，介護老人福祉施設では経鼻経管・胃ろう
等の経腸栄養が行われている状態が入所者の 10％を超えていた（横断調査結果）。
さらに，横断調査によると，病状の見通しを踏まえて，施設が最も適切と考える今後
の療養・生活の場としては，介護老人保健施設（従来型）を除くすべての施設種別にお
いて，引き続き現在の場所が適切との答えが最も多かった。介護老人保健施設（従来
型）の入所者については，介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が適切との答えが
約 4 割を占め，引き続き介護老人保健施設が適切との答えは約 3 割，自宅が適切との答
えは 2 割を切っている。
入所者本人の希望については，介護老人保健施設（従来型）を除くすべての施設種別
において，
「意思表示不能」と「希望を把握していない」の合計が 5 割を超え，本人が
自宅療養を希望する割合は，介護老人保健施設（従来型）で約 2 割，他の施設種別では
1 割程度であった。また，家族の希望については，すべての施設種別において現在の施
設での療養を希望する割合が高く，次いで介護老人福祉施設での療養を希望する割合が
高く，自宅での療養を希望する割合は介護老人保健施設（従来型）で 6.5％，他の施設
種別では 5％未満であった（横断調査結果）
。
介護保険施設に入所した高齢者は要介護度が重い利用者が多く，経鼻経管・胃ろうや
喀痰吸引などの医療提供が必要である。病状との関係でも施設での療養の継続が必要な
者が多く，家族がケアを行うことの困難な状況が存在する。
ただし，特別養護老人ホームにおける配置医師のほとんどが非常勤の嘱託医であり，
配置医師のうち勤務日数について 7 割が 10 日未満である（厚生労働省 2009 年度老人保
健健康増進等事業「介護施設における医療提供に関する調査研究」（三菱総合研究所））
。
また，配置医，施設の医師による定期的な診察回数が 1 か月のうち 3 回未満である割合
が特別養護老人ホームでは 6 割，老人保健施設では約 5 割である（同調査研究）。介護
保険施設での医療行為の充実や緊急時の他の医療機関との連携が強く求められる。
（2）認知症患者の増加と在宅医療
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても，誰か
が注意すれば自立できる状態である日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者の人数は，
2002 年 149 万人のところ，2010 年では 208 万人，2025 年では 323 万人と推計され，約
1.6 倍に増加することが見込まれている（2003 年 6 月高齢者介護研究会報告書）。
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2002 年 9 月末現在での認知症自立度Ⅱ以上の高齢者 149 万人の介護認定申請時の所
在は，①居宅 73 万人，②特別養護老人ホーム 27 万人，③老人保健施設 20 万人，④介
護療養型医療施設 10 万人，⑤その他施設 19 万人である（2003 年 6 月高齢者介護研究
会報告書）。
他方，医療機関を受診する認知症患者は急速に増加傾向にあり（厚生労働省「患者調
査」
），認知症の入院患者約 7.5 万人のうち，精神病床に入院する患者は約 7 割を占める
（2007 年度厚生労働科学研究精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究分担研
究「精神病床の利用状況に関する調査」報告書）。また，認知症患者の約 7 割近くが特
別な管理（入院治療）または日常的な管理（外来治療）を要する身体的合併症を有して
いる（同調査）
。精神病院に入院している認知症患者の精神症状等で，ほぼ毎日のもの
は，
「意思の疎通困難」約 4 割，「徘徊」約 3 割，「大声」約 2 割である（厚生労働省
「精神病床における認知症入院患者に関する調査」2010 年 9 月）。
認知症については，①軽度では，記憶障がい・見当識障がいの進行，趣味・日課への
興味の薄れを中核症状として，もの盗られ妄想・嫉妬妄想・抑うつ・不安などの周辺症
状が見られるが，②中等度では，記憶障がいの進行，会話能力の低下，基本的 ADL
（着脱衣，入浴）の部分的介助を中核として，徘徊・多動・攻撃的言動・妄想・幻覚等
などの症状も多くなる。③高度になると，会話能力の喪失，基本的 ADL の喪失・失
禁，覚醒・睡眠リズムが不明確化となり，歩行・座位維持困難，嚥下機能低下による肺
炎等のリスクに対する身体医療が必要となり，④終末期では，看取りに向けた全人的医
療が要求される。
したがって，認知症高齢者の病状に応じて医療の対応が必要となるとともに，多くの
認知症高齢者が在宅において介護等を必要としていることから，医療・介護の連携が求
められている。
2006 年 4 月に創設された小規模多機能型居宅介護とは，「通い」を中心として，要介
護者の様態や希望に応じて，随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供
することで，中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するための事業であ
る。2011 年 2 月現在事業所数は 2744 であり，5 万人が受給している（厚生労働省「介
護給付費実態調査月報」（2011 年 3 月審査分））。また，認知症（急性を除く）の高齢者
に対して，共同生活住居で，家庭的な環境と地域住民との交流の下，入浴・排泄・食事
等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い，能力に応じ自立した日常生活を営
めるようにすることを目的とする認知症対応型共同生活介護事業（認知症グループホー
ム）が行われている。2010 年 10 月現在事業所数は 10453 である（厚生労働省「介護給
付費実態調査」
（2010 年 11 月審査分））。
これらの施設に対する医療ニーズについて調査した「医療依存度の高い在宅要介護高
齢者を対象とした多機能化サービスのあり方に関する調査」報告書（みずほ情報総研株
式会社 2011 年 3 月）によると，小規模多機能型居住介護事業所については，医療ニー
ズのある利用者は登録利用者の 6 割を超えた。医療ニーズの内容は「服薬援助・管理」
「重度の認知症」「浣腸・排便」などであった。また，看取りを行ったことのある事業所
は調査全体の 14％あったが，課題として「職員の精神的負担が大きい」
「痰の吸引や胃
ろうなどの処置に十分対応できない」
「看取り期のケアに適した介護環境を整えにく
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い」などがあげられていた。
認知症対応型共同生活介護事業所については，医療ニーズのある利用者は，すべての
利用者の 8 割を超えた。医療ニーズの内容は「服薬援助・管理」
「重度の認知症」
「浣
腸・排便」などであった。看取りの際の課題については「職員の精神的負担が大きい」
「痰の吸引や胃ろうなどの処置に十分対応できない」「職員の身体的な負担が大きい」な
どがあげられていた。
また，この報告書では介護老人保健施設に対して在宅復帰困難者の受入れ機能へのニ
ーズについても調査されたが，在宅復帰することが可能であるにもかかわらず必要とす
る在宅の医療・介護サービスが不十分であるために退所できていない者が在所者の約 1
割存在するとの回答が得られた。
在宅での認知症高齢者を含む要介護者については，医療ニーズが存在し，その提供が
十分に行われなければならない。報告書では，医療ニーズの高い利用者を受け入れ，安
全にサービス提供を行うためには，看護師による医療的ケア，医療機関との連携と調
整，介護職への指導，身体状況や緊急性の判断が必要となり，日中夜間，土日を含めた
看護師の配置が求められる。そのためには看護師の配置に見合った介護報酬の設定や訪
問看護の活用といった仕組みを検討すべきであると報告書は提言している。
なお，2011 年 6 月 15 日に成立した改正介護保険法では，医療と介護の連携強化等が
定められた。重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため，日中・夜間
を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら，短時間の定期巡回型訪問と随時
の対応を行う「定期巡回・随時対応サービス」が創設された。また，小規模多機能型居
宅介護と訪問看護など，複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供
する複合型サービスが創設され，利用者が医療ニーズに対応したサービスを受けられる
ようになることが期待される。
（3）終末期医療と在宅医療
日本の死亡数は 2010 年に 119 万人であるところ（2010 年厚生労働省人口動態統計年
報），2040 年には 166 万人に上ると推計されている（社会保障・人口問題研究所「日本
の将来推計人口」（2006 年 12 月推計））。
2009 年度の人口動態調査によると，同年の死亡数 114 万人の死亡場所については，
病院 78.4％，診療所 2.4％，老人保健施設 1.1％，老人ホーム 3.2％，自宅 12.4％，そ
の他 2.4％である。
現状では約 8 割が医療施設で終末期を迎える状況であるが，今後の死亡数の増加に対
しては，現在の対応が困難になり，在宅医療の充実は急務となっている。
国民の意識においても，療養して必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者
の割合を合わせると，6 割以上の国民が自宅で療養したいとの希望を持っている（終末
期医療に関する懇談会「終末期医療に関する調査」2008 年）。
2006 年から診療報酬上の制度として，新たに「在宅療養支援診療所」を設け，これ
を患者に対する 24 時間の窓口として，必要に応じて他の病院・診療所等との連携を図
りつつ，望めば在宅での看取りまで行う 24 時間往診・訪問看護等を提供できる体制が
スタートした。
2010 年 7 月 1 日時点の調査（厚生労働省保険局医療課調べ）では，診療所数約 10 万
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か所のうち，届け出た診療所は 1 万 2487 か所である。65 歳以上高齢者１万人に対して
平均 4.01 か所存在している（厚生労働省 2009 年医療施設調査，2009 年人口統計年
報）
。また，都道府県別では 2009 年調査では長崎 7.83 か所に対して，富山 1.03 か所と
8 倍近い格差が存在する（統計データでみる高齢者医療 91 頁）。
また，2009 年の「在宅医療の提供と連携に関する実態調査」在宅療養支援診療所調
査（日本医師会総合研究政策研究機構 2009 年 1 月 27 日）によると，24 時間体制が求
められる届出診療所において，72.4％の診療所で在宅担当医師が 1 人体制で，緊急時の
連絡や診療などの対応を単独で担っている傾向が強くあった。また，1 人が週 7 日担当
する届出診療所は 73.5％であった。病院との連携では，1 施設が最も多く（42.1％）
，
続いて 2 施設（25.9％）であった。
その後，2008 年には，
「在宅療養支援病院」制度が発足し，診療所のない地域におい
ては，在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し，そのような在宅医療
について在宅医療支援診療所と同様の評価を行うこととされた。2010 年 7 月 1 日時点
で在宅療養支援病院の届出状況は，331 か所である（厚生労働省保険局医療課調べ 2010
年 7 月 1 日時点，厚生労働省第 16 回社会保障審議会医療部会資料）。
なお，2010 年の看取りを 1 人以上行った在宅療養支援診療所数は 5833 か所で全体の
46％，同じく看取りを 1 人以上行った在宅療養支援病院数は 130 か所で全体の 39％で
ある（厚生労働省保険局医務課調べ 2010 年 7 月 1 日時点，同上）
。
日本医師会総合研究政策研究機構が行った在宅療養支援診療所調査の報告書において
も，地域で在宅医療進展のために必要とされている最大の課題は，緊急時の病床確保
で，連携病院数が在宅件数にも関わるとされた。また，在宅医師や看護職員の人員体制
によって 24 時間対応の負担が大きく変わることから，24 時間対応の協力関係を持てる
地域の医師の存在や 24 時間体制を取る訪問看護ステーションの存在も重要とされた。
都道府県は，基本方針に即して，かつ，地域の実情に応じて，当該都道府県における
医療供給体制の確保を図るための計画（医療計画）を定めるとされる（医療法 30 条の
4）。居宅等における医療の確保に関する事項についても医療計画の内容とされる。
前記のとおり，在宅支援のための医療機関による在宅での看取りの状況は依然少ない
ことから，終末期において在宅で高齢者が安全で質の高い医療を平等に受けるために，
各都道府県は地域の実情に応じた高齢者のための在宅医療を含めた医療計画を定めるこ
とが求められる。
５ 地域医療と高齢者
（1）地域医療計画について
2006 年の第五次医療法の改正により，質の高い医療サービスが適切に受けられる体
制を構築するため，医療に関する情報提供の推進，医療計画制度の見直し等を通じた医
療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより，急性期から回復期，在宅療
養に至るまで，地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推
進するものとされた。
医療計画制度は 1985 年の第一次医療法改正によって導入され，全国を 2 次医療圏
（都道府県内を数地域から十数地域に分け，一般的な病気はその地域内で診療が完結す
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るように考えられた圏域）と 3 次医療圏（原則として都道府県単位として特殊な医療を
提供するように考えられた圏域）に分けた。2010 年 4 月 1 日現在，2 次医療圏は 349，
3 次医療圏は 52 である。
各都道府県は地域の住民・患者の意見を反映させて地域医療計画を作成していくこと
を定められている。
（2）地域格差と高齢者医療
75 歳以上の高齢者の割合は，2005 年 1164 万人（全人口の 9％）のところ，2030 年に
は 2266 万人（全人口の 20％），2055 年には 2387 万人（全人口の 27％）と増大してい
くことが予測されている（社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口年 12 月推
計）結果の概要」
）。これに対して，65 歳〜74 歳の世代に変化はないが，他の世代につ
いては減少傾向にある。
「2 次医療圏データベースから見えてくること」
（Japan Medicine 2011 年 4 月 18 日
号・同 5 月 11 日号）によると，2010 年〜2035 年の 75 歳以上の人口増加率の全国平均
は 42％であり，大都市部（人口密度 1000 人／k㎡以上または人口 100 万人以上）では
最低 40％以上増加し，過疎地域（人口密度 200 人／k㎡未満かつ人口 30 万人未満）で
は最低 40％以下の増加で，地方都市部（人口密度 200〜1000 人／k㎡以上または人口
30 万人以上）はその中間に位置している。
他方，2 次医療圏の地域差は，次のような状況である（社会保障審議会医療部会 2010
年 12 月 12 日資料 1「医療計画について」 18 頁〜22 頁）。
① 2 次医療圏間の人口の最大格差は 103.6 倍である（大阪市医療圏の 253 万人／徳
島県南部Ⅱ医療圏 2.4 万人）。
② 2 次医療圏間の面積の最大格差は 99.8 倍である（尾張市中部医療圏 41.88k㎡／
岐阜県飛騨医療圏 4177.59k㎡）。
③ 人口 10 万人当たりの従事医師数の平均は 214 人であるが，平均に満たない 2 次
医療圏が全体の約 8 割を占める。
④ 人口 10 万人当たりの病院数は全国平均 6.9 施設であり，5 以上 10 未満の 2 次医
療圏が最も多く 190 圏である。
⑤ 人口 1000 人当たりの病院病床数は全国平均で 12.7 床であり，病院病床数が 10
以上 15 未満の 2 次医療圏が最も多く 139 圏である。
また，
「2 次医療圏データベースから見えてくること」
（Japan Medicine 2011 年 4
月 15 日号〜6 月 3 日号）によると，
⑥ 医師数（病院勤務）の全国平均は 549 人であり，最大格差は 661 倍である（東京
区中央部医療圏 5953 人／東京島しょ医療圏 9 人）。
⑦ 病床数の全国平均は 4629 床で，最大格差は 778 倍である（北海道札幌医療圏
41995 床／東京島しょ医療圏 54 床）。
前記のデータからみても，2 次医療圏における地域格差は大きい。規模別にみた 2 次
医療圏ごとの流出患者割合のデータによれば，人口規模が 50 万〜100 万人の 2 次医療
圏において，流出患者数が総患者数に占める割合は 19.6％で最も低く，人口規模が 3
万人以下の 2 次医療圏では 66.7％と最も高くなっており，地域格差が反映している（社
会保障審議会医療部会 2010 年 12 月 12 日資料 1「医療計画について」23 頁）。
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高齢者人口が増加する中で，地域医療の上記のような格差は，そのまま高齢者の安全
で質の高い医療を平等に受ける権利の保障に直接影響するものである。東京区中央部医
療圏（千代田区，中央区，港区，文京区，台東区）には，わずか 64k㎡の範囲内に，
5953 人の医師（病院勤務），病床数 14306，2 次医療圏ごとの高機能医療を担う DPC 病
院が 19，大学病院が 12，救命救急センターが 4 か所ある。これに対し，福島南会津医
療圏（下郷町，檜枝岐村，只見町，南会津町）の面積は 2342k㎡，人口は 3.1 万人で，
医師（病院勤務）14 人，病床数 150 である（「2 次医療圏データベースから見えてくる
こと」Japan Medicine 2011 年 6 月 3 日号）
。
高齢者が安全で質の高い医療を地域の格差なく平等に受けるためにも，各 2 次医療圏
での質や量に応じた地域医療計画の充実が求められている。

第３

医療現場における高齢者の医療同意の問題点

これまで医療制度の側面から高齢者の受けている医療の現状について検討してきたが，
以下，高齢のために判断能力が減退した患者が，実際に医療を受けなければならない場面
に遭遇した時に，その判断能力の減退のために同意ができずに必要な医療を受けられない
実態を検討する。
１

医療同意と同意能力
医師が医的侵襲を伴う医療行為（以下「医療行為」という。）を行うには，診療契約と
は別に，原則として，その医療行為につき患者から同意を得ることが必要である。
同意するには同意能力のあることが前提となるが，同意能力の内容や定義についてはいま
だ明確な基準があるわけではなく，一般的には，患者本人において自己の状態，当該医療
行為の意義・内容，及びそれに伴う危険性の程度につき認識しうる能力とされる（札幌地
裁昭和 53 年 9 月 29 日判タ 368 号 132 頁，判時 914 号 85 頁）
。また，
「必ずしも意思能力
を必要とするものではなく，当該医療行為の意味，内容及び将来の予後について理解しう
る能力があれば足りる」ともされている（大谷實「精神保健福祉法講義」67 頁（成文堂，
1997））
。
２

同意能力がない高齢者

しかしながら，高齢の患者，とりわけ認知症等により判断能力が減退した患者の場合，
このような同意能力を有していないことが多い。このような場合，家族から同意を得るの
が臨床での運用であるが，家族が同意をなし得る根拠や，同意をなし得る家族の範囲，家
族間に対立がある場合の取扱い等は全く不明確である（もちろん，個別具体的な状況下に
おいて，治療の高度の必要性があり，本人の意思を推測しかつ本人の最善の利益をはかり
得る立場にある家族に説明して同意を得る場合に，違法性がない場合があることは肯定さ
れてよい。）
。また，家族のいない場合に，同意がない以上医療行為はできないとして積極
的な医療行為を止めてしまうという事態が生じている。例えば，認知症高齢者の大腿骨骨
折などの場合に，本人に承諾する能力がないため手術ができず，保存療法にとどめざるを
得ない結果，歩行不能になったケース等が報告されている。
痴呆性高齢者に関する医学・法学研究会が発表した「同意能力低下患者に対する医療行
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為の同意取得に関する調査」
（2003 年 10 月 31 日）によれば，3200 人の医師に対し，同様
の事例につき同意がない場合に手術をするか否かアンケート調査をしたところ，回答者
643 人中 44％の医師が手術はしないと回答している。このように，家族のいない同意能力
喪失者は，同意がないがために適切な医療を受けることができない場合がある。
同意能力のない者の医療行為につき，病院内の倫理委員会に代行決定を求める等の動き
もあり，同様の趣旨から，厚生労働省も「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライ
ン」（2007 年 5 月 21 日）で，患者の意思が確認できず，家族もいない等の場合の医療行
為につき，医療ケアチームがその判断で，患者にとって最善の治療方針をとることとする
としている。
しかし，終末期医療でもなく，また医療ケアチームも編成できない場合については，何
ら対処方法は定められていない。
３

成年後見人等と医療の同意権

医療同意能力のない者の多くは，成年後見か保佐に相当する者であり，成年後見等が開
始している場合には，成年後見人等が本人の利益を擁護する立場になることから，臨床の
現場では，家族のいない成年被後見人等に第三者後見人が就任している場合には，成年後
見人として同意を求められている現状がある。しかしながら，本来，成年後見人には医療
の同意権はないとされており，厳密には，家族がいない場合には，成年後見人が就いてい
ながら，誰も医療同意を行うことができない。
このような医療現場における医療同意の実態を把握するため，日弁連は，2008 年 10 月
から 12 月にかけて，会員宛に「成年後見人の医療同意に関するアンケート」を実施し
た。具体的には，各弁護士会の高齢者・障害者の権利に関する委員会を通じて成年後見業
務を行っている可能性の高い弁護士を対象として行った。その結果，回答総数 284 人のう
ち，成年後見人に就任した会員の約 6 割が，成年被後見人等の医療について医療同意を求
められた，もしくは医療同意について相談を受けたことがあると回答した。具体的には，
予防接種，胃瘻手術，経管栄養，骨折手術などの場合に成年後見人が同意を求められてい
る。そして，そのうち医療同意を自ら行ったことがある会員は約半数であった。全体とし
ても約 4 割の弁護士が医療同意を行った経験があることになり，法的な権限がないにもか
かわらず，成年後見の現場で苦慮した弁護士がやむなく対応している様子がうかがえた
（日弁連「終末期医療に関する報告書」2010 年 11 月）。
また，社団法人成年後見センター・リーガルサポートが設置した医療行為の同意検討委
員会が，2009 年に成年後見人等に就任したことのある会員に対し行ったアンケートによ
れば，76％の会員が，成年後見人として後見事務を遂行するにあたり本人が受ける医療行
為に関して医療機関から同意を求められたことがあると回答した。2005 年に行われたア
ンケートでは 56％であったことから，同意を求められる頻度は大幅に増加していること
がうかがえた。また，実際に同意を行ったことのある会員は 73％であった。
これらの調査結果から，他に家族等がいない場合であって，成年後見人等が就任してい
る場合には，成年後見人が医療同意を求められているケースが多いことが判明した。
４

同意能力喪失者に関する医療同意に関する法整備の必要性
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現実に医療を必要とする者が，同意する者がいないがゆえに医療を受けられないという
事態を放置することはできない。すべての人は，安全で質の高い医療を平等に受ける権利
を有するのであり，高齢者をはじめとして，同意能力を有しない者が，同意の有無のみに
よって，医療を受ける機会を奪われないためには，同意能力がない者の医療同意に関する
法整備を行うことが不可欠である。
法整備に際しては，患者本人の身体の処分ともなる侵襲に対する同意であるから，第三
者に独自の同意権を付与することは適当ではなく，本人の同意権の代行を前提とした制度
とすべきであるが，多くの場合に家族が代行決定している現実を踏まえ，同意代行者とし
ての家族及び成年後見人等との関係も整理する必要がある。また，患者本人の自己決定権
を重視する観点から，同意能力がある間に，自らの意思で同意代行者を選任できるような
制度も併せて整備すべきである。

第４

患者の権利法の制定の必要性

すべての人は，安全で質の高い医療を平等に受ける権利があるのであり，医療を必要と
する高齢者が，病院の不足から，その病状に応じた病院でケアを受けることができない現
状や，在宅療養の支援体制が整っていないことから，入院の必要がないにもかかわらず退
院できない現状は早急に改善されるべきである。また，実際に医療が必要であるにもかか
わらず，高齢の患者がその判断能力の減退により同意ができず，必要な医療が受けられな
い現状は看過できない。
高齢の患者が安全で質の高い医療を平等に受けられるためには，医療制度の改善や，新
たな同意法制の整備が必要となるが，その前提として，すべての人が安全で質の高い医療
を平等に受ける権利を有することが明確に規定される患者の権利法の制定が不可欠であ
る。この患者の権利法を基本法として，真に高齢者に必要な医療制度や法制度を作ってい
かなければならないというべきである。

参考文献・資料
・厚生労働省「高齢者医療制度の歩み」
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保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について）
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・2007 年度厚生労働科学研究精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究分担研
究「精神病床の利用状況に関する調査」報告書
・社会保障国民会議「最終報告」
（2008 年 11 月 4 日）
・みずほ情報総研株式会社「医療依存度の高い在宅要介護高齢者を対象とした多機能化サ
ービスのあり方に関する調査」報告書（2011 年 3 月）
・社会保障審議会医療部会資料 1「医療計画について」「在宅医療について」（2010 年 12
月 22 日）
・終末期医療のあり方に関する懇談会「報告書」（2010 年 12 月）
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・井藤英喜・大島伸一・鳥羽研二編集「統計データでみる高齢者医療」
（文光堂，第 1
版，2009 年）
・野村真美・出口真弓「在宅医療の提供と連携に関する実態調査」在宅療養支援診療所調
査（日本医師会総合政策研究機構，2009 年 1 月 27 日）
・高橋康「2 次医療圏データベースから見えてくること―日本の介護・医療の提供レベル
の現状と将来予測，その対策―」Japan Medicine（2011 年 4 月 15 日号〜6 月 10 日号）
・大谷實「精神保健福祉法講義」
（成文堂，1997 年）
・痴呆性高齢者に関する医学・法学研究会「同意能力低下患者に対する医療行為の同意取
得に関する調査」（2003 年 10 月 31 日）
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第６節
第１

子どもの患者と患者の権利

問題の所在〜「医療を受ける子どもの権利」という視点

医療を受ける子どもは「子どもである患者」であると同時に，
「患者である子ども」で
もある。患者である以上，たとえ子どもであるとしても患者の権利が保障されなければな
らない。また，子どもである以上，たとえ患者であるとしても，他の子どもと区別される
理由はないのであるから，子どもの権利も当然に保障されなければならない。そして，医
療を受ける子どもは，患者としては大人に比べて弱く，また子どもとしては医療を受けて
いない子どもに比べて弱い立場にあることから，患者としての権利についても，子どもと
しての権利についても，より強い権利保障が求められてしかるべき存在ということにな
る。
ところが，現実には，医療を受ける子どもは，子どもであるがゆえに自己の病気や医療
について正確な説明を受けられない，自己の受ける医療の決定に関与できないなど，自己
決定権を中心とする患者の権利保障がないがしろにされがちである。
他方，患者であるがゆえに親や家族との接触が制約され，遊びや教育を受ける機会が量
的・質的に不十分となるなど，成長発達権を中心した子どもの権利保障が不十分となりが
ちである。
このように，医療を受ける子どもが，患者の権利と子どもの権利の狭間に落ち込んでし
まうという特徴に鑑みれば，特に子どもであることに配慮した「医療を受ける子どもの権
利」という視点が不可欠である。

第２
１

見学・ヒアリング等

順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科見学
当実行委員会は，2011 年 6 月，順天堂大学医学部附属順天堂医院（東京都文京区）小

児科を見学した。
同科では，2000 年に医師や看護師が中心となって，入院中の子どもやその家族が少し
でもリラックスし，治療に前向きになれるような環境作りを目指す活動を始め，2004 年
には，田中恭子医師（現同科准教授）が英国ホスピタル・プレイ・スペシャリスト（Hospital
Play Specialist，HPS）の資格を取得して帰国し，病棟における遊びを通じた癒しやプレ
パレーション（後述第 4 の 2 参照）を推進してきた。2005 年 8 月から，チャイルド・ラ
イフ・スペシャリスト（Child Life Specialist，CLS）を導入して，小児外科病棟と小児科
病棟でのチャイルド・ライフの活動が始まった。
ところで，チャイルド・ライフ・スペシャリストとは，チャイルド・ライフ・プログラ
ムを提供する専門職である。チャイルド・ライフ・プログラムとは，子どもを一人の尊厳
ある個人として捉え，入院，闘病生活が子どもに与えるマイナス要素を，子どもの発達と
心理社会的な視点から考え，取り除くという子ども支援のプログラムであり，病院を「生
活の場」として捉え，そこでの体験が少しでもプラスのものとなるよう支援することを目
標としている。具体的には，プレパレーションや治癒的遊びなどの手法を使用する。
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見学では，様々な物的制約の中で，子ども
に優しい医療の提供を心がけるスタッフの創
意工夫の一端を垣間見ることができた。止血
絆創膏の一つ一つにカラフルな色でスタンプ
が押してあるなど，看護師などスタッフの手
作業による心遣いの数々が大変印象的であっ
た。その意図するところは，単に子どもの気
を引くというだけでなく，好きな色・絵の絆
創膏を選べるという子ども自身による「選
択」を織り込んであるところにあるというこ
とであり，感心した。

「病棟内のプレイルーム」

また，病棟プレイルームで行われた「わく
わく広場」
（閉じこもりがちな親子に遊びの場を提供する，子どもの興味と活動を広げ
る，遊びを通じて，アタッチメント（親子の愛着関係）を支援する，母親同士の交流と情
報交換の場を提供する，といったことを目的として，子どもたちに集団遊びを含む多様な
遊びの場を提供する活動。
）では，チャイルド・ライフ・スペシャリストや遊びのボラン
ティアスタッフのほか，数名の医師，看護師，臨床心理士などが参加する中，入院してい
る子どもたちが遊んでいる，生き生きとした様子を見ることができた。
２

認定 NPO 法人難病のこども支援全国ネットワークでの懇談会
当実行委員会は，2011 年 4 月，認定特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネット
ワーク（東京都文京区）を訪ねた。同ネットワークは，原因が分からなかったり，治療法
が未確立などの難病とたたかっている子ども達と家族，それを支える様々な立場の人々に
よるネットワークづくりを目指しており，そうした子ども達と家族の QOL を高める活動
を進めている団体である。
懇談会には，同法人の理事ら並びに各「親の会」の代表ら合計 13 人が出席し，患者の
権利法をテーマとして懇談した。具体的には，医療を受ける子どもに関する問題として，
①「子どもが受ける医療を誰が，どのように決めるべきか」という問題，②子どもの入院
中の面会や付添い，診察，検査，投薬，手術等の際に親が付き添うことについて，どう考
えるか，③療養中の教育（学校）にどのような問題があるか，④そのほか療養生活を送る
うえで問題となることについて，活発に意見交換を行うことができた。
同ネットワークでは，2009 年 4 月に，
「第 31 回こどもの難病シンポジウム〜こんな病
院あったらいいな 100」を開催し，患者・家族が考える理想の病院の要件を 100 項目にま
とめて，提案している（認定 NPO 法人難病のこども支援全国ネットワーク「第 31 回こ
どもの難病シンポジウム報告書」
，2010 年）。
３ 大阪弁護士会「医療を受ける子どもの人権」シンポジウム（第 54 回日弁連人権擁護
大会プレシンポジウム）
大阪弁護士会は，2011 年 5 月，第 54 回日弁連人権擁護大会プレシンポジウムとして，
「医療を受ける子どもの人権」と題するシンポジウムを開催した。これに先立ち，大阪弁
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護士会（人権擁護委員会及び子どもの権利委員会）では，大阪府立母子保健総合医療セン
ター（大阪府和泉市）
，国立成育医療研究センター病院（東京都世田谷区）及び聖路加国
際病院（東京都中央区）を見学・調査したほか，2011 年 1 月，大阪，兵庫，京都，滋賀，
奈良，和歌山にある 399 の医療機関を対象にアンケート調査を実施している（大阪弁護士
会「医療を受ける子どもの人権」シンポジウム実行委員会編「
『医療を受ける子どもの人
権』アンケート調査報告書」
，大阪弁護士会，2011 年）。
シンポジウムでは，それら調査活動の結果が報告されたうえで，大阪母子保健総合医療
センター総長，ホスピタル・プレイ・スペシャリスト，特別支援学校教頭，子どものころ
に小児がんを経験された方をパネリストに迎えてパネルディスカッションが行われた。

第３

親に付き添われる権利

１

入院時の付添い・面会の制限
一般的に，病院において，患者への付添い・面会は自由ではない。このルールは，患者

である子どもに，その親が会おうとする場合であっても，原則として同じである。
前述のとおり，大阪弁護士会が，2011 年 1 月にアンケート調査を実施している。対象
は，大阪，兵庫，京都，滋賀，奈良，和歌山にある 399 の医療機関である。うち 151 の医
療機関から有効回答があった（ただし，面会に関する質問に対する回答があったのは，う
ち 125 の医療機関である。）。これによると，「制限なし。いつでも面会できる（24 時間面
会可能）
」と回答した医療機関が 80（63％）であり，「個室に限り，いつでも面会ができ
る（大部屋には面会時間に制限がある）
」が 14（11％）
，「制限あり」が 32（25％）であっ
て，面会に制限のない医療機関が多数を占めた。しかし，制限のある後二者における時間
的制限（
「面会時間」の設定）はかなり厳しいものとなっており，平日午前中の面会を制
限している医療機関が 42，同じく平日午後 7 時以降の面会を制限している医療機関が 18
存在している。そうすると，面会について何らかの時間的制限がある医療機関において
は，仕事を持つ親が土日・祝祭日にしか子どもと面会できない，といったケースがあるこ
とは十分に予想されるところである。
もっとも，かつては，面会制限は当たり前のこととされ，現在よりも厳しかったとされ
る。しかし，2003 年 4 月，国立成育医療センター（東京都世田谷区）が「面会時間」を
なくして親が 24 時間いつでも面会できるようにした。また，2003 年 11 月に開院した宮
城県立こども病院（仙台市）でも，開院当初から，家族（二親等以内）の面会に制限を設
けなかった。当時，これらは新聞等によって報道されるなど，
「先進的」な取組として紹
介されていた。
こうした経緯を踏まえると，基本的には，親による面会の制限を撤廃ないし緩和する
「流れ」にあると言うことができる。
２

付添い・面会の意義（重要性）
かつての厳しい面会制限から，病院がこれを撤廃ないし緩和する方向にあるのは，親の
付添いないし面会が，入院している子どもにとって大変重要であることが認識されている
からである。逆の言い方をすれば，親の付添いないし面会を制限した結果，入院している
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子どもが親の付添いないし面会を十分に受けられなかった場合，その子どもに悪い影響を
及ぼすのである。たとえば，次のように言われている。
「こどもの立場に立つと，面会時間の制限はさらに深刻です。幼いこどもにとっての最
大の心理的危機は，病気より何より親から引き離されることです。人生の土台とな
る，《基本的信頼感》が損なわれるからです。いくつかの研究によれば，生後七か月か
ら四歳までのこどもは，人生の他のどの年代よりも，親から引き離されると，
《見離さ
れた》
《お仕置きだ》と感じるからです。これはこの年代のこどもの認知発達の特徴―
自己中心性―によるものです。物事を自分の方向からしか理解できないのです。です
から病院の規則やおとなの論理などわかるはずがありません。
（中略）
こどもにとっての面会時間の制限は，ストレスというよりトラウマというべきでし
ょう。
（中略）病気が治っても心の傷は残ります。
《親に見捨てられた》トラウマはそう簡
単には癒やされません。」（藤井あけみ「チャイルド・ライフの世界〜こどもが主役の
医療を求めて」，新教出版社，2000 年，19 頁以下）
このような認識ないし考え方自体は，小児医療の現場に通用している。たとえば，日本
看護協会が定める小児看護領域の看護業務基準は，「小児看護領域で特に留意すべき子ど
もの権利と必要な看護行為」として，
「子どもは，いつでも家族と一緒にいる権利をもっ
ている。看護師は，可能な限りそれを保証しなければならない」と定めている（日本看護
協会編「日本看護協会看護業務基準集 2007 年改訂版」，日本看護協会出版会，2007 年）。
３

付添い・面会を制限する理由（動機）
親による付添い・面会の意義（重要性）は一応認識されているとは言え，実際にはすべ
ての病院において，入院している子どもに対する親の付添いないし面会を自由に認めてい
るわけではないことは前述の調査結果のとおりである。親の付添いないし面会を制限する
理由（動機）には様々なものがある。
大阪弁護士会のアンケート調査によれば，付添い・面会が入院している子どもたちの
「静養の妨げになる」が最も多く，子どもたちの「感染の機会が増えるから」「治療や看護
の妨げになる」「病棟に出入りする者の監理が困難となる」といった治療上，あるいは管
理上の理由がまんべんなくあげられている。
他方，「（親と引き離した方が）子どもの自立（を促す）」とか，「面会に来られる親と来
られない親がいることにより，親が来ていない子どもに寂しい思いをさせてしまうから，
面会を一律に制限している」というような理由付けも，現場には根強い支持があるようで
ある。
４

付添い・面会をしやすくするための措置・サポート体制
入院している子どもに，現実に親が付き添い，又は十分に面会することができるように

するためには，面会時間を撤廃して，24 時間いつでも親が子どもに会うことが可能とな
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っただけでは足りない。付添いないし面会をしやすくするための，様々な処置やサポート
体制が必要である。
（1）十分かつ適切な空間と施設
親が入院している子どもに付き添えるように，十分かつ適切な空間と施設が必要であ
る。この中には，親が横になれるベッドをおける空間，食事ができる設備，私物の収納
空間などの整備がある。
（2）宿泊施設（滞在施設）
親の付添いを実質的に保障するためには，入院している子どもとその家族のための宿
泊施設（ファミリーハウス）があることが必要である。なぜなら，入院中の子どもとの
面会について制限がなかったとしても，家と病院とが離れている場合や家族に他の子ど
もがいる場合等を考えると，面会をする家族のための宿泊施設がなければ，事実上，入
院中の子どもとの面会が大きく制限されるからである。
2011 年 4 月 30 日現在，宿泊施設は全国に 116 施設ある（NPO ファミリーハウス調
べ）
。公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運
営する「ドナルド・マクドナルド・ハウス」のように比較的大きな宿泊施設が全国的に
展開される例もあるが，病院や患者らが中心となった NPO 法人などが運営する定員 10
人未満の小規模施設が大半を占め，その財政的基盤は脆弱である。
大阪弁護士会アンケートでは，回答のあった 128 の医療機関のうち，専用の宿泊施設
があるのは僅かに 4 医療機関であり，専用ではないが利用できる宿泊施設があるのも 7
医療機関にとどまっており，実に 117（91％）の医療機関では宿泊施設がないとの回答
であった。
（3）病院における保育
入院している子どもへの付添いは，それを行う親にとって，身体的・経済的に大きな
負担となる場合がある。また，入院している子どもに親が 24 時間付き添うことは非現
実的である。そこで，親がいないときは親の替わりに誰かが子どもに付き添うこと（病
院における公的保育の整備等）が必須となる。一つには，後述する院内学級等と同様，
病院における保育の整備が必要であり（子どもの権利条約 18 条 3 項），ここで求められ
ている保育とは，病院外と同様に公的保育とするような制度設計を備えていることを意
味する。
この点，大阪弁護士会アンケートによれば，有効回答数 134 のうち，病棟に保育士が
配置されている医療機関はわずか 33（25％）にとどまる。のみならず，病棟に配置さ
れた保育士が実際に行っていることは，遊びや食事の介助が主であり，有効回答数 116
のうち，
「親が面会等に来ていない子どもに，昼間，病室で付き添う」のは 24（21％），
「親が面会等に来ていない子どもに，夜間，病室等で付き添う」に至っては，たった 5
（4％）に過ぎない。
このような現状にとどまっている原因は，病棟に配置されている保育士の数が圧倒的
に少ないことと，病棟における保育士に求められる役割が錯綜していることを，さしあ
たって指摘することができる。そして，これらは，いわゆる「保育士加算」（一定の広
さのプレイルームを備えたうえで保育士を配置すると，1 日あたり 100 点の保険点数が
認められている。
）との関係から保育士が配置されがちであるということとあいまっ
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て，病棟における保育士が医療サービスの一部を提供するものであるのか，
「保育」と
いう福祉サービスを提供するものであるのか，その位置づけが定まらないことにも一因
があると考えられる。その意味で，「保育士加算」は一歩前進ではあっても，決して到
達点ではないことを認識すべきである。
５

親に付き添われる権利（法的根拠）

1989 年 11 月に国連総会で採択された「子どもの権利条約（Convention on the Rights
of the Child）
」は，子どもに関するすべての措置をとるに当たって「子どもの最善の利
益」が考慮されることを基本として（3 条 1 項），すべての子どもが生命に対する固有の
権利を有することを認めてその生存及び発達を確保すべきことを規定する（6 条 1 項，2
項）
。
また，子どもの権利条約は，子どもができる限りその父母によって養育される権利を有
すること（7 条 1 項），子どもがその父母の意思に反してその父母から分離されないこと
（9 条 1 項）を保障する一方で，父母は子どもの養育及び発達についての第一義的責任者
であるとし，
「子どもの最善の利益」がその最大の関心事項となることを要求している
（18 条 1 項）。
入院している子どもにとって，親による付添いないし面会は，親による養育の実質を確
保するものにほかならない。つまり，親による付添いないし面会は，子どもの権利を保障
し，父母がその責務を果たすために，必要不可欠である。したがって，入院している子ど
もは，親に付き添われる権利を有すると言うべきであって，医療を受ける子どもに親が付
き添うことは最大限尊重されなければならない。

第４

処置を受ける子どもの権利

１

親の付添い（同伴）
子どもが親に付き添われる権利があるのは，子どもが入院している場合に限らない。親
に付き添われる権利は，子どもが検査や処置を受ける際，そばに寄り添う（同伴する）こ
とを含む概念である。しかし，実際には，採血，点滴のためのルート確保などの比較的日
常的な処置，骨髄穿刺といった侵襲性の高く，激しい痛みを伴う処置，MRI など子ども
にとっては非日常的な検査等の場面において，親は退出を求められ，あるいは入室を許さ
れず，子どもはひとりで処置や検査を受けることが少なくない。
大阪弁護士会のアンケート調査では，
「処置のときに，親を処置室に入れますか」とい
う質問をしている。これに対して，155 の医療機関から回答があり，うち「入れる」は 42
（27％），
「入れない」が 76（49％），「その他」が 37（24％）であった。入院している子ど
もに対する親の面会に比べても，処置については親を遠ざける傾向があることが分かる。
親を処置室に入れない理由（複数回答）としては，
「親が一緒だと泣いて処置が危険・
困難になるから」が 47，
「親が見ていると処置がやりにくいから」が 45 である。ところ
が，「入れる」と回答した医療機関にその理由（複数回答）を尋ねると，「親と一緒のほう
が子どもが落ちついて処置を受けられるから」との回答が 40 であり，回答延べ数（56）
の 71％に及んだ。親を処置室に「入れない」とするのも，「入れる」とするのも，同じ理
― 152 ―

第５章 患者の権利の実情

由によっていながら結論が正反対になっているのは興味深い。
２

プレパレーション
ところで，処置や検査に関しては，
「プレパレーション」という概念または手法があ

る。プレパレーションとは，子どもに対して，それぞれの認知発達段階に適応した方法
で，病気，入院，手術，検査，その他の処置について説明を行い，子どもや親の対処能力
を引き出すような環境および機会を与えることである（田中恭子編著「プレパレーション
ガイドブック」31 頁，日総研出版，2006 年）
。プレパレーションの効果とは，
「決して子
どもがおとなしく従順に検査や治療を受けられることを一番の目的にしているのではな
い。実際の検査や処置は，痛みを伴うことが多く，痛みや不安そのものをクリアに払拭し
きることは不可能に近いであろう。しかし，そのような状況においても，子どもたちが前
向きにがんばろうとする気持ちを表出できたり，泣いたり叫びながら（これも子どもの大
切な自己表出である）の処置の後に，自分ががんばったこと，乗り越えたことを自己認識
し，その思いがその後の生活に生かされることが重要なのである」
（田中恭子「プレパレ
ーションの 5 段階について」小児看護 31 巻 6 号 542 頁，へるす出版，2008 年）とされて
いる。プレパレーションの概念には，子どもの人格を尊重するという目線が貫かれてい
る。
前述のとおり，当実行委員会では順天
堂大学医学部付属順天堂医院小児科を見
学したが，その際，チャイルド・ライ
フ・スペシャリストによるプレパレーシ
ョンの模擬実演を見せてもらった。今回
は，大人（実行委員）を相手としてお
り，あくまでも模擬実演であったが，子
どもの立場に立って，分かりやすい語り
口で話しかけ，これから何が起こるのか
「プレパレーションに使用する人形など」
を理解してもらい，不安を軽減ないし解
消してもらえるような内容であった。それは，子どもを「子ども扱い」するというのとも
異なり，やはり，その人格を尊重している姿勢がにじみ出るものであった。

第５
１

遊びに完全参加する権利

実情

医療を受ける子ども，特に入院中の子どもは，医療を受けていない子どもに比べ，遊び
やレクリエーションの機会が場所的・時間的に大きな制約を受ける。通院治療を受けてい
る子どもも，病気自体の性質から一定の遊びやレクリエーションについて制限されるであ
ろうし，可能な遊び等についても，通院治療のために遊びを切り上げなければならないこ
ともある。また，入院治療を受ける子どもは，病気自体の性質からの制約や時間的制約に
加え，入院病棟という性質からの場所的な制約も受ける。
これまでは，ともすると医療を受ける子どもの遊びやレクリエーション活動について
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は，
「制限されて当然」といった認識が強かったのではなかろうか。もちろん，医療を受
ける子どもにとっては治療こそが最優先の課題であることは言うまでもないが，しかし，
再度，子どもにとっての遊びの意義とその重要性について考える必要がある。
２ 遊びやレクリエーションに参加する権利（子どもの権利条約 31 条）
（1）子どもにとっての「遊び」
子どもにとって，遊びやレクリエーションへの参加には，どのような意味があるの
か。医療を受けているか否かを問わず，子どもにとって遊びやレクリエーションは，単
なる趣味や余暇の対象ではない。子どもは，遊びを通じて社会性を学び，または主体
的・独創的に物事を考え実践するのであって，遊びは子どもにとっての人格形成の場な
のである。子どもから遊びやレクリエーションに参加する機会を奪うことは，すべての
子どもに認められた成長・発達する権利を奪うことに他ならず，子どもの権利条約 31
条 1 項が子どもにその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行うことを認め
るのも，かかる趣旨に基づいている。
（2）特に入院中の子どもにとっての「遊び」の意義
遊びやレクリエーションへの参加は，特に入院中の子どもにとって，上記以上の意義
をも有している。前述のように，入院生活によって深刻な精神的負担を強いられる子ど
もにとって，
「遊び」はストレスの解消に大きく寄与する。大阪弁護士会のアンケート
調査でも，入院中の子どもにとっての遊びの意義・効果について，「子どもの成長発達
（心身ともに）を促進する」との回答（20）や，「ストレス解消になる」との回答（23）
が多かった。さらに，「身体機能の維持向上」「痛みなどの症状緩和」「病気回復が早く
なる」といった治療上の優位性を説く回答も多くあった。
３ 遊びに完全参加する権利を保障するために
（1）プレイルームの充実
大阪弁護士会アンケートによれば，回答のあった 137 医療機関のうち，専用のプレイ
ルームがある医療機関は 68（50％），兼用のプレイルームがある医療機関は 8（6％）で
あり，専用ないし兼用のプレイルームを設置する医療機関がまったく設置していない医
療機関よりも上回っていることが分かった。この傾向は，病床数が一定以上の医療機関
について特に顕著であり，病床数 61 床以上の 6 医療機関では 6（100％），病床数 41〜
60 床の 8 医療機関で 8（100％）
，病床数 21〜40 床の 31 医療機関では 28（90％）
，病床
数 11〜20 床の 25 医療機関では 18（72％）との結果を得た。
しかしながら，
「健やか親子 21」
（21 世紀の母子保健のビジョンを示すために行って
きた厚生労働省児童家庭局長の委嘱による「健やか親子 21 検討会」がまとめた報告書
に基づき実施される国民運動計画であり，2001 年から実施されている。）では，小児保
健医療水準を維持・向上させるための環境整備の指標の一つとして，遊戯室（プレイル
ーム）を持つ小児病棟の割合（策定時は 68.6％）を 2010 年までに 100％とすることが
目標値とされていたにもかかわらず，中間時（2006 年）には 37.0％に減少し，直近値
でも 41.2％（380／922）であって，目標値達成にはほど遠い状況である。
また，病院のプレイルームは，ほとんどが幼児向けの意匠となっており，中学生や高
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校生が利用しづらい雰囲気がある。大阪弁護士会のアンケート調査によっても，中学
生・高校生用のプレイルーム（青少年ルーム）が「ある」と回答したのはわずか 6（6
％）にすぎない。
「健やか親子 21」の目標値は，修正後も 2014 年までに 100％とされており，中学生・
高校生も使えるものも用意することも含め，プレイルームの設置・充実は当面の課題で
ある。
（2）専門家の配置
大阪弁護士会のアンケートによれば，入院している子どもの「遊び」に関わるスタッ
フについては，有効回答数 203（複数回答可）のうち，看護師が 78（37％）と最も多
い。子どもにとっての「遊び」の意義を考え，また，前述のとおり，病院における保育
を保障すべきであると考えると，保育士が本来の保育士としての役割を十分に果たすこ
とができるような環境整備及び人員配置が望まれる。
さらに，チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）やホスピタル・プレイ・スペ
シャリスト（HPS）の活動ないし役割が注目される。いずれも医療施設に入院中の子ど
もに対して「遊び」を通じたプログラムを提供することで，子どもやその親を支援する
活動を行う。子ども，特に入院中の子どもにとっての「遊び」の重要性に鑑みると，そ
の担い手であり専門家である CLS，HPS の普及が必要である（後述第 8 参照）。

第６

教育に完全参加する権利

１

教育に対する権利
子どもは等しく教育を受ける権利を有する（日本国憲法 26 条，子どもの権利条約 28 条
1 項）。このことは医療を受けている場合であっても同様に保障されるべきものであるこ
とは言うまでもない。
２ 実情
（1）院内学級等の整備不足
入院している子どもが病院内で教育を受けるシステムとしては，①訪問による教育，
②病院の近隣の小中学校の特別支援学級（制度上の「院内学級」
）
，③特別支援学校の分
教室又は分校，④特別支援学校の本校がある。
このうち，①は授業を受ける児童・生徒が一人でも教師が派遣されるが，②ないし④
は病院内の学校であり，子どもが入院しているすべての病院にあるわけではない。むし
ろ，②ないし④の形態による教育の場は少数である。前述の「健やか親子 21」は，院
内学級・遊戯室を持つ小児病棟の割合（策定時の現状値は，院内学級につき 30.1％）
を 2010 年までに 100％とすることを目標としていた。しかし，第１回中間評価（2005
年 3 月）においては 26.1％と悪化し，第 2 回中間評価（2010 年 3 月）においても，依
然として 31.0％（321／1005）にとどまっている（「健やか親子 21」の評価等に関する
検討会『
「健やか親子 21」第 2 回中間評価報告書』，2010 年 3 月）
。
（2）学籍異動問題
また，病院内での教育を受けるためには，当該教育を行っている学校への転校（学籍
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異動）が必要とされている。学籍異動は，学校が児童・生徒の在籍数で教員数が規定さ
れる（通常は，毎年 5 月 1 日の在籍数により翌年度の教員数が決まる。
）ためであると
されている（西牧謙吾ほか「入院中の子どもの教育支援・復学支援」小児看護第 34 巻
第 7 号 867 頁，へるす出版，2011 年）
。しかしながら，転校により，もともと通ってい
た学校（前籍校）との関係が切れてしまうと感じる子どもや保護者にとって，その精神
的負担ないし不安は無視できないものである。現にそうしたことから，入院しても転校
しない子どももいるという。さらに，転校をいとわない場合であっても，当然に転校で
きるわけではない。病院内での教育は病弱者に対する特別支援教育と位置づけられてお
り，法令（学校教育法 75 条，学校教育法施行令 22 条の 3）により定められた病弱者の
程度に該当しなければ，病院内での教育を受けることができない仕組みになっている。
特別支援教育の対象となる病弱者とは，「一 慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾
患，悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のも
の，二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの」とされている
（学校教育法施行令 22 条の 3）。
「継続して」とあるのは，かつては「6ヶ月以上」とあ
ったのを緩和したものであるが，依然として，入院が一定期間以上継続することが見込
まれる場合であることを要する仕組みとなっている。そのため，入院が短期に終わるこ
とが見込まれる場合は，転校自体が認められないこととなり，入院中はいずれの学校に
も通えない（欠席となる）という事態が生ずる。
入院している子どもの前籍校が私立校等である場合や，子どもが義務教育ではない高
等学校に通っている場合は，転校を前提とする上記の仕組みは，さらに深刻な問題をも
たらしている。病院内に学校のある上記②ないし④の形態にあっては，教師をはじめと
する現場の工夫と努力により，一定のフォロー（退院時に前籍校に復籍できるように調
整してから転校手続きを行うなど。）がなされているようである。しかし，前述のとお
り，ほとんどの病院には院内の学校がなく，訪問教育を受けることもないまま入院生活
を送っている子どもたちが少なくないと推測される。
３ 教育に完全参加する権利を保障するために
（1）病院内の学校の充実
前述のとおり，院内学級等は子どもが入院しているすべての病院にあるわけではない
し，院内学級等で学ぶためには一定期間の入院が予定されている場合であることや，原
籍校から院内学級等を設置している学校への学籍異動が必要であることなど，様々な制
約がある。こうしたことから，院内学級等の整備・充実，就学要件の緩和等，医療を受
ける子どもが教育に完全参加するための条件及び環境を整備する必要がある。これら
は，国や地方公共団体の責務である。前述のとおり，「健やか親子 21」における目標が
達成できなかったことについて，
「目標達成に向けて大幅に改善させるためには，財政
的な裏付けや，教育・療育機関を含む関係機関への働きかけが必要であろう」（前掲
「『健やか親子 21』第 2 回中間評価報告書」）とされているのも同趣旨である。
まず，多数の子どもが常時入院しているような規模の病院（大学病院の小児科や，子
ども病院）には，院内学級等病院内の学校が設置されるべきである。東京都内にあって
血液疾患等の慢性疾患により長期間の療養を要する子どもが常時多数入院している私立
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大学病院の多くにおいても，訪問教育しか行われていない実情にあり，国・地方公共団
体は，早急にかかる現状を改善しなければならない。
（2）学籍異動等の緩和・撤廃
病院内の学校であると，訪問教育であるとを問わず，学籍を異動しなければならない
現行の仕組みは，法令が定める病弱者の程度に該当しなければならないこととあいまっ
て，入院する子どもが教育を受ける機会を，結果的にせよ，奪っている。
このような状態を解消するためには，学籍の異動を要するとしている現行の仕組みを
改め，1 日でも入院したら病院内で教育が受けられるようにすべきである。

第７

医療に主体的に参加する権利

１

インフォームド・コンセントの原則
インフォームド・コンセントの原則が医療機関に正しく理解されることを前提として，

これが十分に実践されることにより，患者が医療に主体的に参加することが保障される。
この原則の重要性は患者が子どもであっても何ら変わらない。むしろ，子どもが生活全般
において受動的な立場にあり，また，年齢により大人一般と比べて判断能力が劣る場合が
あることからすれば，子どもにはなおさら年齢に応じたわかりやすい病状・医療内容の説
明を行った上で，子ども自身に意思決定に関与する機会が確保されなければならない。
ところが，現実には，上記のような説明や意思決定への関与は軽視される傾向にある。
その理由は様々であろうが，概して「医療に関する意思決定を行うためには，その前提と
して，医療に関する説明を受けて正確に理解する能力が必要であるところ，子どもは，自
身の病状についても，また医療内容についても，正しく理解することが困難である。
」と
の認識があるように思われる。
２

説明を受ける権利
確かに，子どもの年齢や病状，医療内容等によっては，子どもに正確に理解させること
は難しいかもしれない。特に，医療内容については，子ども自身にその侵襲性の程度やリ
スクを考慮した上で意思決定させることが困難な場合もあり得る。
もっとも，そうであるからといって，子どもに対して何らの説明もしなくてよいとなる
わけではない。子どもには，自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見
を表明する権利がある（子どもの権利条約 12 条 1 項）。その中には，自己が受ける医療に
ついての意見表明権も当然に含まれている。医療内容について自身で決定することができ
なくても，医療内容について自身の意見を形成し，表明することで，医療内容の意思決定
に関与することは十分できる場合も多く，その場合には積極的に意思決定に関与させるこ
とが主体的な医療への参加を保障することにつながる。そうだとすれば，病状や医療内容
について説明を受ける権利は，必ずしも医療内容について自己決定を行うこと，したがっ
て自己決定能力を有することを前提にする必要はなく，年齢に応じて分かりやすい説明を
受けることそれ自体が医療を受ける子どもにとっての権利と考えるべきである。
３

子どもの理解を助けるために
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子どもに自己決定権ないし意見表明権とその前提としての説明を受ける権利があるとい
っても，子ども自身が説明を理解することができなければ画餅となる。子どもの自己決定
権・意見表明権を実質的に保障するためには，子どもの理解を助ける取組ないし子どもの
理解を助ける専門家の存在が必要である。
この点，前述のチャイルド・ライフ・スペシャリストやホスピタル・プレイ・スペシャ
リストは，人体人形を用いて，子どもの心情にも配慮して患部や医療内容の説明を行う等
の取組もしており，子どもに対する説明や意思決定・意見表明を助けるための活動ともな
っていることは注目に値する。
前述のとおり，プレパレーションとは，子どもに対して，それぞれの認知発達段階に適
応した方法で，病気，入院，手術，検査，その他の処置について説明を行い，子どもや親
の対処能力を引き出すような環境及び機会を与えることである。そこに，インフォーム
ド・コンセントの重要な要素である「拒否」
「選択」の余地があるのかはおくとしても，
プレパレーションは子どもの理解を助け，子ども自身の説明を受ける権利に資すると評価
することができる。このようなことから，プレパレーションはインフォームド・コンセン
ト（アセント）の概念の一部を担う重要な要素を含むと考えられる（田中恭子「プレパレ
ーションの 5 段階について」小児看護 31 巻 6 号 546 頁，へるす出版，2008 年）。
４

子ども自身のインフォームド・コンセント
子どもに対してインフォームド・コンセントの原則を実践すること，すなわち，単独で
説明を受けて医療内容に同意することは，具体的には何歳の子どもから認められると考え
るべきであろうか。
この点は，後述する親の親権との関係で困難な問題を孕んでいる。しかも，一概に「子
ども」といっても，新生児から間もなく成人に達する者まで幅があるし，同じ年齢の子ど
もといっても判断能力や成熟度には差がある。さらには，同意を与える医療内容自体も，
比較的認知度の高いものから一般的にはほとんど知られていない難解なものまで様々であ
り，一律に年齢のみで医療に関する意思決定能力を線引きすることは難しいかもしれな
い。しかしながら，後に見るように，北欧諸国では一定の年齢に達した子どもに対して独
立した自己決定権を認める立法例が多い。また，これら北欧諸国の趨勢の中で，我が国に
おいても，子どもの自己決定権に関して以下のように考える見解も存在する。
すなわち，民法では，満 15 歳に達した者であれば単独で有効な遺言をすることができ
るとされている（961 条）。また，「臓器の移植に関する法律」（1997 年 7 月 16 日公布）の
制定に当たり定められた「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）
」
では，
「第 1 書面による意思表示ができる年齢等に関する事項」の中で「年齢等により
画一的に判断することは難しいと考えるが，民法上の遺言可能年齢等を参考として，法の
運用に当たっては，15 歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱う」とされてい
る。生命に関わる問題に関しては，未成年者であっても満 15 歳に達した者には自己決定
させるというのが法の趣旨であるから，同じく医療的な問題についても，満 15 歳をもっ
てインフォームド・コンセントの原則における説明を受けて自己決定をなし得る能力があ
ると考えるのである。
そうすると，満 15 歳に満たない者は，医療内容につき自己決定をなしえないことにな
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るが，このことは満 15 歳未満の子どもが医療内容の意思決定の過程から排除されること
を意味しているわけではない。前述のように，子どもは，年齢や能力に応じて自己の病状
や医療内容について説明を受ける権利を有しており，同権利は自己決定能力の存在を前提
とするものではなく，説明を受けることそれ自体が医療を受ける子どもにとっての権利で
ある。そして，満 15 歳に満たない子どもでも，意見表明権を有することから，親のした
決定に対し意見表明し，同意を与えること（インフォームド・アセント）ができると考え
る。
５

親の意向〜親権との調整

以上のような見解による場合または満 15 歳とは言わないまでも一定の年齢の子どもに
自己決定権を認める見解によった場合，一定以上の年齢に達した子どもは自身の意思決定
により医療を受けることが可能となる。もっとも，ここで重要かつ困難な問題が親の有す
る親権（民法 820 条）との関係をどのように考えるかという点である。親には民法上，親
権があり，医療に関する同意は親から取るという理解が一般的である。そうすると，子ど
もが自身の病状及びそれに対する医療内容を理解し，これに同意したとしても，子どもの
親が診療内容に同意しないといった場合もあり得る。このような場合をどう考えるべき
か。
この点，民法の親権制度が改正され，親権を最長で 2 年間停止することが可能となっ
た。ただ，親権停止の審判を求める余裕すらないような緊急の場合に，親の同意を得るこ
となく医療行為を行うことの可否が問題となる。
親が有する親権は子どもに対する支配権ではない。親権は，親がその子どもの養育及び
発達についての第一義的責任者であることに鑑み，その責務を全うさせるために認められ
たものであり，したがって，その権利は子どもの最善の利益のためにこそ行使されなけれ
ばならない。そうだとすれば，子どもの福祉に反するような親権の行使・不行使は，親に
親権が認められた趣旨に悖るものであるから，親権の濫用というべきである。そして，親
が子どもの治療のために必要な医療に同意しない場合は親権の濫用であり，医療機関は親
の同意を得ることなく必要な医療を行うことができると考える。

第８

新たな専門家（CLS ／HPS）

小児医療においては，医師及び看護師などの医療従事者のみならず，保育士，心理士及
び教師など多職種の協働が不可欠である。これら従来からある職種に加え，医療を受ける
子どもの権利を保障するという観点から，チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）
やホスピタル・プレイ・スペシャリスト（HPS）が果たすべき役割が期待される。このこ
とは，本節の各所において，両職種に言及されていることからも分かるところである。
現在のところ，我が国では，CLS または HPS が配置されている医療機関は 30 か所程
度にとどまる。しかし，日本小児科学会が，2011 年 7 月，パネリストに CLS，HPS，保
育士，臨床心理士などを迎えて，
「病棟のこどもたちをサポートする；多職種のコラボレ
ーション」をテーマに公開シンポジウムを開催するなど，その必要性ないし重要性に関す
る認知度は徐々にではあるが，確実に高まっている。
ただ，CLS は北米において，HPS は英国において養成される職種ないし資格であり，
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我が国でこれらの職種として稼働している有資格者は全員が留学しており，その必要性な
いし重要性が認知されながらも，我が国における普及を妨げる大きな要因となっている。
他方，子ども療養支援協会（2010 年 12 月設立）が，2011 年 4 月から「子ども療養支援
士」の養成を始めた。
「子ども療養支援士」は，CLS や HPS に相当するものとして，療
養生活を送る子どもの心理社会的支援を行うことに特化した専門家となることを目指して
おり，国内での養成という観点からも，その確立・普及が期待される。

第９

国及び地方自治体の責務

子どもの権利を保障するために必要な施策を実行することは，子どもの権利条約に基づ
く国や地方自治体の基本的な義務である。
教育（本節第 6 参照）や病院における公的保育サービス（本節第 3 の 4）の整備につい
ては当然としても，親に付き添われる権利を保障するための措置やサポート体制の整備
（本節第 3 の 4），「遊び」への完全参加を保障するための物的・人的体制の整備（本節第 5
の 3），チャイルド・ライフ・スペシャリストやホスピタル・プレイ・スペシャリストも
しくは「子ども療養支援士」などの専門家を養成し，確立・普及することについても，こ
れらの課題が事実上医療機関の負担においてまかなわれようとしている現状を見直して，
国及び地方公共団体の責務であることが認識されるべきである。

第 10

世界的動向

１ 諸宣言
（1）ヘルスケアに対する子どもの権利に関する WMA オタワ宣言
在宅，入院中を問わず，子どものヘルスケアには医学的，情緒的，財政的な側面が内
在し，このことが治癒の過程の中で相互に作用し，また患者としての子どもの権利に特
別な注意が求められることに鑑み，世界医師会は，1998 年 10 月，第 50 回同会総会に
おいて，「ヘルスケアに対する子どもの権利に関する WMA オタワ宣言」を採択した。
宣言は 30 項目から成っているが，付添いに関しても規定があり，
「子どもは両親ある
いはその代理人に付添われて，入院できるようあらゆる努力が払われるべきである。そ
の付添いには，病院の中あるいは近くに無料もしくは最小限の費用で適切な環境が提供
され，そして，入院期間中，職場を離れても問題なく継続して職場に復帰できるように
すべきである」と述べている。
また，同意と自己決定に関しては，「小児患者およびその両親あるいは法定代理人
は，子どものヘルスケアに関するあらゆる決定に，積極的に情報を持って参加する権利
を有する。子どもの要望は，そのような意思決定の際に考慮されるべきであり，また，
子どもの理解力に応じて重要視すべきである。成熟した子どもは，医師の判断によりヘ
ルスケアに関する自己決定を行う権利を有する」としている。
（2）患者の権利に関する WMA リスボン宣言
また，2005 年 10 月に第 171 回 WMA 理事会で編集の上修正された「患者の権利に関
する WMA リスボン宣言」（1981 年 10 月，第 34 回 WMA 総会にて採択。）では，
「患
者が未成年者あるいは法的無能力者の場合は，法域によっては，法律上の権限を有する
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代理人の同意が必要とされる。それでもなお，患者の能力が許す限り，患者は意思決定
に関与しなければならない。」
（5. ａ）とされている。
２

北欧諸国の立法例

北欧諸国では，これまで，患者の権利一般において先進的な取組を行ってきた。小児医
療においても，子どもの患者のみを対象とした条文を設けるなど，医療を受ける子どもの
特性に配慮した立法がなされている。その概要は次のとおりである（林かおり著・翻訳
「ヨーロッパにおける患者の権利法」外国の立法 227 号，2006 年）。
（1）フィンランド
1992 年に世界に先駆けて制定された「患者の地位及び権利に関する法律」では，「ケ
ア又は治療法に関する未成年の患者の意見は，その年齢又は発達の度合いに応じて，可
能な限り，明らかにされなければならない」（7 条 1 項）として，未成年者の意見表明
権を規定するとともに，「未成年の患者に対するケアは，年齢又は発達の度合いによ
り，ケアに関して決定する能力がある場合は，その者の同意を得て実施されなければな
らない」（同条 2 項）として，未成年者であっても，能力を有する者については治療に
対する同意権を認めている。
（2）アイスランド
1997 年に制定された「患者の権利に関する法律」では，まず，情報へのアクセスに
ついて，「患者が 16 歳未満の場合，第 5 条にいう情報は，親に与えられるものとする。
病気の子どもに，年齢及び発達度に合わせて，情報を与えられるものとする」（25 条）
として，16 歳に達した未成年者には健康及び治療に関する情報が与えられ，16 歳未満
の患者に対しても，その年齢及び発達度に合わせて情報が与えられるものとされてい
る。
次に，治療に対する同意に関して，
「子どもを保護する親は，16 歳未満の患者の必要
な治療に対して同意を与えなければならない」（26 条 1 項）として，16 歳に達した子ど
もについては同意権を認め，さらに，
「病気の子どもが 12 歳以上の場合，可能な限り，
常に意見を求めなければならない」（同条 2 項）として，12 歳以上の子どもの患者に意
見表明権を認めている。
さらに，病気の子どもに対しては，「疾病及び治療中であっても，病気の子どもが発
育し，生活を楽しめるように，子どもの健康状態に従って，すべての可能性が追求され
なくてはならない」
（27 条 1 項），
「保健施設にいる病気の子どもの環境及びケアは，年
齢，発達度及び症状に適したものでなければならない」
（同条 6 項）との一般原則が謳
われるとともに，親等の付き添いに関して「保健施設に滞在する病気の子どもは，親又
はその他の身近な親族による付き添いの権利を有し，それらの者には可能な限り，便宜
が与えられなければならない」
（同条 3 項），兄弟姉妹及び友人の訪問に関して「状況が
許すときは，兄弟姉妹及び友人は，保健施設にいる病気の子どもを訪問することができ
る」（同条 4 項）とそれぞれ規定する。また，
「学齢期の病気の子どもに対しては，年齢
及び健康状態に応じた教育を受けさせなければならない」
（同条 5 項）として，子ども
の教育を受ける権利を保障している。
（3）デンマーク
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1998 年に制定された「患者の権利に関する法律」では，「15 歳に達した患者は，治療
に関して，自分自身でインフォームド・コンセントを与えることができる。親権者は，
第 7 条により，告知を受け，未成年者の決定に関与するものとする」
（8 条 1 項）
，
「15
歳に達した患者は，第 4 章の規定により，自己に関する文書にアクセスする権利を有
し，第 5 章の規定により，保健情報等の伝達に対する同意を与えることができる」（同
条 3 項）と規定し，15 歳に達した患者にインフォームド・コンセントを与える権利と
自己に関する情報へのアクセス権がそれぞれ認められている。
（4）ノルウェー
1999 年に制定された「患者の権利に関する法律」では，情報へのアクセス権につい
て「患者が 16 歳未満である場合，患者及び親又は親権を有するその他の者は，情報を
与えられなければならない」（3−4 条）と規定されている。また，子どものための同意
については「親又は親権を有するその他の者は，16 歳未満の患者のために，保健援助
について同意する権利を有する」（4−4 条 1 項）として，16 歳に達した患者の同意権を
認め，また，12 歳に達した患者については「子どもは，12 歳に達したときは，自身の
健康に関するすべての件に関して，自己の意見を述べることができなければならない。
子どもの年齢及び発達度に基づき，その意見は比重を増加させるものとする」
（同条 3
項後段）として意見表明権を認めている。
次に，親等に付き添われる権利として，
「子どもにとって資するところがない場合又
は児童法又は児童福祉法の規定により面会権が消滅している場合を除き，子どもは保健
施設滞在中に少なくとも 1 人の親又は親権を有するその他の者によって付き添われる権
利を有する」（6−2 条）と規定され，また，保健施設滞在中の活動については「子ども
は，保健施設滞在中，子どもの健康状態から見て正当と考えられる範囲内において，活
発になり，意欲を持ち，支援される権利を有する」（6−3 条）とされている。
さらに，教育を受ける権利に関しては，「義務教育期間中の年齢の子どもは，保健施
設滞在中，教育法に従った範囲内において，教育を受ける権利を有する」
（6−4 条 1
項），
「青少年は，保健施設滞在中，教育法に従った範囲内において，教育を受ける権利
を有する」
（同条 2 項）
，「就学前の子どもは，保健施設滞在中，教育法に従った範囲内
において，特別な教育的援助を受ける権利を有する」
（同条 3 項）と規定している。

第 11

法律の必要性

以上に概観したように，小児医療においては，大人の患者と異なる様々な特性から，
「医療を受ける子どもの権利」という視点が必要である一方で，国等にその権利を保障す
るための責務があることが認識されているとは言いがたい現状にある。また，オタワ宣言
や北欧諸国の立法は，子どもの権利条約の発効を契機としている。こうしたことに鑑み
て，我が国においても，患者の権利に関する法律には，子どもである患者の権利について
定めるべきであり，すくなくとも，①医療を受けるときは親又は親代わりの者によって付
き添われる権利，②療養中も，年齢に相応しい遊び等に参加する権利，③療養中も教育を
受ける権利，④自己決定権ないし意見表明権が規定されなければならない。
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第７節
第１

外国人の患者と患者の権利

はじめに

日本には，多数の外国人が暮らしている。これらの人々も，日々の暮らしの中で疾病や
事故を避けることは出来ず，その暮らしを支えるために，医療を受ける必要があることは
言うまでもない。劣悪な生活環境，労働環境におかれた研修生・技能実習生，あるいは非
正規滞在者などの例では，健康を害し医療を必要とする可能性がより高いと感じる場合も
少なからずある。
医療は，生命，健康の維持に必要不可欠のものであり，生存に直接関わるものであるか
ら，外国人に対しても，可能な限り等しく保障されるべきものである（世界人権宣言 25
条 1 項，国際人権（社会権規約）9 条，12 条等）。日弁連も，「他民族・他文化の共生する
社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」
（2004 年人権大
会）において，医療を含めた社会保障制度の外国人への可能な限りの保障を求めている。
しかしながら，外国人が医療を受けようとする場合，様々な障壁が存在し，そのため
に，時に医療を受けることもできず，あるいは，医療を受けられても，意思に基づく医療
どころか，症状に沿った適切な医療を受けることさえ困難な場合が見られるのである。こ
うした現状は，外国人が医療を受けることが，日本においては，いまだ権利として保障さ
れていない状況にあることを示している。

第２

外国人登録者数等の推移

2010 年末現在，外国人登録者数は 218 万 6121 人，日本の総人口に占める割合は，1.71
％となっている。いずれも過去最高であった 2009 年に対してわずかに減少であるもの
の，ほぼ一貫した増加傾向が続いてきたといえる。とりわけ，1980 年代後半からの増加
は著しく，1985 年 85 万 617 人（0.67％）から，25 年間で 130 万人以上増加している。増
加の要因は，いわゆるニューカマーの増加であり，戦後から在留する外国人の圧倒的多数
を占めていた在日韓国・朝鮮人の割合はこれにつれて低下し，2010 年末時点で特別永住
者の割合は 2 割を切っている。具体的に，在留資格を見ると，2010 年末の在留資格別人
数では，永住者（53 万 3472 人）が最も多く，次いで特別永住者（40 万 4565 人），日本人
配偶者（22 万 1923 人），定住者（22 万 1771 人），留学（14 万 5909 人）の順である。ま
た，国籍別人数では，中国（68 万 518 人）が最も多く，韓国・朝鮮（57 万 8495 人）
，ブ
ラジル（26 万 7456 人），フィリピン（21 万 1716 人）
，ペルー（5 万 6464 人）と続いてい
る。なお，国籍（出身地）の総数は 189 である。
また，1993 年 5 月 1 日現在の 29 万 8646 人をピークとした非正規滞在者数は，厳しい
取締りから大幅に減少し，2011 年 1 月 1 日現在で，7 万 8448 人となっている。

第３

外国人が医療を受ける上での壁

前述のように，一口に外国人といっても，その状況は様々であり，医療を受ける上での
問題もまた多様というほかない。本項では，医療を受ける権利あるいは，自己決定権とい
った中核的な権利に直接関わる点であり，また，医療現場でも大きな問題として指摘され
― 164 ―

第５章 患者の権利の実情

ている医療費と言語の問題を中心に指摘していく。
１ 医療費の問題
（1）国民健康保険制度からの除外
日本は，国民皆保険制度を設けており，日本人は，職場を通じた健康保険や共済組合
への加入，あるいは国民健康保険への加入によって，いずれかの保険制度に加入する。
これに対して，外国人の場合，健康保険の適用事業所から常用雇用を受けている場合
には健康保険の加入が認められるが，そうでない場合，国民健康保険加入には，大きな
制限がある。すなわち，国民健康保険法 6 条 11 号，同法施行規則 1 条 1 項により，1
年以上の在留資格があり，かつ，外国人登録を行った者以外は，健康保険から除外され
ているのである。従って，非正規滞在の場合は勿論，正規滞在であっても，短期の滞在
期間・資格しかない場合，国民健康保険の加入は認められない。そのため，入院は勿
論，外来でも医療費の負担が大きくなり，医療を受けられない事態が生じかねないので
ある。
（2）他制度の適用状況
ここで生活保護によって医療扶助を受けることができれば，ある程度，問題を解決す
ることもできる。実際に，かつては少なくとも緊急医療の必要がある場合に，非正規滞
在を含め，外国人に生活保護法を準用して，医療扶助が行われてきたのである。しか
し，1990 年 10 月 25 日厚生省主催の生活保護指導職員ブロック会議において，永住者，
定住者を除いた外国人への準用を行わない旨の口頭指示が出されて以降，非正規滞在者
などへの生活保護の適用ができなくなっているのである。
また，例えば，当該事故が労災である場合には，労災認定を受けることができるが，
適用場面が限られるのは勿論，労災適用に雇用者が非協力的で適用できない場合なども
少なくなかろう。あるいは，行旅病人及行旅死亡人取扱法の適用がある場合も支払困難
な医療費を自治体が負担することとなるが，定住して就労しているような場合には適用
がなく，適用範囲が極めて限られている。さらに，母子手帳の交付や，入院助産制度，
未熟児に対する養育医療，育成医療，結核治療，精神保健医療といった限られた分野で
は，健康保険加入ができない外国人であっても利用可能な制度があるが，カバーできる
範囲がそれぞれ限られている。結局，他制度を見渡しても，国民健康保険に加入できな
い外国人の医療全体をカバー出来る制度がないのである。
（3）未払医療費の負担
このような国民健康保険，生活保護等からの排除の結果，保険未加入の外国人の医療
費は，患者の全額自己負担か，それが困難であれば，医療機関が負担せざるを得ない状
況である。医療機関側から見れば，保険未加入の外国人に対して医療の提供を行う場
合，医療費の未収のリスクを負うことになる。全国自治体病院協議会が行った調査で
は，外国人患者を扱っている 635 病院中，未収金が発生している病院 184 病院，1 医療
機関辺りで平均約 104 万円，救命救急センターでは，平均約 231 万円の未収が生じてい
るとしている（「自治体病院における外国人に係る未収金調査結果について」2003 年）。
これに対して，緊急の医療の場合，自治体が未収の医療費の一部を補填する制度（以
下「未払医療費補填制度」という。）が 1993 年群馬県で実施され，その後，神奈川県，
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東京都，埼玉県などでも行われるようになっている。しかしながら，緊急の医療のみで
あり，また，額の上限が決まっているなどの制限がある上，何より，制度が存在してい
ない地域も多い。このため，未収の懸念も要因となって，医療機関が保険未加入の外国
人患者の診療を拒否する例がいまだなくならないのである。
結局，国民健康保険に加入できない外国人の患者は，生活保護も受けられず，高額の
医療費の負担を余儀なくされるが，それを負担する覚悟で診療を受けようにも，未収を
懸念する医療機関によって診療拒否を受けることさえある状況におかれているのであ
る。
２ 言語に関する問題
（1）日本語の使用が困難な者の割合
先に指摘したとおり，外国人の状況は様々であり，日本語の理解の程度も一様ではな
い。この点，出身国によって日本語のコミュニケーションが困難な者がどの程度いるか
はバラツキが見られるが，7 割程度の者が困難を感じているという場合が多いとする調
査結果なども見られる。日本人でも，医師の説明を正確に理解し，あるいは，医師に病
状を正確に伝えることが簡単ではないことを考えれば，相当程度の外国人にとって，医
療に関して言語の問題があると推測される。
（2）具体的な支障
日本語の理解が困難である場合に生じる支障として，医師に病状を伝えることがまず
困難であり，また，医師の説明を理解して，治療に同意するといったことに支障がある
のは，言うまでもない。このような状態では，自己の意思に基づく医療は望めず，ま
た，不正確な情報に基づく治療による事故の危険を伴う。しかも，支障は，そうした治
療時の医師との直接のやり取りだけではなく，およそ医療を受けようとする場面から治
療後まで，全体にわたるものであろう。
例えば，症状に合った病院や言語の通じる病院を選択しようにも，そのことを母国語
で相談したり，情報を入手すること自体が容易ではない。医療に関する多数の言語での
電話相談窓口を開設している AMDA 国際医療センターでは，年間 3000 件程の電話相
談が寄せられており，このうち，半数近くが言語の通じる医療機関の紹介を求めるもの
とされている。医療を受ける，その入口に行き着くまでにも大きな壁があるのである。
（3）医療機関，社会の負担
また，言語の問題は，患者のみの問題に止まらない。例えば，医療機関は，患者とコ
ミュニケーションがとれなければ，当該患者に適切な治療を行うまでに，相当の時間を
かけざるを得ない。ほとんど手探りのように検査を進めざるを得ない場合もあろう。そ
うした方法によらざるを得ない場合，医療は自ずと非効率的なものとなり，医療費が余
計にかかることは容易に推測される。
外国人の患者が医療機関で言語が通じないということは，当該患者にとって実質的に
医療を受ける権利を阻害することであることは勿論，医療機関や社会全体にとっても，
非常に大きな問題なのである。
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第４

問題の実情と対策〜ヒアリング調査から〜

これらの問題について，港町診療所の沢田貴志医師及び特定非営利活動法人多言語社会
リソースかながわ（以下「MIC かながわ」という。）の早川寛氏（副理事長），岩元陽子
氏（英語通訳兼コーディネーター）らより，現在の実情，両者の取組，対策などを聴取し
た。両者は，いずれも神奈川県で活動しているが，神奈川県は，外国人患者に対する未収
医療費の補填制度を 1993 年より行っており，調査の時点で，全国で唯一県の事業として
医療通訳の派遣を行うなど，外国人の医療に対して先進的といえる地域である。港町診療
所は，そうした中でも「みなとまち健康互助会」という独自の医療保険制度を立ち上げて
無保険の外国人の治療を率先して引き受けており，また，MIC かながわは，神奈川県の
通訳派遣制度の運用にあたる法人である。
１

沢田貴志医師（港町診療所）からのヒアリング

（1）港町診療所の診療体制等
内科，外科，整形外科，婦人科の診療
所である。英語は常時，スペイン語，韓
国語，タガログ語，タイ語は時間を決め
て職員と通訳で対応。他の言語の場合に
は通訳派遣を受けて対応。患者は，最近
だとフィリピンの人が多く，他に韓国，
ペルー，ミャンマー，ナイジェリア，ガ
ーナなどが多い。120〜130 の国・地域
の患者に対応してきた。
「多言語で書かれた港町診療所の案内板」
（2）みなとまち健康互助会設立の経緯
元々港湾労働者の労災事件を扱ってきたが，1980 年代半ばから外国人労働者が増え
始め，そのうち労災以外で在留資格がなく保険のない患者も増えていった。当時は，現
場で事故があってもほったらかしにされていたり，ひどい状況だった。社会が労働させ
てきた以上，労働者として医療を受ける権利を保障すべきである。それを最終的に国に
求めながらも，制度として成り立つことを示そうと，みなとまち健康互助会を作った。
みなとまち健康互助会は，健康保険の最低掛金である月額 2000 円を払ってもらい，
加入者は 3 割負担の診療を受けられる制度であるが，費用はやや持ち出しになってしま
っている。
はじめた当初は英字新聞で取り上げられたため，フィリピンなど英語圏の人が多かっ
たが，次第に，韓国，南・西アジア，アフリカと広がっていった。また，当初は新潟，
大阪といった遠方からも来ており，ここでしか受け入れが困難という自負もあって，な
るべく互助会加入を勧めていた。しかし，1990 年代後半くらいからは，各地で通える
病院がある場合，遠方の人が互助会に入って港町診療所に通うのは負担も大きいため，
メリットのある人のみ加入を勧めている。この結果，現在はピークの 1 割以下で，数百
人規模となっている。
現在では非正規滞在者の数が大きく減少しており，健康保険の加入資格がない人が減
っている。一方で，保険加入資格はあるが収入等から未加入になっている例が増えてい
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る。この場合，健康互助会の範囲外なので，医療費を抑えて自費でも何とか払えるよう
にやっていくしかない。
（3）病院の受入状況について
港町診療所では入院ができないため，入院を要する患者は他の病院へ転送するが，
1990 年代初頭は診療忌避も少なくなかった。1993 年から群馬・神奈川・東京などで外
国人の救急医療に関する未払医療費を行政が補填する制度ができ，救急は拒まれなくな
った。しかし，独立行政法人化によって公立病院が受け入れを拒む例も見られるように
なったり，2000 年代半ばから，再び円滑に行かなくなってきた。
【事例１】「数年前の事例で，心臓発作を繰り返す患者を継続して通院で診療してい
た。当時は在留資格がなく無保険の患者であったが，家族関係から近く在留資格を得
られる見込みがあったし，病状が重くとても飛行機に乗れない状態で帰国もできない
ため人道上治療することが必要なことは明らかであった。患者本人の住まいの目と鼻
の先に専門治療のできる病院もあったが無保険であることから受診に困難があり，継
続して港町診療所で治療にあたってきた。その後，薬だけでは発作をコントロールす
ることが不可能な状況に進行し，更に生命の危険が差し迫った状態となったため最寄
りの公立病院に救急車で搬送した。医師は，カテーテルでの検査と治療の必要を認
め，入院を受け入れてくれたが，医事課がこれに反対し，カテーテル検査もせず退院
させられてしまった。自治体を通じて治療の必要性を強く訴えたところなんとか入院
が認められ医療費を本人が分割払いで支払っていく条件で治療を受けられた。
」
この事例のように，以前は，例えば血管の狭窄が中程度でも症状があれば治療してく
れる病院があったが，最近では保険のない外国人はそれこそ 99％狭窄のような切迫し
た緊急の状態でないと受け入れないことが多い。背景として診療するか否かの医師の裁
量が経済的理由により制限され，医事課の判断が優先される状況が生じている様に感じ
る。医療，とりわけ生命にかかわる緊急の医療は，支払能力による格差が生じてはなら
ない。立場，国籍に関わらず，例外なく医療が受けられることを権利であるとはっきり
させる必要がある。保険のない外国人だからという理由で緊急医療を受ける権利に例外
を設けてしまうと，色々理由をつけて様々な人々の権利を狭めることにつながってしま
うので非常に危うい。
（4）地域ごとの意識，体制の格差
病院の対応は，地域的な差が大きく，例えば，未払医療費補填制度がない地域でより
深刻になっている。労災の対応がされないとか，難民で医療費がなく拒否された等で遠
方から港町診療所に来る例が今もある。本来労災は非正規滞在であっても適用されるか
ら，通訳，ソーシャルワーカーがいて制度に繋げれば良いのだが，それが地方ではいま
だにできていない地域が多い。
【事例２】「一ヶ月ろくに食事が食べられずに衰弱している人がいるため，病院に行か
せたいが拒否される心配があるので病院に一報してほしい，と他県のボランティアか
ら連絡され，その病院の当直医に連絡したケースがある。さすがに入院できたと思っ
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たら，検査も薬の処方もなく家に帰されてしまっていた。驚いて翌日病院の担当科の
医長に依頼して受け入れてもらった。診察した結果，『入院は受け入れるが，もう末
期で助からない。積極的治療はできない。』と言われた。実際に数日後に亡くなって
おり，深刻な病状であったのに経済的理由で治療を拒まれたと考えざるを得ない。
」
この県は未払医療費補填制度もなく，同県から患者が医療を求めて横浜までくること
も多い。早期に医療に結びつけられないと，非常に重篤になってから救急で入院するこ
とになり，結局高額な医療費がかかり支払えなければ病院の負担になる。未払医療費補
填制度や通訳制度などがあり外国人が医療を受けやすい制度のある東京・神奈川では，
重くなる前に病院に受診することが多く医療機関も効率的に診療できる。未払医療費補
填制度は本来，国が全国的にやるべきだろう。外国人が増えているのに未払医療費補填
制度がない地域で外国人の結核が増えていることが統計上も表れており，医療を受けや
すくしないと病気が増えてしまい社会の負担になる良い例である。
（5）医療通訳について
経済的な問題と並び，外国人の医療について言語の問題が大きい。港町診療所も外国
人患者が増えるに従い，診療所のみでは対応できず，神奈川県の通訳派遣事業開始へ向
けて働きかけた。県単位で基幹病院の医療通訳派遣制度を整えているのは，神奈川県の
みである。
通訳が入ると，早期の診断が可能になり医療費も抑制できる事例が少なくない。具体
的には，症状がきちんと分かるため，検査を減らして医療費を抑えられる。医療費が減
ると，無保険であっても本人が負担していけるために未収にならないで済む。
【事例３】
「40 代の日系人男性の妻（保険加入有り）で，夜になると胸が痛くなると
いう症状のためしばしば救急で病院に行っていた事例。医師は心臓かと思って心電図
をとったり，今度は CT をとったりして，検査だけで 7〜8 万円かけたが原因が分か
らない。次第に医療に対する不信感も募ってきた。こうした段階で港町診療所に来
て，通訳が入って症状を細かく聞くと，胃酸の逆流ではないかと思われ，投薬したと
ころすぐに良くなった。何万もかけて診断できなかったことが，ほんの数千円の負担
で済んだ。」
逆に，通訳制度がない場合には，深刻な問題が起きる。例えば，エイズの告知の際，
付き添った夫を通訳にして告知すると，夫が先に知って帰国させてしまったり，また，
付き添った雇用主が雇った人を通訳として告知すると解雇されてしまうといったことが
あり得る。
本来通訳をつけて自分の病状を自分にまず伝えてもらうことは権利だと思うが，現
在，医療を受ける権利も守られがたい状態のため，医療通訳で医療費が節約できること
も言わないと保障が実現しない。
勿論，権利として保障されることは重要である。東京都は，結核に関しては入院勧告
時説明を理解できる言葉で受けることを権利として捉えて通訳をつけるようにしてお
り，精神科領域では強制入院に際しての診察等に通訳をつけることが制度化されてい
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る。規模が異なるため，予算の問題があるが，権利として通訳をつける必要が明確にな
れば，制度として実現できるはずである。MIC かながわの活動は，高度なスキルがな
くとも守るべき原則を守れば医療通訳ができることを実際に示しており，通訳の確保も
できることも示されている。
（6）国等に対して求める施策
未払医療費補填制度，医療通訳派遣制度，外国人健診を全国で実施する。
未払補填というセーフティネットを設け，外国人健診で周知，啓発し，早期受診体制
を作り，通訳を入れて検査を減らせば，医療費が減る。そうすれば自己負担で払える場
合が増え，未払補填も減る。神奈川県では未払医療費補填の負担は減少しているはずで
ある。
（7）外国人登録制度の変更に対する懸念
今後，外国人登録制度の廃止によって，結核医療の公費負担など，在留資格にかかわ
らずに受けられていたいくつかの制度の適用ができなくなるとすれば問題である。結核
のリスクはむしろそうした人の方が高く，これらの人が漏れたら結核対策自体が破綻す
る。非正規滞在への厳しい施策を社会防衛の観点から述べる人がいるが，むしろ公的サ
ービスから排除する方が社会防衛的にマイナスとなる場合がある。
２ MIC かながわからのヒアリング
（1）医療通訳派遣事業開始の経過
1990 年頃，多くの外国人が神奈川県にも押し寄せてきた。そういった「ニューカマ
ー」の人たちの通訳を多くの方々が個人的に行ってきた。その中で様々な領域の相談を
個人の通訳が背負い込むのは限界があると言われるようになった。
医療機関でも，外国人の医療問題として，医療費の問題と並んで言語の問題は大きな
問題であった。しかし，行政は，国際交流協会からの通訳派遣の事業は行っていたが，
医療通訳は誤訳による医療過誤の責任を負えないため，対象外としていた。
こうした状況に対して，1999 年に神奈川県社会福祉協議会・かながわボランティア
センターの声掛けで，個々の通訳や医師，ソーシャルワーカー，支援団体などが集ま
り，「外国人医療とことばの問題を考える会」（以下「考える会」という。）が発足し，
医療通訳制度の必要性や，具体的な通訳ガイドラインの検討などの議論が始まった。
その後，2000 年ワールドカップ開催のため，横浜市でも医療通訳の手配をする必要
性が生じ，「考える会」が研修を担当して市内 13 病院に派遣できる体制を作った。この
際，医療機関に対して派遣された通訳を病院スタッフに準じて扱うことで，医賠責保険
の適用を受けられる様になった。このことで，行政の懸念であった責任の問題を解消で
きることになった。また，時を同じくして県知事の諮問機関である「外国籍県民かなが
わ会議」からも，医療通訳派遣体制の整備が提言された。
これらを受けて，2002 年 MIC かながわを設立し，同年 8 月から県のモデル事業とし
て医療通訳派遣事業を開始した。これが今の医療通訳派遣システム事業へと繋がってい
る。
（2）制度の概要
現在の制度は，協定医療機関を依頼者とし，MIC かながわに対して通訳派遣の依頼
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がされると，MIC かながわのコーディネーターが，県に登録された通訳のマッチング
を行って派遣するというシステム。協定医療機関は，県，MIC かながわ，医師会，病
院協会等との協定に基づいて契約した病院である。
「協定」の重要な点は，派遣された
医療通訳を医療機関のスタッフに準じて医賠責保険の対象とするという点である。医療
機関を依頼者とすることには，医賠責保険適用のために医療機関が派遣を受けたもので
あることが必要であること，医療機関が機能の向上として自ら依頼する自覚を持っても
らいたいという意図，患者からの要請について全部を受けきれない実情等の理由があ
る。
MIC かながわはマッチング，コーディネーター業務の他，研修等による通訳の養成
を行っている。また，MIC かながわ独自に同様の協定をした医療機関に通訳を派遣す
る事業も行っている。
事業予算は，県・市町村が 2／3，MIC かながわが 1／3 負担している。通訳費用は，
一律交通費込 3000 円を医療機関が通訳に直接支払い，うち 1000 円を限度に患者に請求
できる。
（3）制度の運用の状況
当初協定医療機関は，6 病院から開始した。医療圏ごとの配置なども考慮して県が選
定したものだが，公立病院でさえ断る病院があった。
「言葉が通じないから診ないので
は，診療拒否につながる。」などと言って説得した。運用を続ける中で徐々に拡大し，
2011 年 4 月時点で 32 病院と協定している。
派遣数は，県との共同事業で 2010 年度実績で 2900 件強，独自事業で 1000 件弱を派
遣している。派遣先は，婦人科が多かったが，震災による原発事故の影響で帰国して出
産する人が増えたため，一時的に減少している。派遣の要請は，すぐ来てもらいたいと
いうケースから，来年の定期検診時の予約といったものまで幅広い。入院患者への説明
場面など継続した医療の中で重要な局面でということで依頼が来る場合もある。
対応言語は，現在，中国語，スペイン語，ポルトガル語，韓国・朝鮮語，タガログ
語，タイ語，英語，カンボジア語，ベトナム語，ラオス語の 10 言語となっている。カ
ンボジア語，ベトナム語，ラオス語の通訳は常に不足している。
（4）制度の周知状況
協定医療機関では，医師は必要があれば通訳をつけようという意識を持ってやってい
ると思われる。協定外の機関でも，協定医療機関なら通訳がつけられるからと言って，
病院を紹介してくることがある。しかし，協定医療機関について，ひろく告知しないで
もらいたいという機関もある。今や通訳がつけられるというだけでその機関に殺到する
こともないとは思うが，通訳を要するような受診を増やしたくないとの気持ちを持って
いる機関もいまだあるのだと思われる。
また，情報の周知の方法は，これをやればひろく伝わるという決定的なことはない。
教会やラウンジなどの人が集まる場や健診などを通じて伝えたり，色々やる必要があ
る。
（5）通訳ガイドライン・通訳養成など
通訳は，プライバシーを守る，公正中立に正確に通訳する（他の情報を勝手に加えな
い）といった基本的なことをガイドラインとして決めている。
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通訳の養成は，毎年公募し，座学とロールプレイの研修・選考を経て合格した人が登
録され，2 回の OJT の後，県の医療通訳として登録する。不足がちな言語は，応募の
段階でも少なく，ラウンジを回ったりして，応募を募って何とか確保しようとしてい
る。
（6）コーディネーター業務の例
コーディネーターは，医療機関と通訳の間のトラブルの調整を行う。通訳に対する指
摘では，
「全部伝えているか疑問がある」といったものがあり，確認すると「かわいそ
うで言えなかった。
」「何度も言っていることだから言わなかった。
」という事もあっ
た。ガイドラインに照らして妥当な指摘であり改善する必要があるが，病院から通訳に
直接だと言いにくいため，コーディネーターの必要性が高い。他に，同一コミュニティ
ーの人だと，医療費の請求などしにくいので他の人をと言われた例などもあった。
患者から通訳へのクレームも時にあり，
「私生活に口を出してくるので変えてもらい
たい。
」と言われた例もあった。逆に，この人が良いと言われる場合もあるが，継続し
て個人的な関係ができることを避けるため，指名は認めていない。HIV その他複雑な
背景があるケースでは，患者のプライバシーを考慮して固定せざるを得ないので，チー
ムを組んで交代で通訳にあたるなどしている。
患者から病院への要望は，本来は業務外で，基本的には病院のソーシャルワーカーな
どに伝えて対応してもらう。例としては，
「全く患者の方を見ない」「検査結果だけで話
し，症状の訴えを聞かない」といった不満が聞かれた。
また，医療機関に対する通訳からの要望や苦情に対してもコーディネーターは対応す
るなど，
「通訳を守る」という役割も担っている。
（7）具体的な事例から感じられた通訳の必要性
英語の通訳の場合，医師がある程度話せるため，医師が話しているのをどのくらい理
解しているかを見ておくという対応をとることなどもあるが，分かっているように見え
て分かっていないという例がしばしば見られる。
【事例１】「医師は単語を英語に置き換えて話す程度，患者は英語のネイティブスピー
カーではなかった例。診療がある程度スムーズに進んでいるように見えたが，処方さ
れた薬の説明の際に，必要な薬をもらえなかったと言われた。やり取りをふりかえっ
ていくと，
『便秘や下痢の症状はあるか』との質問に『No』と応えていたが，実際に
は『便秘』の方は，症状があったのに，言葉の意味が分からずに答えていたことが分
かった。」
こうした例は多く，英語を話せる医師がさーっと話して最後に「何か質問は？」とい
うと，「ない」と応えながら，診療室を出ると質問が頻発する例も多い。どの程度理解
しているのか，確認することが必要。
【事例２】「癌の入院患者の例。ずっと通訳なしで対応できていたように思えたが，こ
れ以上手がなくホスピスの説明をする段階で，慎重に考えて通訳を依頼してきた。病
院は，その前にも治療が難しいと伝えていたつもりであった様だが，話していくと，
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患者さんはずっと治ると考えており，その時点でも積極的な治療を求めていたが，急
にホスピスの話をされて不信感を強く持ってしまった。最終的にはきちんとやってい
るが難しいということを理解された様ではあるが，セカンド・オピニオンを希望する
ということであった。」
【事例３】「お子さんの病気で近くの医療機関で通院してきた間，知人がずっと通訳を
していたケース。なかなか治らないため，地元の病院から大きな病院に入院すること
になり，その時点で通訳が入った。家族は風邪をこじらせたと思いこんでいたが，事
実は全く異なっており重大な疾病が別にあった。その後，お子さんが亡くなってしま
い，親としては風邪をこじらせただけとの当初の思いこみから，非常に不信感が強
く，当初処置の不手際との思いが最後まで解消しなかった。」
家族や知人が通訳するケースも多くみられるが，トラブルの原因となることがある。
（8）課題など
通訳費用が低い。生活できる水準ではなく，ボランティアである。また，告知など深
刻な場合も任せられるベテランに対しても一律のため，人の確保も困難。少数言語など
も，行政側で雇用することを考えないと確保できない。通訳者の意識・意欲は高く，自
分たちで集まって勉強会などをやっており，行政の一部補助があるが，こうした教育，
勉強の場がしっかりと作られる必要がある。
医療機関がもっと費用を払えるようにするとすれば，健康保険制度の中でインセンテ
ィブをつけるなどしないと難しいが，外国人の声は集約しにくいし，少数という限界が
あり，医師会等でも取り上げられていない。手話通訳は，権利として依頼できるという
ことで制度が作られており，医療通訳も同じように費用は公的に負担されるべきであろ
うと思う。

第５
１

外国人に対する医療の保障

ヒアリングに見られる外国人医療の現状

ヒアリング結果は，まず，本節第 3 に述べた問題が，現に外国人の医療へのアクセスや
適切な医療を受けることを阻んでいる実情があることを明らかにしている。沢田医師の指
摘する診療拒否の事例はもちろん，医療通訳の実例からは，医療通訳不在では実質的なコ
ミュニケーションが困難であり，患者の医療不信を生み，あるいは，事故にもつながりか
ねないことが端的に示されている。
さらに，健康保険制度からの排除やコミュニケーション不全によって，外国人の医療へ
のアクセスを閉ざすことが，かえって医療費の増大を生じるなど，社会的にも問題である
ことも示されている。結核医療は公費負担の制度が存在し，無保険の外国人も利用は可能
であるが，一般的な医療へのアクセスが困難であれば，そもそも結核としての治療に行き
着く機会自体制限される。こうした点でも，疾病や状態を限定をしない「医療を受けるこ
と」そのものが保障されることに，大きな意味があるのである。
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２

検討すべき施策
こうした事態に対して，未払医療費補填制度，医療通訳派遣制度が有用であることは，

ヒアリングからも明らかである。前者は緊急かつ必要な医療を最低限保障するために必須
の施策であり，後者もまた，医療が患者の自己決定に基づいて行われるための最低限の保
障である。これらさえ欠けるとすれば，そもそも我が国において生活する外国人に対し，
生命の保障すらしていないとのそしりは免れない。加えて，未払医療費補填制度が，診療
拒否を減らして早期受診を可能とし，医療通訳派遣制度と相まって，医療費増加を抑える
と，本人負担が可能な水準に止まることもあり，結果として，未払医療費の発生を抑える
という循環は，医療を受けることを保障すること自体が，医療経済上も有効であることを
示していよう。最低限，これらの制度は国が施策として全国的に実施するべきである。
さらに，先に述べたように一般の医療全体へのアクセスを容易にすることが，医療を受
ける個人の権利保障に止まらず，公衆衛生の観点からも重要な点である。健康保険制度，
生活保護からの外国人の排除こそ，見直すべき問題であることは明らかであろう。
３

患者の権利法の必要性
しかし，こうした必要性が指摘され，あるいは，神奈川県の様に積極的な取組も見られ
ながらも，いまだ非正規滞在の外国人等の健康保険加入は認められず，未払医療費補填制
度，医療通訳派遣制度も一部の地域に止まっている。こうした実情を考えたとき，まず前
提となる患者の権利そのものが法律として明確にされることは，外国人の医療問題の解決
のために大きな意義を持つだろう。
更に，外国人医療について，その権利性が明確にされなければ，後退の懸念すら存在す
るのである。2009 年の出入国管理及び難民認定法改正によって，外国人登録制度が廃止
されることとなり，外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行が予定されている。この
際，外国人登録制度の対象であった非正規滞在者等が住民基本台帳から排除され，外国人
登録を前提に行われてきた母子手帳の交付，入院助産といった行政サービスが受けられな
くなるおそれが大きいのである。こうした制度変更によって，医療を受ける権利自体を後
退させないためにも，外国人を含め，すべての人の医療を受ける権利が法律で明確に保障
されることが極めて重要なのである。

参考文献・資料
・日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の廃止に向けての提言」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110415̲4.pdf
・日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人
権基本法の制定を求める宣言」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil̲liberties/year/2004/2004̲5.html
・法務省「平成 22 年版『出入国管理』日本語版」
http://www.moj.go.jp/content/000058058.pdf
・財団法人東京都福祉保健財団「外国人未払医療費補てん事務」
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第８節
第１
１

がん患者・難病患者と患者の権利

がん患者

日本のがん患者
がんは，我が国において，1981 年以降，国民の死因の第一位を占めており，2010 年の

人口動態統計月報年計によれば，全死亡数 119 万人に対して，がんによる死亡者数は 35
万人となっている。厚生労働省の推計によれば，男性の 2 人に 1 人，女性の 3 人に 1 人
が，生涯のうちにがんに罹患するとされている。
２ がん患者のおかれた状況
（1）がんの治療方法や抗がん剤の研究・開発が進展していく中で，患者に適切ながん医
療を提供していくためには，医師・医療機関にも高い専門性が求められる。そのため，
がん医療については，医療の水準に地域間格差や施設間格差が大きいことが指摘されて
いる。特に，日本では，外科的治療が長らくがん治療の中心を占めていたことから，化
学療法や放射線療法に十分な知識をもつ専門医が不足しているとされ，また身体的・精
神的苦痛を和らげるための緩和ケアについても，大きく立ち後れているといわれてい
る。
（2）がんの治療方法は進歩を続けてはいるが，それでもなお，治療によって治癒の期待
できるがんは限定されているのが実情である。一般に，がんの治療の効果には限界があ
る一方で，合併症や副作用のリスクが高い場合が多い。それだけに，がん患者にとって
は，治療のリスクとベネフィットなどについての正しい情報を得ることが，治療方法の
選択において非常に重要な意味を持つ。
しかしながら，医療現場においては，患者が満足する十分な説明が行われていないの
が実情である。日本医療政策機構が 2006 年に発表した「がん患者会調査報告―『がん
難民』解消のために―」によれば，最初に診断を受けた医療機関における治療に関する
説明について，半数近くが「不満足」または「どちらかといえば不満足」と回答してい
る。同調査報告では，「治療説明時もしくは治療方針決定時のいずれかの場面におい
て，不満や不納得を感じたがん患者」を「がん難民」と定義した上で，がん患者の 53
％が「がん難民」に該当すると推計しており，その「がん難民」についてみると，94％
が医師の治療説明が不満足と感じているとされる。
また，同調査報告によれば，
「専門医の有無（リストなど）」，
「病院の疾病別の治療成
績」，
「医師ごとの疾病別の治療成績」などについて，情報が不足していると感じている
患者が多いことが示されている。
（3）海外で標準的とされている治療薬が日本では承認されていないという，いわゆる
「ドラッグ・ラグ」に関する不満も強い。これについて，日本の承認審査の遅さが指摘
され，対策として，審査官の大幅増員が進められているが，ドラッグ・ラグの原因とし
ては，審査の遅れだけではなく，様々な要素が関連しており，審査の迅速化だけではラ
グは解消できない。そして，ドラッグ・ラグ解消のための取組は，一方で，医薬品の安
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全を揺るがせる危険をはらんでおり，非常に難しい問題を提起している。この点につい
ては後述する。
３

日本のがん対策の現状

（1）がん対策基本法
現在，日本のがん対策の基礎となっているのは，2006 年に成立したがん対策基本法
である。
がん対策基本法は，①がん研究の推進とがん予防・診断・治療等に係る研究成果の普
及・活用，②がん患者が居住地域にかかわらず適切な医療が受けられる体制の整備，③
がん患者の意向を尊重した治療方法等が選択されるような医療提供体制の整備，を基本
理念として（2 条），国，地方公共団体，医療保険者，国民，医療関係者それぞれの責
務を定め（3 条〜7 条），国及び都道府県に対してがん対策推進計画の策定を義務づけて
いる（9 条）。
そして，基本的施策として，①がん予防・早期発見の推進，②がん医療の均てん化の
促進，③研究の推進，を定め（12 条〜18 条），がん対策推進基本計画策定にあたって意
見を聞くため，厚生労働省にがん対策推進協議会を設置するものとしている（19 条）。
がん対策推進協議会は，委員を「がん患者及びその家族又は遺族を代表する者，がん
医療に従事する者並びに学識経験のある者」のうちから任命するものとされ（20 条 2
項），参議院厚生労働委員会の附帯決議においても，委員構成について，
「がん患者が初
めてがん医療の政策立案過程に参画できるようになったことの意義を重く受け止め，が
ん患者の意向が十分に反映されるよう配慮すること」とされている。これを受けて，20
人の委員のうち，患者団体・患者支援団体出身の委員が 5 人となっている。これは，医
療政策の形成過程への患者参加の先駆的な例として，注目される。
（2）がん対策推進基本計画
がん対策基本法に基づく最初の国のがん対策推進基本計画が 2007 年 6 月に策定さ
れ，現在この計画に基づいた政策が行われている。
がん対策推進基本計画では，重点的に取り組むべき課題として，①放射線療法及び化
学療法の推進とこれらの専門医育成，②治療の初期段階からの緩和ケアの実施，③がん
登録の推進を挙げ，10 年以内の達成を目指す全体目標として，がんによる死亡者の減
少（75 歳未満の年齢調整死亡率の 20％減少）
，及びすべてのがん患者及びその家族の苦
痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上を掲げている。
（3）がん対策の課題
がん対策推進協議会は，2010 年 3 月，「平成 23 年度がん対策に向けた提案書」をま
とめている。
提案書では，都道府県がん対策推進協議会委員等へのアンケート結果（回答者 520
人）やタウンミーティングにおける意見などに基づき，がん対策の現状に対する提案と
して，①がんに対する社会資源の投入が不十分で対策が弱く，投入量を増やす必要があ
る，②がん対策の政策決定プロセスが不透明で患者，現場，地域の声が届いていないこ
とから，政策立案決定プロセスを改善すべきである，③「予算」
「診療報酬」
「制度改
正」の 3 つの側面を横断的に有機的な検討を行い，効率的で有効な対策を進めるべきで
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ある，の 3 点を挙げている。その上で，「予算」，「診療報酬」，「制度」の 3 つの側面か
らなる 140 本の推奨施策を提案するとともに，重点項目に入れるべき施策として，以下
の提案をしている。
ア 緊急に重点的な実施が必要と考える 9 本のがん予算施策
（ｱ）緩和ケアを担う施設などの拡充事業
（ｲ）長期の化学療法に対する医療費助成事業
（ｳ）専門・認定看護師・薬剤師等育成配置支援センター事業
（ｴ）副作用・合併症に対する支持療法のガイドライン策定普及事業
（ｵ）地域がん登録・全国集計活用事業
（ｶ）がんベンチマーキングセンター事業
（ｷ）患者・家族のための，がん総合相談支援事業
（ｸ）がん患者満足度調査事業
（ｹ）サバイバーシップ事業
イ 「がん診療連携拠点病院制度」の抜本的改正
ウ 全国的ながん登録システムの整備

第２

難病患者

１

難病とは
いわゆる「難病」について医学的な定義は存在しないが，国の難病対策要綱（1972 年）
では，①原因不明，治療方法未確立であり，かつ，後遺症を残すおそれが少なくない疾
病，②経過が慢性にわたり，単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するた
めに家族の負担が重く，また精神的にも負担の大きい疾病，と整理されている。
２

日本の難病対策の概要
難病対策要綱では，難病対策の進め方として，①調査研究の推進，②医療施設の整備，
③医療費の自己負担の解消，があげられている。そして，この大綱に基づき，現在以下の
ような対策が行われている。
（1）調査研究の推進（難治性疾患克服研究事業）
（2）医療施設等の整備（重症難病患者拠点・協力病院整備）
（3）地域における保健・医療福祉の充実 ･ 連携（難病特別対策推進事業など）
（4）QOL の向上を目指した福祉施策の推進（難病患者等居宅生活支援事業）
（5）医療費の自己負担の軽減（特定疾患治療研究事業）
３

主要な難病対策事業の概要

（1）難治性疾患克服研究事業
難病の中でも積極的に研究を推進する必要があるとされる疾患について，研究班を設
置し，原因の究明，治療方法の確立に向けた研究を行うもの。対象疾患は，①希少性，
②原因不明，③効果的な治療方法未確立，④生活面への長期にわたる支障，の 4 要素を
満たす疾患の中から，特定疾患対策懇談会の意見を聞いて選定される。現在 130 疾患が
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対象となっている。
（2）特定疾患治療研究事業
難病患者に対する医療費助成制度で，保険診療の自己負担分の全部ないし一部を国と
都道府県が公費負担として助成するもの。
対象は，難治性疾患克服研究事業の対象疾患のうち，診断基準が一応確立し，かつ難
治度，重症度が高く患者数が比較的少ないため，公費負担の方法をとらないと原因の究
明，治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患とされ，現在 56 疾患が対象と
なっている。2009 年度の特定疾患医療受給者証交付件数は，67 万 9335 件である（難病
情報センターホームページ「特定疾患医療受給証交付件数」
）
。
（3）難病特別対策推進事業
難病患者のための，相談・支援，入院施設の確保及び在宅療養生活の支援事業であ
り，都道府県等が実施主体となって行われている。
具体的事業としては，難病相談・支援センター事業，重症難病患者入院施設確保事
業，難病患者地域支援対策推進事業，神経難病患者在宅医療支援事業，難病患者認定適
正化事業がある。
（4）難病患者等居宅生活支援事業
難治性疾患克服研究事業の対象患者（及び関節リウマチの患者）のうち，在宅治療が
可能であるが，日常生活を営むのに支障があり，介護等のサービスの提供を必要とする
患者に対して，その療養生活の支援を目的として行われる事業で，実施主体は市町村等
である。
ホームヘルプサービス事業，短期入所（ショートステイ）事業，日常生活用具給付事
業，ホームヘルパー養成研修事業が行われている。
４

難病対策の問題点
本調査においては，日本難病・疾病団体協議会よりヒアリングを行っており，現在の難
病対策の在り方に対して，以下のような問題点の指摘がなされている。
（1）医療費支援
重症の難病患者にとって最も深刻な問題は，高額かつ長期にわたる医療費の負担であ
る。
難病患者の医療費支援については，難病固有の対策として特定疾患治療研究事業が行
われているが，その対象疾患は 56 疾患にとどまっている。難治性疾患克服研究事業の
対象疾患だけでも 130 疾患あり，希少な難治性疾患全体では 5000〜7000 疾患に及ぶと
されている（厚生科学審議会疾病対策部会第 9 回難病対策委員会参考資料 1 より）こと
からすると，特定疾患治療研究事業の対象疾患数は非常に少ないといえる。
また，個別に対象疾患を指定している特定疾患治療研究事業には，患者のニーズに応
じた給付が行われないという問題がある。一口に難病患者といってもその重症度は様々
であり，同じ疾患でも，長期にわたって高額な医薬品を飲み続けなければならない患者
もいれば，定期的な検査のみで足りる患者もいる。にもかかわらず，疾患ごとに対象が
決められているため，支援の必要性の低い患者まで支援の対象となる一方で，支援の必
要性の高い重症患者でありながら対象疾患とされていないために支援を受けられない患
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者が多数存在する，というアンバランスが生じている。
特定疾患治療研究事業の対象とならない患者については，一般的な高額療養費制度で
対応することになるが，長期にわたる闘病を強いられる難病患者にとって，現在の高額
療養費制度における自己負担は重すぎるという声が強い。
必要な患者に必要な支援を提供するためには，疾患ごとに支援対象を決する制度では
限界がある。研究事業の継続・充実が必要であることはもちろんであるが，これと医療
費助成を結びつけている特定疾患治療研究事業は改め，広く医療保険制度の中で，重症
の難病患者のように高額な医療費支出を長期にわたって余儀なくされる患者の医療費負
担の軽減を図る仕組みを整える必要がある。
（2）医療環境
医療環境については，原因が不明，患者数が少ない，といった難病の特徴から，専門
医が限られるという問題がある。
居住する地域に専門医がいない場合，専門医にたどり着くのも容易ではなく，さらに
いえば，そもそも病名が判明するまでに数年かかってしまうというケースも多い。その
ため，患者の主訴が具体的な治療に結びつくまでに相当の時間を要しているのが一般で
ある。
また，病名が判明した後でも，専門医が地域にいない場合の，日常的な医療を受ける
地域の家庭医と専門医との連携なども，十分には行われていないのが実情である。
（3）福祉・社会保障
福祉の面では，難病固有の対策として，難病患者等居宅生活支援事業におけるホーム
ヘルプサービス事業，短期入所（ショートステイ）事業，日常生活用具給付事業があ
る。しかし，これらの事業も，利用できるのは難治性疾患克服研究事業の対象患者及び
関節リウマチの患者に限定されるという問題がある。また，上記の 3 事業はいずれも市
町村が実施主体とされており，実施すればその事業費の 2 分の 1 が市町村の負担となる
ことから，厳しい財政事情の中で実施状況に地域差が生じている。
また，難病患者も，症状の進行によって肢体不自由や視覚障がいなどを生じ，要件を
満たすこととなれば，身体障害者手帳の交付を受けることができる。しかし，難病患者
にとっては，身体障害認定基準における，障がいの固定ないし永続性の要件が高いハー
ドルとなっている。基本的に類似の考え方がとられている障害年金についても同様であ
る。難病患者の場合，審査項目とされる着衣や入浴などの日常生活動作について，困難
であったり，行うことで病状に悪影響を与えるが，不可能とはいえないというケースが
少なくなく，申請しても認定が受けられないケースも多い。そのような事情もあって，
こういった制度を利用できる可能性があること自体が難病患者には十分認識されていな
いという面もある。そのため，難病患者の実態と比較して，これら制度の利用者は少な
い状況にある。
（4）手続保障
身体障害認定や，障がいのある人に対する手当の支給等に関する行政処分について
は，行政不服審査法に基づく不服申立が可能であるが，行政側の処理能力の不足により
審査が遅れており，1 年以上にもわたって結論が出されないケースがあるとのことであ
る。
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さらに，難治性疾患克服研究事業の対象となるか（対象疾患の患者と認められるか）
については，行政による処分ではないという理由から不服申立が不可能となっている。
５

小括

難病患者は，回復困難な疾患との長期間にわたる戦いというきわめて困難な状況におか
れているにもかかわらず，現行制度における「医療」と「福祉」の谷間にあって，十分に
社会的支援が届いていないのが実情である。その谷間を埋めるものとして，難治性疾患克
服研究事業をはじめとする難病対策事業が行われているが，その対象となる疾患は限られ
ており，また疾患ごとの指定という仕組みによるひずみも生じている。

第３

がん・難治性疾患と医薬品承認制度

１ がんをはじめとする難治性疾患の患者にとって，新たな治療薬に対する要求は強く，
特に，海外で標準的とされている治療薬が国内では承認されていないという「ドラッグ・
ラグ」に対する批判は，非常に高まっている。しかし，審査の迅速化には拙速審査に陥る
危険があるし，また人種特異的な効果や副作用を示す医薬品もあるため，海外で標準的で
あることは，日本人に対しても有効・安全であることを直ちに意味するものではない。医
薬品が，不特定多数の生命・健康に関わるものである以上，国が有効性・安全性の評価を
十分に行った上で承認するという原則は堅持されるべきである。
２ しかし一方で，重篤な疾患で他に治療法がない患者の，有効性を期待できる未承認薬
を使用したいという願いは切実である。臨床試験に参加することで未承認薬の使用は可能
となるが，臨床試験の被験者となれる患者は限られる。そのため，日本では，インターネ
ットの普及もあいまって，海外で承認されている国内未承認薬を医師や患者が個人輸入し
て使用する例が増えているが，個人輸入には安全面での問題が多い。
欧米では，重篤または命を脅かす疾患で，他に治療法のない患者に対し，公的な管理の
下，人道的な見地から未承認薬の例外的な使用を認める「コンパッショネート使用」制度
が一般的なものとなっており，韓国においても導入されている。無理に承認を急ぐこと
は，かえって多くの患者を危険にさらすことになりかねない。臨床試験によって有効性・
安全性を確認するという原則と，難治性疾患患者の願いの両立を図るものとして，日本に
おいても，コンパッショネート使用制度の導入が検討されるべきであろう。
コンパッショネート使用制度については，2007 年 7 月の厚生労働省「有効で安全な医
薬品を迅速に提供するための検討会」報告書において導入に向けて検討すべきとされ，ま
た 2010 年 4 月の厚生労働省「薬害肝炎の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方
検討委員会」最終提言においても導入が提言されている。
ただし，コンパッショネート使用制度には，医薬品承認制度と対立する面があることか
ら，あくまでもその例外として慎重な制度設計が必要であり，前記最終提言においても，
「一方では患者に対する上記未承認薬への例外的なアクセスの要望と，他方では患者の安
全性確保や製造販売承認に必要な科学的に評価可能な臨床試験の円滑な実施を妨げないこ
ととの過不足のないバランスを保持する必要がある」と指摘されている。
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３

また，あわせて，医薬品の早期承認制度についても検討が必要である。
医薬品は，第Ⅰ相から第Ⅲ相までの 3 段階の臨床試験を経て承認されるのが原則である

が，現在，がんや希少な難治性疾患など，他にとるべき治療法が乏しく，新薬を早期に提
供する必要性が高い場合などに，承認後にさらに有効性・安全性を確認するための臨床試
験を行うことなどを条件として，第Ⅱ相臨床試験までの結果に基づいて承認を行ったり，
極めて限られた症例数での臨床試験結果で承認したりする例が増加している。
本来，このように限られた情報に基づいて承認された医薬品は，承認後の知見の進展に
伴って柔軟に承認内容の見直しが図られるべきものであろう。しかし，厚生労働省は，自
らが行った承認の内容を改めることに対して極めて消極的である。そのことは，承認後に
延命効果を調べる臨床試験を行うことが承認条件とされながら，延命効果を否定する臨床
試験結果が次々と現れても承認の見直しが行われなかった肺がん用抗がん剤イレッサや，
日本で極めて限られた症例数で承認された後，欧米で発表された臨床試験結果により欧米
では承認が得られていないにもかかわらず，日本では承認が継続されている急性骨髄性白
血病治療薬マイロターグなどの例に見ることができる。
また，日本の場合，限られた情報に基づく承認であっても，通常の医薬品と同様の正式
承認が与えられるため，慎重に使用しようという意識が働きにくい。これも，承認直後に
爆発的に使用されたイレッサや，市販後調査の結果，併用が禁忌となっている他の抗悪性
腫瘍薬との併用例が 14.6%に及ぶことが明らかとなったマイロターグの例に示されてい
る（独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品等の安全性に係る調査結果報告書」薬
機発第 1025003 号）。
たとえば米国では，正式承認とは区別された迅速承認の制度を設けており，イレッサの
場合，迅速承認後に延命効果を否定する臨床試験結果が発表されると，速やかに新規患者
への投与禁止の措置がとられている。
今後も，重篤な疾患に対する医薬品の早期承認の要求は，さらに強くなることが予想さ
れる。このような要求に対して，従来の承認制度の枠組みの中で応えることには，限界が
あるように思われる。十分な症例数が確保された第Ⅲ相臨床試験の結果に基づいて承認す
るという原則を超えて承認を与える場合には，通常の承認とは異なる特例的な承認とし，
承認後の情報により有効性・安全性が確立するまでの間は随時承認内容を見直すことを行
政に義務づける，新たな制度の導入を検討すべきと思われる。

参考文献・資料
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http://www.hgpi.org/handout/2010‑04‑16̲34̲317692.pdf
・がん対策推進協議会「平成 23 年度がん対策に向けた提案書〜みんなで作るがん政策
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第９節
第１

精神疾患を有する患者と患者の権利

はじめに

１

精神疾患を有する患者と精神障がい者
2010 年度版障害者白書によれば，現在の精神障がい者の総数は 323 万人であり，その

うち 290 万人が在宅者，33 万人が入院患者とされている。また，3 年ごとに調査結果が発
表されている厚生労働省の患者調査の 2008 年調査結果では，ICD−10 の「精神及び行動
の障害」の推計入院患者数は 30 万 1400 人とされており，疾病分類の中では最も多い数を
占めている。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」とす
る。
）5 条は「この法律で『精神障害者』とは，統合失調症，精神作用物質による急性中
毒又はその依存症，知的障害，精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と精神障が
い者の定義を定めているが，そこにいう「精神疾患」を通説的に医学上の国際分類に従う
と説明する場合には，WHO の定める ICD−10 による分類を指すと理解されることから，
一応，ICD−10 の「精神及び行動の障害」を有する患者と精神障がい者とは条文解釈上
ほぼ同義となる。しかし，この精神保健福祉法の定義では，知的障がい者が精神障がい者
に含まれてしまうことになるからこれを除いた上で，てんかんとアルツハイマー病を入れ
るといわゆる「精神障がい者」としてのおよその数字になる。もっとも，実際の国内の医
療現場での診断基準としてはアメリカ精神医学会基準の DSM−IV−TR が多く使われて
おり，統計用と実際の現場用の診断基準は必ずしも一致していない。
２

精神疾患を有する患者の入院の実態
前記の厚生労働省患者調査によれば，「精神及び行動の障害」の退院患者の平均在院日
数は 290.6 日とされており，これも次順位の「神経系の疾患」の 74.1 日を大きく引き離
して全疾病分類中の最長となっている。これに対して，2005 年頃の調査結果ではあるが，
日本以外の OECD 諸外国での「精神及び行動の障害」の疾病分類における平均在院日数
は 18.1 日とされており，これと比較してみれば日本の精神科病院における平均在院日数
290.6 日という数値は，国際的には極めて異例な長期入院ということになる。この異常な
数値の背景には，社会的入院という日本の精神医療提供体制の病理が根深く存在してい
る。
３

社会的入院の定義
社会的入院とは，医学的には入院の必要がなく，在宅での療養が可能であるにもかかわ

らず，ケアの担い手がいないなど家庭の事情や引取拒否により，病院で生活をしている状
態を指す言葉である。もともとは結核治療が終わったが帰る家がなく入院を継続していた
生活保護患者に対して厚生省内で 1949 年ころから使われ出した言葉であると言われてい
るが，その後，特に精神保健領域，高齢者医療領域において社会問題化した。もともと日
本独自の用語であり医学用語ではない。厚生労働省では，
「受入条件が整えば退院可能な
者」という表現で，社会的入院患者の存在を従来約 7 万人と推定していたが，入院患者の
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約 3 分の 1 は社会的入院であるという指摘もあり，その場合は約 10 万人の社会的入院患
者が存在することになる。
４

厚生労働省の社会的入院解消に向けての取組

厚生労働省の精神保健福祉対策本部は，2004 年 9 月に「精神保健医療福祉の改革ビジ
ョン」を発表したが，その基本方針の中で，
「全体的に見れば入院患者全体の動態と同様
の動きをしている『受入条件が整えば退院可能な者（約 7 万人）』については，精神病床
の機能分化・地域生活支援体制の強化等，立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤
強化を全体的に進めることにより，併せて 10 年後の解消を図る。」と記載した。同対策本
部は，2003 年 5 月の中間報告までの時点でこの「受入条件が整えば退院可能な者」を 7
万 2000 人と見積もっており，その後，社会的入院患者数については 7 万 2000 人という数
字が引用されるようになった。上記のとおり，この社会的入院については，2004 年から
10 年間で解消される計画であったが，2006 年の障害者自立支援法の施行に伴う障害者福
祉計画策定の際に，各都道府県及び市町村において「精神障害者地域移行・地域定着支援
事業」が実施されることとなり 2011 年度までの削減目標が課されることとなった。しか
し，現実には，各市町村とも地域移行は順調には進んでいるとは見られておらず，例え
ば，2009 年 3 月に開催された障害保健福祉関係主管課長会議の資料によれば，上記事業
の全国実績は 6 年間で退院者はわずか 2010 人にすぎないものとなっている。その後，同
年 9 月に発表された，今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会の「精神保健医
療福祉の更なる改革に向けて」を見ても，むしろ社会的入院の実数は増えていると見られ
る記載となっており，
「精神保健医療福祉の改革ビジョン」での「受入条件が整えば退院
可能な者」という指標に替えて，この数年で数の減少が見られた統合失調症による入院患
者数を重点目標として目標値を設定し直すべきという意見に変わってしまっている。この
ような施策の実施状況からは，社会的入院の解消に向けての厚生労働省としてのビジョン
はほとんど見えてこない。
５

国連障害者権利条約の発効と社会的入院の本質的問題性
このような流れに対しては，他方で国連障害者権利条約が 2006 年 12 月に国連総会で採
択され，2008 年 5 月に発効している。日本政府は，2007 年 9 月 28 日に条約本体に署名
し，現在，批准に向けての国内法整備について検討が進行中である。その関係で，2009
年 12 月 8 日，国内法整備のために内閣府内に内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制
度改革推進本部」が発足し，その下に障がいのある人を半数以上の構成員とする「障がい
者制度改革推進会議」が設けられた。同会議は，この間，2010 年 6 月 7 日の第一次意見
（閣議決定）で社会的入院の解消に向けての体制整備について 2011 年中に結論を出すこと
を提唱し，2010 年 12 月 17 日の第二次意見でも「精神障害者に係る地域移行の促進と医
療における適正手続の確保」を基本的施策の一つとして提唱している。社会的入院は，国
連障害者権利条約からすれば，明らかに許されない差別にあたるものである。精神疾患と
医療の問題に関しては，精神障がい者がその障がいのために社会から排除されてしまった
結果，無理矢理医療の問題にカテゴライズされている事実があることを軽視してはならな
い。
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６

精神疾患を有する患者の通院治療の実態
このような入院治療とは別に，精神疾患を有する患者の通院治療も，かつては 3 分間診

療と言われ，多剤併用，大量処方の薬物療法による副作用発生の危険性と，名ばかりの通
院精神療法による診療報酬点数の不正請求が問題視されていた。2007 年 11 月 11 日付け
の中央社会保険医療協議会における「精神医療について（参考資料）」によれば，57 施設
の精神科診療所における患者一人当たりの平均診療時間は初診・再診を合わせたもので平
均 15 分であった。このような実態が存在することから，2008 年度の診療報酬改定では，
通院精神療法の点数を算定するには，初診時には診療に要した時間が 30 分を超なければ
ならず，また，再診時には診療に要した時間が 5 分を超えなければならなくなった。しか
し，この診療に要した時間には，医師自らが患者に対して行う問診，理学的所見（視診，
聴診，打診及び触診）と当該通院精神療法に要する時間が含まれるため，2008 年改定後
であっても再診においては服薬管理と前回の診察時以降の体調の変化等についての聞き取
り程度で 5 分間の診察が終了してしまうのが通常である。これが保険診療の限界であり，
精神療法の単価が低いことから，病院，診療所の経営上はこのギリギリの 5 分間強での診
療が一般的とならざるを得ない状況にあるとも言われている。結果として本格的な心理療
法は保険外診療となり，1 時間あたり 1 万円から 1 万 5000 円以上が相場となっているこ
とから，患者側に経済力がなければ薬物療法以外の治療はほとんど受けることすらできな
い。この点，近年のうつ病患者数の増加から，うつに対するエビデンスが一応確立されて
いる認知行動療法が 2010 年 4 月から保険適用となったが，
「認知療法・認知行動療法に習
熟した医師が治療に関する計画を作成し，患者に詳細な説明を行うこと」「厚生労働省作
成のマニュアルに準じて行うこと」という要件があり，そもそも厚生労働省作成のマニュ
アルに準じて認知行動療法を実施できる習熟した医師の絶対数が少ないこと，やはり保険
点数が低く医療機関側での積極的な導入要因が働かないなどの理由で，地方では認知行動
療法の保険診療を受けることが困難な状況となっている。

第２
１

医療における差別

精神疾患を有する患者に対する人権侵害

精神疾患を有する患者は，社会の中での差別意識もさることながら，医療機関において
も虐待や差別的扱いを受けることがある。典型的な虐待事案としては，暴行，性的嫌がら
せ，使役労働，違法な行動制限などがあるが，その他にも人格否定的な発言や承諾なく監
視カメラを設置するなどによるプライバシー侵害，安易な薬物過剰投与による行動抑制な
どの人権侵害が歴史的に繰り返されてきた。
２

宇都宮病院事件による精神疾患を有する患者の人権問題への社会的注目

精神疾患のある患者に対する精神科医療の在り方についての歴史的転換点となったの
は，1983 年の宇都宮病院事件である。栃木県宇都宮市にあった報徳会宇都宮病院は，他
の精神科病院で対応に苦慮する粗暴な患者を受け入れてきた病院であったが，事件以前か
ら「看護師に診療を行わせる」「患者の虐待」「作業療法と称して院長一族の企業で働かせ
る」
「病院裏の畑で農作業に従事させ収穫物を職員に転売する」
「ベッド数を上回る患者を
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入院させる」
「死亡した患者を違法に解剖する」などの違法行為が行われていた。1983 年
4 月，食事の内容に不満を漏らした入院患者が看護職員に金属パイプで約 20 分にわたっ
て乱打され，約 4 時間後に死亡した。また同年 12 月にも見舞いに来た知人に病院の現状
を訴えた別の患者が職員らに殴られ，翌日に急死した。これが，事件の翌年 3 月に朝日新
聞によって報道されて世論の大きな注目を集めることとなった。
この事件をきっかけに国連人権委員会などの国際機関でも日本の精神医療現場における
人権侵害が取り上げられ，日本政府に批判が集中した結果，1987 年には精神衛生法の改
正法である「精神保健法（現在はさらに「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に
改正されている。
）」が成立し，精神障がい者本人の意思に基づく任意入院制度を創設する
などの改善が図られた。それまでの精神衛生法は戦前の精神障がい者を社会から隔離する
ことを目的とした精神障害者監護法や精神病院法の流れをくむものであり，患者が治療の
ために精神保健施設への入院を要請することを認める明示の規定を欠いていた。精神保健
法に改正されるまでは，本人が治療を求めている場合ですら強制入院手続の条項を用いる
ことが勧められていたということになる。
３

その後も繰り返される人権侵害
宇都宮事件以降，精神保健法はさらに「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に
法律名が変わったが，医療機関における差別などの問題は解消していない。
NPO 法人大阪精神医療人権センターが新聞記事等からまとめた「精神科事件史」（同セ
ンターホームページ上のデータ）を見ると，2008 年の 1 年分のみからでも，近時，次の
ような内容の報道がなされていたことが分かる。例えば，4 月に静岡県内の病院で，肺炎
球菌で院内感染 64 人，患者 4 人が死亡するという事件が発生し，保健所報告は発生の約
4 週間後であったという。また，6 月には千葉県内の病院で火災で保護室の患者が煙を吸
い死亡したが看護師がカギを開けなかったというケース（別の患者を放火で逮捕）があっ
たり，11 月に同じく千葉県内で男性入院患者の腕をねじ上げ，骨折させたとして看護師
が傷害容疑で逮捕されたり，12 月には大阪で違法拘束中の男性患者が重体となって転院
先で死亡し，看護職員の暴力で患者が告訴したなどの報道があった。

第３

併合疾患への対応

１

医療法施行規則 10 条の問題性
前述した精神保健福祉法は，その目的に医療と保護を挙げており（同条 1 項），他方，
一般の医療を規定する医療法では，その施行規則 10 条で次のとおり規定している。
第十条

病院，診療所又は助産所の管理者は，患者，妊婦，産婦又はじよく婦を入院さ

せ，又は入所させるに当たり，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただ
し，第一号から第三号までに掲げる事項については，臨時応急のため入院させ，又は入
所させるときは，この限りでない。
一

病室又は妊婦，産婦若しくはじよく婦を入所させる室（以下「入所室」という。）
には定員を超えて患者，妊婦，産婦又はじよく婦を入院させ，又は入所させないこ
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と。
二 病室又は入所室でない場所に患者，妊婦，産婦又はじよく婦を入院させ，又は入所
させないこと。
三 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない病室に入院さ
せないこと。
四 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入
院させないこと。
五 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者
を入院させないこと。
六

病毒感染の危険のある患者の用に供した被服，寝具，食器等で病毒に汚染し又は汚
染の疑あるものは，消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。

条文上，臨時応急のため入院させるときは同条 3 号の規定は適用されないこととなって
いるが，実際には同号の規定が適用されて，精神疾患のある患者は，一般医療のサービス
を受けられないという問題が生じてきている。しかし，精神疾患のある患者について併合
疾患としての身体疾患が生じており入院を必要とする事態が生じたときに，一般医療のサ
ービスを受けられないということは医療に関する差別そのものであり，明らかに障害者権
利条約に反するものである。
２

併合疾患の割合
ちなみにこの精神疾患のある患者の中での身体疾患合併症の患者の割合であるが，精神
病床に入院中の患者における身体合併症の有無の割合として，身体疾患として入院治療を
適当とするような特別な管理を要する者が 14％，同じく外来通院が適当な日常的な管理
を要する者が 33％の割合で存在していることが 2007 年度厚生労働省科学研究「精神病床
の利用状況に関する調査」から判明している。
３

併合疾患に対する対応の遅れ
2011 年 1 月 18 日付の毎日新聞の記事で紹介された順天堂大学医学部付属練馬病院の八

田耕太郎准教授の厚生労働省研究班の調査によれば，2007 年 4 月から 5 月の 2 か月間，
精神科病棟を持つ都内の全総合病院に一般病院や精神科病院から転院してきた合併症患者
数を調査した結果，入院治療が必要として受け入れ要請があった合併症患者 262 人のう
ち，88 人が要請した病院に入院できなかったとのことであった。
その理由は，68％が満床で対応できないというものであったが，7％が（隔離する個室
がない）開放病棟のため管理が困難，5％が当該身体疾患の専門医がいないというもので
あり，また，要請した病院に入院できた 174 人についても，即日入院が必要な患者の 3
割，2 日以内での入院を要する患者の 2 割が，その翌日以降の入院となって入院待ちとな
っていた。
この研究結果から八田准教授は，総合病院の精神科病棟をこれ以上減らさないことに加
え，一般病院でも合併症治療ができるような精神科医の配置を促す手立てが必要と指摘し
ている。
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４

地域毎の医療体制整備の必要性
このように，受け入れ先の一般病院の体制が圧倒的に貧弱であるという事実が存在して

いる。特に地域間格差が深刻と考えられ，また，精神科医のいない救急病院の場合，自殺
未遂の患者の夜間の受け入れについては，治療後に自殺を図らないように当直が終わるま
で患者から目が離せないということで，他の患者の受け入れに困るなどの問題が生じてい
る。これらの問題への解決は，本来的には精神疾患を特別視することなく身体疾患の担当
医自身に精神医学と患者の急性期の対応を学んでもらうことにあると考える。しかし，現
在の問題に早急に対応するためには，各都道府県において一般病院への精神科医の配置の
拡大，少なくとも他の病院・クリニックの精神科医との連携促進等，まずは全体的なマン
パワーの不足を補う体制整備を図っていくことが当面の課題となる。

第４

精神科救急医療の問題点

１

はじめに
前述した社会的入院を解消し，精神疾患を有する患者が地域で人間としての尊厳を保っ

て生活していくことが可能となるためには，精神疾患の病状が変化した場合に地域の医療
機関において確実に対応してもらえることが必要不可欠である。特に，前述した自殺未遂
などで自殺企図等が継続している場合を含めた急性期対応を適切に地域で行えることが，
本人の安心感のみならず患者を取り巻く人間関係の安定のためにも極めて重要である。そ
の意味では，前記の併合疾患への対応とは別に，場合によってはより優先し，精神科単科
としても救急医療の整備を図っていく必要がある。
しかしながら，精神科救急医療は，他科とは異なる専門性を要し，医療機関及び医師も
一般救急に比して少ないという状況がある。一般救急においても，地域・時間帯によって
は医療を受けられないという問題が生じているが，同問題は精神科救急においても深刻で
ある。そして，行政が精神科救急医療体制整備に取り組み始めたのは 1995 年以降であ
り，いまだ取組の歴史が浅く，地域又は病院による救急医療の質の格差は大きい。
本項においては，日本精神科救急学会においてまとめられた報告，及び，救急医療体制
整備を担う行政（自治体及び厚生労働省）の検討会の資料に基づき，また，洛南病院の川
畑俊喜医師へのヒアリングを踏まえて，精神科救急医療における問題点及びこれに対する
指摘・対策について紹介する。
２

精神科救急医療の流れ
精神科救急医療機関への救急搬送は，かかりつけ医療施設を介して搬送されるケースも
あるが，その多くは患者の親族，警察又は救急隊により，各都道府県に設置する精神科救
急情報センター等の電話相談を介して，医療機関に搬送される。したがって，精神科救急
情報センターの果たす役割は非常に大きい。また，救急受入側の体制は，各都道府県ごと
に異なり，①輪番制のみで対応する地域，②常時対応施設のみで対応する地域，③輪番施
設と常時対応施設の併用により対応される地域がある。
そして，搬送された患者は，その症状に応じて①入院，②身体疾患を伴う場合は身体科
救急医療施設に搬送，③処置を受けた後に帰宅することとなる。
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３

精神科救急医療の問題点
精神科救急における問題は，精神科救急情報センターの機能不十分に起因する問題と，

精神科医療施設の整備及び対応に関する問題とに分けられる。
（1）精神科救急情報センターの機能の不十分に起因する問題
① 一口に精神科救急情報センターと言っても，各自治体によって，開設時間の制限
の有無，医療機関からの独立・第三者性，配置人員の資格・人数等はまちまちであ
り，果たしている機能は大きく異なる。
この点，2009 年度の電話相談実績を見れば，ア大阪府（約 3 万 5000 件）
，イ東京
都（約 1 万 3000 件）
，ウ和歌山県（約 1 万 500 件）であるのに対し，過半数にあたる
24 県（未回答を含む）において電話相談実績が 2500 件に満たず，地域による格差が
著しい。そして，大阪府において電話相談実績が高い理由としては，医療機関及び自
治体の努力の他に，NPO 法人大阪精神医療人権センターによる患者をサポートする
提言や運動の存在が考えられる。
ちなみに，2010 年 10 月 1 日時点において，北海道，青森県，山形県，新潟県，和
歌山県，鳥取県，徳島県，高知県，佐賀県，熊本県の 10 の道県においては，そもそ
も精神科救急情報センター自体が未設置となっている。
② 電話窓口において，輪番担当病院を教えるだけで終わる場合が多い。
この点，2009 年度の精神科救急情報センターへの電話相談件数（夜間・休日）が
12 万 9513 件であるのに対して，夜間・休日の受診件数は 4 万 2624 件にすぎない。
また，2008 年度の精神科救急医療対象事例の医療機関紹介率は，多い県で 100％，少
ない県で 19.3％と大きく開きがある。精神科救急学会においては，精神科救急対象
事例であるにもかかわらず，精神科救急医療体制の不十分により，医療機関紹介がで
きなかった事例が散見できるとしている。精神保健福祉士等を配置した 24 時間体制
での電話相談体制の確保の必要性は日本精神科救急学会からも従前から指摘されてお
り，現在の国の精神科救急医療体制整備事業の内容にも入ったが，実際の各都道府県
での整備状況はまちまちであり，全国的な整備の動きは始まったばかりである。
③ 患者のトリアージ機能（優先順位付け）が低く，不要救急が紛れ込む。
（2）精神科医療施設の整備及び各施設の対応に関する問題
①

合理的理由のない受入拒否事例が見受けられる。
この点，精神科救急においては，学会自体の歴史も浅く，受入基準を含め，治療方
法や身体拘束率等についてもスタンダードが確立されておらず，各医療機関はスタン
ダードが分からないまま独自の基準で対応している。このことが，地域又は医療機関
による格差を大きくしている要因であると考えられる。
② 受入拒否理由は「空きベッド不存在」が一番多く，病床数確保に関しては地域ご
との格差が著しい。
この点，常時対応施設と輪番施設の併用により対応している都道府県が 14，常時
対応施設のみで対応する都道府県が１，輪番制のみで対応する都道府県が 31 であ
り，併用対応しない地域においては，当番病院の状況によっては，空きベッド不存在
により受け入れできない危険が高まると言える。
③

かかりつけ施設でも，時間外は管理体制未整備のため受け入れを拒否する例があ
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る。
④ 精神・身体合併症状による救急ケースにおいて，身体科救急も精神科救急も敬遠
する傾向があり，また，合併症患者を精神科から一般救急へ搬送する場合において
も，両者の連携不足のため，必ずしも円滑に搬送されない問題が指摘されている。
⑤ 精神科救急においても，病床及び精神科医の減少傾向が認められ，このことが救
急医療体制の未整備の遠因となっている。ちなみに，精神科救急の常時対応施設とな
るためには，少なくとも 8 人以上の指定医を確保する必要があり，この確保は総合病
院においても難しいのが現状である。
４ 精神科救急学会における近時の取組
（1）はじめに
日本精神科救急学会においては，2007 年度以降，障害者保健福祉推進事業として「精
神科救急医療の機能評価と質的強化に関する研究」を行い，2010 年 4 月に同研究に関
する報告書をまとめた。以下，同報告書の内容を簡単に紹介する。
（2）調査・検討の内容
精神科救急において，地域又は医療機関による格差が著しい現状があり，この均質化
及び質の向上を図るためには，精神科救急の機能の明確化（マニュアル化）と，適正指
標に基づく事後的評価方法の構築が必要であるとした。そして，同学会は，①現場アン
ケート調査に基づき，精神科救急医療ガイドラインの改訂を行い，②自治体の精神科救
急医療体制を評価する評価表（案）を作成し，同評価表（案）に基づき，各自治体への
実情調査を実施した。また，③各医療機関に対する評価は，医療機関の規模・水準等に
応じて行う必要があるとして，今回は常時対応施設（地域の中核施設）を対象とする評
価表（案）を作成した。そして，④医療の質の評価のためには，患者アウトカム（成
果）の視点が必要であるとして，患者の実態を把握するための患者レジストリ（統計デ
ータ）の構築を試みた。
（3）結果
前記研究を通じ，実情に即した精神科救急ガイドラインの改訂という成果を上げ，ま
た，自治体（都道府県）に対する実情調査により，精神科救急医療体制の脆弱さ，地域
格差が改めて明らかとなった。もっとも，常時対応施設に対する評価表（案）について
は，一定の指標になり得るとしつつもいまだ不十分とし，患者アウトカムの視点からの
評価項目の作成，医療機関の規模・水準に応じ慎重に評価項目を作成することが必要で
あるとし，この点に関して課題を残した。また，患者側に立った精神科救急医療の実態
を把握するため，患者レジストリ構築のための患者データの入力ソフトを作成した。
同報告では，精神科救急医療の機能がマニュアル化され，精神科救急医療体制及び各
医療機関に対する事後的な評価手法が確立されれば，各地域及び医療機関の医療の質の
向上，均質化に繋がるとしている。
（4）平田豊明医師による指摘
前記報告書の執筆に関与した静岡県立こころの医療センターの平田豊明医師は，精神
科救急医療の質の向上について，①ユーザー側に立った実態把握をすること，②スーパ
ー救急病棟（精神科救急医療を中心的に担う高規格の精神科専門病棟）を全国に展開す
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ることの二点を指摘している。スーパー救急病棟は高い診療報酬を受ける一方で，人員
配置や施設運用について厳格な基準を求められ，救急患者に対して最終的な責任を持つ
タスクを課せられることから，この全国展開により救急医療システムは良くなることが
考えられる。
５

精神保健福祉法改正での努力義務の発生と都道府県の救急医療体制整備の動き

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで
の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成
22 年法律第 71 号）」が，2010 年 11 月 17 日に衆議院厚生労働委員長から提出され，同年
12 月 3 日に可決成立し，同月 10 日公布されている。この法律の施行は，2012 年 4 月 1 日
までの間において政令で定める日となるが，その内容として精神保健福祉法の一部改正関
係も定められた。同改正法施行後は，都道府県は，夜間又は休日において精神障がいの救
急医療を必要とする精神障がい者等からの相談に応ずる等，地域の実情に応じた体制の整
備を図るよう努めるものとし，都道府県知事は，当該体制の整備に当たって，医療施設の
管理者，精神保健指定医等に対し，必要な協力を求めることができることとなっており，
いまだ努力義務に過ぎないものではあるが，上記の体制整備義務が法体系の中に組み込ま
れることになった。これに伴い，国は各都道府県に対し，前述した精神科救急情報センタ
ーにおける精神保健福祉士等を配置した 24 時間体制での電話相談体制の確保に向けた協
力を呼びかけている。
また，厚生労働省において，2011 年 5 月 26 日，都道府県が実施する精神科救急医療体
制の整備について具体的な方向性を検討するため，
「精神科救急医療体制に関する検討
会」が立ち上げられている。同検討会においては，精神科救急医療体制の現状を把握した
後，精神科救急医療が担う役割を，①措置入院等の公的機能と，②精神・身体合併症状に
対応できる医療機能（身体科救急との連携）とに分けて考え，それぞれについて検討を進
めるとしている。
６

終わりに
精神科における救急医療体制構築への取組は比較的新しく，いまだ地域又は医療機関に
よる質の格差が著しいことは精神科救急学会，行政においても共通認識となっている。今
後より良い救急医療体制を構築するためには，各地域の基幹となる精神医療機関と都道府
県の両者が救急医療体制の構築に向けて熱意を持って連携することが不可欠である。その
他，スーパー救急病棟の全国展開をも視野に入れた精神科救急医療における診療報酬体系
のさらなる見直しが必要であり，また，大阪府において見られるような住民による相談窓
口の開設などの動きを拡大していく方策が検討されなければならない。

第５
１

身体拘束・強制入院の問題性（自己決定権との関係）

精神保健福祉法 36 条 1 項では，
「精神科病院の管理者は，入院中の者につき，その医

療又は保護に欠くことのできない限度において，その行動について必要な制限を行うこと
ができる」と規定している。また，同条 3 項は，
「第 1 項の規定による行動の制限のう
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ち，厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の
行動の制限は，指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
」と定めてい
る。この 3 項の，精神保健指定医の判断で行うべき行動制限としては，12 時間を超える
患者の隔離及び患者の意に反する身体的拘束を伴う行動制限が対象とされている。
２

強制入院については，精神保健福祉法上，措置入院（29 条）と医療保護入院（33

条）が代表的なものとして規定されている。
このうち，措置入院は，都道府県知事の権限による強制的な措置として入院させる制度
であり，その指定する 2 人以上の精神保健指定医の診察が行われたうえ，対象者が精神障
がい者であり，かつ，医療保護のために入院させなければその精神障がいのために自傷他
害のおそれがあると認めることについて，各指定医の診察の結果が一致することを要する
ものである。
もうひとつの医療保護入院については，精神科病院の管理者が，精神保健指定医による
診察の結果，精神障がい者であり，かつ，医療及び保護のため入院の必要があると認めた
者につき，保護者の同意があるときは，本人の同意がなくてもその者を入院させることが
できるというものである。
３ 前記に掲げた患者の意に反する身体拘束や強制入院については，精神障がいにより冷
静かつ合理的な判断ができない患者本人のため行うというパターナリズムからの医療強制
（パレンス・パトリエ）と理解されるが，これは，本来的に，日本国憲法 13 条から導かれ
る患者の医療に関する自己決定権あるいは日本国憲法 18 条の人身の自由の観点から，慎
重にその必要性が検討されなければならない。
この自己決定権の分野においては，特殊な制約原理としてパターナリズムによる制約が
存在するとされ，憲法学の佐藤幸治教授によれば「限定されたパターナリスティックな制
約」の理論が紹介されている（青林書院「憲法」第 3 版 P460）。田中成明「法学入門―法
と現代社会」
（財団法人放送大学教育振興会）84 頁以下にも，同様の制約根拠としての法
的パターナリズムの正当化の記載がある。その中では「パターナリズムの正当化を考える
場合，最も大切なことは，個人は，賢明でない誤った判断であっても，そのような判断行
為自体から学びつつ，試行錯誤的に判断能力を高め，各人各様の統合的人格を徐々に形成
し，その自律的な個性を完成してゆくものであると，個人の人格概念を発展的動態的にと
らえることである。そして，パターナリズムが，個々人の善き幸福な生き方を自主的に選
択し追求する自己決定権と両立するためには，このような統合的人格の形成・維持・発達
という観点からみても是認できるものでなければならない。
」「一般的には，パターナリズ
ム的干渉は必要最小限にとどめ，幾つかの干渉形態が選択可能な場合には，自由の制約が
最も少なく，本人の全体的長期的な人生構想の促進と人格的統合の発達・維持に最も役立
つ措置が選ばれるべきであろう。
」としている。
このように，自己決定権に対するパターナリスティックな制約（法的パターナリズムに
よる制約）については，それが医療に関わるものであるなしに関わらず，必要最小限の原
則が妥当し，①その制限のやむにやまれぬ必要性があり，②他にとるべき方法がないこと
（補充性）
，③その措置により生じる自己決定権の損失による被害が本人の全体的長期的な
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人生構想の促進と人格的統合の発達・維持の利益を超えないこと（法益均衡の原則）の 3
要件を満たすことが必要と捉えるべきことになる。
この関係での，精神疾患を有する者のための国際的な基準としては，1991 年に国連総
会で採択された「精神疾患を有する人々の保護および精神保健ケアの進歩のための原則」
があり，この基準でも，意に反する身体拘束や強制入院に関連するところとして，次のよ
うに記載されている。
【原則 11 治療への同意】
11．患者の身体的拘束又は非自発的な隔離は，精神保健施設に関して公的に認められた手
続きに従い，かつ，それが患者若しくは他の人に対する即時の又は切迫した危害を防ぐ
ために唯一の可能な手段である場合を除いては，行ってはならない。これは，その目的
のために厳密に必要とされる期間を超えて行われてはならない。身体的拘束又は非自発
的隔離が行われた場合はすべて，その理由及びその性質と程度が患者の診療録に記載さ
れる。拘束され，又は隔離された患者は，人道的な環境下に置かれ，資格のある職員に
よるケア及び入念な定期的監督下に置かれる。患者の個人的代理人が存在し，かつ，ふ
さわしい者であれば，患者の身体的拘束又は非自発的隔離について，その代理人に対し
て迅速な通知がなされる。
精神保健福祉法における措置入院は，「自傷他害のおそれ」という決して即時の切迫性
を意味することのない緩やかな危険性のみで強制入院を認めており，また，医療保護入院
や患者の意に反する身体拘束についても単なる医療や保護の「必要性」というレベルで強
制入院を認めてしまうものであり，他にとるべき方法がないことの要件の検討も曖昧であ
り，およそ前記 3 要件や，国連原則の水準からみてもその人権制約の範囲はあまりに広す
ぎるものとなっている。
４ また，この強制入院の制度については，国連拷問等禁止条約の関係でも，2007 年の
国連拷問禁止委員会による第１回報告書の審査における同年 5 月 18 日付けの最終見解に
おいて懸念事項として次のように指摘されている。
「精神障害を有する者
26．委員会は，私立病院における民間の精神保健指定医が，精神障害者に対する拘束指示
を出すに当たっての役割を担っていること，並びに，拘束指示，民間精神医療施設の運
営，及び拷問又は不当な取扱いに当たる行為に関する患者からの不服申立てについて司
法による監督が不十分であることを懸念する。
締約国は，公立及び私立の精神医療施設における拘束手続に対する司法による効果的
かつ徹底した監督を確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
」
精神保健福祉法では，不服申立についての司法による監督に代わるものとして精神医療
審査会制度をおいているが，この制度が十分には機能していないことからこのような国連
委員会の指摘を受けている現状がある。我が国においては強制的に自由を奪われる精神疾
― 194 ―

第５章 患者の権利の実情

患を有する患者の側に立って権利保護を担当する代理人制度の確立等の前述の国連原則か
らも要求されるような視点が欠如しており，措置入院や医療保護入院，身体拘束について
の制度改革が必要である。

第６

医療観察法の問題

１

はじめに
精神疾患を有する患者の権利を検討するにあたり，自己決定権・手続保障等に関連する

もう一つの極めて重要な問題が，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律（以下，「医療観察法」という。）の存在である。
同法は，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して，通常の精神医療とは
異なる枠組みを設定して医療を提供するものであり，法律の文言に「同様の行為の再発を
防止」することを定める等，保安処分的色彩が強く，日弁連はその成立に反対してきた。
また，施行後，医療行為の中断の問題が生じる等，多くの課題が指摘されているところで
もある。
それゆえ今般，同法施行後 5 年が経過し，「見直し」の機会を迎えるにあたり，日弁連
として，第一に精神医療自身の抜本的改善の為の提言を行い，第二に医療観察法の解消を
目指しつつ，当面不可欠な改善の方向性につき，意見を述べたところである。
２

医療観察法による問題
医療観察法には多くの問題点が存するが，その主要なものは以下のとおりである。
（1）再犯の可能性への言及
まず第一に問題なのは，医療観察法のなかに「同様の行為の再発を防止」することが
目的とされている点である。これでは医療の必要性とは別の観点から措置がとられるこ
とになってしまう。上述のパターナリズムによる制約とも異質な制約原理を持ち込むも
のであり，極めて問題である。
（2）対象犯罪の拡大
次に問題なのは，同法の対象となる犯罪行為が広く捉えられている点にある。そもそ
も，自傷他害の危険性がある場合には，措置入院制度が既に定められているのであっ
て，医療観察法が人権の制約場面であることからすれば抑制的に適用されねばならない
という原則が骨抜きにされている。
（3）従前医療や地域との断絶
また，安易に同法が適用されることによって，従前通院していた医療機関との関係が
切断され，地域との断絶も生じることが懸念されている。
（4）裁判官関与の在り方
同法では，退院や処遇終了について裁判所が関与する構造をとっているが，医師が引
き続いての医療が必要ではないと判断したときにも，裁判所がその医師の判断を覆すと
いう事例が生じており，保安処分の色彩を強めている。
（5）法的救済制度の欠如
同法は，鑑定入院（命令）を前提とする制度設計をしているが，鑑定入院命令に対す
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る不服申立事由が限定されており，かつ，その後観察処分に至らない場合について何ら
補償規定が存しない等の不備が存する。
３

医療観察法に関連した日弁連における精神科医療の改善提言

日弁連は，2010 年 3 月，「精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書」を公
表し，医療観察法の問題を論じるに先立ち，精神医療一般の問題点の指摘と改善策につい
て意見を述べた。
（1）一般精神科医療の重点を「通院中心主義」とする方向への転換
まず，
「一般の精神科医療において，その医療の目標は，あくまで社会的入院の解消
と社会生活を営みながら受診できる医療の確立であることを確認し，入院は急性期医療
とその後の社会復帰策に対応するものに限局し，多職種チーム医療を実施できるよう
に，政策的に誘導すべきである。」と述べ，その為に通院中心の方向に大胆に予算をつ
け，保険点数を大幅に改定する必要があると論じた。
（2）退院促進調整官の新設
次に，退院を促進するために「厚生労働省は，精神科医療全般においても，社会復帰
調整官類似の制度として退院促進調整官（仮称）を新設配置し，社会的入院患者等の社
会復帰を促進するための支援を行うべきである。
」と述べた。
（3）強制入院患者への国費による弁護士援助制度の新設
第三に「一般精神科医療の中にあっても，強制入院の患者にはその入院期間中，退院
請求，処遇改善請求等，必要に応じて法律扶助等国費で弁護士の援助を求めることがで
きる制度を早急に新設すべきである。
」と提案した。
（4）国による退院促進事業の立ち上げ・推進
また，
「国は，さまざまな地域生活支援策を充実させ，10 万人に上る社会的入院患者
の退院促進事業を立ち上げ，相当の予算と人員を投入して，その社会復帰を責任をもっ
て進めるべきである。」と論じた。
これらの指摘については，一部は既に本節で精神疾患を有する患者に関する医療上の
問題点としてこれまで指摘してきた内容と重なるものであるが，精神障がい者が地域で
生活していく権利の保障という観点から，より福祉的な制度設計を求める改善提言とな
っている。
４

医療観察法改善策の具体的内容
上記 3 で指摘した日弁連の「精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書」で

は，医療観察法の問題点を詳細に指摘し，その対策についても論じている。本項目の最後
に，日弁連意見書における医療観察法改善策の具体的内容について主なところを指摘して
おくことにする。
（1）処遇要件の明確化
医療観察法は，精神科医療の補充的位置付けであることを規定上明確化し，真にこの
法律による医療を必要とする者のみを対象とするよう，処遇要件を限定する必要があ
る。
すなわち同法が「医療と社会復帰の法」であることを明らかにするため，第 1 に，法
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の目的や処遇要件等の条文から，「同様の行為の再発を防止」「同様の行為を行うことな
く」との文言を削除し，第 2 に，入院処遇要件においては，症状を中心に，対象者が急
性期を脱しきれず，自発的に医療を受けることが困難な状態にあることと，一般精神科
医療では社会復帰が促進されていない場合などに限定することを明確にすべきである。
（2）対象の限定
同法は，鑑定入院も含めて，個人の自由を拘束する点で，本質的に重大な人権制約で
あることから，対象行為を重大な他害行為に限定した。しかし，その運用実態において
は，検察官は，軽微な傷害をも対象として，同法の申立てを行っている実情を踏まえ，
対象行為中傷害については，重大な傷害や傷害致死に限るべきである。
（3）付添人の関与，権限の拡大・強化
対象者の処遇にとって重要な影響を持つ入院継続・退院の審判や再入院の審判では，
付添人を任意的に選任することができるとされているが，必要的に国選付添人を付する
べきである。当初審判においても，協力医の費用負担や，資料の謄写請求権，鑑定人と
の自由な意見交換，付添人の複数選任など，付添人の権限強化や費用負担の在り方を明
確に規定すべきである。
（4）鑑定入院中の医療と対象者の不服申立規定の整備
鑑定入院において，対象者等の同意を前提に，必要な急性期医療と社会復帰を目指す
医療行為を行うことを明記するとともに，身体拘束の許容要件と処遇改善請求権を規定
すべきである。
また，現行医療観察法は 72 条，73 条において，裁判所の鑑定入院命令に対する不服
申立事由が限定されているため，鑑定入院の必要性の有無についての不服申立権を規定
すべきである。
（5）保護観察所の関与をなくし，社会復帰調整官の基本権限の明文化
この法律の運用にあたっては，保護観察所の関与を完全に排除し，社会復帰調整官の
所属を法務省管轄の保護観察所から，厚生労働省管轄とすべきである。
また，社会復帰調整官は，当初審判段階から社会復帰条件調査にとどまらず，社会復
帰のための条件整備の業務を行う基本権限と責務を有しているというべきであるから，
このことを法文上明記することが不可欠である。付添人とともに対象者の社会復帰に向
けて活動することにより，できるだけ強制入院による地域との断絶を防ぎ，早期の社会
復帰を図りうるようにすべきである。
（6）医療と社会復帰促進の法として，特に，通院医療機関と社会復帰策の充実
指定入院医療機関においても弾力的な外出・外泊や，地域医療・地域社会との交流等
による可能な限りの解放処遇を可能とするよう法整備を行うべきである。
社会復帰支援策を含め，相当程度の予算を，指定通院医療機関にも適正に投入し，物
的設備の充実はもちろん，関係する専門家の育成なども含めて，医療と社会復帰の条件
整備を進め，必要な医療をより適切に提供できるようにすべきである。これを法的にも
明確にするとともに，省令による特定医療機関の扱いは直ちに取りやめ，この法律によ
る医療水準の向上，一般精神科医療・精神保健福祉の水準の向上を国の責務として附則
ではなく，法律の本文中に明記すべきである。
（7）裁判官関与の構造の再検討
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医療観察法は退院や処遇終了について，裁判所が関与する構造をとっているが，少な
くとも，退院審判，処遇終了審判については，医療判断によってなされるのが相当であ
ることから，判断対象と能力からみて裁判所が関与する構造が妥当か否かを思い切って
再検討すべきである。
（8）原審判断が治療可能性について誤った場合の救済措置の新設
指定入院医療機関に入院した対象者について，当初審判の基礎となる判断が疾病性や
治療反応性において誤っていたことが医療的に判明した場合，審判の確定力に柔軟性を
持たせ，対象者及び指定入院医療機関の長が原審裁判所に対し，一定期間内に限って，
「再度の考案」の申立てができることとする。この場合当初審判裁判所は原決定を取り
消し，新たな決定を行うことができるなどの方策を取り入れるべきである。
（9）再審規定と補償規定の新設
同法による処遇は，対象者の自由を奪うという不利益処分であることから，対象者が
対象行為を行ったことが処遇の前提要件であり，後に対象行為を行っていないことを証
明する新証拠が発見された場合などの救済のために再審規定を新設すべきである。
なお，現在は，却下決定や医療行為を行わない決定がなされた場合について，鑑定入
院による自由拘束に対して何らの補償規定がない。収容場所である鑑定入院先病院や指
定入院医療機関から帰宅することさえ保障されていない。よって，補償規定の新設・整
備が早急に必要である。
（10）対象者の権利保障等の充実
対象者が対象行為を行ったことの事実認定は，最低限でも，伝聞法則等の証拠法則，
裁判官の予断排除，法定合議事件の否認事件の場合の合議体による審理の保障などを採
用すべきである。
また，検察官の本法申立てには，申立てを行う時期の制限がなく，これが対象者を不
安定な状態におく要因となっている。検察官が申立てを行いうる期間について，勾留を
解かれたときから 2 週間以内に制限するなどの規定を設けるべきである。
（11）刑事手続と本法による審判手続が重なる不利益の解消
現行規定では，対象者は，審判と刑事裁判の双方を行き来する場合も容認される構造
となっている。
対象者のこのような手続負担を除去し，早期に必要な医療を受ける機会を保障するた
め，検察官が，刑事手続を選択した場合には，その後の結果に関わらず，医療観察法の
申立てを許さず，地域による精神医療に委ねるべきである。
また，検察官が心神喪失等であることを争わずに，本法の申立てがなされた場合は，
裁判所は責任能力における判断を行わずに，この法律による医療の必要性のみを判断す
べきであって，刑事事件としての起訴を許すべきではない。

参考文献・資料
・「精神科救急医療の機能評価と質的強化に関する研究」報告書，日本精神科救急学会
・第 1 回精神科救急医療体制に関する検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dkbw.html
・「精神科救急・急性期医療の現状と展望」有限会社 NOVA 出版，2008 年 5 月 2 日
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第 10 節
第１

刑事施設被収容者と患者の権利

はじめに

刑事施設における医療については，これまで多くの問題点が指摘されてきた。
特に，2002 年から 2003 年にかけて名古屋刑務所において発生した革手錠等使用による
深刻な人権侵害事件等を受け，2003 年 4 月に設置された行刑改革会議は，刑事施設にお
ける多くの問題点を指摘して提言を行ったが，同提案のなかで刑事施設医療の様々な問題
点も指摘され，具体的な提言もなされたところである。
しかし，刑事施設医療の厚生労働省への移管などの抜本的改革は見送られ，刑事施設医
療の改革は不十分なままであった。そのため，被収容者等からの医療に関する訴えは減少
するどころか増加する一方であり，各弁護士会や日弁連への人権救済申立事件でも医療に
関するものが急激に増加している。さらに，2007 年 11 月に徳島刑務所で特定の医師（医
務課長）が長期間にわたって医療の場で重大な人権侵害行為を行ってきた事実が発覚する
という深刻な事態も生じている。
さらに近時は，被収容者の慢性疾患に対する治療の重要性及び現状の体制の脆弱さも指
摘されている。例えば，日本矯正医学会が発行する「矯正医学」（2010 年 2 月，第 58 巻）
所収「刑事施設における最近 10 年間の疾病動向及び今後の課題について」では，「疾病別
では，C 型肝炎ウィルス感染者，肝がん，悪性新生物，精神作用物質使用・統合失調症・
気分（感情）障害・神経症性障害等の精神及び行動の障害，糖尿病，高血圧性疾患・虚血
性心疾患・脳血管疾患等の循環器疾患が増加してきており，これらの疾病に対する対応の
更なる充実強化とともに，被収容者の高齢化も踏まえ，リハビリテーションや終末期も含
めた医療体制の整備が必要と考えられた。」と記載され，「非休養患者数の増加は顕著であ
り平成 20 年は平成 10 年に比較し 206％…被収容者に占める比率も大幅な増加となってお
り，平成 16 年以降は約 60％が何らかの疾病等を有している。」「特に C 型肝炎ウィルス感
染患者の増加が著しい…肝がんは増加傾向を示している。」「肝疾患は，C 型肝炎ウィルス
による慢性肝炎が多く，またその進展した状態である肝硬変，肝がんとも少なからず認め
ることから，今後これらへの医療上の対応が重要となろう。平成 21 年度から C 型慢性肝
炎にり患した者に対するインターフェロン治療の対象が拡大され，施策上進展をみたが，
肝不全等のより進んだ病状への対応は外部医療機関で診療を受けることも多いと考えら
れ，これからの体制整備の要点となろう。」とされているところである。
刑事施設に収容される人たちに対しては，得てして社会から，
「一般社会と同等の医療
を提供する必要があるのか」といった感情的な声が生じがちである。そして，被収容者の
増加や医師不足の実態とも相まって，ますます刑事施設被収容者の医療を受ける権利は侵
害の危険性が高まっていると言える。
それゆえ，患者の権利を各論的に論じるにあたり，処遇法改正の方向性も視野に入れ，
刑事施設被収容者である「患者」の権利を論ずる意味は極めて高いと思われる。

第２

各弁護士会において警告・勧告等を行った人権侵害事例の類型

2003 年の名古屋刑務所革手錠事件を契機として，日弁連は，2003 年 11 月，
「受刑者の
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皆さんへ」と題するパンフレットを作成し，刑事施設被収容者からの人権救済申立が行い
やすくなるように努めた。その結果，被収容者からの人権救済申立は激増した。
それゆえ，激増する刑事施設被収容者からの申立，特に医療に関わる申立の増加に伴
い，2007 年 9 月，近畿弁護士会連合会では，「刑事施設被収容者の人権―医療に関する権
利を中心にして―」のタイトルでシンポジウムを開催し，医療に関わる申立として，どの
ようなものが存在するのかを分析検討し整理した。
そして，今般，当実行委員会は，過去 3 年間，全国の弁護士会で人権侵害事実があると
認めて警告や勧告等を行った事例を集積し，かつ，先に述べた近畿弁護士会連合会の整理
も参考にしながら，事案を以下のとおり分類した。
１

懈怠（アクセス障がい，診療・投薬の不備），外部診療の拒否

刑事施設に収容された人からの医療に関する訴えのうち，最も多いのは，適切な時期に
適切な診察・治療を受けることができないというものである。
末尾に整理した執行事案によれば，①長年にわたり幻聴を訴え，覚せい剤中毒後遺症及
び統合失調症と診断され継続的に薬物療法を受けていた受刑者が，刑務所入所時に幻聴や
耳鳴りを訴えたが精神科医による診察を受けることなく投薬を中止され，また，精神科医
の診察願いも却下されたというケースについて，精神科医の診察も受けさせずに投薬を打
ち切った刑務所の処置は不適切といわざるを得ず，よって，速やかに精神科医による診察
及び適切な治療を受けさせよるよう勧告した事案（事例 1・徳島刑務所）や，②受刑者が
左腹痛及び左背部痛を訴えていたが，4 日後にようやく診察を実施し尿路結石の疑いと診
断したケースについて，4 日間なんらの配置を施しておらず，速やかに診察が行われ，必
要な医療措置をとったとは言い難いので，今後医師の診察を必要とする受刑者に対して，
速やかに診察を実施するよう要望した事案（事例 5・金沢刑務所）
，さらに，③札幌刑務
所が肝硬変及び食道静脈瘤に罹患している受刑者に対し，適切な時期に腫瘍マーカー検
査，エコー検査，CT・MRI 検査，及び内視鏡検査を受けさせなかったケースについて，
適切な医療上の措置を講じるよう勧告した事案（事例 16・札幌刑務所）
，④富山刑務所
が，喘息の既往歴がある受刑者が，遅くとも 2009 年 6 月 4 日より，再三にわたり呼吸苦
及び右肺の痛みを訴えていたにもかかわらず，同月 23 日まで通常なされるべき診察検査
を行うことなく漫然と放置し，右肺気胸の発見治療を遅らせ，その後外部病院での検査結
果により，ようやく自然気胸，呼吸不全，呼吸困難等により手術が必要と診断されたとい
うケースについて，受刑者の申出を漫然と放置した行為が適切な医療を受ける権利を侵害
するとして勧告した事案（事例 23・富山刑務所）など，枚挙に暇がない。
これらの事案は，被収容者が刑事収容施設において適切な治療を受けることがいかに困
難であるかを示す典型的な事案であると言える。
２

症状の悪化と症状悪化に伴って生じる事実に対する懲罰，それによるさらなる症状の

悪化
刑事施設は，前述のとおり適切な医療を迅速に提供しているとは言い難いが，そのよう
な健康状態のときにも懲罰を実施し，さらに，その医療「懈怠」によって症状を悪化させ
た被収容者に対し，症状の悪化に伴って生じる事実を捉えて懲罰を課すことさえ存する。
― 201 ―

第５章 患者の権利の実情

例えば，① 2007 年 9 月 5 日から同月 10 日にかけて高松刑務所が当該受刑者に対して懲
罰を執行したケースについて，同人の健康状態が懲罰に耐えられないにもかかわらず，適
切な診察を怠り懲罰を執行し，さらに懲罰執行中，申立人が左肩を脱臼したのに同刑務所
職員が同事実を認識しながら適切な治療行為を受けさせずに懲罰を続行したと認定し，被
収容者に対して懲罰を執行する際は，適切な診察を行い，被収容者が懲罰に耐えうる健康
状態であることを確認した上で行い，懲罰執行中においても，受罰者の健康状態に配慮
し，負傷等により健康状態が悪化して懲罰に耐えられなくなった場合には直ちに治療行為
を受けさせる等適切な対応措置を取るよう，職員に対する指導・監督を徹底するよう警告
した事案（事例 1・高松刑務所）や，②在監前に覚せい剤中毒後遺症で 2 度の入院歴があ
る受刑者に対し，専門家による精神疾患の診断を受けさせることなく，怠業を理由として
懲罰を繰り返したことは適正手続を欠き，申立人に対し不当な身体的・精神的苦痛及びそ
の他の不利益を与え，社会復帰及びその更生を阻害する人権侵害のおそれがあり，早急に
申立人の精神疾患に関する専門家による診察を実施し，必要に応じた治療及び処遇をする
こと等を要望した事案（事例 2・鳥取刑務所）がある。
なお，過去 3 年間の事案ではないが，兵庫県弁護士会では，2001 年，未決勾留中の被
収容者が，平静より幻聴，不眠の症状を訴え，継続して精神安定剤等の処方を受けている
事実を拘置所において認識し，また，同人の，頭を壁にぶつけたり，房の扉を叩いたり声
を出したりといった懲罰対象行為時にも幻聴等の症状があったことを認識しながら，懲罰
手続において同人の精神状態を判断する際，精神科の専門医の診断も受けさせずに規律違
反行為に対する通常の抑止及び責任能力を有していたものと判断して懲罰に付したという
事案について，被収容者の規律違反行為が精神障がいに起因する疑いが極めて濃厚である
と判断し，同人の行為時及び処分時の精神状態を判断するにあたって専門医の診断も受け
させずに懲罰に付したものであって，かかる拘置所の行為は適正な手続的処遇を受ける権
利を侵害する行為であると認定し警告を行っている。
３

カルテ開示及び診断書作成の拒否
さらに，この間，刑事施設において全く改善されていないのがカルテ開示に関する拒否
的対応である。
人権救済申立の調査の際にも，刑事施設側はカルテ等の医療記録を一切開示しないとい
う対応をとっているが，これは医療を受ける者の基本的な権利を侵害するものであって，
極めて問題である。
この点，刑事施設がカルテ開示拒否の根拠とするのは，
「行政機関の保有する個人情報
の保護に関する法律」12 条において「何人も，この法律の定めるところにより，行政機
関の長に対し，当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する
ことができる」と個人情報開示の原則が定められている一方で，同法 45 条 1 項におい
て，刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報及び刑の執行に係る保有個人情報については
同法による開示の適用外と規定していることだと理解される。さらに，法務省が通知して
いる「被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令（法務省矯医訓第
816 号）」15 条において，「診療情報の提供は，口頭によるものとする。ただし，提供する
情報の内容の難易度，患者の理解力の程度等を勘案して特に必要と認めるときは，口頭に
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よる説明に加え，提供すべき情報を文書に記載して交付するものとする」と規定され，原
則として診療情報の提供は口頭によれば足りると理解されることも根拠としていると解さ
れる。
しかし，刑事被収容者処遇法 56 条は，「刑事施設においては，被収容者の心身の状況を
把握することに努め，被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため，社会一般の
保険衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとす
る」と規定するのであり，
「社会一般の…医療水準」に照らせば，患者の請求に応じてカ
ルテを開示することは極めて当然のことである。
よって，診療情報が同法 45 条 1 項に定める情報に該当するか否かについては，否定的
に解釈すべきである。そもそも，刑事収容施設内の医療に係る診療情報を，同条に定める
「刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報あるいは刑の執行に係る保有個人情報」と解し
て開示の例外と扱うことは合理的ではない。同条項の趣旨は，刑事事件に係る裁判や刑の
執行等に係る保有個人情報を開示請求等の対象とすると，当該個人の前科や刑事施設収容
歴が本人以外の者に明らかとなり，その社会復帰や更生保護上の不利益になるおそれがあ
るため，これを防止することにあるところ，診療記録は，刑事収容施設内における他の情
報が，管理，処遇等に係るものであることと異なり，純粋な医療上の措置に係るものであ
るため，上記趣旨に当てはまらないからである。ましてや本人からの請求について上記趣
旨が全く当てはまらないことは明らかである。
なお，福岡県弁護士会では，正当な医学的根拠なく導尿カテーテルの挿管を濫用してい
た事案につき，福岡刑務所に対し警告を行うとともに，カルテ開示を求め，法務省に対し
て「被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令（法務省矯医訓第 816
号）」15 条が刑事収容施設の被収容者に対する診療記録の開示を制限し，それを口頭によ
る情報提供にとどめているが，同規定は，被収容者が自己の医療情報にアクセスし，医療
において自己決定をする権利を侵害するものであり，かつ，人権侵害の可能性がある場合
に，その事実調査を困難にし，改善の措置を講じ，侵害された人権を救済・回復すること
を妨げ，将来の人権侵害を防止することを妨げるものであるから，速やかに上記訓令を改
め，被収容者が医療記録の開示を求めた場合にはこれを開示する取扱いにするよう勧告し
ている。なお，同勧告書では，仮に刑事収容施設内の医療にかかる診療情報が，「行政機
関の保有する個人情報の保護に関する法律」45 条 1 項に定める例外に該当するとしても，
それは単に同法 12 条以下の開示に関する規定が直接的に適用されないことを意味するに
過ぎず，国際準則上，刑務所内においても社会一般の医療の水準に沿った医療が保障され
るべきこと及び社会一般の医療における同一のルールに従って診療記録へのアクセスが保
障されるべきことからすれば，刑事収容施設内の医療においても，厚生労働省「診療情報
等の提供に関する指針」に従って，患者の請求に応じて診療記録が開示されるべきだと論
じている（事例 4・福岡刑務所）。
４

初歩的ミス（投薬ミス）
刑務所においては，投薬ミスが頻繁に生じている。

例えば富山刑務所では，受刑者に対して向精神薬 2 錠の投薬がなされるべきところ，職
員が誤って，同室の他の被収容者に処方されていた十二指腸潰瘍の錠剤 1 錠を投与したと
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いうケースが認められる。しかも富山刑務所においては，投薬ミスが頻繁に生じており，
警告がなされている（事例 4・富山刑務所）。かようなミスが連続的に生じるのは，カル
テを開示せず，第三者の検証や批判にさらされない密室的体質を有し，過去のミスを教訓
としない刑事施設内医療の姿勢が存するからである。
５

無診療処方

執行事案としての件数はさほど存しないが，刑事施設において恒常的に問題となってい
ると考えられるものとして無診療処方がある。医師は，自ら診察しないで処方箋を作成交
付することは許されない（医師法 20 条）。しかし，刑事施設においては過剰収容等を理由
に，医師の診断を前提とせずに薬が長期にわたって処方され投与されているのではないか
と疑われる。例えば，岡山刑務所では，2006 年上半期に 3 回程精神科医診断のもと向精
神薬を処方され，その後，2009 年 1 月 5 日まで医師の診断のないまま 3 回処方されてお
り，かかる処置は医師法 20 条に反すると指摘されている。向精神薬は性質上，投与量を
必要最小限となるよう慎重な観察を要する薬であり，無診察投与期間が 4 か月にわたるこ
とも看過できないため，長期にわたり医師が直接の診察をすることなく，医薬品を処方す
ることを防止する体制を整備することが要望されている（事例 1・岡山刑務所）
。なお，
同様の問題の指摘は，先に述べた近畿弁護士会連合会のシンポジウムにおいても，奈良少
年刑務所において認められている。

第３

国家賠償請求訴訟における人権侵害事例の類型

本項では，2000 年以降に出された刑事施設における医療の不備を問うた国家賠償請求
訴訟の裁判のうち，確認できた判決の一部を採り上げ，検討する。なお，かような国家賠
償請求訴訟の判決分析については，既に述べた近畿弁護士会連合会のシンポジウム「刑事
施設被収容者の人権―医療に関する権利を中心にして―」の報告書において多数採り上げ
分析されており，その検討を参照させていただいた（なお，上記報告書は，「刑事施設内
医療を考える―刑務所から見えるもう１つの医療問題」として現代人文社から発刊されて
いる。）
。
１

懈怠（アクセス障がい，診療・投薬の不備）外部診療の拒否

裁判所に対して国家賠償請求訴訟が提起された案件においても，弁護士会が警告等を行
なった人権救済申立事案とほぼ同様の特徴，共通点が認められる。
すなわち，刑事施設における過剰収容の悪化等に伴い，治療行為の懈怠が問題とされて
いるのであり，例えば，大阪地裁では，刑事被告人として堺拘置支所に未決勾留されてい
た男性が勾留執行停止を受けた 1 か月後に肝硬変を原因とする肝不全により死亡したこと
について，遺族が，同人の死亡は担当医師がＣ型肝炎に罹患していることを認識しながら
適切な検査や治療をなすべき義務を怠った過失によりＸの肝硬変を進行させて手遅れの状
態に至らせたためであるとして 770 万円の国家賠償を求めた事案について，Ｃ型肝炎の特
徴等に照らし定期的に肝機能検査等を実施すべき注意義務があり，それを怠った過失があ
る等と判示し，その上で本件医師が注意義務を尽くして診療行為を行っていたならば患者
がその死亡の時点でなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性は証明でき
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ないとして死亡との因果関係は否定する一方，医療水準にかなった医療が行われていたな
らばその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったと評価し，延命
の相当程度の可能性が失われたことによる慰謝料 300 万円の支払を命じている（事例 2・
堺拘置支所）
。
また，積極的に従前の医療や投薬を中止し死に至らしめている事案も認められる。
傷害致死事件の刑事被告人が東京拘置所において居房内に備え付けられた雑巾を嚥下し
自殺したことにつき，同人の母が，①東京拘置所の医師が 10 年以上にわたり被告人が処
方を受けていた投薬を打ち切ったこと，②同医師や東京拘置所職員が被告人の自殺防止措
置を怠ったこと，③東京拘置所職員が適切な救命措置を怠ったことの諸点について，国が
被告人の生命・身体の安全を確保すべき義務を懈怠した過失があり，その結果同人が死亡
したものであるとして，国家賠償法 1 条 1 項に基づき，損害賠償を求めた事案について，
東京地裁及び高裁は国の責任を認めている（事例 4−1 及び 2・東京拘置所）。
２
化

症状の悪化と症状悪化に伴って生じる事実に対する懲罰，それによる更なる症状の悪

さらに刑事施設においては，治療が充分にはなされていない上に，その治療放置に対し
て不満を述べたことによって処分を受ける，それにより更に症状が悪化するというケース
が認められる。特に精神疾患に関しては，治療がなされなかったが為に生じた精神疾患の
症状自体が規律違反行為として処分の対象になるという悪循環を生じさせている。
この点，松江地方裁判所で出された判決では，受刑者が入所後 6 日後にアルコール性離
脱症候群に起因する肺うっ血・腎不全により死亡した事故について，拘置所職員に適切な
管理を怠った過失及び非常勤嘱託医が入所後 5 日後まで診察しなかった点・診察後も転送
義務を怠った点に過失があったとして国家賠償責任を認めている（事例 1・浜田拘置支
所）
。

第４

刑事施設の問題点

刑事施設内では，十分な医療が提供されておらず，その為に症状の悪化が認められるケ
ースも存する。しかも，その症状（主に精神疾患における症状）の悪化を捉えて懲罰が課
されることすらある。また，精神疾患等においては，社会で服用していた薬の投与を医学
的根拠なく停止する場合も存する。
かような状況は，被収容者の高齢化が進み，慢性疾患を中心として何らかの疾病を有す
る被収容者が過半数を超えている現状では極めて由々しき問題であり，原因の分析と対策
が講じられねばならない。
１

過剰収容

刑事施設側からは，過剰収容や社会における医師不足（の反映）が原因であるとの説明
がなされることがある。しかし，それのみが原因だとするのでは不十分であり，以下の点
が理解されなければならない。
２

被収容者に対する差別意識
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まず，職員自身に「受刑者や被疑者・被告人に社会一般と同等の医療を受けさせる必要
はない」との感情や差別意識が存するのではないかと推測される。この感覚・意識は，人
命を助ける職責にある医師の一部においてさえ認められたと言わざるを得ない。
３

医療に関する知識・患者の権利に対する認識不足
次に，施設側において，患者の権利や医療自体について知識不足であることがあげられ

る。准看護師の資格を有する職員に対応させていることが多いが，資格は有しても十分な
経験や研修を経ていない職員にすべてを任せることは困難だと言うべきであり，医師さえ
専門とする分野以外について十分な判断を常に行い得るとは言えない。
４

医療よりも保安を優先させようとする意識

さらに，医療よりも保安が優越するという刑事施設における基本的な問題点も指摘でき
る。かかる問題を端的に示すものとして，本節第 2 の 2，第 3 の 2 の事例を挙げることが
できる。これらの事案は懲罰手続が治療に優先した事案であって，まさに医療よりも保安
が優先するという実態を窺うことができる。
５ 施設内ですべてを完結させようとする意識
「刑務所完結主義」とでも呼ぶべき意識・発想であり，刑務所のなかで必要なことは刑
務所自身が主体となってすべて処理しなければならないという考えが根強い。
かような考えは，刑務所を社会から隔絶された特殊な場所と位置づけ，それゆえ医療も
社会と同等の水準に達していなくてもやむを得ず，当然制約を受けるものだという意識へ
とつながっていく。
しかし，かような考えは，PFI 等が導入されるなどして刑務所改革が進んでいる今日，
当然改めていかなければならないものである。

第５

処遇法の問題点と改革の方向性

これまで述べてきたように，刑事施設内における医療は極めて脆弱であり，被収容者の
医療を受ける権利は侵害されやすい状況にある。
よって，日弁連は，2010 年 11 月，「刑事被収容者処遇法『5 年後見直し』に向けての改
革提言」を公表し，以下のとおりの意見を述べている。
１ 日弁連の提言内容
（1）基本理念
まず，第一に，刑事施設における医療の基本理念を明確にすることが求められる。
すなわち，刑事被収容者処遇法（以下本項では特に断らない限り「法」という。）56
条を「社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置
を講ずるものとする」と規定することが必要である。このように定めれば，刑事施設医
療にも，自由刑の執行による自由の制限という内在的制約を除けば，医療法，医師法，
薬剤師法等の医療法規が全面的に適用されなければならなくなるのであって，これに反
する規則，
「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令」をはじめとする各種の訓令，
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通達は全面的に廃止ないし見直さなければならない。
（2）具体的改革課題
次に，具体的な改善項目として，日弁連は以下の点を指摘している。
① 刑事施設内における医療の独立性確保
まず，医療の必要性判断が純粋に医療的見地から行われ，保安部門による介入をさ
せないという原則を確立すべきである。
現状では，被収容者からの訴えがあっても，迅速に適切な医療が提供されていな
い。医療の必要性は医師が判断し，明らかに必要性のない場合を除いて，診療の申出
のあった場合には必ず迅速に診療を行うべきことを法に明記すべきである。
② 医師・看護師等の医療関係者への研修の実施
現に刑事施設医療にたずさわっている医師，看護師等の医療関係者，また，今後任
用される医療関係者に対して，上記の基本理念についての研修を実施することも必要
である。また，次項に述べる外部医療機関の医療関係者に対しても，同様の内容の研
修を実施すべきである。
③ 外部医療機関への委託の推進
現在の「医師不足」や刑事施設における常勤医師不足の原因に鑑みれば，刑事施設
において常勤医師を確保する方向は非現実的である。
「刑事施設における業務委託の在り方」
（2008 年 8 月 18 日）においても，同じコス
トでも外部医療機関へ委託した方が充実した医療が実現できるとしている。そして，
2009 年 3 月 3 日，政府は，刑事施設における医療施設（医療刑務所以外は，医療法
上「診療所」に位置づけられる。）の管理を外部医療機関に委託し，労働者派遣法の
適用によって医師を確保する方策を閣議決定した。このような方法により，密室医療
の改革を目指すべきである。
④ 外部医療との提携強化
法は，
「刑事施設の職員である医師等」が医療行為を行うことを原則とし（62 条 1
項）
，刑事施設の長が必要と考えたときに刑事施設外の医療機関の診療を受けさせる
制度と定めている（同条 2 項）
。この規定は，刑事施設医療の密室性を担保するもの
であり，しかも，判断主体が刑事施設の長であることから，医療の独立性が確立して
いないことも示している。
それゆえ，同条を改正し，
「被収容者の医療に従事する医師」の判断により必要な
医療を実施するものとし，外部医療機関・薬局との提携が強化されなければならな
い。
⑤ 受刑者への診療情報提供の実効化，診療記録開示制度の創設
インフォームド・コンセント，診療記録へのアクセス権などの患者の権利を実効化
することも強く求められる。したがって，訓令を改正し，診療記録の開示が認められ
るようにしなければならない。
⑥

指名医診療の改革
以上の改革が実施され，必要な医療へのアクセスが保障されれば，指名医による診

療の必要性は，相対的に低くなると考えられる。しかしながら，患者たる被収容者が
当該医療を受けることを納得してこそ診療効果が上げられることに鑑みれば，一定の
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範囲で医療の選択権を認めていくことが必要である。
しかし，現在の指名医診療は，法律上の要件が厳しく（63 条 1 項），訓令上の要件
はより厳しくされているので，この指名医診療制度を改革することが必要である。
⑦ セカンドオピニオンを受ける機会の保障
社会一般の医療においては，患者の自己決定権を保障するため，セカンドオピニオ
ンを受けることが認められており，刑事施設医療においても，セカンドオピニオンを
受ける機会を保障することが必要である。
（3）刑事施設医療の厚生労働省への移管
刑事施設の被収容者も疾病に罹患したときは患者として医療を受ける権利を有するこ
と，刑事施設における医療についても医療法規が全面的に適用されること，刑事施設に
おける医療が保安や処遇から独立されるべきこと等に照らせば，刑事施設における医療
も，我が国における医療行政全般を所掌する厚生労働省の所管に移行されるべきであ
り，またあわせて被収容者への健康保険の適用を実現すべきである。
なお，この点については，諸外国の刑事施設医療改革の試みも参考にされるべきであ
る。
例えばフランスにおいては，刑事施設における感染症の蔓延が問題とされてきた。具
体的には肝炎やエイズの罹患者が刑務所のなかに多くみられるようになったのであり，
この点は，我が国の現状と一致する。そして，フランスではこのような問題意識を通
じ，刑務所に集まってくる人々は一般社会で通常の医療ネットワークに接する機会が一
番少なかった人たちであることが理解されるようになり，その人たちに対し医療の機会
を十分に提供することが基本であるという認識が広まっていったのである。
フランスにおいては，1994 年に刑事施設内の医療について改革が行われることにな
るが，そのポイントは，第一に，「保安からの医療の独立」であった。迅速に適切な医
療を提供するためには刑事施設の所長の指揮命令下にない医療体制を確立しなければな
らず，医師は，医師としての医療倫理にしたがって活動できなければならないというこ
とが強く意識されるようになっていった。そして，それが二つ目の矯正医療の「健康省
（厚生省）への移管」という問題につながっていったのである。なお問題は，そのとき
の予算をどう組むかということであるが，結局，塀の外の健康保険を刑務所内の診療に
も使うことができるようにする必要があるとされ，「社会保険（国民健康保険）の適
用」を行うべきだという第三の課題が取りあげられ，これらが一体のものとして 94 年
法で導入されたのであった。
また，イギリスにおいては，1980 年代に過剰収容による問題が指摘され始め，1986
年に PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ。公共サービスの提供に関す
る民間資金・事業の活用を指す。）が導入され，刑務所の民営化が進み，2006 年には施
設内の医療が NHS（ナショナル・ヘルス・サービス。イギリスの国営医療サービス事
業を指す。）下におかれるに至っている。
もちろん，これらの国と我が国とでは，医療提供体制等において基本的な部分に違い
が存し，すべてを同様に論じることはできない。しかし，過剰収容や感染症疾患を有す
る被収容者の増大，「保安からの医療の独立」という要請など，重要なポイントは共通
しているのであり，我が国において進むべき方向性に重要な示唆を与えている。
― 208 ―

第５章 患者の権利の実情

２

法律制定の必要性
以上のように検討してくるとき，単に処遇法の改正で足りるとは考えられない。刑事施

設に収容されている人といえども，疾病を有し医療を必要とする場合，社会における人た
ちと別異に解釈されることはないという視点とともに，そこで言う「患者の権利」がそも
そもどのようなものであるのかについて，基本理念に遡って理解する必要がある以上，ま
ず患者の権利法を制定する必要があることは言うまでもない。

第６

最後に

名古屋刑務所革手錠事件等を受け設置された行刑改革会議は，2003 年 12 月 22 日，「行
刑改革会議提言〜国民に理解され，支えられる刑務所へ〜」を明らかにし，そのなかで以
下のような指摘を行っている。
「かつて他人の人間性を踏みにじった受刑者の人権を尊重する必要などあるのかという
声も国民の中にあるかもしれない。また，受刑者のために一層のコストをかけることに対
して抵抗感を抱く国民もいるかもしれない。しかし，我々は，受刑者の人権を尊重し，改
善更生や社会復帰を図るために施す処遇を充実させることに要するコストを無駄なものと
は考えない。むしろ，今，必要不可欠なものである。なぜなら，この改革において実現さ
れる処遇により，受刑者が，真の意味でも改善更生を遂げ，再び社会の担い手となるべ
く，人間としての自信と誇りをもって社会に復帰することが，最終的には国民全体の利益
となるものと考えるからである。受刑者が真の意味での改善更生を遂げ，社会に復帰する
ためには，その処遇において受刑者の人間性が十分に尊重されることが不可欠であり，い
やしくも行刑施設内において，受刑者の権利がないがしろにされていることがあってはな
らない。
」
我々は，等しく医療を必要とするものである被収容者の権利が万全に保障されるよう制
度改革等に努めなければならず，そのための基本理念として，医療の提供を主体的に受け
る者としての患者の権利法の制定が不可欠だと考える。
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（別紙１）各弁護士会において警告・勧告等を行った人権侵害事例
（凡例）
事例〇
（1）弁護士会
（2）執行内容
（3）執行年月日
（4）施設
（5）要旨
第２−１

懈怠事案

事例１
（1）徳島弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 3 月 26 日
（4）徳島刑務所
（5）申立人は徳島刑務所収容中の受刑者である。長年にわたり幻聴を訴え，覚せい剤中
毒後遺症及び統合失調症と診断され継続的に薬物療法を受けていた。刑務所入所時に幻
聴や耳鳴りを訴えたが精神科医による診察を受けさせないまま投薬を中止し，また，精
神科医の診察願いも却下した。これらの処置は不適切といわざるを得ず，よって，速や
かに精神科医による診察及び適切な治療を受けさせるよう勧告した。
事例２
（1）大阪弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 3 月 28 日
（4）大阪刑務所
（5）申立人が夜間に吐血・下血の事実を訴えたのに対し，「夜中やから医師もおらんの
で，明日の朝もう一回言え」と申立人の訴えに取り合わず，何ら適切な医療措置を講じ
なかった刑務所職員の措置は人権侵害に当るものであり，今後このような事態のないよ
う周知徹底するよう勧告した。
事例３
（1）大阪弁護士会
（2）要望
（3）2008 年 3 月 28 日
（4）大阪刑務所
（5）申立人は大阪刑務所収容中の受刑者である。持病として気管支喘息を有しているた
め，非ピリン系の鎮痛剤を求めたがアスピリン以外の非ピリン系の鎮痛剤は扱っていな
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いと回答されアスピリンの処方しかされなかった。アスピリンは喘息患者に投与した場
合にアスピリン喘息発作を発生させる可能性があるので，喘息患者から申し出があった
場合には，アスピリン以外の非ピリン系の薬剤を処方できるよう適切な施策をとること
を要望した。
事例４
（1）大阪弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 3 月 28 日
（4）大阪刑務所
（5）申立人は大阪刑務所収容中の受刑者である。大腸の結腸部分の異常により高度の便
秘症であり，排便のために少なくとも週に 2 回の浣腸をしなければならないが，そのた
めに医師による適切な診察・処置を求めているにもかかわらず診察などを受けられな
い。早急に医師による診察治療を受けさせるよう勧告した。
事例５
（1）金沢弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 5 月 26 日
（4）金沢刑務所
（5）申立人が左腹痛及び左背部痛を訴えていたが，4 日後に診察を実施し尿路結石疑い
と診断された。4 日間なんらの措置を施しておらず，速やかに診察が行われ，必要な医
療措置を執ったとは言い難い。そこで，今後医師の診察を必要とする受刑者に対して，
速やかに診察を実施するよう勧告した。
事例６
（1）徳島弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 7 月 9 日
（4）徳島刑務所
（5）申立人は，刑務作業中に発生した喧嘩により，右目と鼻を強打された。鼻は治った
が，右目については，中心部がぼやけてみえるようになってしまった。そこで，右目の
症状について訴えたが，2 回の診察ともに，ごく簡単なものにとどまっており，投薬等
の具体的な治療はなされず症状が快方に向かっていない。申立人を「刑事施設の外の病
院または診察所に通院」（刑事被収容者処遇法 62 条 3 項）させる必要があるとして勧告
した。
事例７
（1）第二東京弁護士会
（2）勧告
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（3）2008 年 7 月 15 日
（4）府中刑務所
（5）申立人は，右足首関節・右肩関節に激痛が起こるようになったため，診察願いの願
せんを府中刑務所へ数回にわたり提出したが，医師による診察は行われず，
「インナミ
ットクリーム（経皮鎮痛消炎剤）
」を処方するのみであり，何らの適切な治療等も行わ
れず，放置されてしまった。申立人の訴えがあったと認める時点から，既に 1 年 3 か月
も経過しており，直ちに，医師による適切な診察を受けさせるべきであり，診察待ちが
1 年以上の医療体制を改善することが必要であるとして，勧告した。
事例８
（1）横浜弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 8 月 28 日
（4）横浜刑務所
（5）申立人は横浜刑務所の受刑者であり，入所時から指にあった疣（いぼ）を通常行わ
れている液体窒素による治療で取り除こうとしたところ，治療が受けられず，疣が増殖
している。またＣ型肝炎に感染している人と過去に注射のうち回しをしており，刺青も
入れていることから，肝炎に感染していないか不安であるため，血液検査を願い出た
が，受けられなかった。また，頻尿症で夜に何度も目が覚めてしまうので，治療を願い
出たが，睡眠薬が出るだけで，きちんと治療を行ってもらえない。できるかぎり早急に
血液検査等必要な検査を受けさせるべきであり，専門医による治療を行わせるよう勧告
した。
事例９
（1）栃木県弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 11 月 5 日
（4）栃木刑務所
（5）申立人は医務受付及び医師に対し，診断書（左脳内出血及び大脳半球間裂髄膜腫の
疑いがある）を提出した上で，頭部の CT 検査等を口頭で要望し，さらに所長に対し，
監獄人権センターを通じて要望書を送ったが，上記検査及び診察を受けさせてもらえな
い。検査及び治療のできる医療機関において診断を受け，頭部 CT 検査等の検査を受
け，適切な治療を受けさせるよう勧告した。
事例 10
（1）大阪弁護士会
（2）勧告及び要望
（3）2008 年 11 月 21 日
（4）大阪拘置所
（5）申立人は，未決拘禁者として大阪拘置所に収容中，アレルギー性鼻炎・歯痛・あせ
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もの各症状を訴えて医師による診察ないし投薬を求めたが，速やかにこれを受けられ
ず，かつ実施された医療行為も不十分なものであった。大阪拘置所に対して，今後未決
被拘禁者が身体の異常を訴え医師による診察や投薬を希望した場合には，速やかに医師
に受診させ，投薬を含めた適切な医療行為を受けさせるよう勧告（法務大臣に要望）し
た。
事例 11
（1）鳥取県弁護士会
（2）要望
（3）2008 年 12 月 25 日
（4）鳥取刑務所
（5）逮捕以前から右目に重度の白内障を患っていた申立人は，刑務所に収監されている
間に，鳥取赤十字病院の診察を受け「手術をしてもいい頃だ」との診察を受けたにもか
かわらず，鳥取刑務所医務課長が許可を出さないため手術を受けることが出来ず，日常
生活に支障を来たしている。申立人が早急に白内障の手術を受けることができるよう手
配することを要望した。
事例 12
（1）大阪弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 2 月 6 日
（4）大阪刑務所
（5）申立人は，不眠，食欲減退，精神不安を訴えたところ，2006 年 11 月 13 日，内科
医によって診察され，抗うつ剤，睡眠薬，精神安定剤を処方された。その後，平成
2007 年 4 月 29 日，無意識に自殺を企図した。しかし，同年 6 月 8 日には投薬の一部が
中止され，以後，現在まで適切な診察・投薬治療を受けられていない。そのため収容者
からの要望があれば，速やかに専門医（精神科を含む）による診察を収容者が受けられ
ること，今後，専門医による診察が迅速に受けられるよう体制を整備することを要望し
た。
事例 13
（1）兵庫県弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 3 月 26 日
（4）姫路少年刑務所
（5）申立人は，入所時から睡眠剤と抗うつ剤の処方を希望していたが拒否された。2008
年 6 月 30 日頃から投薬されるようになったが，あわない薬の変更を希望したところ，
投薬が中止され，再開されても症状が改善されないような投薬が行われた。被収容者に
対する投薬の是非等についての医療行為を変更する理由を，当該被収容者の納得が得ら
れるよう，医学的観点から十分に説明するよう要望した。
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事例 14
（1）仙台弁護士会
（2）勧告
（3）2009 年 7 月 15 日
（4）仙台拘置支所
（5）申立人は，仙台拘置支所に在監中である 2005 年 6 月 20 日に歯科治療願いを提出し
たにもかかわらず，仙台拘置支所は，その後約 6 か月もの間，申立人に歯科治療を受け
させなかった。速やかに歯科治療を受けさせるよう勧告した。
事例 15
（1）徳島弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 9 月 25 日
（4）徳島刑務所
（5）申立人は，深刻な精神症状が継続している可能性が存する一方で，精神科医の診断
が精神病であるか否か判断が分かれている以上，申立人に治療が必要か否かを判断する
ために，今一度，別の精神科医による慎重な診療を実施させる必要があるとして，速や
かに精神科医による適切な診察及び治療を受けさせるよう要望した。
事例 16
（1）札幌弁護士会
（2）勧告
（3）2009 年 10 月 2 日
（4）札幌刑務所
（5）札幌刑務所が肝硬変及び食道静脈瘤に罹患している申立人に対し，適切な時期に腫
瘍マーカー検査，エコー検査，CT・MRI 検査，及び内視鏡検査を受けさせなかった。
適切な医療上の措置を講じるよう勧告した。
事例 17
（1）東京弁護士会
（2）警告
（3）2009 年 10 月 28 日
（4）東京拘置所
（5）申立人は，15 歳の頃からリウマチ，尋常性乾癬，乾癬性関節炎に罹患し，四肢の
運動が困難であり，身体障がい者 1 級要介護認定を受けている。申立人が東京拘置所に
対し自弁によるコルセットの使用を求めたのに対し，約 1 か月間，使用を認めなかった
こと，及び，申立人は右手第 4 指が内側に変形し，爪が手掌に食い込んでおり，その傷
口が化膿して血膿が毎日出る状態にあるが，東京拘置所が，同指について，外部の病院
での人工関節置換術を認めなかったことは人権侵害にあたるとして，申立人について直
ちに外部の病院での人工関節置換術を行うとともに，今後，二度とこのような人権侵害
― 214 ―

第５章 患者の権利の実情

行為に及ぶことがないよう警告した。
事例 18
（1）徳島弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 11 月 25 日
（4）徳島刑務所
（5）従前より服薬していたパニック障がい，うつ病の投薬治療を求めたが満足な投薬を
されず，吐血時も放置され，医師や職員から不適切な発言をされていたという申立てで
あり，これに対し，診察頻度を少なくとも月に 1 回にして適切な治療を受けさせるよう
要望した。
事例 19
（1）大阪弁護士会
（2）勧告
（3）2009 年 12 月 14 日
（4）大阪拘置所
（5）申立人は交通事故により前歯が欠損したため，一般の歯科にてブリッジを装着して
いた。大阪拘置所にてブリッジが離脱した際に拘置所の歯科医師によって再装着がなさ
れたが，疼痛を感じたため，義歯の使用を前提とする治療を申し出た。しかし，医師は
ブリッジの再装着は設備の問題で不可能である旨を説明し，抜歯による治療法やブリッ
ジの除去を勧めた。申立人は「残りの歯が 5 本なので，抜歯を行うと義歯が使えなくな
る」と考えて治療の拒否をしたため，通常の食事も摂取できなくなってしまった。弁護
士に相談した結果，大阪拘置所より外部医療機関受診のための保釈許可が決定される
が，抗告により「緊急性や必要性は認めがたい」と保釈請求を却下され，さらに「入れ
歯にする治療はできないが，それまでの治療なら所内で可能」とのことで，食事がとれ
るならばと治療を要求したところ，差し歯を削られブリッジがはがれやすくなってしま
った。このため，口に指を入れて歯を押さえないと会話ができない状態となり，食事も
取れなくなり，体重が減少した。血液検査では貧血状態・低栄養・低血糖・脱水が認め
られた。外部医療機関による治療の措置を採るよう，また，被収容者の衛生及び医療に
関する訓令及びその運用について周知徹底するよう勧告した。
事例 20
（1）東京弁護士会
（2）警告
（3）2010 年 2 月 16 日
（4）府中刑務所
（5）前立腺肥大症のため留置式カテーテルを使用していた申立人は，出血・うみ・痛み
を訴えて自己導尿式カテーテルに変更した。その後，自力排尿が困難になったため導尿
処置を三回申し出たが，府中刑務所が申立人の申し出を長期間放置して申立人に対する
― 215 ―

第５章 患者の権利の実情

迅速な導尿措置を怠ったため，排尿が困難になった期間中，申立人の膀胱又は尿道は傷
ついた状態であった。それゆえ二度このようなことがないよう警告した。
事例 21
（1）第二東京弁護士会
（2）勧告
（3）2010 年 3 月 4 日
（4）東京拘置所
（5）1 型糖尿病の疾患を持つ申立人は，それまで治療で投与されていたインスリンが東
京拘置所では認められず，2 型糖尿病で投与されるインスリンが使用されていた。申立
人の依頼により専門医が 1 型の治療にふさわしいインスリン投与の必要があることを明
記した診療情報提供書を東京拘置所に提出するも，処方は変更されなかった為改善を勧
告した。
事例 22
（1）大阪弁護士会
（2）要望
（3）2010 年 3 月 26 日
（4）大阪刑務所
（5）申立人は仮歯の状態が悪く，咀嚼に支障をきたしており，消化不良のために消化剤
を度々もらっていた。大阪刑務所内の歯科診療にて仮歯の補修を要請したが，大阪刑務
所は所内での治療が不可能だとしてその要請を拒絶した。申立人は指名医制度を利用し
た歯科診療の受診を口頭で希望したが，大阪刑務所は「申請用紙を使わなかった」と正
式な申し出として扱わなかった。また，申請用紙を使用しての申し出が必要だという説
明をせず，結果として 1 年半以上もの間，咀嚼に支障を生じたままの状態を強いられ
た。それゆえ今後，被収容者の歯の状態に応じた社会一般水準の医療措置を行うととも
に，所内での対応が不可能な場合は，指名医制度の利用が円滑になされるよう，受刑
者・医師・保健助手・その他職員に申請方法を周知徹底させ，刑事被収容者処遇法 63
条が定める要件を限定的に解釈しないよう要望した。
事例 23
（1）富山県弁護士会
（2）勧告
（3）2010 年 6 月 24 日
（4）富山刑務所
（5）申立人は，富山刑務所の在監者であるが，喘息の既往歴があった。遅くとも 2009
年 6 月 4 日より，再三にわたり呼吸苦及び右肺の痛みを訴えていたにも拘わらず，同月
23 日まで通常なされるべき診察検査を行うことなく漫然と放置し，右肺気胸の発見治
療を遅らせ，苦痛を与えた。その後申立人は外部病院での検査結果により，自然気胸，
呼吸不全，呼吸困難等により手術が必要と診断され，後日ドレナージを受け，通院を重
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ね，治療は終了している。しかし，当初の申立人の申し出を漫然と放置した行為は，適
切な医療を受ける権利を侵害するものである。刑事施設において専門的治療は不可能と
反論するが，本件ではＸ線検査は可能であったとして，適切な医療体制の構築を行うよ
う再発防止措置を講ずるよう勧告した。
事例 24
（1）福岡弁護士会
（2）勧告
（3）2010 年 12 月 2 日
（4）福岡刑務所
（5）福岡刑務所が，申立人が入所した時点で，拘置所において精神安定剤や睡眠導入剤
等の薬物処方を受けていた旨の申し送りを受けており，申立人が薬物処方を受けていた
ことを知っていたにも拘わらず，入所時，精神科医の診察なしに，これらの薬物をすべ
て中止したという事案である。
福岡県弁護士会は，かような措置は，申立人の適切な医療を受ける権利を侵害し，症
状の悪化や禁断症状あるいは離脱症状の発症の可能性がある危険な状態においたもので
あると認めた。さらに申立人が，薬物処方中止後に，少なくとも 8 回の呼吸困難症状を
訴え，かつ，しびれ，腹痛，めまい，喉の痛み，みぞおちの痛み，のどの出血等症状の
訴えも増加し，不安神経症状及びそれによる身体症状が悪化しているとも受け取れる状
況に陥り，その症状を訴えて精神科医の診察及び精神安定剤や睡眠導入剤の処方を求め
たにも拘わらず，精神科医の診察がされたのは，申立人の入所から約 9 か月後であり，
この点においても，申立人の適切な医療を受ける権利を侵害したと言わざるを得ないと
判断した。そのうえで，今後，①受刑者につき，入所前に精神安定剤や睡眠導入剤等の
処方がなされていた場合においては，入所時，精神科医の診察を受けさせた上で，薬物
の処方や経過観察について判断し，安易に薬物の処方を打ち切り，受刑者を危険な状態
におかないよう留意すること，②そのような既往歴のある受刑者が精神科医の診察を希
望した場合には，速やかに精神科医の診察を受けさせ，症状の聴き取りや経過観察を十
分に行い，薬物の処方等を検討すべきとを勧告した。
第２−２

症状の悪化と症状悪化に伴って生じる事実に対する懲罰，それによるさらなる
症状の悪化

事例１
（1）香川県弁護士会
（2）警告
（3）2008 年 12 月 24 日
（4）高松刑務所
（5）2007 年 9 月 5 日から同月 10 日にかけて高松刑務所が申立人に対して懲罰を執行し
た際，申立人の健康状態が懲罰に耐えられないにもかかわらず，適切な診察を怠り懲罰
を執行した。また懲罰執行中，申立人が左肩を脱臼した際，同刑務所職員は，この事実
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を認識しながら申立人に適切な治療行為を受けさせずに懲罰を続行し，申立人の苦痛の
訴えにも何ら適切な対応措置を取らなかったことは人権侵害に当たると認定した。その
うえで被収容者に対して懲罰を執行する際は，適切な診察を行い，被収容者が懲罰に耐
えうる健康状態であることを確認した上で行い，懲罰執行中においても，受罰者の健康
状態に配慮し，負傷等により健康状態が悪化して懲罰に耐えられなくなった場合には直
ちに治療行為を受けさせる等適切な対応措置を取るよう，職員に対する指導・監督を徹
底するよう警告した。
事例２
（1）鳥取県弁護士会
（2）要望
（3）2008 年 12 月 26 日
（4）鳥取刑務所
（5）申立人は鳥取刑務所の在監者であるが，在監前に覚せい剤中毒後遺症で二度の入院
歴があったが，①鳥取刑務所に服役し精神疾患を有する可能性がある申立人に対し，専
門家による精神疾患の診断を受けさせることなく，怠業を理由として懲罰を繰り返した
ことは適正手続を欠き，申立人に対し不当な身体的・精神的苦痛及びその他の不利益を
与え，社会復帰及びその更生を阻害する人権侵害のおそれがあり，早急に申立人の精神
疾患に関する専門家による診察を実施し，必要に応じた治療及び処遇をすること，②精
神疾患を有する可能性のある受刑者に対しては，早急に専門家による診察を実施し，必
要に応じた治療及び処遇をすることを要望した。
第２−３

カルテ開示，診断書作成拒否

事例１
（1）和歌山弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 1 月 23 日
（4）和歌山刑務所
（5）要望の際，医療記録開示に応じない和歌山刑務所の非協力的な対応を今後善処する
よう申し添えた。
事例２
（1）札幌弁護士会
（2）勧告
（3）2009 年 7 月 22 日
（4）月形刑務所
（5）申立人は，他の受刑者からの暴行による受傷につき，月形刑務所内で診察を受けた
ことから，暴行を受けた受刑者に対する刑事告訴及び民事訴訟のため，診断書の交付を
求めたところ，警察，裁判所，弁護士以外には交付しないとしてこれを拒まれた。その
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ため，申立人の権利を侵害する不当な処置であるとして，受刑者から診療情報の提供の
求めがあった場合には，受刑者の権利に配慮し，適切に対応するよう勧告した。
事例３
（1）仙台弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 9 月 16 日
（4）宮城刑務所
（5）申立人は 2005 年 10 月 17 日，運動期間中に左足太股を怪我し，医師の診断を受け
病舎にて安静にしていたが，同月 25 日には工場に戻された。痛みが残っていたため，
2006 年 12 月 20 日に宮城刑務所に対し当時の医師の診断書を求めたが，診断書の交付
を拒否された。医師法 19 条 2 項は，診察をした医師は，診断書の交付を求められた場
合は，正当な理由がなければ，これを拒んではならないとしている。受刑者も日本国憲
法によって保障された基本的人権や法的に保護された利益を享受しうるのが原則であ
り，その制限は，矯正，強化，監獄内の秩序維持等の在監目的に照らし，必要最小限に
とどめなければならない。拒む合理的な理由がない限り診断書を交付する取扱いをする
よう要望した。
事例４
（1）福岡県弁護士会
（2）警告及び勧告
（3）2010 年 9 月 10 日
（4）福岡刑務所
（5）福岡刑務所に在監する複数の受刑者から，不必要な導尿カテーテルを挿管されたと
の申立がなされた事案である。福岡弁護士会は，一連の行為が日本国憲法 13 条及び刑
事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 56 条に違反する重大な人権侵害行為に
該当すると判断し，同刑務所に対し二度とこのような行為が繰り返されないよう，上記
人権侵害行為に関与した医師らに対し厳正な措置を採るとともに，直ちに導尿カテーテ
ルの使用実態をはじめとする施設内医療処遇に関する調査を実施し，同種人権侵害行為
の再発防止を徹底するよう警告した。
そして国に対しても今後二度とこのような行為が繰り返されることがないよう，直ち
に全国における刑事収容施設における導尿カテーテルの使用実態をはじめとする施設内
医療処遇に関する調査を実施して同種人権侵害行為の再発防止を徹底するとともに，刑
事収容施設内における診療体制の強化やそれに必要な制度や予算の構築も含めた適切な
再発防止措置を講ずるよう勧告し，併せて調査の過程においてカルテ開示に協力しなか
ったことを踏まえ，
「被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令
（法務省矯医訓第 816 号）」15 条が被収容者に対する診療記録の開示を制限しており，
被収容者が自己の医療情報にアクセスし，医療において自己決定をする権利を侵害する
ものであり，速やかに上記訓令を改め，被収容者が医療記録の開示を求めた場合にはこ
れを開示する取扱いにするよう勧告した。
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第２−４

初歩的ミス

事例１
（1）鳥取県弁護士会
（2）要望
（3）2008 年 1 月 25 日
（4）鳥取刑務所
（5）申立人は鳥取刑務所収容中の受刑者である。申立人に配布されるべき投薬について
刑務官による投薬ミス・配布ミス等があり，これを服用した申立人は血液検査を要する
等の精神的苦痛を被り，また幻聴やフラッシュバック等がおきるようになった。薬の投
薬ミス・配布ミス等が受刑者の生命，身体に重大な結果をもたらすおそれのある危険性
に鑑みて，投薬ミス・配布ミス等が起きないように，現状の態勢を改善し，防止措置を
早急に整備するよう要望した。
事例２
（1）富山県弁護士会
（2）警告
（3）2008 年 6 月 26 日
（4）富山刑務所
（5）申立人は，処方の向精神薬 2 錠の投薬願をしたところ，富山刑務所職員は，誤っ
て，同室の他の被収容者に処方されていた十二指腸潰瘍の錠剤 1 錠を投与した。投薬の
同日，申立人は，吐き気，頭痛及び胸部から下腹部のかゆみがあった。申立人が，誤投
薬された胃薬（シメチジン）は，重大な副作用としてアナフィラキシー症状を引き起こ
すこともありえる薬剤であり，指定薬袋に記載された氏名と申立人が同一であることを
確認しなかったという基本的な作業ミスが認められ，投薬に関しては厳重な注意をもっ
て当るべきは自明であるとして，警告した。
事例３
（1）横浜弁護士会
（2）勧告
（3）2008 年 8 月 28 日
（4）横浜刑務所
（5）2007 年 5 月 9 日，頭痛に対して医務診断で処方された薬を 2 日間服用したところ，
湿疹・体中が腫れ上がる等のアレルギー反応が出た。土日をはさみ服用から 5 日後に再
度医務診察を受け，注射と飲み薬が処方され，その後数回にわたり医務診察を受けた
が，5 月 27 日頃から両足の爪が剥がれはじめ，最終的にはすべての爪が剥がれた。こ
の間抗ヒスタミン剤やステロイドの投与等のアレルギー反応に対する治療は行われなか
った。なお，当初より薬の処方の際，医師からのアレルギーの有無についての確認はな
かった。よって，改善を求めるべく勧告した。
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事例４
（1）富山県弁護士会
（2）警告
（3）2009 年 1 月 22 日
（4）富山刑務所
（5）申立人は，富山刑務所職員により誤投薬を受けた。投薬間違いは 2006 年 10 月に始
まり，今回で 4 度目であるとして警告した。
事例５
（1）兵庫県弁護士会
（2）要望
（3）2009 年 3 月 17 日
（4）神戸刑務所
（5）申立人は，2001 年 11 月頃からメニエール病及び自律神経失調症と診断され，2009
年 3 月 17 日現在も治療中であるが，神戸刑務所では，被収容者の健康を保護するため
の処方箋受け渡し体制を十分に整えておらず，被収容者に誤った処方薬が渡された事例
も報告されている。そのような薬により，健康被害を生じさせる恐れがあり，このまま
の状態を続けることは，適切な医療を受ける権利（日本国憲法 13 条，25 条）を侵害す
るものであり，被収容者に対する処方薬の受け渡し体制を改善するよう要望した。
事例６
（1）兵庫県弁護士会
（2）警告
（3）2009 年 6 月 24 日
（4）加古川刑務所
（5）躁鬱病に対する治療の一環として，2007 年 6 月 19 日，申立人に対し麻酔すら使用
せず電気ショック療法を実施したことについて，二度と実施しないよう警告した。
事例７
（1）島根県弁護士会
（2）勧告
（3）2009 年 7 月 30 日
（4）松江刑務所
（5）申立人は，在監中に他の受刑者に処方された薬を誤って投薬された。相手方刑務所
では，平成 19 年度及び同 20 年度で，本件を含めて 13 件の誤投薬が確認されており，
解決策を講じ，再発防止に努めるよう勧告した。
事例８
（1）兵庫県弁護士会
（2）勧告
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（3）2010 年 5 月 20 日
（4）神戸刑務所
（5）薬剤の誤投与は人の生命・身体に直接影響を及ぼすものであり，慎重な運用が要求
される。また，当刑務所は誤投与の事実が過去複数回あり，約 4 か月前当会より要望を
出していたにもかかわらず本件の誤投与が起こり，真摯な対応がなされているか疑問で
ある。よって，改善の徹底をはかるよう勧告した。
第２−５

無診療処方

事例１
（1）岡山弁護士会
（2）要望
（3）2010 年 5 月 17 日
（4）岡山刑務所
（5）申立人は，岡山刑務所に在監する受刑者であり，2006 年上半期に 3 回程精神科医
診断のもと向精神薬を処方され，その後，2009 年 1 月 5 日まで医師の診断のないまま 3
回処方されたが，かかる処置は医師法 20 条に反する。
向精神薬は性質上，投与量を必要最小限となるよう慎重な観察を要する薬であり，無
診察投与期間は 4 か月にわたることも看過できない。よって，今後，長期にわたり医師
が直接の診察をすることなく，医薬品を処方することを防止する体制を整備することを
要望した。
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（別紙２）国家賠償請求訴訟における人権侵害事例
（凡例）
事例〇
（1）裁判所
（2）事件番号
（3）判決年月日
（4）出典
（5）施設，被収容者の地位
（6）事案概要・判決要旨
（7）判決文中重要判断部分
（8）その他
第３−１

懈怠事案

事例１
（1）東京地方裁判所
（2）平成 10 年（ワ）第 10130 号
（3）平成 15 年 2 月 13 日
（4）LEX／DB 文献番号 28081356
（5）福岡拘置所，被告人
（6）刑事事件の被告人として福岡拘置所に勾留されていた原告（Ｘ）が，拘置所の医師
らが，Ｘがベーチェット病に罹患していたことを認識していたにもかかわらず，内服薬
及び点眼薬を投与したのみで，適切な治療を受けさせることなく拘置所外の眼科専門医
の治療を受けさせなかったため，同病の悪化により左目が失明し，右目の視力が著しく
低下した旨主張し，金 1 億 498 万円の国家賠償を求めた事案である。
本判決は，ベーチェット病に関する知見は医師の専門領域を問わず一般的普遍的に知
られているものとした上で，医師はベーチェット病に罹患していた被収容者に対しては
健康診断及び診察を行うのみならず失明の可能性があることを十分に考慮し内服薬の投
与等を行いつつも眼科専門医による診断と治療を受けさせるべきであり，とりわけ発作
等の眼症状が著明かつ重篤に生じた場合には，速やかに外医受診・転送の必要性を拘置
所長等に具申しそのための措置を講ずべき注意義務を負うとした。そして，拘置所の医
師らは，この注意義務を怠ったとして原告の請求を一部認めた。
なお，Ｘの病状申告の懈怠等をとらえて 2 割の過失相殺を認めている。
事例２
（1）大阪地方裁判所堺支部
（2）平成 12 年（ワ）第 401 号
（3）平成 16 年 12 月 22 日
（4）判例タイムズ第 1211 号 46 頁
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（5）堺拘置支所，被告人（傷害，覚せい剤取締法違反）
（6）刑事被告人として堺拘置支所に未決勾留されていた男性（Ｘ）が勾留執行停止を受
けた 1 か月後に肝硬変を原因とする肝不全により死亡したことについて，遺族が，Ｘの
死亡は担当医師がＣ型肝炎に罹患していることを認識しながら適切な検査や治療をなす
べき義務を怠った過失によりＸの肝硬変を進行させて手遅れの状態に至らせたためであ
るとして，770 万円の国家賠償を求めた事案である。
具体的には，拘置所医師は入所時の健康診断等でＸを慢性肝炎と診断したが，投薬治
療の必要性までは認めず経過観察とし，入所後約 11 か月間肝機能検査を行わなかっ
た。
本判決は，投薬治療等をすべき治療義務までは認めなかったが，自然治癒がほとんど
なく緩除に肝硬変へと進行することが多いＣ型肝炎の特徴等に照らし定期的に肝機能検
査等を実施すべき注意義務がありそれを怠った過失がある等と判示し，その上で本件医
師が注意義務を尽くして診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点でなお生存
していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性は証明できないとして死亡との因果関
係は否定したが，医療水準にかなった医療が行われていたならばその死亡の時点におい
てなお生存していた相当程度の可能性があったといえ，延命の相当程度の可能性が失わ
れたことによる慰謝料 300 万円の支払を命じた。
（7）国側は，拘置所においては間断なく被拘禁者を管理監視しており病態の変化の把握
が容易であるから自由な環境下の社会生活時ほどの頻繁な検査は必要でなく，現実にＸ
から体調の悪化を申し出た事実はないことを主張した。
これに対し裁判所は，拘置所においては担当医師が常時ないし頻繁に被収容者を観察
往診するわけでもなく定期的に検査を実施する必要性の程度は一般社会におけるのと何
ら異ならないと判示した。
（8）本判決については国側が控訴しているが，その後の状況を確認できなかった。
事例３（棄却判例ではあるが，裁判官 2 人の反対意見が付されているので紹介する。
）
（1）最高裁判所第一小法廷
（2）平成 17 年（受）第 715 号
（3）平成 17 年 12 月 8 日
（4）最高裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）
（5）東京拘置所，被疑者
（6）拘置所に勾留中の者（Ｘ，脳梗塞発症時 56 歳）が脳梗塞を発症し重大な後遺症が
残った件について，拘置所での当初診断時に転送していたとしても脳梗塞の治療法であ
る血栓溶解療法の適応があった間に転送先の医療機関において同療法を開始することが
可能であったとは認めがたく，東京拘置所における転送するまでの医療措置は脳梗塞の
患者に対して通常行われる手順に従っており全般的に妥当なものでＸを速やかに転送し
ていたとしてもＸの後遺症の程度が軽減されたという事情は認められないという理由
で，速やかに外部の医療機関に転送していたならば重大な後遺症が残らなかった相当程
度の可能性が証明されたとはいえないとして国家賠償責任が認められなかった。
（7）本判決については，裁判官 2 人の反対意見が付されている。反対意見は，①拘置所
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の医師はＸを初めて診断した時点でＸが急性期の脳卒中患者であることは認識していた
か，少なくとも認識し得たものというべきであること，②当時の東京拘置所の医務部が
急性期の脳卒中患者に対して医療水準にかなった適切な検査，治療等の医療行為を行え
る態勢にないことも当然に認識していたというべきことからすると，東京拘置所の医師
はＸについて脳血管障がいの専門医による医療水準にかなった適切な検査，治療等の医
療行為を行うことができる医療機関へ直ちに移送し，適切な医療行為を受けさせる義務
があったのであり，同医師らはこれを怠ったのであり，これによりＸは専門医による医
療水準にかなった適切な検査，治療等の医療行為を受ける利益を侵害されたといえ，同
利益侵害に係る精神的損害を賠償する責任があるべきとした。
（8）反対意見と本判決の結論の違いは後遺症という結果を被侵害利益ととらえるか適切
な治療を受ける期待権を被侵害利益ととらえるかという被侵害利益のとらえ方によるも
のといえる。
事例４−１
（1）東京地方裁判所
（2）平成 15 年（ワ）第 9953 号
（3）平成 17 年 1 月 31 日
（4）―
（5）東京拘置所，被告人
（6）本件は，傷害致死事件の刑事被告人であった者が東京拘置所において未決勾留中で
あった際に居房内に備え付けられた雑巾を嚥下し自殺したことにつき，同人の母である
原告が，①東京拘置所の医師が，被告人が 10 年以上処方を受けていた投薬を打ち切っ
たこと，②同医師や東京拘置所職員が被告人の自殺防止措置を怠ったこと，③東京拘置
所職員が適切な救命措置を怠ったことの諸点について，国家賠償法 1 条 1 項に基づき，
損害賠償を求めた事案である。
東京地裁は，投薬の中止に関し，まず「未決勾留者については，刑事訴訟法上いわゆ
る無罪の推定が働くものであるから，その勾留による自由の制限は必要にして十分な限
度にとどめられるべきものであり，この観点からすると，未決勾留者といえども，国民
が一般に社会生活上享受すべき水準の，専門的資格のある医師による治療を受ける機会
を不当に制限される理由はおよそないから，被告は，前記安全確保義務の一環として，
疾患を有する未決勾留者に対し，医師による適切な治療を受ける機会を提供すべき義務
を負うというべきである。そして，拘置所の医療体制下において被告の公務員たる医師
が行う診療行為は，未決勾留者において，外部の医師を任意に選択し自由にその診療を
受けることや携行の医薬品を拘置所内に持ち込みこれを自由に使用することが制限され
るなど，他の診療措置を選択する余地がない状況において行われるものであることに鑑
みれば，国家賠償法上の公権力の行使に当たるということができる。」と論じた上で，
「拘置所の医師は，従前の診断内容やこれに基づく投薬措置が特に不合理と認められな
い場合には，投薬を変更ないし中止すべき特段のあるいは緊急の必要性が存在しない限
り，基本的には，従前，専門医の診断に基づき行われていた投薬措置（ないしはこれを
含む治療）を継続すべき義務があると解するのが相当である。その意味において，拘置
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所の医師による投薬措置を含む診療行為に関する裁量の範囲は拘置所外におけるそれと
比べ限定的なものであると考えるべきであり，従前の診療方針の変更ないし中止の態様
等によっては前記安全確保義務に違反する過失を構成しうるものと解される。
」と判断
した。
そして，本件へのあてはめについて，担当した医師が，
「わずか 1 回のしかも 20 分か
ら 30 分間の診察を行ったのみで，従前の投薬を中止する必要性に関する特段の説明を
行わず，したがってこれについて被告人（匿名化した。以下同様）の理解や同意を得る
こともないまま，リタリンのみならず一切の抗うつ薬の投与を打ち切っている。このよ
うな形で従前顕著な薬効があった（ことに本人はそのことを強く信じている）リタリン
等の投与が突然中止されるならば，同人においてその投薬を受けられないことによる不
安感，焦燥感が急激に増大したことは想像に難くない。」と評価し，医師がリタリン等
の投薬を中止したこと，副看守長が居房から本件雑巾を撤去しなかったこと，副看守長
らが異常を発見した後，速やかに気道確保及び人工呼吸を行わなかったことの諸点にお
いて，安全確保義務を怠った過失が認められると判断した。
但し，被告人の自殺という結果は，リタリン等の投薬の中止のみによって通常発生す
る程度，範囲を超えているということができ，かつ，自殺したことには同人の心因的要
因が寄与しているといえるとして，過失相殺（3 割）を行った。
事例４−２
（1）東京高等裁判所
（2）平成 17 年（ネ）第 1185 号
（3）平成 18 年 11 月 29 日
（4）―
（5）事例４−１に同じ
（6）事例４−１の東京地裁判決に対し，国は控訴したが，東京高裁においても国の主張
は認められなかった。すなわち東京高裁は，精神疾患においては薬剤の効用にかなり個
人差があることを認めたうえで「Ｎ医師が長期間にわたる試行錯誤の結果，リタリンと
抗うつ剤の併用が病状に適することを見出したものであり，実際にリタリン等を処方す
るようになって，抑うつ気分の発現を含む症状により社会生活を送ることが困難であっ
たものが，日常生活をほぼ支障なく送ることが可能となる程度に症状が改善しているこ
とからも，その機序については未解明な点があるものの，リタリン等の薬効により症状
が改善したものと認めるのが相当である」と述べ，
「リタリン等を投与することが不適
切であるとの事情は認め難いのであり，リタリン等の投与を中止すべき必要性，緊急性
はなかったというべきである。そして，前認定のとおり，一般に，精神科の診療実務に
おいては，患者の医師に対する信頼が重視され，また，薬効にかなりの個人差があるこ
とが知られているほか，行動や感情の障害を取り除くために処方される薬の服用を中止
するに当たっては，離脱現象や反跳現象が起こり得るため，処方の変更は徐々に行うこ
とが適切であるとされているのであって，これらのことに照らすと，Ｏ医師の診療上の
判断については，当時のリタリンに関する知見等にかんがみ最終的にはその投与を打ち
切ることを考慮した場合であっても，従前の刑事施設におけるものを含む診療歴等も踏
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まえると，まずはリタリン等の投与量を減少させて症状を観察すべきであったのに，不
眠以外には医師の診療を要する症状は存在しないものと判断し，リタリン等の投与を全
面的に中止し，専ら不眠についての対応しか行わなかった点において，不適切なもので
あったと認めざるを得ない。」と判断した。
また，過失相殺については，衡平の観点から認めるべきではないと判断した。
第３−２
状の悪化

症状の悪化と症状悪化に伴って生じる事実に対する懲罰，それによる更なる症

事例１
（1）松江地方裁判所
（2）平成 8 年（ワ）第 123 号
（3）平成 14 年 1 月 30 日
（4）判例タイムズ 1123 号 115 頁
（5）浜田拘置支所，受刑者（死亡時 43 歳，道路交通法違反（酒気帯び運転）
，懲役 2
月）
（6）受刑者が入所後 6 日後にアルコール性離脱症候群に起因する肺うっ血・腎不全によ
り死亡した事故について，拘置所職員に適切な管理を怠った過失及び非常勤嘱託医が入
所後 5 日後まで診察しなかった点・診察後も転送義務を怠った点に過失があったとして
国家賠償を命じた事案である。
なお，アルコール離脱症候群とは，アルコールが常時体内に存在することに適応して
いた体が，アルコールの存在していない元の状態に再適応していく過程にみられる中枢
神経抑制作用に対する反跳現象をいう。
具体的に本件は入所時検診については，拘置所職員の判断で非常勤嘱託医の都合のつ
く日に行えばいいと判断し，受刑者に幻覚症状があらわれ暴れるようになってからは保
護房に拘禁したが，非常勤嘱託医は電話での連絡を受け，水を十分に飲ませるように指
示したものの入所後 5 日後まで実際に診察しなかったものである。
（7）国側が，非常勤の嘱託医に国家賠償法上の注意義務違反が認められるか否かについ
ては，医師が開業医であることを考慮すべきであると主張した。
この点について本判決は，行刑施設のあり方，国の予算等の事情から施設について嘱
託医を採用することもやむを得ない面があることは否定できないとした。しかし，拘禁
者は，そもそもどこの受刑施設に拘禁されるか選択できない上，拘禁されれば自己の意
思に基づき任意に診療機関を選択することができないことに鑑みれば，国としては被拘
禁者が拘禁された施設如何により，受ける事ができる医療的措置に差異の生じないよう
に配慮することが要請されている。しかも，開業医を嘱託医とした場合には被拘禁者の
診療行為に支障の出ることが容易に予想されるのであるから，嘱託医と密に連絡をと
り，転医等が円滑にいくように配慮すべきであると判示した。
（8）アルコール離脱症候群の死亡率は最近では 1％とされているが，これは一般的身体
管理が行き届いた結果であり，食事不摂取及び不眠の継続による体力の低下などにより
身体防御機能が失われ重大な合併症を伴い死亡する危険があるのであり，一般的身体管
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理を怠れば死亡する危険性が増大すると述べる部分もあり，この点は刑務所における医
療の特殊性を考慮して判断しているといえる。なお本判決については控訴されず確定し
ている。

参考文献・資料
・近畿弁護士会連合会人権擁護委員会「刑事施設内医療を考える―刑務所から見えるもう
一つの医療問題」，現代人文社，2009 年
・日本矯正医学会「矯正医学」58 巻 2−4 号合併号，2010 年
・日本弁護士連合会「刑事被収容者処遇法『5 年後見直し』に向けての改革提言」（2010
年）
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第 11 節
第１

被験者と患者の権利

人対象研究

現代の医療は，医薬品や医療機器を抜きに語ることはできないが，医薬品や医療機器を
開発する過程では，人を対象に，医薬品や医療機器の候補物質を実際に試して品質や有効
性や安全性を検証する「臨床試験」を実施する必要がある。
臨床試験のうち，薬事法に基づき，医薬品や医療機器を製造販売するための厚生労働大
臣の承認を得る目的で行うものを「治験」という。また，人を対象とする研究には，臨床
試験以外にも，症例の観察を通じて治療方法を研究する「臨床研究」を初め，幅広い「医
学研究」が存在する。「人対象研究」とはこれら，人を対象とするすべての研究をいう。
人を対象とする研究は，医学・医療の発展にとって重要なものであるが，未知の危険を
伴い，人間を研究目的のための手段として用いるものであるから，それ自体が人権に対す
る侵害となりうる。人間を単なる道具化・手段化しないよう抑制することが極めて重要で
ある。

第２

歴史の教訓と被験者保護の原則

被験者保護の原則は，医学・医療の進歩の名のもとに行われた非人道的な研究に対する
反省によって形づくられてきた。
被験者保護の必要性を最も強く人類に認識させたのは，第二次世界大戦下でナチスがユ
ダヤ人などに対して行った非人道的な人体実験である（日本軍の 731 部隊も中国において
生物兵器の開発のために非人道的な人体実験を行っている。
）。この人体実験に対する反省
から，1947 年，「ニュルンベルク綱領」が定められ，1964 年，世界医師会第 18 回総会に
おいて「ヘルシンキ宣言」が採択された。
また，米国では，黒人に対する梅毒感染実験「タスキギー事件」の反省から，生物医科
学と行動研究における被験者の保護のための国家委員会が，1979 年に「ベルモント・レ
ポート―研究における被験者の保護のための倫理原則とガイドライン」を公表した。
その後，1982 年に，国際医科学団体協議会（The Council for International Organizations
of Medical Sciences：CIOMS）が，
「人を対象とする生物医学研究の国際倫理指針」を定
めるなどして，被験者保護に関する普遍的な倫理原則が形成され，さらに，多くの国で
は，独自の法規範を設けている。
被験者の人権としては，生命・自由・幸福追求権（日本国憲法 13 条），インフォーム
ド・コンセントの権利，プライバシー権及び情報セキュリティーを求める権利（同 13
条），生命，自由及び身体の安全に対する権利（世界人権宣言 3 条），法の下の平等（日本
国憲法 14 条，国際人権社会権規約 2 条 2 項，国際人権自由権規約 26 条）などがある。
今日では，ナチスのようなあからさまな非人道的研究が行われることはなくなったが，
医療の対象はかつてないほどに広がり，多種多様な医薬品や医療機器が医療現場で用いら
れるようになっている。このことは，それだけ多くの多様な臨床試験・臨床研究が行われ
ていることを示しており，そこには被験者の保護をめぐる課題がある。
以下，詳述する。
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第３

被験者保護をめぐる諸問題

１ 人対象研究の公正さをめぐる問題
（1）被験者の権利
人を対象とする研究は，最善かつ安全な医療のために行われなければならず，研究の
内容が，目的に照らした合理性を有し，研究によって期待される利益が起こりうるリス
クを上回るなど，研究それ自体において，倫理的・科学的な公正さを備えていなければ
ならない。
これを欠く研究は，参加する被験者全員を無駄なリスクにさらすだけでなく，適切な
治療の機会を奪い，被験者の権利を根底から脅かす。公正さを欠く研究は，いかに個別
に被験者のインフォームド・コンセントを得ていようとも，正当化されることはない。
したがって，被験者の権利を実質的に保護するには，インフォームド・コンセント等の
問題に先だって，研究それ自体が公正であるか否かが，問われなければならないのであ
る。
（2）具体的な問題点
しかし，実際は，問題がある場合が少なくない。具体的には，以下のとおりである。
① 臨床試験の対照薬として，標準的な治療薬ではなく，プラセボ（偽薬）が過剰に
使用されている。既に標準的な治療薬がある以上，それを上回る有用性を示す場合で
なければ，被験者を危険にさらして臨床試験を行う意味は乏しい。しかし，既存薬と
比較するより，プラセボと比較する方が，有効という結果を出しやすいことから，プ
ラセボが多用されているのである。
② 臨床試験において，対象薬や医療機器の有効性を判断する指標として，治療上の
利益である真の評価指標ではなく，代替評価指標が多用され，過大に評価されてい
る。
例えば，抗がん剤であれば，延命効果や QOL（生活の質の向上）が真の評価指標
であり，腫瘍縮小効果（反応率）は代替の評価指標に過ぎない。また，糖尿病治療薬
であれば，心筋梗塞や脳卒中などの合併症の減少が真の評価指標であり，血糖値低下
は代替評価指標に過ぎない。
代替評価指標を用いる臨床試験の方が，早期に結果を出せるが，腫瘍が縮小して
も，延命効果や QOL の改善があるとは限らないということに代表されるように，代
替評価指標は真の評価指標に代わるものではない。真の評価指標による試験を先延ば
しにして代替評価指標による試験を繰り返すことは，被験者をいたずらにリスクにさ
らすことに他ならない。
③ 有効性を判断する方法として，他剤と比較した優越性試験が優先されるべきであ
るのに，同等性または非劣性試験が多用されていることも問題である。
④ 試験薬・試験機器による副作用であると評価すべき症例を原疾患の悪化によるも
のと評価して試験薬等のリスクを過小に評価することもしばしば問題となる。これは
試験中止の判断も誤らせる危険がある。
⑤ 有効性を示した臨床試験の結果のみを公表し，否定的な結果は公表しないという
「パブリケーション・バイアス」や，臨床試験報告書の「ゴースト・ライティング」
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の問題，試験の結果について実施者にとって都合のよいように歪めて解釈する「スピ
ン」も人対象研究の公正さを脅かす深刻な問題である。
（3）利益相反
このような問題が生じる背景には，研究者と製薬企業との「利益相反」（Conﬂict of
Interest：COI）問題がある。
「利益相反」とは，製薬企業等との経済的な関係が，研
究者の私的な利益（金銭・地位・利権など）と，公正な臨床試験・臨床研究を行うとい
う目的との衝突（相反）を生み，公正さを損なう危険を生む状態を指す。
経済的な関係は，臨床試験や臨床研究の正当な実施料を得る場合だけではなく，機器
や消耗品，株式や未公開株の提供，特許権の共有・譲渡，講演料の受領，顧問や雇用関
係を締結すること等によって生じる。賄賂など不正な目的を有する場合でなくとも，研
究者が意図しなくとも，経済的な関係が公正さを歪める可能性があることは多くの実例
や研究によって示されている。臨床試験や臨床研究の資金の多くが製薬企業によって賄
われ，国が産学連携を推進していることなどが，利益相反が生じやすい環境に拍車をか
けている。この現状は各国共通である。
利益相反について問題提起をした著名な事件は，1999 年に，米国で起きたゲルシン
ガー事件である。当時 18 歳のゲルシンガーは，ペンシルベニア大学における臨床研究
に参加して死亡したが，その後の調査で，対象薬の過去の重篤な副作用が FDA に報告
されていなかったこと，同人が試験参加の適格規準を満たさず，同人へのリスクの説明
も十分でなかったこと，臨床試験の責任医師とペンシルバニア大学が，試験のスポンサ
ー企業の株式を保有し，そのことが被験者に知らされていなかったこと等が判明したの
である。米国では，この事件を契機として利益相反を管理するためのルールの策定が促
進された。臨床研究に関する国際的な倫理基準である世界医師会のヘルシンキ宣言は，
2000 年のエジンバラ改訂で既に利益相反に関する規定を設けている。
日本においても，利益相反について以下のような問題が生じている。
① 大阪大学医学部付属病院で遺伝治療薬の臨床試験を担当した医師が，治療薬を開
発したベンチャー企業アンジェス MG から未公開株を取得していた事件があった
（2004 年）。
②

多くの副作用死を出した抗がん剤イレッサに関する使用ガイドラインを改訂した

日本肺癌学会の使用ガイドラインの作成委員会委員の利益相反の問題がある（2005
年）。このガイドライン改訂は厚生労働省が指示し，添付文書に反映されたものであ
るが，ガイドライン作成委員会委員の半数以上がイレッサの臨床試験に関与し，複数
の委員がイレッサの製造販売企業であるアストラゼネカ社提供の宣伝記事等に関与
し，特に委員長は同社の宣伝記事でイレッサについて「副作用が少ない」とコメント
していた。また，判明しているだけでも委員の半数以上が所属する NPO 法人に同社
から多額の寄付があり，少なくとも 1 人の大学講座に同社から奨学寄付金が寄付され
ていたことなどが明らかになっている。
③ 異常行動による副作用死を出したインフルエンザ治療薬タミフルに関しては，厚
生労働省の「インフルエンザに伴う随伴症状の発現状況に関する調査研究」の主任研
究者の大学の講座に，タミフルの輸入販売元の中外製薬から多額の「奨学寄付金」が
寄付されていたことが問題となった（2007 年）。
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前記日本肺癌学会の利益相反については，国会質問等で取り上げられ（2008 年），ま
た，タミフルの事件が社会的な注目を集め，これを契機として，厚生労働省の薬事食品
衛生審議会の利益相反管理ルールの策定の他，我が国の利益相反に関する各方面での利
益相反管理ルールの策定が促進された。
（4）人を対象とする研究の公正さを確保するための制度提言
以上の各問題点を改善するには，研究倫理審査委員会等による，個別の人対象研究の
審査に基づく対応だけでは限界があり，制度的な対応が必要である。
例えば，研究開発目的設定に患者や市民の関与を求めること，医薬品の承認には 2 つ
以上の比較臨床試験の実施を求め，1 つは当該製薬企業とは独立の組織が実施すること
を求めること，企業から独立した臨床試験の実施をサポートする公的な基金を創設する
こと（イタリアの政府機関 AIFA では , 企業のプロモーション費用の 5%の拠出を求め
て基金を創設して臨床研究を支援している。厚生労働省の薬害肝炎事件の検証と再発防
止のための医薬品行政のあり方検討会も基金創設を提言している。），新薬の承認に付加
価値の証明を要求すること等の制度の整備と改善が必要である。
特に以下のものは重要である。
① 臨床試験登録の義務化と範囲の拡大
臨床試験登録は，都合のよい結果のみを公表する前記パブリケーション・バイアス
に対する対応策として提唱されたが，2004 年，米国において , 抗うつ剤パキシルに
ついて，グラクソ・スミスクライン社が 18 歳未満の思春期・小児での有効性が認め
られず，かえって自殺企図のリスクが増加することを示す臨床試験を隠蔽したことが
発覚し，ニューヨーク州が同社を提訴したことを契機に促進された。この事件後，海
外の著名医学雑誌の編集者が，今後，自由にアクセスできるインターネット上の公的
な臨床試験データベースに登録をしていない臨床試験については掲載しない旨の共同
声明を出し，各国で臨床試験を登録するためのウェブサイトが設けられ，我が国で
も，大学病院医療情報ネットワーク（UMIN），（財）日本医療センター（JAPIC）
，
（財）先端医療進行財団の臨床研究センターなどの登録サイトがスタートした。また，
国際製薬団体連合会（the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
and Associations：IFPMA，日本の製薬工業協会も加盟する。
）は，「臨床試験登録簿
及びデータベースを介した臨床試験情報の開示に関する共同指針」を定め登録を促進
している。
しかし，臨床試験計画や健常人を対象とする第Ｉ相試験が登録対象範囲となってお
らず，登録も試験開始前が必須とはされていないなど不十分である。
また，登録は厚生労働省の定める臨床研究に関する倫理指針に規定されるのみで，
法的義務ではない。米国では，FDA 再生法 2007（FDA Revitalization Act 2007）の
下，臨床試験登録を義務づけた。我が国でも登録義務付けや登録内容の拡大が必要で
ある。
②

情報公開の促進
臨床試験に関する情報公開は，現在，治験に関しては，審査報告書，申請資料概要

（新薬承認情報集），薬事・食品衛生審議会の議事録・資料，副作用報告症例の概要，
市販後調査の結果等が，承認後に独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）
― 232 ―

第５章 患者の権利の実情

のウェブサイトで公開されている。前記国際製薬団体連合会の「臨床試験登録簿及び
データベースを介した臨床試験情報の開示に関する共同指針」に基づき登録されれ
ば，一定の内容につき公開される。治験以外の臨床試験情報も，国が保有するものは
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）に基づく情報公開請求の
対象にもなる。
しかし，問題は，いずれにおいても，知的財産権保護という名目で，公開されない
情報が多いという点である。例えば，臨床試験の参加医療機関名や臨床試験の実施期
間などは企業の営業秘密であるとして非公開（黒塗り）となっている。
また，情報公開請求に対しても，厚生労働省は，情報公開法 5 条 2 号イに規定する
「当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが
ある情報」に該当するという理由で非開示とする消極的姿勢をとっている。
なお，厚生労働省が，情報公開法に基づいて開示を求められた「医薬品副作用・感
染症症例票」のうち，「患者の年齢」，
「職業」，
「症状及び処置等の経過等」，「担当医
等の意見」などを非開示（黒塗り）とした処分について，内閣府情報公開・個人情報
保護審査会において，そのほとんどを開示すべきとした例がある。
一方，抗がん剤イレッサの臨床試験報告書に関する不開示処分を争った訴訟では，
1 審（東京地裁）
，2 審（東京高裁）とも，非開示事由を規定した同法 5 条 2 項イの
「公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な
利益を害するおそれがあるもの」に該当するとして，厚生労働大臣の処分を適法とし
た（上告受理申立不受理により確定）
。同法 5 条 2 項は，非開示事由に該当する場合
でも，但書において，
「人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にするこ
とが必要であると認められる情報」を非開示にできない場合として規定しているが，
この該当性を否定したのである。
そもそも臨床試験に関する情報は，医学や医療に役立つ医薬品の開発を願って参加
する被験者によって提供されたものであって「公共性」を有している。従って，厚生
労働省は，国民の生命・健康の保護を最優先と位置づけて開示すべきである。また，
情報公開法の規定の仕方も見直すべきである。なお，前記イレッサの臨床試験報告書
については，薬害イレッサ損害賠償請求訴訟において，文書提出命令の申立がなさ
れ，大阪地裁は文書提出命令を出した。
③

利益相反管理の強化
利益相反については，ヘルシンキ宣言にも規定があるが，日本では，具体的に，

「利益相反ワーキンググループ報告書」
，
「疫学研究に関する倫理指針」
，
「臨床研究に
関する倫理指針」
，「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」
「厚生
科学研究における利益相反の管理に関する指針」等によって，規律されている。
その内容は，一定の金額の受領や顧問関係の締結等の一定地位について公開を求
め，臨床試験への関与自体を制限する場合についても規定するものとなっている。
前記のタミフルに関する事件を契機として厚生労働省により作成された「厚生科学
研究における利益相反の管理に関する指針」は，厚生科学研究費の申請前に大学等所
属機関の利益相反委員会の審査を受けることを求めるものであって，大学等が利益相
反規定を設けて利益相反を管理する体制を整備することを促進している。しかし，ど
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のような管理規定をつくるのかは各大学にゆだねられており，その内容や実行状況等
は把握されておらず，実態の検証が必要である。
米国では，2010 年にオバマ政権下で成立した「患者保護及び医療費負担適正化法」
（Patient Protection and Aﬀordable Care Act）に，サンシャイン条項と呼ばれる条
項を設け，2013 年から，製薬企業や医療機器企業は医師や研修病院に対する 10 ドル
（約 1000 円）以上の支払いを市民が見ることのできるデータベースに公開しなければ
ならないこととした。日本にも同様の制度の創設を検討すべきである。
２

研究倫理審査委員会

（1）研究倫理審査委員会
被験者の人権を守るためには，各臨床研究・臨床試験について，第三者による倫理審
査が行われることが必要である。これは普遍的な原則であるが，我が国では，治験につ
いては GCP 省令，治験以外の臨床試験，臨床研究については，臨床研究に関する倫理
指針で規定されている。また，我が国の場合は，倫理審査に当たる研究倫理審査委員会
は，施設内審査委員会（Institutional Review Board：IRB）がほとんどである（以下，
我が国の研究倫理審査委員会を「IRB」という。）。治験審査委員会と呼ばれることが多
いが，被験者保護の観点からは，治験だけではなく，治験以外の臨床試験，臨床研究が
すべて審査されることが必要である。
（2）研究倫理審査委員会（IRB）の実態と課題
IRB は，個々の臨床研究・臨床試験において，臨床試験や研究の設計の科学的妥当性
の他に，倫理性についても幅広く審査する役割を担い，被験者の権利を保護するうえ
で，極めて重要な位置づけにある。しかし，我が国では IRB に関する登録制度がない
ため，IRB の数や運営実態が把握されていない。
この点，「福岡県における研究倫理審査委員会の実態調査―IRB メンバー教育システ
ムの構築を目指して」笹栗俊之他は，IRB の実態と課題を示す貴重な研究である。同調
査は，福岡県の全 IRB を調査対象とし，2006 年 9 月から 2007 年 2 月にかけて実施さ
れ，137 の委員会が解析の対象となった。そして，実態調査の結果から，例えば，以下
のような問題点を指摘している。
① 構成：施設長が含まれる IRB や，施設長が委員長を務める IRB が多数存在し，
「一般市民を代表する者」として当該施設の事務局などが安易に選ばれている。
②

審査対象：IRB は，治験のみを審査すると考えている施設が多く，すべての臨床

研究が審査されていない。
③ 実施方法：研究当事者の同席の下で裁決し，保留という結論をとることが多い。
④ 審査基準：ヘルシンキ宣言や臨床研究に関する倫理指針が挙げられることが多か
ったが，倫理原則をよく示す CIOMS の国際倫理指針は知られておらず，結局，多く
の IRB は，何のマニュアルも用いず「手ぶらで」審査している状況にある。
⑤
⑥

審査内容：リスク対利益の評価に関する具体的判断基準をもっていない。
教育・研修：多くの IRB が委員教育の機会をほとんど持っていない。

（3）改善策
これらの問題点を克服するために，同報告書では，①徹底した臨床試験の登録制度の
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導入，②日本の実情に即した倫理原則やチェックリストを倫理指針とともに掲載した審
査マニュアルの必要性，④中央 IRB の確立，⑤ IRB のネットワーク化，委員の研究・
研修プログラムの開発と教育の必要性，⑥ IRB の登録制度の必要性等を指摘している。
また，IRB の最大の問題は，審査の質が保証されていないことであり，審査の質を保証
するには，審査の基準となる倫理原則を定め，それに基づく標準的な審査方法を作成す
ること，及び，IRB 委員のために，倫理審査に関する教育・研究の機会を設けることが
必要であると指摘している。
この研究は福岡県におけるものであるが，全国的な傾向を反映しているものと思わ
れ，貴重な実態調査の結果である。課題の克服のために，報告書において指摘された対
応策については，国において，直ちに具体的な検討を開始すべきである。
３ インフォームド・コンセント
（1）重要性
臨床試験・臨床研究の主たる目的は被験者に治療上の利益をもたらすことではなく，
仮説の検証等にある。また，対象薬に有効性があるかどうかも分からず，未知の危険性
もある。比較臨床試験では，プラセボ（偽薬）等に割り当てられる可能性もあり，公共
の利益のために犠牲を払うという側面がある。それだけにインフォームド・コンセント
は極めて重要である。
そこで，インフォームド・コンセントについては，ヘルシンキ宣言等の他，治験につ
いては GCP 省令等，治験以外の臨床試験については臨床研究に関する指針等に規定さ
れている。
（2）内容等
臨床試験・臨床研究におけるインフォームド・コンセント（説明に基づく同意）は，
①十分な情報の提供と説明，②十分な理解に基づく，③真に自発的といえる同意の表明
という条件を満たす必要がある。
提供と十分な説明が求められる情報は，研究の目的，方法，資金源，起こりうる利益
相反，研究者の関連組織との関わり，研究によって期待される利益と起こりうるリス
ク，ならびに研究に伴いうる不快な状態，その他研究に関するすべての側面，いつでも
不利益を受けることなしに，研究参加を拒否するか，または参加の同意を撤回する権利
のあること等である（ヘルシンキ宣言）。
説明は書面に基づいて行い，理解しやすい平易な言葉で行うことが必要である。製薬
企業等が作成した説明書・同意書を医療機関において使用する場合があるが，期待され
る利益を過大に，起こりうる不利益を過小に記載していないか等，IRB が充分に吟味す
ることが必要である。
がんや難病など重篤な疾患の臨床試験等で，副次的に治療の目的を有する場合，患者
のみならず医師も被験薬の利益に期待を抱きがちであるから，十分に留意する必要があ
る。
また，インフォームド・コンセントは万能ではない。既に述べたように，目的に照ら
した合理性があり，期待される利益は起こりうるリスクを上回ることなど，臨床試験そ
れ自体が倫理的・科学的に公正なものであることが前提として厳しく吟味されなければ
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ならない。被験者は，研究者との関係，結果に対する期待等様々な要素によって自己決
定権を脅かされやすいから立場にあるから，インフォームド・コンセントのみに過大な
役割を課さないよう，第三者による倫理審査を経るなどの手続的担保が重要である。
（3）インフォームド・コンセントの侵害が問題となった国内の事件
臨床試験・臨床研究におけるインフォームド・コンセントの侵害が争点となった訴訟
事件もある。
①

愛知県がんセンター事件
1988 年 5 月，がん専門の医療機関において，卵巣がんの患者に対し，標準的な治
療方法を行わず，患者のインフォームド・コンセントを得ることなく，治験薬を用
い，しかも，投与量，投与期間において治験薬のプロトコールに反し，他剤の併用ま
で行った。その結果，患者は同年 9 月，骨髄抑制に伴う出血及び感染により死亡し，
遺族が医師と愛知県を被告として損害賠償請求訴訟を提起した事件である。
2000 年 3 月 24 日の名古屋地裁判決は，
「インフォームド・コンセント原則に基づ
く説明義務として，一般的な治療行為の際の説明事項に加えて，当該医療行為が医療
水準として定着していない治療法であること，他に標準的な治療法があること，標準
的な治療法によらず当該治療法を採用する必要性と相当性があること，並びにその学
理的根拠，使用される治験薬の副作用と当該治験方法の危険性，当該治験計画の概
要，当該治験計画における被験者保護の規定の内容及びこれに従った医療行為実施の
手順等を被験者に十分理解させ，その上で当該治療法を実施するについて自発的な同
意を取得する義務があった」と指摘している（判時 1733 号 70 頁）
。また，プロトコ
ール違反についても，「臨床試験は，被験者保護の観点からも治験計画に基づき慎重
に実施される必要があり，本来プロトコール違反の行為があってはならないものであ
る」と指摘し，
「プロトコール中被験者保護の見地から定められた規定に違反する行
為は，特別の事情がない限り，社会的に許容することができず，社会的相当性を逸脱
するものとして違法と評価される」と判示した。
② 金沢大学付属病院事件
卵巣がんに対する科学療法として，CAP 療法（シスプラチンにサイクロフィスフ
ァミド及びアドリアマイシンを加えた併用療法）と CP 療法（CAP 療法からアドリ
アマイシンを除いた療法）との無作為比較臨床試験を行うに当たり，患者のインフォ
ームド・コンセントを得ずに実施したことについて，患者の遺族が人格権の侵害であ
るとして，国を被告として提起した損害賠償請求事件である。
被告は，CP 療法は保険適用されており，保険適用内で最適の治療法を調べる場合
は臨床試験ではないから，治療とは別のインフォームド・コンセントは不要と主張し
た。しかし，2003 年 2 月 17 日の一審判決は，本来の目的以外に他事目的を有してい
る医師が医療行為を行おうとする場合，「患者に対し，他事目的を有していること，
その内容及びそのことが治療内容に与える影響について説明し，その同意を得る，診
療契約上のもしくは信義則上の義務がある」として，
「患者の自己決定権の侵害する
不法行為であるとともに，診療契約にも違反する債務不履行にも当たる」と判示し
（判時 1841 号 123 頁），同判断は確定した（名古屋高裁 2005 年 4 月 13 日最高裁判所
ホームページ，最高裁 2006 年 4 月 21 日）
。
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４ 子どもを対象とした人対象研究
（1）子どもを対象とした人対象研究は，子ども特有の疾患の治療薬等を開発する場合は
もとより，大人に関する有効性や安全性が認められている医薬品等の適応を子どもに拡
大する場合にも必要である。同じ医薬品が，成長過程にある子どもには大人と異なった
作用や危険性等をもたらすことがあるからである。子どもには，子どものために適切に
評価された医薬品等が用いられなければならない。
しかし，その一方で，人対象研究は，試験薬がもたらす利益が不確実なだけでなく，
未知の危険を有しており，被験者が自己の身体を提供して公共の利益のために犠牲を払
うという本質を備えている。子どもは，本来，社会によって保護されるべき存在である
から，子どもに公共の利益のために犠牲を払うことを求めることは，可能な限り避けな
ければならない。
この矛盾する二つの要請を如何に調整するかが重要な課題であり，国際医科学団体協
議会（CIOMS）の倫理指針，我が国の臨床研究に関する倫理指針，GCP 省令の下での
「小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンス」等も，子どもを対象とする
人対象研究自体を否定してはいないが，大人の場合とは異なる慎重な配慮を求めてい
る。
既に述べたように，大人の場合であっても，人対象研究は，最善かつ安全な医療のた
めに行われなければならず，研究の内容が，目的に照らした合理性を有し，研究によっ
て期待される利益が起こりうるリスクを上回るなど，研究それ自体において，倫理的，
科学的な公正さを備えていることが必要であるが，子どもを対象とする場合には，倫理
的・科学的な公正さが，より一層厳格に吟味されなければならない。
健常人を対象として実施する第Ⅰ相臨床試験は，被験者にもたらされる利益がなく，
公共のために犠牲を払うという側面のみがある試験であるから，子どもに実施するべき
ではない。
また，臨床試験等の実施の必要性，リスクの最小化や試験開始時期についても特別な
吟味が必要である。子ども特有の疾患で，重篤又は生命を脅かす疾患の場合には，早期
の開始の必要性が認められるが，緊急性の乏しい医薬品の場合には，成人において十分
な市販後の経験を積み有効性と安全性が確認された後でなければならない。
さらに，インフォームド・コンセントを得る手続についても十分な配慮が必要であ
る。被験者たる子どもに同意能力がある場合には，被験者から同意を得たうえで，さら
に親権者のインフォームド・コンセントも得なければならない。
被験者たる子どもに同意能力がない場合において，親の代諾によって子どもを臨床試
験等に参加させることについては，重篤又は生命を脅かす疾患で試験薬が被験者にもた
らす利益が相当程度に予測される場合や，海外で既に子どもの標準的治療薬になってい
る場合等，限定された場合に限り，代諾についての IRB の審査を経て可能とすべきで
あろう。
（2）子どもを対象とする研究の倫理的・科学的な公正さの確保という観点からは，抗う
つ剤パキシル（塩酸パロキセチン）の大うつ病性障がいに対する効果を 7〜17 歳の児
童・青年で確認するために国内 26 の医療機関で実施中のランダム化試験は疑問があ
る。児童・青年期の大うつ病性障がいに対するパキシルの効果については，すでに欧米
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で複数のプラセボ（偽薬）対照臨床試験が行われており，いずれの試験でも有効性は確
認されていない。一方，自殺リスクが増加する可能性などが示唆されている（現在は解
除されたが以前は英国・米国・日本において，18 歳未満への使用が禁忌とされてい
た）。また，そもそも小児期のうつ病については，疾患概念が確立しているのか，正し
く診断できるのかについても疑問もある。子どもに対する人対象研究の在り方が問われ
ている。

第４

患者の権利法・被験者保護法制定の必要性

１

被験者保護に関する規制規範の現状
我が国では，クローン技術は法律により規制を受け（ヒトに関するクローン技術等の規

制に関する法律）
，治験は，医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP 省令），
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令，医療機器の臨床試験の実
施の基準に関する省令，医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
等，省令によって規律される。
一方，上記以外の人対象研究は，臨床研究に関する倫理指針，疫学研究に関する倫理指
針，ヒトゲノム ･ 遺伝子解析研究に関する倫理指針，遺伝子治療臨床研究に関する指針，
ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針，ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針等
の倫理指針（ガイドライン）によって規律されている。
要するに，法的規制を受けているのはクローン技術，治験と承認を得た医薬品の製造販
売後の調査・試験のみなのである。
これに対し，EU や米国では治験と治験以外の臨床試験・研究を区別せず，法によって
一元的に管理している。
２

一元的法的管理制度の必要性
被験者保護の必要性は，治験かそれ以外の臨床試験・研究かで違いはない。対象によっ
て複数の指針（ガイドライン）が存在する現状は，適応対象となる研究の区別が明確にで
きない場合にどのガイドラインを適用してよいのか混乱を招く点でも問題がある。
臨床研究に関する倫理指針を 2008 年に改訂した際，法制化すると研究が萎縮し研究の
推進が妨げられる，ガイドラインは「ソフト・ロー」であるといった見解に基づいて，法
制化が見送られた。しかし，このような見解は，被験者の権利を軽視し，ガイドラインを
法と同視する点で誤りがあるという他はない。厚生労働省の「薬害肝炎の検証及び再発防
止のための医薬品行政のあり方検討会」は，治験と治験以外の臨床試験・臨床研究を一元
的に管理する制度を創設すべきという観点で提言をしている。
最近では，法的規制を受けない臨床試験は，質もまちまちで，成果の還元が限定的で，
人的・経済的なコスト上の無駄があるから，すべての臨床試験について GCP 省令準拠を
義務づけることで，承認申請に活用できるようにし，ドラッグ・ラグ解消等に役立てよう
という観点からも法制化が必要であるという指摘もなされている。もっとも，被験者の人
としての尊厳の確保こそが出発点であるということを見失わないようにすることが重要で
ある。
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臨床研究に関する倫理指針は 2013 年に見直されることとなっているが，すべての制度
を整理統合したうえで，すみやかな法制化をはかるべきである。
３

患者の権利法・被験者保護法の制定の必要性
以上のとおり，被験者の権利の保護には，多方面での制度整備が必要である。
それらを促進するうえでも，
「患者の権利法」を制定し，被験者の権利が基本的な人権

であることを明記したうえで，さらに個別法として「被験者保護法」を制定して，具体的
な権利義務を規定することが急務である。
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第 12 節
第１

医療事故の被害を受けた患者と患者の権利

医療事故の被害を受けた患者がおかれた困難な状況

患者は，疾病の治療や健康の回復，あるいは，痛みなどの症状の緩和を願って医療を受
ける。医学・医療の進歩によって，このような患者の願いの多くをかなえることができる
ようになり，多くの患者に恩恵をもたらしてきた。また，多くの市民は，必要になったと
きには，そのような恩恵を受けることを期待している。
ところが，なかには，医療を受けたことによって，却って，予想に反して，生命や身体
に被害を受ける患者がいる。
このような医療事故の被害を受けた患者は，現在，次のとおり，十分な救済が受けられ
ず，困難な状況にある。同じような医療を受けながら，ある患者は，疾病が治癒するの
に，ある患者は，かえって生命や身体に被害を受け，しかも，その被害の十分な救済も受
けられないまま，苦難を強いられているのが現状であり，さらに，その事故原因の調査分
析についても，なお，十分な取組がすすめられていない。
１

医療行為に過失がない場合
医師や看護師らの医療行為に過失がなく不可避的に被害が発生したときには，ごく一部
の例外（予防接種健康被害救済制度，医薬品副作用・生物由来製品感染等被害救済制度，
臨床試験における補償制度，献血事業者による補償制度，骨髄移植におけるドナーの補償
制度，産科医療補償制度など無過失補償制度のあるもの。
）を除き，どれほど重篤な被害
を被っても法的救済を受けることはできない。
２

医療行為に過失がある場合
医師や看護師らの医療行為に過失があり，損害賠償請求権が認められるときには，法的
救済を受けることができる。しかしながら，医療機関や医師らから，訴訟外で任意に損害
賠償金が支払われるとはかぎらず，その解決のために，損害賠償請求訴訟の提起が必要と
なることも少なくない。この場合，訴訟において過失が認められて救済を得られるまでに
長い時間や労力を費やすことが多い。損害賠償請求訴訟においては，被害の救済を求める
側（患者，遺族：患者側という）に過失，因果関係，損害を主張し，証拠によって立証す
ることが求められ，過失や因果関係を主張立証するためには医学的に高度な専門知識に関
わることが多く，これらを医学の専門家でない患者側で主張立証することは容易ではな
い。なかには，患者側に専門的知識を提供してくれる医師らがいないことなどから，過失
について立証が果たせないために，過失が認められず，賠償請求が認められない場合も存
する。
さらに，医療行為における過失の有無がつねに明白に判断できるものとも限らない。そ
の判断が微妙であり，鑑定を行った医師の判断や裁判所の判断次第で，有過失か無過失か
が分かれてしまうことも少なくない。近年，医療過誤訴訟において複数鑑定やカンファレ
ンス鑑定が実施され始めることによって，このような事態が十分あり得ることがより明ら
かになってきている。
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以上のような医療事故の被害者のおかれた困難な状況については，これまでの医療過誤
訴訟に関する裁判例（例えば，最判平成 8 年 1 月 23 日，判時 1571 号 57 頁。これは 7 歳
の男児が脊椎麻酔のもと虫垂切除術を受け，手術中にショック状態から心停止となり，救
急蘇生を受け心拍と自発呼吸が戻ったものの，低酸素のため脳に重い障がいが残った事件
である。この事件については一審（名古屋地裁）では審理に 10 年かかり原告が敗訴し，
二審（名古屋高裁）では審理に 6 年かかり再び敗訴し，上告審（最高裁）で 4 年かかって
逆転勝訴した。この事件では原告側はショックの原因や医師の注意義務の内容について高
度に専門的な主張・立証を余儀なくされた。）や被害者の手記（例えば，稲垣克己「克彦
の青春を返して」
（中日新聞社，2001 年）
。これは 21 歳の男性が大学病院で左頸部腫瘍摘
出手術を受け，術後の頸部の浮腫や血腫により気道閉塞が起き，ショック状態から心肺停
止となり蘇生されたものの，そのタイミングが遅れたため低酸素性脳症の重い後遺症を負
ったケースである。このケースではショックの原因，医師の注意義務等が争われ，提訴か
ら 8 年を経て原告勝訴の判決となって終了したものである。
）等のほか，日弁連第 51 回人
権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委員会が行った医療事故の当事者からの聴取りの
結果（日弁連第 51 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委員会編「安全で質の高
い医療を実現するために」（あけび書房，2009）
）からも明らかである。

第２

医療事故の被害を受けた患者の救済と医療事故調査の必要性

１

被害救済制度と事故調査制度の必要性
医療事故が発生し，患者の生命・身体に被害を及ぼしたとき，医療事故と患者の被害を
決して放置してはならない。
我が国で，長らく，これを放置してきたことが，医療事故の頻発を招いてきた。これ
は，1999 年の患者取り違え事故と消毒薬誤投与事件を発端として，医療事故が社会問題
化し，厚生労働省が 2001 年を医療安全推進年と位置付けて，医療事故調査や分析などの
医療安全の取組をすすめてきたことなど，以後 10 余年の経過からも明らかに認められて
いる。
医療事故が発生したときには，その事故原因や背景を調査分析して，再発防止のための
教訓を導き，これを実践して安全で質の高い医療に生かすとともに，患者の被害は，迅
速，公正かつ適切に救済されなければならない。このことには，現在，もはや異論はなか
ろう。安全で質の高い医療の実現のために，医療事故については，その事故調査制度と被
害救済制度が，一体のものとして整備される必要がある。
すなわち，医療はすべての市民にとって必要不可欠であり，国には，社会を支える重要
な基盤として，市民が継続して安全で質の高い医療を受けることができるよう，医療保険
制度や医療提供体制などの医療保障制度を整備すべき責務がある。したがって，その医療
によって，現に多くの患者が恩恵を受け，かつ，すべての市民が恩恵を受けることを期待
する一方で，実施された医療ゆえに生命や身体に重大な被害を受ける患者を発生させるこ
とを避けられない以上，その被害については，国が一定の補償をして救済することによっ
て，この医療保障制度を維持し支えることが不可欠である。同時に，国が，そのような医
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療行為によって生命・身体被害が発生した原因や背景を調査分析して再発防止のための教
訓を導き，それを今後の安全で質の高い医療の実施に生かすために医療事故調査制度を創
設することが必要であり，被害救済制度と相まって，今後のすべての患者に安全で質の高
い医療をうける権利を保障することに資することになるのである。
２

日弁連の提言

以上の考えから，日弁連は，2001 年には「医療被害防止・救済機構」の提言，2007 年
3 月 16 日には，「医療事故無過失補償制度の創設と基本的な枠組みに関する意見書」を明
らかにし，2008 年の第 51 回人権擁護大会においては，
「安全で質の高い医療を受ける権
利の実現に関する宣言」を採択して，国に対して，医療事故調査制度とともに，無過失補
償制度の整備を求めたものである。
３

日本医師会，日本学術会議の提言
日本医師会も 1972 年「医療事故の法的処理とその基礎理論」に関する報告書におい

て，無過失補償制度の必要性を指摘し，2006 年 1 月には，無過失補償制度に関する制度
設計を公表している。2011 年 6 月にも，同会医療事故調査に関する検討委員会が，
「医療
事故調査制度の創設に向けた基本的提言について」のなかで，すべての医療機関に院内事
故調査委員会を設置し，第三者的機関による医療事故調査とともに，過失，無過失をとわ
ず医療に起因する有害事象について，患者救済制度を設けることを提言している。
日本学術会議も，2005 年に「異常死について―日本学術会議の見解と提言」と題する
報告をおこない，そのなかで，第三者機関を設置して，医療行為に関連した死亡や重大な
後遺症を含めた広範な事例を集積し，その原因分析を通じ医療事故の再発防止に資すると
ともに，医学的に公正な裁定を確保し，被害者側への有効で迅速な被害救済実施のために
裁判以外の紛争解決促進制度（ADR）の導入や，労働者災害補償保険制度に類似した被
害補償制度の構築を図るべきことを提言している。

第３

被害救済制度に関する諸外国の取組

医療事故の防止，発生してしまった医療事故の原因調査，被害救済という課題は，諸外
国が共通に抱えている課題であり，我が国のみの課題ではない。各国とも既存の法的枠組
みの中で，あるいは新しい枠組みを作って，これらの問題に取り組んでいる。
各国における医療制度，社会福祉制度，保険制度，患者の権利の保障のあり方，司法制
度などを踏まえた上で，諸外国の取組を参考にしていくことが必要である。
この点，日弁連では，先に述べた第 51 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委
員会が海外調査を行い，その調査結果も踏まえて諸外国の制度について基調報告書を作成
しているので，そのうち無過失補償制度を採用しているフランス等を中心に，ポイントを
要約して記載する（詳細は，日弁連第 51 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委
員会編「安全で質の高い医療を実現するために」（あけび書房，2009）を参照されたい。）
。
１

フランス

（1）制度の概況
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フランスでも 2002 年法が成立するまで，医療事故による損害賠償を受けるために
は，過失の立証を要した。保険会社と被害者の私的な合意か，訴訟手続による解決の二
つの方法のみであった。これは現在の我が国の状況と同様である。
フランスでは一般民事事件の最高裁である破棄院と行政事件を司る最高裁である行政
訴訟裁判所（コンセイユ・デタ）がある。健常な人が簡単な内視鏡手術をした後に死亡
した事案において，公的病院が被告となった行政裁判では，その医療行為で死亡するは
ずがないという場合には，過失推定することとし，患者に対する損害賠償を認めるとい
う判断をした。一方，一般民事を取り扱う破毀院はこれを否定した。そこで，立法府が
動き，無過失補償制度が制定され，CNAM（全国医療事故委員会），CRCI（地方医療
事故損害調停・補償委員会），ONIAM（国立医療事故補償公社）の三つの機関が設立
された。
これらの制度は，多くの国民から意見聴取し，EGOS 医療問題特別委員会（医療問題
を扱う諮問委員会）を通じて作り上げたものである。
被害者にとって裁判制度は費用・時間・労力がかかるので，それを避けることが目的
である。シンプル・迅速・無償の 3 大原則でつくられた。強制力はなく，被害者が望め
ば司法手続もとれる（同種の手続があるベルギーでは，この手続を利用する場合，司法
手続はとれない。）。患者がどこにいけば良いか悩まないよう，CRCI でワンストップサ
ービスが受けられる。すなわち，フランスにおいては，一定の要件を満たす重大な医療
事故被害が起きた場合に，まず，CRCI に申立てをおこなうことになる。CRCI は，医
療事故の事実関係及び過失の有無などについて，鑑定人の報告書をもとに鑑定手続を行
った上で，裁定を示すことを主たる目的とする機関である。運営費用は ONIAM から
得ているが，同公社から独立して運営されている。
（2）被害申告窓口の一本化
制度の長所として，特筆すべきは，被害申告窓口の一本化と手続の驚くべき迅速化，
そして受理条件の設定である。フランスの裁判制度には司法裁判（民事）と行政裁判が
あり，民間病院の事故は司法裁判所，国立病院の事故は行政裁判所で扱うこととなって
いる。被害を受けた患者にとっては，どちらに申告すれば良いか判断が難しいことがあ
るが，CRCI を設けることによって窓口を一本化することができた。CRCI での手続は，
行政裁判に非常に近い。また，CRCI に申請してから意見勧告まで，最長で 6 か月間と
定められており，手続迅速化が大幅に図られている。
ただし，件数が多すぎると賠償額も膨大になり，処理能力を超えることになるので，
重大な損害を被ったケースのみを対象としている。重度の障がいの要件とは，25％の機
能障がい，6 か月間の就労不能，25％の機能障がいに至らなくても今までしていた仕事
を事故以降できなくなった場合（ピアニストが 2 本の指を失った場合など）等生存して
いくのに必要な経済条件がかなり困難になったときも含まれる。
（3）実績
2003 年から 2007 年 12 月 31 日までの実績は，取扱件数 1 万 4000 件，鑑定人の鑑定
を経た件数 1 万 2000 件，意見勧告が出された件数約 9000 件，重大な損害でないもの
3700 件，無過失のもの 1820 件，有過失のもの 1730 件，支出実績 1 億 5000 万ユーロと
なっている。各年度の取扱件数は，2003 年に取扱開始後，翌 2004 年はピークを迎えた
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が，翌年は少し落ち着いた。しかし 2007 年からまた大きく増加し，2008 年は 4000 件
に達すると予想される。
また，意見勧告が出された事件のうち，無過失補償の要件を満たさないとして，60％
は申立てが却下されている。ちなみに，訴訟手続によった場合は 40〜50％程度が却下
される。却下されなかった件数のうち，無過失の件数と有過失の件数は半々である。賠
償額の平均は，8 万ユーロである。
ちなみに，ONIAM 以外の医療事故関連の状況であるが，保険料収入が 4 億ユーロ，
被害者への賠償が 1 億ユーロ，社会保険への支払（公立病院での手術，リハビリなどの
費用）が 1 億ユーロ，準備金等が 2 億ユーロである。
（4）まとめ
フランスの無過失補償制度は，単に無過失のケースを補償するという制度に留まらな
い。医療被害にあった市民が救済を求める窓口を一本化し，そこで，6ヶ月以内という
短期間に専門家で鑑定意見を参考に過失の有無を検討し，過失の有無を判断する。そし
て，無過失の場合は，国家で補償し，過失の場合は保険会社が救済をするということに
なる。補償額や賠償額に不満のある申立人は別途，訴訟という手段が残されているが，
鑑定書を利用することが可能であるため，争点が絞られ，損害論に絞った論点が残され
る場合が多いと思われる。
２ スウェーデン
（1）システムの概況
スウェーデンでも医療被害の補償があるが，同国は社会保障制度が高度に進んでお
り，医療過誤による被害であっても，それ以外の被害であっても，身体に障がいを負っ
た者に対して手厚い補償が存する。それゆえ無過失補償がなされていると言っても，こ
の点を抜きには理解することはできない。
スウェーデンの人口は，およそ 900 万人で，地方政府としては，20 のランスティン
グ（県）と，290 のコミューン（市）からなる。保健医療に関しては，ランスティング
に権限があり，各ランスティングには，保健医療委員会が設置され，その下部に地区ご
との委員会が設置され，病院・診療所等の医療が運営されている。医療サービスは原則
として租税を財源としており，患者の自己負担はほとんどない。
医療政策全般については，国の社会省が所管し，その下部組織である社会庁が医療機
関の公私を問わず，保健医療すべての監督，評価，管理を行い，社会保険庁は医療保険
の保険者となり，給付を行う。医療の監督・質の保障については，行政裁判所の機能を
持つ保健医療責任委員会と医療技術評価機関が担当し，保健医療責任委員会は患者から
の苦情などを扱い，医療従事者資格を監督し，医療技術評価機関は医学的治療方法の評
価を行っている。
（2）苦情・医療過誤・補償の取扱い
患者やその近親者が医療内容に不満がある場合には，まず医療担当者若しくは責任者
に対して申し出なければならない。ただし，その申し出が困難な場合には，ランスティ
ングの患者委員会，国の社会庁，保健医療責任委員会に申し出ることができる。
保健医療責任委員会の決定に不服がある場合には，ストックホルム地方裁判所に上訴
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でき，その判決に不服がある場合には，行政裁判所，さらに最高行政裁判所に上訴でき
る。
医療過誤がある場合には，その内容によって，医療機関は，レックス・マリア報告を
行う。レックス・マリアとは 1936 年にストックホルムのマリア病院での消毒剤誤投与
事故を契機として構築された医療事故報告制度であり，
「保健医療分野における職業活
動に関する法律」第 6 章 4 条に関する通称であり，社会庁による規則「レックス・マリ
アに基づく報告義務（SOSFS2005：28）」に補完される。その内容は，「患者が保健医
療行為に関連して，深刻な傷害あるいは疾病を受けた場合，あるいはそのリスクに晒さ
れた場合には，医療提供者はただちにその旨を社会庁に報告しなければならない」とい
うものであり，この主要な目的は，深刻な傷病の原因やリスクについての客観的な調査
を確立し，将来的に発生し得る同様の傷病を様々な方法で防止することにある。その
他，そのような傷病を受けた患者に対して，可能な限り長期の調査を通じて，実際に生
じたことやその原因について明らかにすることも目的としている。現在，レックス・マ
リアに基づく報告は年間 1000 件程度で推移している。
（3）無過失補償制度
スウェーデン国内における保健医療によって傷害を受けた者，またはスウェーデン国
内で購入した，もしくは処方された医薬品によって副作用が生じた者は，それぞれの患
者保険，医薬品保険から経済的補償を受けることができる。保険の条件を満たしている
場合には，医療側に過誤や過失があるかどうかに一切かかわらず補償が行われる。
患者保険は，医療提供者が加入する義務を負う強制保険であり，患者傷害法（1997
年施行）により規制されている。ランスティングは，ランスティング相互保険会社と保
険契約を結んでいる。ランスティング相互保険会社は，身体的傷害規制株式会社に，医
学的調査，補償原則に基づいた身体的傷害に関する規制に関わる業務を委託している。
2007 年には，年間 9700 件の報告が挙げられ，約 43％が補償を受けている。総額約 60
億円の補償がなされているが，個別の補償額は 30 万円程度である。医薬品保険は任意
保険であり，医薬品会社が，任意の協同組合である医薬品保険協同組合に加盟してお
り，その業務は保険会社であるチューリッヒが支援している。
３

ニュージーランド
ニュージーランドでは，1974 年に医療事故もその補償対象の一領域にする無過失補償

制度が設立されている。補償対象は，自動車事故，スポーツ事故，家庭内事故であった
が，1985 年に医療事故もその対象となった。患者からの苦情の取扱いについては 1994 年
に「医療及び障害者コミッショナー法」が成立し，HDC（医療及び障害者サービスコミ
ッショナー）がその処理及び対応にあたっている。医療事故に関わるすべての苦情がここ
に集中し，サービス水準，説明不足，コミュニケーション不足などのケースを除く 10％
程度の苦情が担当コミッショナーによる査察に移行し，コミッショナーから謝罪勧告等が
なされることになる。

第４

結語

我が国においても，医療事故調査制度の整備とともに，医療行為によって重篤な被害を
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受けた患者に対しては，国が，過失の有無をとわず早期に一定の補償を行う被害救済シス
テムの整備が求められる。

参考文献・資料
・日本弁護士連合会第 51 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委員会編「安全で
質の高い医療を実現するために」，あけび書房，2009 年
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第 13 節
第１

患者の苦情と患者の権利

苦情をもつ患者たちの実情

患者は，診療の結果や治療方針等について，
「医師らから十分な説明をしてもらえなか
った」，
「外来で医師から診断結果の説明を受けたが，別の患者さんに内容が聞こえてしま
う状態で耐えられなかった」「カルテの写しを速やかに交付してもらえなかった」など，
患者の権利が十分に保障されていない状態におかれるなどして，苦情を持つことが少なく
ない。
１

医療安全支援センターの取組
医療安全支援センターは，医療法 6 条の 11 に基づき各都道府県及び保健所を設置する

市または特別区あるいは二次医療圏に設置され，医療に関する患者・住民の苦情・心配や
相談に対応し関係する機関，団体との連絡調整や，病院，診療所，助産所などの医療提供
施設に対する助言，情報提供，研修などを実施している機関である。2010 年 12 月 1 日現
在，都道府県に 47 か所，保健所設置市・特別区に 56 か所，二次医療圏に 269 か所設置さ
れている。このような全国の医療安全支援センターに，2009 年 4 月から 2010 年 3 月まで
の 1 年間に寄せられた相談の合計は，5 万 1100 件に及ぶ。その内訳は，医療行為・医療
内容に関するものが 2 万 1143 件，医療機関従事者の接遇に関するものが 1 万 1173 件，医
療機関の施設に関するものが，1429 件，カルテ開示に関するものが 956 件，医療費（診
療報酬など）に関するものが 6397 件，セカンドオピニオンに関するものが 746 件などと
なっている（医療安全支援センター「平成 21 年度医療安全支援センター相談件数・内
訳」
）。多くの患者が，医療を受ける過程で，苦情を抱いている実情は，明らかであるとい
ってよかろう。
２

NPO 法人患者の権利オンブズマンなどの取組
NPO 法人患者の権利オンブズマン（1999 年 6 月設立：福岡，北九州，大分，熊本で活
動）や患者の権利オンブズマン東京（2002 年 12 月設立：東京・神奈川で活動）
，患者の
権利オンブズマン関西（2004 年 8 月設立：神戸・大阪・京都で活動）は，患者の権利を
擁護しつつ，患者・家族と医療従事者との誠実な対話を通じて，保健・医療・福祉分野に
おける患者の苦情が迅速・適切に解決されるよう，相談員による相談・支援活動を行い，
必要な場合には，オンブズマン会議による調査・点検・勧告などを実施し，あるいは世論
を喚起して，患者の権利を促進し保健・医療・福祉システムの改善と質の向上を図ること
を目的として設立された団体である。
そして，これらの NPO 法人の活動からも，患者が苦情を有している実態が確認でき
る。
同 NPO 法人の報告によると，1997 年 7 月から 2010 年 8 月までの面談相談実施の累計
件数は 2487 件であり，支援要請書提出が 701 件に及んでいる。2005 年 7 月までの電話相
談は 3265 件であった。苦情の対象医療機関は，国公立・私立を問わず，すべての診療科
に及んでいる。苦情の内訳は，多岐にわたるが，治療（薬の処方を含む）や手術（分娩を
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含む）などへの不審（説明不足を含む）
，診断や検査等への不審（説明不足を含む）
，死亡
原因への不審（説明不足を含む）
，医療記録の取り扱いに対する不満（非開示を含む），補
償請求（治療の継続，治療費の返還を含む）等が多くを占めている（NPO 法人患者の権
利オンブズマン「苦情から学ぶ，医療福祉を目指して」アニュアル・レポート No. 12，
2010 年度年次報告書）。
３

各医療機関の取組
医療法施行規則 9 条の 23 は，特定機能病院及び臨床研修指定病院について，「患者から
の医療安全にかかる相談に適切に応じる体制の確保」を義務づけているため，この規定に
よる患者相談窓口が，医療安全に関しては，一定の苦情の申立の受け皿としての役割は果
たしていると言える。しかしながら，申し立てられた苦情について，どのように対応し，
改善にむかった取組を実施しているのか，医療安全以外の苦情についてどうしているかな
どについては明らかでない。
さらに，上記医療機関以外にも，院内に患者相談窓口を設置したり，あるいは，意見箱
（投書箱）を設置するなどして，患者からの苦情を受け止めようと努めている機関も少な
くない。投書された意見とこれに対する医療機関の回答や対応とともに，院内に掲示して
いる医療機関もある。

第２

患者の苦情に対する諸外国の取組

WHO「ヨーロッパにおける患者の権利の促進に関する宣言」において，
「患者が自己の
権利が尊重されていないと感じる場合には，苦情申立ができなければならない。裁判所の
救済手続きに加えて，苦情を申し立て，仲裁し，裁定する手続を可能にするような，その
施設内での，あるいは，それ以外のレベルでの独立した機構が形成されるべきである」
「患者は，自分の苦情について，徹底的に，公正に，効果的に，そして迅速に調査され，
処理され，その結果について情報を提供される権利を有する」とされている。
このような患者の苦情申立について，当実行委員会が調査した限りではあるが，オラン
ダが独立した法律である患者苦情法を定め，医療提供者と患者の間でおきた紛争は，医療
施設内において解決することを原則として，各医療提供者には，患者からの訴えに対処で
きるような手続きの確立を義務づけている。その他，当実行委員会が調査した限り，19
カ国において，法律上，患者の苦情申立権をみとめ，苦情処理機関を設置している。詳細
は，第 4 章に譲るが，代表的な取組をまとめると次のとおりである。
１

フィンランド

世界に先駆けて 1992 年に患者の権利法を制定したフィンランドは，「患者の地位及び権
利に関する法律」10 条において，「自己が受けた保健・ケア又はそれに関連する治療に関
して不満のある患者は，当該の活動ユニットにおいて保健・医療ケアに責任を負う長に対
して，苦情を申し立てる権利を有する」と定め，
「苦情に対する決定は，苦情申立から適
正な期間内になされなければならない」などとしたうえで，同 11 条で，「患者オンブズマ
ンは，保健・医療ケア活動ユニットごとに任命されなければならない」として，その患者
オンブズマンの任務を，患者に助言を行うこと，患者の援助を行うこと，患者の権利につ
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いて患者に情報を与えること，その他，患者の権利が促進され，かつ尊重されるように働
きかけることとしている。
２

アイスランド

1997 年に「患者の権利に関する法律」が制定されたアイスランドでも，同法 28 条にお
いて，苦情申立権を定め，
「患者が自己の治療について苦情を申し立てることを希望する
場合，保険庁長官または紛争和解委員会に苦情を申し立てることができる」とし，保健施
設の管理部門に，調査義務を課している。
３

ノルウェー
また，1999 年に患者の権利法を制定したノルウェーにおいては，「患者の権利に関する

法律」7 条に，苦情申立権を認めたうえ，同 8 条において，患者オンブズマン制度を定め
ている。患者オンブズマンは，患者の口頭もしくは書面による請求に基づいて，または，
自発的に，公共の専門的保健サービスにおける事項に関わる問題を処理できるとして，同
サービスを提供する機関は，患者オンブズマンに対して情報提供義務があり，また，患者
オンブズマンには，同機関への立ち入り権限が認められている。そして，患者オンブズマ
ンは，患者への情報提供や指導助言をし，あるいは意見を表明し，改善提案をする権利が
認められている。

第３

苦情申立権の保障と苦情処理機関設置の必要性

１

苦情申立権の保障と苦情処理機関設置の必要性
患者の権利を保障するためには，権利が侵害されたときの救済手段が，予定されている
必要がある。よって，患者の権利が侵害されたと感じた患者が，その事実を申し出ること
ができ，事実を確認したうえで，必要に応じ，患者の権利の侵害が適切に改善される制度
が存在することが必要である。患者の権利の擁護に積極的な諸外国が苦情申立権を認め，
苦情処理機関を設置しているとおりである。
この点，我が国において，上記のような医療安全支援センターや NPO 法人患者の権利
オンブズマンらの活動が，苦情処理機関としての一定の役割を果たしていることは高く評
価できる。
しかしながら，現に治療をうけている患者は，医師や医療機関に遠慮しがちで，わざわ
ざ，都道府県などの設置する医療安全支援センターに連絡したり，NPO 法人に連絡する
ことには，ためらいを覚えることも少なくなかろう。さらに，医療安全支援センターに寄
せられた苦情などが，どのような手段でどのように解決されているのか，その全貌は必ず
しも明らかではない。また，医療安全支援センターにも NPO 法人にも特段の権限が与え
られておらず，実効性のある措置が執られがたい状況にもある。
このように，患者の苦情や不満を受け止めて解決するための機関や道筋が示されていな
いということが，患者に不満や苦情を生じさせるという悪循環も認められると言える。
その点からも，法的に苦情申立権を認め，苦情処理機関を設置する必要性が存するので
ある。
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２

苦情処理機関の骨格
次に，どのような苦情処理機関を設置するかが問題となる。

当該医療機関の体制や実情は，当該医療機関がもっともよく理解していることであり，
別の機関があらためてこれを調査して理解した上で，対応することは迂遠である。他方
で，医療機関内に医療機関の従業員で構成される苦情処理機関であると，その中立性や公
正性に懸念が生じ，患者は苦情を申し立てがたいし，その対応に納得を得られがたい。
したがって，一次的には，医療機関の中に中立公正な立場で，患者からの苦情の申立を
受け，必要な措置を講じることができる機関として，患者の権利擁護員または患者の権利
擁護委員会の設置が必要である。中立性や公正性を担保する為には，医療機関が個別に雇
用するのではなく，医療機関の連合体として雇用して，派遣するなどの工夫が求められ
る。そして，当該医療機関の実情に即した改善をみずから速やかに実施することが最も適
切な対応である。さらに，患者の権利擁護員や患者の権利擁護委員会だけで対応が不可能
な場合に備え，医療機関の外部から対応する機関の設置が求められ，都道府県に，患者の
権利審査会を設置することが望ましい。
３

苦情処理機関設置の効果―患者と医療機関の信頼関係の回復―
以上に述べてきた苦情申立権の保障や苦情処理機関の設置は，単に個別の患者の権利を
保障するだけにとどまらないと言える。
（1）苦情に対する医療機関の意識
先に指摘したとおり，患者からの苦情を受けとめようと努める医療機関も少なくな
い。しかし，医療機関において，不当な要求や苦情を述べる患者が増加し，そのことが
現在の医療の問題の一つであるとする考え方も見られる。
「広島市における患者の知
識・理解不足に関する考察」（大友達也・安田女子大学紀要 37，333‑334 頁，2009 年）
や「患者の知識不足とトラブルに関する考察―「モンスター・ペイシェント」に関する
医療機関認識調査より―」
（大友達也・日本医療福祉学会編，医療福祉研究，2009 年 6
月号，67‑91 頁）など，医療機関の意識調査に関する論文が見られるが，それらの中で
は，「患者の常識・マナーがもっと必要だと感じるか」「医療機関の適切な利用で最低限
の知識は必要か」「患者へ説明する機会が多くなり事務の負担が大きくなったか」
「根拠
の不明確なクレームが増えているか」などの質問が挙げられ，一定の割合の医療機関
が，これを認める旨の回答をしている。
このうち，「広島市における患者の知識・理解不足に関する考察」の調査では「根拠
の不明確なクレームが増えているか」との質問に対して，「やや違う」が 38.6％，「違
う」が 21.9％と，医療機関においても，苦情には明確な理由が存在すると考えている
ことが示されているが，他方で，
「その通り」との回答が 14.9％，「ややそう」との回
答が 24.6％見られるなど，根拠の不明確なクレームが増加していると感じている医療
機関も少なからず存在しているのである。
実際に，患者が医療の過程で不満や苦情を有し，その申立に対して医療機関が根拠の
ないクレームだと理解するという「相互不信」の構図が出来ているのだとすれば，患者
にとっても，医療機関にとっても大きな問題である。
（2）苦情処理機関設置の効果
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これに対して，患者の権利を明文の法律で確認し，かつ，苦情の解決のための苦情処理
機関を整備することは，患者・家族にとっても，医療機関にとっても望ましく，信頼関係
の保持に寄与するものと期待できる。
患者の権利オンブズマンの活動報告などにも示されているように，多くの苦情は，それ
ぞれ合理的な理由のあるものであり，これを真摯に受けとめることで，患者の権利を保障
する体制を構築することが出来る。いわば，
「苦情から学ぶ」機会が得られるのであり，
苦情申立制度の整備によって苦情申立がされることそのものは，本来，医療機関にとって
も不利益なものではないだろう。
他方，医療機関にとって，患者の苦情が余りに過剰な要求に基づくものだと感じられた
り，理不尽だと考えられる様な場面においては，第三者機関によって当該苦情を合理的な
ものでないと判断するのであれば，医療機関自らが患者に対して問題がないと説明するよ
りも患者の納得を得て解決する可能性が高いと思われる。
また，その過程において，患者の権利内容が明確化し収斂していくこととなり，以降の
無用な不信感や不満が抑えられるということも期待できる。更に，事例の集積により，患
者の権利の内容について広く共通認識を築くことへも繋がるだろう。そうした認識の定着
は，更に，医療機関においてはその権利保障に，患者においては過剰な要求の抑制に繋が
ると考えられるのである。
このように，苦情申立制度の整備と苦情処理機関の設置は，患者と医療機関の信頼関係
の形成に大きな役割を果たすものなのである。

参考文献・資料
・医療安全支援センター「平成 21 年度医療安全支援センター相談件数・内訳」
http://www.anzen‑shien.jp/information/pdf/jyoho̲2009.pdf
・「苦情から学ぶ，医療福祉を目指して」
（アニュアル・レポート No. 12／2010 年度年次
報告書，NPO 法人患者の権利オンブズマン，2010 年）
・「広島市における患者の知識・理解不足に関する考察」
（大友達也・安田女子大学紀要
37，333‑334 頁，2009 年）
・「患者の知識不足とトラブルに関する考察―「モンスター・ペイシェント」に関する医
療機関認識調査より―」
（大友達也・日本医療福祉学会編，医療福祉研究，2009 年 6 月
号，67‑91 頁）
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第６章
第１節

患者の権利に関する法律制定の必要性
ハンセン病問題の教訓

ハンセン病患者に対する絶対隔離政策は，1907 年に法律「癩予防に関する件」が制定
されてから，1996 年にらい予防法が廃止されるまでの間，実に 90 年にもわたって継続さ
れた。絶対隔離政策のもと，離島やへき地などに療養所が作られ，ハンセン病患者は，強
制的に収容され，外出も許されなかった。療養所においては，ハンセン病患者は，十分な
治療もないまま劣悪な環境下で生活させられ，労働を強いられ，徹底した優生政策による
断種・堕胎，あるいは恣意的な懲戒権の行使を受けた。第二次世界大戦後，治療薬により
ハンセン病が治る時代になっても絶対隔離政策が続けられ，元患者も含め，多くの入所者
が社会復帰を許されないまま療養所内で死を迎えていったのである。
隔離政策終了後も，入所者はハンセン病の後遺症があるうえ，何十年という長期間，な
かには幼少の頃から人生の大半を療養所で過ごして高齢を迎えていたことから，療養所か
らの退去は困難である。入所者の平均年齢が 80 歳を超える状況のなか，相次いで療養所
で人生の終わりを迎え，または迎えようとしているのである。
ハンセン病問題は，医療の名のもとに，ハンセン病患者のあらゆる人権を奪い，その尊
厳を踏みにじった未曾有の人権侵害である。
しかし，ハンセン病問題は過去の問題ではない。現在においても，HIV 感染者をはじ
めとする感染症患者や精神疾患を有する患者らに対して，差別偏見や医学的合理性を欠い
た過度の制約が行われがちである。我々は二度と同じ過ちをおかしてはならず，ハンセン
病問題の教訓を生かさなければならない。
すべての人は，常に人間の尊厳を侵されず，疾病や障がいによって差別されないこと。
すべての人は，等しく，安全で質の高い医療を受けることができること。こうした基本的
な患者の権利を法によって守るべきことが，ハンセン病問題が我々に与えた最大の歴史的
教訓なのである。

第２節 「患者の権利」の現状
第１

健康で文化的な生活の基盤としての医療

現代，人々は，生老病死にわたる様々な場面において医療を受ける。その医療がいかな
るものであるかは，その人の生命・健康のあり様にとどまらず，人生のあり方までをも左
右していると言ってよい。つまり，安全で質の高い医療は，人々が健康で文化的な生活を
営み，幸せに生きるために必要不可欠である。だからこそ，安全で質の高い医療を受けた
いという願いは，すべての人々に共通する強い願いである。
しかしながら，医療はいまなお多くの課題があり，人々のこのような切実な願いが十分
にかなえられていると言える状況にはない。そうした課題の一端は，第 5 章にあるよう
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に，様々な医療現場の実情を通して明らかである。そして，それらの実情に通底する課題
がある。

第２

インフォームド・コンセント原則

今日，立場のいかんを問わず，インフォームド・コンセント原則を明示的に拒絶する者
はいないであろう。しかしながら，インフォームド・コンセント原則の目的や機能に対す
る正しい理解と，その理解に基づく実践は，いまだに十分とは言えない。
例えば，医師が患者に十分な説明をしたいと思っていても，多忙でそのために必要な十
分な時間を確保できなければ，インフォームド・コンセント原則を実践することはできな
い。また，いわゆるセカンド・オピニオンを受けることは，患者の判断・決定を助け，イ
ンフォームド・コンセント原則の実質化に資するものであるが，患者がセカンド・オピニ
オンを受ける機会は十分でない。がんなどの難治性疾患の患者に対しては，説明（告知）
を受けたり，判断・決定をする際のサポートがとりわけ要請されるものの，そのような体
制は脆弱と言わざるを得ない。こうした，インフォームド・コンセント原則を実践するた
めの体制が十分整えられていないことは，患者の権利としてのインフォームド・コンセン
ト原則が十分に保障されていないことを意味する。
また，子ども，認知症患者を中心とした高齢者，障がい者など，そのままでは自ら説明
を受け，判断・決定することが困難な患者について，患者自身の判断能力が不十分なもの
とみなされ，患者自身による自己決定が軽視されている。これでは，人間の尊厳が侵され
る危険がある。インフォームド・コンセント原則がいわゆる自己決定権に由来するもので
あるならば，患者自身が説明を受け，自ら判断・決定に関与できるべきであり，そのよう
に援助されるべきである。我が国においては，この点への配慮又は努力が欠けており，あ
るいは見過ごされがちであったと言える。同様のことは，我が国の公用語である日本語を
解さない患者（多くは外国人）について言えるが，そのような患者とのコミュニケーショ
ン確保に対する公的関与は，ほとんど手つかずであると言ってよい。
さらに，判断能力がない患者に対する医療行為について，誰に説明し，誰から同意を得
るのかについて，十分な法整備がなく，家族がいない例などで同意を得られないことを理
由に必要な医療行為を差し控えるという現状も報告されている。医療行為が緊急に必要で
あるときは，医療行為を行なうべきであることは，インフォームド・コンセント原則に反
しないことを理解しなければならないとともに，必要な法整備を行わなければならない。

第３

通常の社会生活に参加し，私生活を営む権利

患者であっても，可能な限り，通常の社会生活・私生活を継続することができることが
大切である。いわば，医療におけるノーマライゼーションである。
特に，子どもの場合には，学習し，また遊ぶということで人格を発展させる重要な時期
であるにも拘らず，入院中の子どもに対してはそのような視点がまだ十分ではなく，24
時間患者としてのみ生活することを事実上強いられる現状がある。
また，外来通院しながら長期に渡り治療を必要とする患者では，従前どおり就労を継続
できることが重要であるが，それが十分に保障されず，そのために収入が減少し，治療の
継続を困難にしている現状もある。
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さらに，精神疾患を有する患者も，病識がなく自己や他人を傷つける危険があるとし
て，過去過大な身体拘束や自己決定権の侵害がなされてきた。しかし一律に精神疾患を有
する患者をそのような枠の中に固定して理解することはできず，特に医療の必要性や拘束
の必要性がないにも拘らず，長期間収容する「社会的入院」は，今なお我が国が解決すべ
き課題である。

第４

医療を受ける権利

インフォームド・コンセント原則等の患者の権利は，医療を受けられてはじめて問題と
することができる。安全で質の高い医療を受けたいという願いを脅かしている最大の課題
は，実は，医療が受けられないという現実である。
そうした実態については，第 5 章の各節において詳細に報告したので繰り返さない。た
だ，医療従事者の不足が，時に安全な医療を受けることを困難にし，地域・時間帯や診療
科目などの事情によっては，医療を受けることすらできない事態を招いている。また，昨
今の厳しい経済情勢の中，貧困等の経済的理由によって医療を受けること自体ができない
患者も増加している。こうした状況を克服し，誰もが安全で質の高い医療を受けられるよ
うにしなければならない。

第５

刑事収容施設に拘禁されている患者の権利

以上に加え，刑務所などの刑事収容施設に拘禁されている患者が，十分な医療提供体制
のないまま，社会と同等の水準の医療を受けられていない現状について，弁護士の団体で
ある当連合会としては，これを見過ごすことができない。
拘禁は国の権力作用そのものであるが，その場において，患者である被拘禁者が安全で
質の高い医療を受けられず，インフォームド・コンセント原則をはじめとする患者の諸権
利がほとんど省みられていないということは，国が「患者の権利」が基本的人権であるこ
とを否定するに等しい。

第３節

法制化の必要性

以上のような課題の解決には，患者を医療の客体ではなく，医療の主体として，その権
利を擁護する視点にたって医療政策が実施され，医療提供体制や医療保険制度などの医療
保障制度が構築，整備されることが必要である。その大前提として，その基本理念となる
患者の諸権利が明文法によって，確認されなければならない。
このような観点から，次章において，当実行委員会が作成した患者の権利に関する法律
大綱案の試案を提案する。これを議論のたたき台として，同法制定への布石としたい。
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第７章

患者の権利に関する法律大綱案―実行委員会試案―

前文
日本国憲法は，生命，自由，及び幸福追求に対する国民の権利について最大の尊重を
すべきことを表明するとともに，すべての国民が，健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有することを確認し，国が，すべての生活部面について，社会福祉，社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めるべきことを明らかにしている。医療は，身体及び
精神の健康のために欠くことのできないものであり，医療を受ける権利は，生命，自
由，幸福追求権及び生存権の享受のために必要不可欠なものとして保障されなければな
らない。また，医療は人間の尊厳に基づくべきものであり，いかなる医療を受けるかの
決定権は，医療を拒否することも含め，人格的自律権として保障されねばならない。
我が国は 1961 年以来国民皆保険制を採用し，医療を受ける権利の保障に努めてき
た。患者の自己決定権に関しても，国民にひろく認識され，インフォームド・コンセン
トの実践も普及しつつある。しかし，ともすれば形式的な説明と同意にとどまりがちで
あることも指摘されており，また，判断能力が十分ではない患者等いくつかの分野にお
いてはなお未解決の問題がある。他方で，社会構造の変化による所得格差や地方におけ
る医療供給体制の不足等により，医療を受ける権利自体が脅かされ，医療の選択にかか
る自己決定権も空洞化する状況が生じている。
患者の自己決定権の尊重を含めた最善かつ安全な医療を，すべての人が必要な時に受
けられる医療制度を確立するためには，制度の基本理念としての患者の権利を明らかに
し，その理念に沿って医療関係諸法規の整理・整備をはかることが必要である。
以上の目的により，ここに患者の権利を定めるものである。
【趣旨・解説】
患者の権利が日本国憲法の定める基本的人権，特に 13 条の定める生命，自由，幸福追
求権，25 条の生存権に根拠を持つものであることを明記するものである。
基本的人権の中でもいわゆる自由権（国家からの自由）については，人が本来固有にも
っている権利として，最大限その尊重が求められるものである。しかし，患者，すなわち
病や怪我を抱える身になったとき，人は現下の苦痛や不安の大きさゆえに，生まれ持った
人権を行使しがたい状況におかれがちである。
1980 年代半ばに始まった我が国における患者の権利運動は，こうした実情を踏まえ，
当初は自己決定権，インフォームド・コンセントを臨床の場に根付かせることを目標に，
医療の主人公＝主体は患者であることをスローガンに掲げて展開された。この運動や説明
義務をめぐる判決，医療記録開示をめぐる一連の動きをへて，自由権的側面においては，
かなりの前進が認められると評価できる情況にある。
しかし，1998 年 7 月に提起された「らい予防法違憲国家賠償訴訟」及びその熊本地裁
判決から控訴断念による確定をめぐる一連の動きは，日本国憲法下において，なおかかる
未曾有の人権侵害が，半世紀以上にわたり温存されてきたことを白日の下にさらすととも
に，患者の権利を明示的に保障しない法制度にあっては，患者の権利の確実なる保障は困
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難であることを明らかにした。この熊本地裁判決確定を機に設置された検証会議ならびに
その最終報告に基づく検討委員会の報告書は，いずれも患者の権利を定める法律の制定が
不可欠であることを指摘している。特に後者においては，かかる法律としては，医療を規
制する取締法規ではなく，患者の権利を擁護する基本理念を示す基本法という形式をとる
ことが，よりよい医師患者関係の構築につながると指摘している。
他方，近年において，健康保険における自己負担割合の増大，経済格差の拡大等によ
り，事実上医療を受ける権利，すなわち患者の権利の社会権的側面が危うくされている実
情がある。医療を受ける権利が脅かされる状況は，医療の選択にかかる自己決定権の空洞
化をも意味している。
医療を，人の健康で文化的な最低限度の生活を保障するに足る水準を持った持続可能な
制度とするためには，医療の重要性とその維持のために必要な財源の割り当てについて，
広く国民の理解が得られることが必要である。
前文は，こうした自由権的側面，社会権的側面の両面において，患者の権利の保障を法
律によって確立し，生命及び人間の尊厳を守ることが本大綱案の目的であることを，示し
ている。
なお，本大綱案における「患者」は，世界保健機関ヨーロッパ事務局の「ヨーロッパに
おける患者の権利の促進に関する宣言」の定義規定に倣い，「疾病の有無に関わらず医療
サービスの利用者」の趣旨で用いられているものである。

１

医療における基本権

1−1 人間の尊厳の不可侵
すべての人は，常に人間の尊厳を侵されない。
【趣旨・解説】
人間の尊厳の不可侵性は，基本的人権の中核をなす普遍的権利である。あらゆる自由・
人権の源に人間の尊厳がある。この人間の尊厳は，日本国憲法 13 条に定める個人の尊重
と同義ではなく，自律的・人格的な個人の尊厳のほかに，現在の，そして未来の，種とし
ての人間の尊厳の二つの意味がある概念である。
人間の尊厳は，あらゆる社会的な関係において侵してはならないものであって，医療の
みの関係に限定されるものではない。したがって，本法は，主に医療を念頭におくもので
あるが，すべての人が人として有する基本的人権が医療の場面においても例外なく適用さ
れるべきものであることを明確にすることにも意味があるため，あえて医療に限定せず
に，人間の尊厳の不可侵性を規定している。そして，その保障の対象はすべての人に及ぶ
べきものであり，日本国籍の有無を問うものではないため，
「国民」ではなく「すべての
人」と規定している。（以下，本章において，「すべての人」とする記載はすべて同趣旨の
記載である。）
医療は，本来，身体及び精神の健康を守り，人が尊厳をもって生きるために奉仕するも
のであるが，同時に，医療行為自体がもつ侵襲性，専門性，入院や治療に伴う自由の制
限，医療従事者と患者との間の知識や情報の格差等によって，患者の人間の尊厳を脅かし
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やすい性質をも内在している。そのため，患者の権利を定める本法において，患者の人間
の尊厳の不可侵性を確認する必要がある。
1−2 最高水準の健康を享受する権利
すべての人は，到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法 25 条において，「健康で文化的な生活」の保障が規定されるが，さらに，そ
の「健康」の水準としては，日本政府が批准している国際人権Ａ規約 12 条に規定する水
準であることを明確にしたものが本規定である。
この権利は，環境や衛生などすべての社会的な関係において保障される基本的な権利の
一つであって，医療も例外ではない。前同様の趣旨で，あえて医療に限定せずに規定して
いる。
なお，国際人権Ａ規約 12 条では，この権利の実現のため，締結国が
（1）死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
（2）環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
（3）伝染病，風土病，職業病その他の疾病の予防，治療及び抑圧
（4）病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出
などを含む措置をとることを求めており，本規定のもと，これらの施策の実施されるべき
ことも示すものである。
1−3 疾病または障がいによる差別を受けない権利
すべての人は，疾病または障がいを理由として差別されない。
【趣旨・解説】
日本国憲法 14 条 1 項は，不合理なすべての差別を禁止しており，この中には当然に疾
病や障がいを理由とする差別も含まれている。国際人権Ａ規約 2 条 2 項，同Ｂ規約でも差
別的扱いを禁止している。これらもまた，医療を例外とするものでないことは言うまでも
ない。
しかし，我が国では，ハンセン病患者に対する隔離政策やエイズ予防法の制定，精神疾
患を有する患者に対する不合理な隔離など，疾病や障がいをもつ人々を差別し，偏見を助
長する政策がとられてきた歴史と現実がある。それゆえに，患者の権利として，改めて本
規定を設け，すべての人が，医療機関，職場その他，社会的なすべての場面において，疾
病や障がいを理由に差別されないことを権利として保障することを明確にすることが必要
なのである。
この権利を保障するためには，医療政策において同様の過ちを繰り返さないことに止ま
らず，差別を解消するための施策を行うことが求められる。
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1−4 最善の医療を受ける権利
すべての人は，最善の医療を受ける権利を有する。
【解説・趣旨】
前記 1−2 において規定した「健康を享受する権利」を医療の場面において具体化した
ものが，本規定であり，前記 1−2 同様，その根拠は，日本国憲法 25 条及び国際人権Ａ規
約 12 条に求められる。
また，
「最善の医療」とは，前記 1−2 において規定した到達可能な最高水準の身体及び
精神の健康の享受を実現する医療である。この到達可能な最高水準は，その時代における
国内外の客観的な医療の水準を基盤に，医療提供者及び患者の状況等を総合して判断され
るべきものである。
1−5 安全な医療を受ける権利
すべての人は，安全な医療を受ける権利を有する。
【趣旨・解説】
医療の多くは侵襲性を伴う。また，診断や治療方法の選択の前提となる医学的な知見や
医療技術の不確実性，医薬品の副作用，そしてヒューマンエラーなど，医療には，様々な
危険が内在している。こうした危険を可能な限りコントロールして安全性を確保しなが
ら，治療の目的等を達成することは，医療が社会に許容されるための不可欠の前提であ
る。したがって，1−2 に示す健康の享受の実現のための「医療」は，その前提として「安
全な医療」であることが求められる。本規定は，この様な観点から安全な医療を受ける権
利を明確にするものである。
医療や医薬品の安全性等を確保するための政策や各種規制措置等は，この権利に奉仕す
ることを目的として制定されなければならない。また，個別の医療行為についても，安全
性の確保が求められるものであり，個々の医療行為を行う者のみならず，個々の医療行為
の安全性を確保する体制や，事故から学び改善するシステムなどの基盤整備も求められる
ものである。
1−6 平等な医療を受ける権利
すべての人は，政治的，社会的，経済的地位や人種，国籍，宗教，信条，年齢，性
別，性的指向，疾病の種類，経済的負担能力などによる差別なしに最善かつ安全な医療
を受ける権利を有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法 14 条は，あらゆる社会的関係において，差別を禁じており，医療において
も例外ではない。この平等原則を医療の場面においても適用し，すべての人が差別なく，
等しく最善かつ安全な医療を受ける権利があることを規定するのが本規定である。
日本国憲法 14 条は，あらゆる理由による差別を禁ずるものであり，本規定に挙げる事
項も例示であって，その他の事由であっても差別をしてはならない。
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国や地方自治体は，単に差別を禁じるだけでなく，本権利の保障を実質的に実現するた
めの施策を講ずることが求められるものであり，医療保険制度や医療供給体制の拡充がは
かられなければならない。また，個々の医療機関においても，平等な医療を受ける権利を
侵害する差別的な扱いをしてはならない。
1−7 知る権利
すべての人は，自己の生命・身体・健康などに関わる情報を知る権利を有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法 13 条は，情報コントロール権を認めるものであり，個人の診療に関する情
報に対して，そのすべてを知る権利を保障するものである。さらに，自己決定権を保障す
る前提として，自己のあり方に関わる情報自体を得ることをも保障しなければ実質を伴う
ものではない。自己の生命，身体，健康は，いずれも自身の存在そのものに関わる情報で
あり，単に医療を受け，あるいは受けようとする場面のみならず，自身の行動を決するた
めに必須の情報である。これらを知ることは根源的な権利として保障されなければなら
ず，本規定は，こうした生命・身体・健康に関わる情報を広く知る権利を保障するもので
ある。
したがって，ここで保障される知る権利は，単に個々の治療に関する事柄のみならず，
医療を受けるか否か，あるいは，いずれの医療機関で受けるか，更には，それ以前の健康
の保持やそのための生活・行動に関する自己の決定を支える前提であるから，広く医療制
度自体や，医薬品，医療機関，保険制度などにも及ぶものである。
また，個別の医療行為における場面においても，知る権利の保障は，患者が主体的に医
療に関わるための不可欠の前提であり，1−8 に規定する自己決定権の適切な行使のため
の必須の条件である。患者本人に対する診療録，診療報酬明細，看護記録，処方箋等の診
療記録の開示などもまた，本規定の下，保障されるものである。
1−8

自己決定権

すべての人は，十分な情報提供とわかりやすい説明を受け，理解したうえで，自由な
意思に基づき自己の受ける医療行為に同意し，選択し，拒否する権利を有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法 13 条は，自己決定権を保障するものである。この保障は，医療においても
同様であり，どのような医療を受けるかについての決定権は，拒否する権利を含めて，治
療を受ける者自身，すなわち患者に帰属するものとして保障されなければならない。本規
定は医療における自己決定権を定めるものであり，患者の権利の中核をなす権利である。
また，真の自己決定といえるためには，前提として十分な情報提供と説明を受けて，内
容を理解し納得することが不可欠である。この趣旨を明らかにするため，本規定では，
「十分な情報提供とわかりやすい説明を受け，理解したうえで，自由な意思に基づき」と
している。
この権利を実質的に保障するためには，個々の医療機関において，医療従事者と患者間
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の対等な関係に立ったコミュニケーションを図ることが重要であり，また，両者の間の信
頼関係の形成に資するものもある。また，国や地方公共団体において，1−7 に示した医
療情報や医薬品に関するリスク情報を医療従事者や患者に適切に届けるための国や地方公
共団体におけるシステムの整備，十分な説明を行うための体制自体の整備なども重要であ
る。
1−9 プライバシーの権利
すべての人は，常にプライバシーを尊重される権利を有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法 13 条において，自己の情報を他者にみだりに開示されず，また，自己に関
わる情報をコントロールする権利が保障されている。自己の生命・身体・健康に関する情
報を知る権利は，自己決定権の保障の面からも特に 1−7 に規定するものであるが，自己
の情報を他人に漏らされないことを含め，自己にかかわる情報コントロール権の保障が医
療の場においても，同様であることを明らかにしたものが本規定である。
自己の生命・身体・健康に関する情報，あるいは，治療を受ける上で必要とされる情報
には，極めて慎重な扱いを要する情報が多く，また，入院などにおいては医療機関そのも
のが生活の場ともなるため，プライバシーの尊重には，診療録等の管理はもとより，病室
や診療室の構造等にも十分な配慮が求められる。
なお，医学・薬学の進歩や医薬品の市販後安全対策等に役立てるために，統計的なデー
タを収集する必要が認められる場合がある。こうした目的からの情報の利用とプライバシ
ー権の保障を矛盾しないようにするための対応は，重要な検討課題であり，こうした観点
から医療情報に関する法的な整備を含めた施策が求められる。
1−10

学習権

すべての人は，疾病とその治療・予防・健康の維持の方法，医療保障制度などについ
て学習する権利を有する。
【趣旨・解説】
人は自ら学び，自らを成長させる権利を，日本国憲法 13 条，26 条より保障されてい
る。学習権の保障の重要性は，ユネスコ学習権宣言にも示されるところである。これら
は，特定の分野に限られるものではなく，医療に関する事項についても当然保障されるべ
きものであることを明らかにしたものが本規定である。
とりわけ，患者が個別の医療を受ける場面において，自己決定権を適切に行使する前提
としても，また，国や地方自治体の医療政策の形成や，個別医療施設における医療のあり
方の改善に参加していくためにも，前提として，疾病やその治療・予防，健康の維持，医
療保険制度や医療提供体制などの医療保障制度について理解することが必要である。
国や地方公共団体は，学習権を保障するための，教育を含む学習の機会の充実，情報の
提供，学習施設の拡充などに取り組むことが求められている。
なお，患者の権利に関する提言においては，健康教育として構成される例も見られる
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が，日本国憲法 26 条においてもそうであるように，教育の保障の本来の目的は，教育を
受ける者の学習権の保障というべきである。
1−11 医療に参加する権利
すべての人は，医療政策の立案から医療提供の現場に至るまであらゆるレベルにおい
て，医療に参加する権利を有する。
【趣旨・解説】
患者は，医療政策や個別医療の客体ではなく，あるべき医療を実現する主体として，国
や地方公共団体の医療政策の立案や，個別医療機関における医療の改善（医療，情報提
供，苦情受付等の改善など）などについて参加する権利を有することを定める規定であ
る。
この権利は，かつてのパターナリズムに基づく医療のあり方を，患者主体の医療に転換
するうえで，きわめて重要な権利であり，この権利によって医療政策立案から医療現場ま
で，医療従事者と共にすべての人が主体として行動することにより，初めて本章規定の各
権利が保障されると言える。
国及び地方公共団体は，すべての人がこの権利を行使しやすいよう参加手続を整備する
ことを求められており，医療機関においても，そうした手続きによる患者の主体的参加を
保障し，促進することが必要である。
1−12 通常の社会生活や私生活を保障される権利
すべての人は，快適な施設環境のなかで，あるいは在宅において，最善かつ安全な医
療を受け，可能な限り，通常の社会生活に参加し，あるいは通常の私生活を営む権利を
有する。
【趣旨・解説】
日本国憲法は，個人の私的生活における自由を保障し，また，その水準として健康で文
化的な生活を保障するものである。病を得て医療を受けることが必要となった場合であっ
ても，このことは何ら変わるものではなく，治療のために必要な制約以上に，その私的生
活を制約され，あるいは，社会生活への参加を制限される理由はない。こうした，医療を
受けるにあたって，医療目的達成に必要で合理的な制約を超えた私生活や社会生活の制約
を受けない権利の保障を明確にしたものが本規定である。
本来，通常の私生活や社会生活を営むことは個人の尊厳と深く関わる事柄であり，それ
が保障されるべきことは自明のものと言うべきであるが，現実には，患者であるというだ
けで，治療の客体として扱われ，必要以上の制約を受けることも少なくない。とりわけ，
感染症や精神医療の分野では，不合理な施設収容や隔離が行われてきた現実がある。こと
に，ハンセン病に関しては，不必要な隔離が長年にわたって継続してきた。また，小児医
療においては，入院による家族との隔離された生活や就学機会の喪失など，医療を受ける
にあたって，その成長・発達のために不可欠な機会が保障されているとは言い難い現状が
存在する。それゆえ，こうした規定を特におく必要がある。
― 267 ―

第７章 患者の権利に関する法律大綱案―実行委員会試案―

1−13 人対象研究における被験者の権利
被験者は，人対象研究において，人間の尊厳，生命，健康を脅かされず，プライバシ
ーを尊重される権利を有する。
【趣旨・解説】
人を対象とする医学研究における被験者の基本的権利を定めた規定である。ここでいう
人対象研究には，臨床試験，臨床研究，それ以外の医学研究など人を対象とするすべての
研究が含まれる。
人対象研究は，医学や医療の発展にとって必要なものであるが，未知の危険を伴い，ま
た，人間を目的のための手段として用いるものであるから，それ自体が人権に対する侵害
となりうる。人間を単なる道具化・手段化しないよう抑制することが極めて重要である。
そこで，人対象研究は，最善かつ安全な医療のために行われなければならず，研究の内
容が，目的に照らした合理性を有し，研究によって期待される利益が起こりうるリスクを
上回るなど，研究それ自体において，倫理的，科学的な公正さを備えていることが必要で
ある。
また，被験者が，研究の目的，方法，資金源，起こりうる利益相反，研究者の関連組織
との関わり，研究によって期待される利益と起こりうるリスク，ならびに研究に伴いうる
不快な状態，その他研究に関するすべての側面について，十分に説明されなければなら
ず，いつでも不利益を受けることなしに，研究参加を拒否するか，または参加の同意を撤
回する権利のあることを知らされなければならない（ヘルシンキ宣言）
。但し，被験者
は，研究者との関係，結果に対する期待等様々な要素によって自己決定権を脅かされやす
い立場にあるから，インフォームド・コンセントのみに過大な役割を課さないよう，第三
者による倫理審査を経るなど手続的担保が重要である。
さらに，被験者の権利保護のためには，患者の権利法と別の個別法（被験者保護法）が
制定されなければならない。現在，我が国では，医薬品や医療機器の承認を得るための臨
床試験（治験）や製造販売後臨床試験等は省令により，クローン技術は法律により法的規
制を受けるが，それ以外の臨床試験や研究は，倫理指針によってのみ規律され，法的規制
を受けない。これに対し，EU や米国では治験と治験以外の臨床試験や研究を区別せず一
元的に法的に規制をしている。治験等であるか否かによって規制を異にする合理性はな
い。法制化すると研究が萎縮して推進が妨げられるとか，ガイドラインは「ソフト・ロ
ー」であるとかといった理由で，ガイドラインによる規制を正当化する見解があるが，こ
れは，被験者の権利を軽視し，ガイドラインなどを法ではないのに法と同視する点で誤っ
ている。
被験者の権利の重要性に鑑み，すべての人対象研究を一元的に規制する法律を制定する
べきである。
1−14

国・地方公共団体の基本的責務

国及び地方公共団体は，本法に規定する諸原則や患者の権利を実現するため，必要か
つ十分な医療施設等の人的，物的体制を整備して，医療水準の向上に努めるとともに，
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医療保障制度を充実させなければならない。
【趣旨・解説】
本法に規定する医療の諸原則や患者の権利を保障するため，日本国憲法 25 条に基づ
き，国及び地方公共団体の責務を明確にした規定である。
この規定に基づいて，国・地方公共団体は，本章及び次章に述べる患者の権利各則を保
障しうる医療制度の確立の責務を負うものである。具体的には，医療提供体制について，
医療施設等の適切な配置，必要とされる診療科目の確保，医療従事者の適切な養成と配置
を行うと共に，個別医療機関における患者中心の最善の医療の実現等に努めなければなら
ず，次章各則に述べる権利の保障のための制度，手続きについて定め，また，そうした保
障が実現できる立法及び財政面も含めた基盤の整備も行わなければならない。
更に，こうした医療を広くすべての人が利用できるよう，国民皆保険制度をはじめとす
る医療保険制度についても拡充する責務を負う。
1−15

医療従事者の基本的責務

医療機関及び医療従事者は，患者との信頼関係を築き，本法に規定する諸原則や患者
の権利を尊重して，誠実に最善かつ安全な医療を提供しなければならない。
【趣旨・解説】
本法に規定する患者の権利を保障するために必要な医療機関・医療従事者の責務を定め
た規定である。
医療機関と医療従事者は，個々の医療行為のみならず，医療機関における各種のシステ
ムを整備するに当たっても，患者の権利を尊重することが必要である。その基盤として
は，対等な関係に立った患者との信頼関係の構築と，専門家としての誠実さが求められ
る。

２

患者の権利各則

２−１

医療における情報に関する権利

2−1−1 医療情報にアクセスする権利
すべての人は，自己の生命・身体・健康などに関わる状況を正しく理解し，適切な医
療を選択するために必要な医療情報にアクセスすることができる。
【趣旨・解説】
医療情報全般に対する情報へのアクセス権を保障する規定であり，知る権利（1−7）を
具体化するものである。
情報は，広く自己の生命，身体，健康などに関する状況の理解のみならず，医療を利用
する際の選択のために必要な情報であり，知る権利（1−7）同様，個人の診療に関する情
報以外にも，一般的な疾病や治療，予防に関する情報，医療機関や保険制度に関する情報
を含めたものである。
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この権利の保障のために，国・地方公共団体には，疾病や治療，予防に関する情報や医
療機関等医療提供体制や医療保険制度等に関する情報などを整理し，広くアクセス可能な
状態で，かつ，利用する側の特徴にあわせた手段，方法で提供するなどの施策を要する。
また，個人の具体的診療に関する情報をも対象としたものであるから，これらの個別の
医療情報について管理に関する制度の整備を行う必要があり，医療機関においては，情報
の管理と開示手続きなどの整備を行う必要がある。
2−1−2 患者の個人情報保護
① 患者の健康状態，症状，診断，予後及び治療につき個人を特定しうる情報，その他
個人の全ての情報は，患者の死後も含め，秘密が守られなければならない。
② 医療機関及び医療従事者は，診療過程において取得した患者の個人情報について，
正当な理由なくこれを第三者に開示してはならない。
【趣旨・解説】
すべての人は，医療の場でのプライバシーを保障されるのであり（1−9），患者の健康
状態，症状，診断，予後及び治療につき個人を特定しうる情報，その他個人の全ての情報
が，保護されるべきであることは論をまたない。これは，患者が死亡した場合でも同様で
ある。本条項①はこれを明らかにしたものである。
また，この患者の個人情報保護の帰結として，医療機関及び医療従事者には個人情報保
護が義務づけられるものであり，①に対応した義務を②として併せて明示した。
②の「正当な理由」には，患者本人の有効な同意がある場合を含むのは当然であるほ
か，
「法律の定め」「治療上の必要」などが他の多くの立法例で採用されるところである。
医療分野における患者の個人情報は，特に高度な保護を必要とする患者のプライバシー
であるが，他方患者自身の治療や医学の進歩のためには不可欠な情報でもある。患者の個
人情報が取得される場面，情報の種類性質，情報が必要とされる場面はそれぞれ多種多様
であり，これに伴い，取得，保管，開示，利用，廃棄，それぞれの過程において多種多様
な検討課題がある。また，医学技術や情報処理技術などの進歩とともに，新たな類型の情
報，例えば患者の遺伝子情報なども医療従事者が取得する状況があり，これらに対して患
者の子孫のアクセス権の問題などが生じるといった新たな論点も進歩に伴って生起され
る。これらの情報に関する保護について，現行個人情報保護法ではすべて解決できるもの
ではなく，判断が及ばない論点を含むものであり，2−1 章全体に関して，別の総合的な
立法の必要性があると考えられる。
「正当な理由」についても，こうした立法において，
更に詳細を検討する必要がある。
2−1−3 医療記録の開示請求
① 患者は，医療機関に対し，自己に関する医療情報の提供，並びに，医療記録の閲覧
及び写しの交付を求めることができる。
②

患者死亡後は，患者の生前の明示の意思に反しない限り，遺族（患者の法定相続人
及び患者と生計を一にする者）が，前項の請求をすることができる。
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【趣旨・解説】
自己の生命・身体・健康に関する医療情報へのアクセスは，2−1−1 に規定するところ
であるが，本規定は，これらの内，患者に対する診療等によって得られた情報について，
患者が，医療記録の開示（閲覧及び写の交付）という方法によって，取得することができ
ることを具体的に明らかにするものである。
開示を求める対象は，医師が作成するカルテのみならず，看護記録，検査表，画像，診
療報酬明細書など，診療や健康診断に関して作成，保管される一切の医療記録を含むもの
である。
②は，患者死亡後の場合の請求権者を定めたものである。本来，自己に関する情報コン
トロール権に基づく医療記録開示の請求権は，患者自身に一身専属的なものと解すべきで
あるから，相続等によって当然に承継されるものではない。しかしながら，その人の受け
た医療行為とその経過，すなわち，その人の生命に関わる経過について，死後，これを明
らかにすることができない状況となることは，その人の「人間の尊厳」を尊重したものと
は言えず，1−1 に基づく規定として，死後の請求権者を定めたものである。また，2−5
章の被害回復を求める権利の前提としても，規定する必要がある。なお，本規定に基づく
開示請求権の行使は原則として 2−1−2 ②の「正当な理由」に該当すると考えられる。
請求権者の範囲は，上記趣旨に照らし，法律及び生活実態に基づいて患者自身と密接な
関係を有する者が相当であり，本規定では「遺族」とした。遺族は，法定相続人と共に，
事実婚を含む趣旨であるため，「生計を一にする者」を含むものとしている。
2−1−4 診療に関して説明を受ける権利
① 患者は，医師及びその他の医療従事者に対し，自己に対する医療行為の目的，方
法，危険性，予後及び選択し得る代替的治療法，並びに，自己に対してなされた治療
及び検査の経過や結果などにつき，理解できるよう，十分かつ適切な説明を求めるこ
とができる。
②

患者は，医師及びその他の医療従事者に対し，前項の説明につき，その概要を記載
した書面の交付を求めることができる。
③ 患者が死亡した場合，遺族（患者の法定相続人及び患者と生計を一にする者）は，
医師及びその他の医療従事者に対し，当該患者が死亡に至るまでの診療の経過と死亡
原因について，理解できるよう，十分かつ適切な説明を求めることができる。
【趣旨・解説】
インフォームド・コンセントの前提としての説明を受ける権利に関する規定であり，医
療情報に関する患者のプライバシー権の原則（1−7，1−9）と共に自己決定権の保障の原
則（1−8）に関する規定である。
患者が自己決定権を行使するためには，前提として，自己の身体の状態や治療経過，医
療行為の内容や予後などを十分に理解している必要があり，これらが得られて，初めて自
己の意思による選択が可能となるのである。
このため，①に示すように，対象は，現に受けようとする自己に対する医療行為の目的
や方法，危険性，予後に関する内容はもちろん，他に選択できる治療法の有無や方法，そ
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の選択による場合の危険性や利益なども含まれ，また，既に受けた治療や検査の経過や結
果についても含まれる。
更に，これらが説明されるだけでなく，説明を受けた患者自身が理解できることが不可
欠であり，その説明の方法は，患者の特性に合わせて患者の理解しうる言葉や手段を用
い，また，患者の理解に併せた十分なものでなければならない。
②では，①に規定する説明の概要を書面として求めることができる旨規定したものであ
る。上記のとおり，本規定で求められるのは，説明という行為自体ではなく，これを通じ
て患者が自己の状況を理解し，自身の治療，あるいは，療養における行動を選択できるよ
うにするためのものであり，これを助けるものとして規定したものである。なお，書面に
よる情報の取得については，他に医療記録の開示請求権が 2−1−3 に規定されるが，これ
と別に，本規定は，医療従事者の説明内容をまとめた文書の交付を求める規定である。
③は，患者が死亡した場合であり，自己決定権の前提となるものではないが，2−1−3
②と同様の趣旨から，患者の死後の場合の規定を置いた。請求権者の範囲，2−1−2 ②と
の関係も前条同様である。
2−1−5 セカンド・オピニオンを受ける権利
① 患者は，自己の診療に関して，別の医師に意見を求めることができる。
② 患者は，前項の権利を行使したことによって，何らの不利益を受けない。
③ 患者は，第 1 項の目的のため，現に受診している医師又は医療機関から必要な情報
の提供を受けることができる。
【趣旨・解説】
①は，現に受診している医師以外の医師に診療に関する意見を求める権利，いわゆるセ
カンド・オピニオンを受ける権利に関する規定である。
患者が，現に受診している医師から説明を受けたとしても，それだけでは，いかなる治
療をいつ，どの医療機関でうけるのか判断できないこともあり，別の医師の意見を聞いて
判断したいと考えることがある。また，医師から示された他の治療の選択を検討するとし
ても，実際に別の医療機関でその治療を受けられるかどうかを判断できなければ，現実に
他の選択肢を行使することも困難であるが，その判断のために現に治療を受けている医療
機関以外に改めて受診を要することになると再度同種の検査を要することになって患者自
身の負担も大きく，医療経済上も非効率的である。かかることから，患者の自己決定権
（1−8）の行使における判断を助け，選択を現実に行えるようにするためには，セカン
ド・オピニオンを受ける権利を保障する必要がある。
この権利を実質的に保障する為には，意見を述べる医師が，別の医療機関での治療に関
する情報を受けた上で「意見」を述べること自体をひとつの医療行為として位置づけるこ
とが必要であり，国・地方公共団体において，これに対する保険適用等の体制整備が求め
られる。
また，セカンド・オピニオンを受けることによって，現に受診している医療機関でのそ
の後の受診が困難になるようでは，権利行使はできない。②は，かかる不利益をうけず，
患者が，遠慮なく権利行使ができることを確認するものである。
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さらに，有効でスムーズなセカンド・オピニオンの実施には，現に受診している医師及
び医療機関から，診療経過や検査データなどを添付した診療情報提供書の作成など確実な
情報提供が不可欠である。③は，これを確認したものである。

２−２

患者の自己決定権

2−2−1 患者の自己決定権
① 患者は，医師及びその他の医療従事者から，自己の病状，医療行為の目的，方法，
危険性，予後及び選択し得る代替的治療法などにつき正確で分かりやすい説明を受
け，十分に理解したうえで，自由な意思に基づき，医療行為につき，同意，選択又は
拒否することができる。
② 患者は，前項の自己決定のための必要な援助を受けることができる。
【趣旨・解説】
すべての人は，十分な情報提供と分かりやすい説明を受け，自らの納得と自由な意思に
基づき自分の受ける医療行為に同意し，選択し，又は拒否する権利を有する（1−8）
。本
条は，このような患者の自己決定権原則を，現に医療行為を受ける場面に関して具体的に
定めるものである。
患者の決定が形式的なものであっては自己決定権が保障されているとは言えないのであ
り，本規定の「同意，選択又は拒否」は，単にそれが示されたかどうかという形式のみを
問題として扱ってはならない。その「同意」等は，患者の自由な意思に基づく決定でなけ
ればならないのはもちろんのこと，その前提として患者自身が正しく理解していることが
必要であり，本規定において「医師及び…十分に理解した上で，自由な意思に基づき」と
しているのは，「同意」等を実質的なものとするために不可欠の条件である。
また，いかに正確で分かりやすい説明がなされたとしても，患者の側がその説明を受け
て理解することができない状況にある場合については，その理解ができるための援助が必
要となる。子どもには，成熟度等を考慮して，その理解に応じた説明を行い，自己決定権
を援助する立場の者が必要であり，外国人の場合には通訳が必要であるし，精神障がいで
不安や興奮が極度の場合に身近な援助者に付き添ってもらうことが必要な場合がある。
国，地方公共団体がこのような必要な援助のための制度を整備することは，例えば障がい
者であれば障がい者福祉の内容として求められるべきである。しかし，障がい者の問題を
離れても，医療の現場において，患者に自己決定の能力がないと判断される前に，まずも
ってこのような援助を得ての自己決定の機会が保障されるべきであることから，その権利
行使が妨げられないよう，本項を規定することとした。
2−2−2 判断能力が欠ける患者
① 患者に医療行為に関する説明を理解したうえで，当該医療行為につき同意，選択又
は拒否する能力が欠如している場合は，原則として，患者の家族その他患者を保護す
る者（以下「家族等」とする。）が当該医療行為につき同意し，選択し又は拒否する
ことができる。
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②

前項の場合であっても，患者の家族等並びに医師及びその他の医療従事者は，患者
の能力に応じて，患者をその意思決定の過程に関与させなければならない。

【趣旨・解説】
2−1−1 に示すとおり，医療行為を行うためには，患者の意思に基づくことが原則であ
る。しかしながら，患者が，医療行為に関する説明を理解し，当該医療行為につき同意，
選択又は拒否する能力が欠如している場合には，患者自身による決定ができない。その場
合は，原則として，患者の最善の利益（患者の意思の推定などを含む）を代弁することの
できる者が患者に代わって決定することを承認するのが相当であり，患者の医療を受ける
権利そのものを保障するためにも，そのような仕組みが必要である。本規定は，患者の自
己決定権保障の原則（1−8）を補完するものとして規定するものである。
①の規定における「能力」は，患者の医療行為に対する自己決定権行使にかかる能力で
あり，例えば後見制度における意思能力や未成年者の場合と単純に同一視してはならず，
当該医療行為の性質，当該患者の状況に応じて，個別に判断されるべきものである。ま
た，この際，患者が援助を得ることによって，自ら判断することが可能な場合には，患者
の自己決定権の保障の原則を尊重して判断されるべきである。このような判断能力が十分
でない患者について，だれがどのように援助するのかについても，制度整備が不可欠であ
る。
患者の最善の利益を代弁することができる者が誰であるのかは，具体的な場面によって
異なる。現状では，多くのケースにおいては，家族が患者の最善の利益を代弁しており，
患者の家族を患者に代わって決定するものとして規定した。しかしながら，これによる不
都合があるとき（家族が患者を虐待している場合や，患者と家族の利害が相反する状況に
ある場合，家族が存在しない，あるいは，長年にわたりほとんど患者と交流がない場合な
ど）も存在するため，「その他患者を保護する者」として患者の家族以外の者による場合
を規定した。
国・地方公共団体は，本規定における「その他患者を保護する者」やこれらの者と家族
との関係に関する具体的な制度を整備する必要がある。
②は，①における場合に患者自身の意思についての尊重を義務づける規定である。
決定する能力が欠如している場合であっても，それゆえに患者自身の意思を無視してよ
いことにはならない。そのような場合であっても，患者は意思決定に関与する権利を有す
るのである。したがって，本条１項によって患者の意思決定を代行する者及び患者に医療
を提供する医療従事者は，患者の能力に応じて，その能力の許す限り，患者自身を意思決
定の過程に関与させなければならない。
2−2−3 自己の意思を表明できない緊急時に実施すべき医療への同意
患者が自己の意思を表明することができず，かつ患者の生命又は健康に対して重大な
害を及ぼす危険を回避するために，緊急に実施することが必要な医療行為については，
当該患者は同意しているものと推定する。ただし，患者の事前の明確な意思に反する場
合はこの限りではない。
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【趣旨・解説】
2−2−2 同様，患者の自己決定権の保障の原則に基づく 2−2−1 を補完する規定であ
る。
2−2−1 及び同 2 によって，医療従事者が医療を提供するには，患者自身又は代諾権者
の同意が必要であるとの原則が示されるが，緊急時，患者が意識不明であったり，代諾者
がいない，又は速やかに代諾者の同意を得られない場合に，患者の生命又は健康に対して
重大な害を及ぼす危険を回避するために直ちに医療行為を行う必要があるときは，緊急避
難等の一般原則により，もしくは患者自身の推定的同意に基づき，当該医療行為を行うこ
とは違法ではないと解されている。
本規定は，自己決定権の保障の原則から，こうした場合に同意があったものと推定する
ことを明らかにしたものである。
また，かかる状況下で患者の意思を無視して良いとするものではなく，かかる状況下で
の医療行為に対する患者の同意があるものと推定するものであるから，患者の事前の明確
な意思に反する場合には，その意思決定を尊重することが求められるため，同意があると
推定することはできない。
2−2−4 医療機関の選択及び変更
① 患者は，医療機関を選択し，転医することができる。
② 患者は，正当な理由がある場合を除いては，自己の意思に反する転医や退院を強制
されない。
③ 患者は，いつでも転医に必要な情報を受けることができる。
【趣旨・解説】
患者の自己決定権の保障の原則（1−8）に基づくものであり，患者の医療行為の選択
に，医療機関の選択が含まれることを明らかにした規定である。
また，この選択は，医療機関を変更しない選択も含むものであり，患者自身の意思に反
して転医や退院を強制することは，やはり患者の自己決定権を侵害することになる。本規
定では，患者が積極的に意思決定を行う場面を①に，患者が意思に反する強制を受けない
ことを②として規定した。但し，②においては，医学的に正当な理由に基づく場合をも否
定する趣旨ではないため，医学的に他の医療機関における治療を真に必要とする場合な
ど，「正当な理由」がある場合には，転医や退院を求めることは認められるものである。
また，医療機関の選択を実質的に保障するためには，患者自身が判断に必要な情報を知
らなければならない。自己の状態についての情報の取得については，2−1 において規定
するものであるが，本規定③では，特に転医に必要な情報を受けることができることを規
定している。

２−３

医療を受ける子どもの権利

医療を受ける子どもは「子どもである患者」であると同時に，
「患者である子ども」で
もある。患者であることに焦点を当てれば患者の権利が，子どもであることに焦点を当て
れば子どもの権利が，それぞれ保障されなければならない。
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ところが，実際には，子どもであるがゆえに説明を受けられない，決定に関与できない
など自己決定権を中心とする患者の権利保障が不十分である。また，医療を受けている
（患者である）がゆえに，親や家族との接触を奪われたり，遊びや教育への参加が不十分
であるなど，成長発達権保障を中心とする子どもの権利がないがしろにされがちである。
すなわち，医療を受ける子どもには，二重に弱い立場にあるがゆえに，より強く権利保
障が求められるにもかかわらず，むしろ二重に弱いがゆえに，両者（「患者の権利」と
「子どもの権利」）の狭間に落ち込んでしまうという特徴がある。
子どもの患者の権利について 1 章を設けるのは，かかる趣旨に基づくものである。
なお，本大綱案でいう子どもとは，子どもの権利条約が対象とする子どもと同義であ
る。
2−3−1 親に付き添われる権利
子どもは，医療を受けるときは，可能な限り，その最中，親またはその家族等親代わ
りの者（その者が付き添うことが子どもの福祉に反することが明らかな場合を除く）に
よって付き添われる権利を有する。
【趣旨・解説】
子どもの権利条約は，子どもに関するすべての措置について，子どもの最善の利益を重
視すべきこと（3 条 1 項），子どもの生存及び発達を最大限確保すること（6 条 2 項）を求
めている。
また，子どもの権利条約は，できる限り自分の親によって養育される権利を保障し（7
条 1 項）
，子どもが親の意思に反して親から分離されることを禁止している（9 条 1 項）。
患者には，医療を受ける間も，その私的生活及び社会生活への参加の権利が保障されな
ければならない（1−12）
。とりわけ子どもにとって，親に付き添われることを保障するこ
とは，その成長発達権の保障の観点からも極めて重要である。こうしたことから，医療を
受ける子どもは親に付き添ってもらえる権利が保障されなければならない。
実際，医療を受ける子どもが親などの保護者から引き離されることによって，短期的・
長期的に良くない影響がその子どもに生じることが指摘されている。
本規定は，子どもは，たとえ病院に入院しているときであっても，また，医療機関等で
処置を受ける最中も，可能な限り，親や親代わりの人に付き添ってもらえる権利を有する
ことを明らかにしたものである。したがって，病棟の面会時間をなくして，原則として，
いつでも面会できるようにすべきであるし，子どもに処置をするときは，親がそばにいら
れるようにすることが求められるが，本条の趣旨はそれにとどまるものではない。
付き添いは，それを行う親にとって，身体的・経済的に大きな負担となる場合がある。
また，子どもが入院している場合，親が 24 時間付き添うことは非現実的である。そこ
で，親が付き添いやすくする措置（宿泊施設の整備等）や，親がいないときは親の替わり
に誰かが子どもに付き添うこと（病院における公的保育の整備等）が必要となる。これら
は，子どもの最善の利益を確保するため，子どもの権利条約実施上，国や地方公共団体に
課せられた責務であり，本規定においても同様である。
付き添いを求める対象は，
「親又はその家族等親代わりの者」であり，本規定の趣旨に
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照らし，子どもの成長発達権の保障の観点から，その付添いが子の福祉に適う者である。
したがって，虐待を受けた子どもが治療等のために入院しているような場合に虐待親が当
該子どもに付き添う場合等，親等の付き添いが子どもの福祉に反することが明らかな場合
は，対象とされないものであることを規定している。本規定は，本来，親の権利を定める
ものではないが，現場では，子どもの権利保障に名を借りた，不適切な付き添いの主張を
封じるのが困難となるとの懸念が残るため，特に規定したものである。
2−3−2 療養中の活動に対する子どもの権利
療養中の子どもは，その年齢に相応しい遊び及びレクリエーション的活動を行う権
利，ならびに文化的活動に参加する権利を有する。
【趣旨・解説】
子どもの権利条約 31 条 1 項は，「締約国は，子どもが，休息しかつ余暇をもつ権利，そ
の年齢にふさわしい遊び及びレクリエーション的活動を行う権利，ならびに文化的生活及
び芸術に自由に参加する権利を認める」と定めている。これは，子どもの成長・発達にと
って休息や余暇が不可欠であること，年齢にふさわしい遊びやレクリエーション的活動や
文化的活動を楽しむことができる権利をもつことを明らかにしたものである。2−3−2 の
規定同様，患者の社会生活への参加の保障の原則につき，子どもの成長発達権の保障の観
点から特に規定している。
子どもの権利条約 31 条 2 項は，同条 1 項を受け，
「締約国は，子どもが文化的及び芸術
的生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進し，ならびに，文化的に，芸術的，レクリ
エーション的及び余暇的活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励すること」として
いるが，病気や怪我で入院しているような場合には，遊びやレクリエーションに参加する
機会が極端に少なくなりがちである。
そのような場合であっても，「適当かつ平等な機会の提供」がなされるべきである。
遊びやレクリエーションの平等な機会を提供するために，療養中の子ども，とりわけ入
院している子どもに対しては，特別の配慮が必要である。病室において私物等を持ち込ん
で遊ぶことができる状況や，あるいは，年齢や心身の状態にあわせたプレイルームなどの
確保やレクリエーションの機会の確保など，様々な方策を講じる必要がある。また，療養
中の子どもたちの遊びを支援する専門家を配置することも求められる。国・地方公共団体
は，医療を受けている子どもが遊びやレクリエーションに参加することを実質的に保障す
るための条件及び環境を整備する責務を負う。
2−3−3

療養中の教育に対する子どもの権利

療養中の子どもは，いかなる差別も受けることなく，教育を受ける権利を有する。
【趣旨・解説】
子どもは等しく教育を受ける権利を有する（日本国憲法 26 条，子どもの権利条約 28 条
1 項）
。このことは，医療を受けている場合であっても同様に保障されるべきものである
ことは言うまでもない。
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しかし，療養中の子ども，とりわけ入院している子どもの教育を受ける機会に対する保
障が極めて不十分である。入院している子どもには，いわゆる院内学級等が用意されてい
るが，院内学級等は子どもが入院しているすべての病院にあるわけではないし，院内学級
等で学ぶためには一定期間の入院が予定されている場合であること（就学要件）や，原籍
校から院内学級等を設置している学校への転籍が必要であることなど，様々な制約があ
る。こうしたことから，院内学級等の整備・充実，就学要件の緩和等，医療を受ける子ど
もが教育を受ける機会を実質的に保障するための条件及び環境を整備する必要がある。こ
れらは，国や地方公共団体の責務である。
2−3−4 子どもである患者の自己決定権
① 子どもである患者は，その年齢と成熟度及び当該医療行為の内容にしたがって理解
し得る方法により，自己の病状，医療行為の目的，方法，危険性，予後及び選択し得
る代替的治療法などにつき正確で分かりやすい説明を受け，自由な意思に基づき，医
療行為につき意見を表明することができる。
② 前項の子どもである患者の意見は，その年齢と成熟度及び当該医療行為の内容にし
たがって，相応に考慮されなければならない。
③ 子どもである患者が，自己の病状，医療行為の目的，方法，危険性，予後及び選択
し得る代替的治療法などにつき，説明を受け，十分に理解したうえで，当該医療行為
に付き，同意，選択又は拒否することができるときは，子どもである患者が，当該医
療行為につき，同意，選択又は拒否する権利を有する。
【趣旨・解説】
インフォームド・コンセントの原則は，患者が自己の病状，医療行為の目的，方法，危
険性，予後及び選択し得る代替的治療法などにつき正しい説明を受け，理解したうえで自
主的に選択・同意・拒否できるという原則である。したがって，患者には，病状などにつ
いて説明を受け，それを理解する能力と医療行為を選択・同意・拒否する判断能力が必要
である。
しかし，インフォームド・コンセントの原則は自己決定権そのものであるから，子ども
であるという一事をもって，かかる能力が欠けているとみなしてはならない。また，子ど
もといっても，年齢や成熟度は様々であり，この説明を理解する能力と判断能力の有無・
程度は子どもによってまちまちである。子どもの意見表明権（子どもの権利条約 12 条）
の趣旨からしても，患者である子どもは，その年齢及び成熟度にしたがって，説明を受
け，その説明に基づき当該医療行為について意見を表明する機会を保障され，表明された
意見は尊重されるべきである。そして，子ども自身に説明を理解する能力と判断能力があ
る程度備わっているときは，子ども本人のコンセントを認めるべきである。
さらに，これらの権利行使の保障のためには，子どもの成熟度等を考慮して，子どもの
理解に応じた説明を行い，自己決定権を援助する立場の者を育成し，配置するなどの施策
を含め，有効な権利行使が可能となる体制の整備がはかられなければならず（2−2−1
②），かかる体制の整備は国及び地方公共団体の責務である。
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２−４

不当な拘束などの虐待を受けない権利

2−4−1 患者の虐待禁止
患者は，不当な拘束などの虐待を受けない権利を有する。
【趣旨・解説】
すべての人は人間の尊厳を守られなければならず（1−1），虐待がこれに反することは
明らかである。
医療機関においては，本人の生命，身体を守るために，やむなく本人の自由を制限して
治療を行うことが必要な場合が存在する。しかしながら，そうした理由がないにもかかわ
らず，また，切迫性がなく，代替的な手段があるのに，患者の身体を拘束することは虐待
であり，こうした不当な拘束を含め，虐待を受けない権利として，人間の尊厳の保障の原
則を具体化したものが本規定である。
ここで，拘束の必要性が，不当に拡大されてはならないことは当然であり，最善かつ安
全な医療を受ける権利（1−4，1−5）及び自己決定権の保障（1−8）より，身体拘束はで
きる限り排除されるべきものである。
また，本項が不当な拘束を挙げるのは特に注意的に例示したものであり，虐待は，身体
的，精神的，経済的，性的，言語による虐待など，手段を問わず広く全ての虐待を指すも
のである。
2−4−2 患者の自由制限措置
患者は，緊急，かつ，他に取り得る手段がないなどのやむを得ない場合であって，法
の適正手続きに基づいた，必要最小限度の範囲でなければ，身体拘束等自由を制限され
ない。
【趣旨・解説】
2−4−1 を受け，身体拘束等の自由の制限を許される場面を限定し，その要件を明らか
にした規定が本規定である。身体拘束等が認められる場面は，緊急かつ，他に取り得る手
段がないなどの実質的な理由があり，法の適正手続きによるものであって，医学的根拠に
基づいた，最小限度のものでなければならず，これ以外は許されないことを規定してい
る。
現行法上，隔離や拘束といった自由制限措置を規定したものとして，精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律などがある。
これらの規定する自由制限措置の要件や程度は，本規定に沿って見直されなければなら
ず，また，適正手続きに関しても，本人の能力を補うための援助の体制や迅速な手続きの
整備など，これを実質的に保障できる制度の整備が検討されなければならない。また，前
項にも指摘した医療機関内での身体拘束の問題など，これら既存の制度以外の状況に対す
る法律の整備も必要であり，本規定の求める保障を実質化するための立法や法律改正，手
続きや運用の改善，そのための基盤整備が国・地方公共団体に求められる。
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２−５

医療事故の被害の救済を求める権利

2−5−1 医療事故の被害救済を求める権利
① 医療事故により患者に被害が発生した場合は，患者は迅速，公正かつ適切に被害の
救済を求める権利を有する。
② 国は，医療事故による被害を救済するために，無過失補償制度を整備しなければな
らない。
【趣旨・解説】
すべての人は安全な医療を受ける権利を有する（1−5）
。医療事故による被害の中に
は，安全な医療を受ける権利が侵害されたケースもあり，被害の回復を求めることができ
ないとすれば，それはその患者の尊厳を傷つけるという場面が存する。医療事故による被
害の救済を求める権利は，人としての尊厳の保障（1−1），安全な医療を受ける権利（1−
5）から導かれるものである。
ここで，医療事故とは，医療の場における不慮のできごとをいい，作為，不作為の別，
帰責事由の存否，被害の程度を問わない。
医療は，すべての市民にとって必要不可欠であり，国には，社会をささえる重要な基盤
として，市民が継続して安全で質の高い医療を受けることができるよう，医療保険制度や
医療提供体制などの医療保障制度を整備すべき責務がある。したがって，その医療によっ
て，現に多くの患者が恩恵を受け，かつ，すべての市民が恩恵を受けることを期待する一
方で，実施された医療ゆえに生命や身体に重大な被害を受ける患者を発生させることを避
けられない以上，その被害については，国が一定の補償をして救済することによって，こ
の医療保障制度を維持し支えることが不可欠である。国は医療事故の被害者に対して，無
過失でも補償する制度を設けるべきである。なお，補償の内容としては，金銭給付には限
られず，介護機器の提供等多様なサービスを含めて考えることができる。
無過失補償制度は，ニュージーランドやフランスにもあり，我が国でも，予防接種健康
被害救済制度，医薬品副作用・生物由来製品感染等被害救済制度，臨床試験における補償
制度，献血事業者による補償制度，骨髄移植におけるドナーの補償制度が存在している。
また，出産事故については 2009 年 1 月 1 日以降に出生した児に適用される産科医療補償
制度が創設され運営されている。
日弁連は，2008 年の人権擁護大会において，無過失補償制度を整備することを国に対
して求めている。
補償の対象，補償のレベルについては，主として補償のための財源をどうするかが検討
される必要があり，条文に盛り込んでいない。ここでは原則を示し，新たな立法によっ
て，全体像を明らかにしていくべきと考える。
2−5−2 医療事故調査を求める権利
① 医療事故により被害を被った患者は，医療機関に対し，事故に関する事実の経過，
事故の原因，再発防止策について，中立・公正・迅速に調査・検討するため，医療事
故調査委員会を設置すること，ならびにその調査結果の報告を求める権利を有する。
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②

医療事故により被害を被った患者は，国が設置する，独立した第三者としての医療
事故調査機関に対し，事故に関する事実の経過，事故の原因，再発防止について調査

及びその調査結果の報告を求める権利を有する。
③ 国は医療事故を調査するため，公正で中立的な第三者医療事故調査機関を設置しな
ければならない。
【趣旨・解説】
医療事故による被害が生じたとき，その事故の真相を究明することや再発を防止するた
めの取組が行われず，同種事故が繰り返されることは，その被害を軽視することにほかな
らず，被害を受けた者の人間の尊厳を損なうものである。また，こうした真相究明と再発
防止こそが最善かつ安全な医療（1−4，1−5）の提供のために必須の取組である。
このような観点から本規定①は，医療事故被害者が，当該医療機関に対して医療事故の
調査を求めることができる権利を定めるものである。
当該医療機関は，医療事故の原因・背景を調査して再発防止策を立案して医療被害者に
報告する義務を負う。これにとどまらず，再発防止策を実施して，その再発防止策の実施
状況を検証し患者に報告する義務を負うものである。
さらに，医療事故を教訓として，医療の質の向上を図っていくためには，それぞれの医
療機関の調査のみではなく，国が，独立した第三者機関としての医療事故調査機関を設置
して調査することが必要となる。本規定②はこれを定めている。この第三者調査機関は，
公正で中立的なものでなければならず，医師などの医療従事者のほか，患者の立場を代表
する者や法律家などで構成される。
当連合会は，2008 年第 51 回人権擁護大会において，
「安全で質の高い医療の実現に関
する宣言」を採択し，国に対して，（1）医療事故が生じた医療機関において，当該事故に
ついて自律的かつ公正で客観的な調査を行う制度が設置されるよう促すための施策をとる
こと，
（2）公正で中立的な第三者医療事故調査機関を設置すること，を中心とした医療事
故調査制度の整備を求めた。また，同大会シンポジウム第 2 分科会実行委員会が作成した
基調報告書 281 頁〜 291 頁には，院内事故調査ガイドラインが掲載されている。このガイ
ドラインの中には，事故発生直後の初動対応，委員会の組織形態，委員の選任，事故原因
の分析手法，再発防止策の提言，調査報告書の記載内容，調査結果の公表，患者・家族へ
の対応等について記述されている。これらについては，日本弁護士連合会編『安全で質の
高い医療を実現するために』あけび書房，2009（p. 286 以下，p. 304 以下）を参照された
い。

２−６

権利擁護のための手続

2−6−1 患者の権利を尊重するための手続
① 医療機関において，この法律が定める患者の諸権利が侵害され，あるいは尊重され
ないことについて不服のある場合は，患者は医療機関に対し，苦情を申し立て，その
適切かつ迅速な対応を求めることができる。
② 医療機関は，患者の権利を守るため，患者の権利擁護員をおき，あるいは，患者の
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権利擁護委員会を設置しなければならない。
③ 国又は地方公共団体は，医療機関が，適切に前二項の対応ができるよう法制上の措
置その他必要な措置を講ずるものとする。
【趣旨・解説】
医療事故に伴う権利侵害についての苦情を排除するものではないが，医療事故について
は，上記 2−5−1 と 2−5−2 で規定されているため，①ではそれ以外の場合（例えばプラ
イバシーの侵害や差別的取り扱い等）を想定して，当該医療機関に対する苦情の申し立て
権があることを規定している。
患者の権利擁護員は患者の権利を擁護するために活動する立場の人であり，患者の権利
擁護委員会は患者の権利を守るために活動する常設の委員会である。いずれも院内に存在
（なお医療機関の規模によっては患者の権利擁護員は常駐ではなく巡回することも考えら
れる。
）して患者からの苦情の申し出や相談を受けてこれに応ずるとか事実の調査のため
に関係者からの聴き取りをするなどをして，権利侵害の有無を判断し，当該医療機関に対
して是正方法を指導する等の活動をする。患者の権利擁護員がこのような活動を公正・中
立に行うためには当該医療機関からの一定の独立性が求められることから，各医療機関が
個別に雇用するのではなく，医療機関の連合体が雇用して，各医療機関に派遣するなどの
工夫が必要となり，また，患者の権利擁護員の資格，業務等や，患者の権利擁護委員会の
構成，業務，設置が求められる医療機関の規模等の詳細は法律及び政令で定める必要があ
る。また患者の権利擁護員及び患者の権利擁護委員会のメンバーを養成するためには，研
修プログラムを策定し，その履修も必須のものとする必要がある。患者の権利擁護委員会
の委員には，患者の医療参加権の趣旨や公正さ，透明性が必要であることを踏まえ，患者
の立場を代表する者も加わることが求められる。その詳細は別途法律等で定めなければな
らない。
各医療機関に配属された患者の権利擁護員や，各医療機関内に設置された患者の権利擁
護委員会の活動によって患者の権利を守ることが困難な場合には，次の患者の権利審査会
が対応することとなる。
なお苦情の申し立て権は，フィンランド，アイスランド，ノルウェー，デンマークの法
律にも規定が存する。また，WHO ヨーロッパ会議の「患者の権利促進宣言」の中にも記
述されている。
2−6−2 患者の権利審査会
国は，患者の権利を守るため，都道府県ごとに，患者の権利審査会を設置する。
【趣旨・解説】
2−6−1 に規定した患者の権利擁護員，あるいは，患者の権利擁護委員会は院内にあっ
て患者の権利行使の補助者としての役割が期待される。しかしながら院内で患者の権利擁
護員の活動によっても解決できない場合，あるいは，患者の権利擁護委員会としても扱え
ないような要求であった場合などに，医療機関の外部から患者の権利の侵害の実情を調査
し，必要に応じて指導監督などを実施する機関として，都道府県に患者の権利審査会を設
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置するとするのが，本規定である。院内に置かれた患者の権利擁護員及び患者の権利擁護
委員会の機能不全をカバーする場面でも患者の権利審査会の存在は重要である。患者の権
利審査会の構成，業務等については，法律で定める必要がある。
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