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２００５（平成１７）年１０月４日 

 

法務大臣 

 南 野 知 惠 子  殿 

 

                         日本弁護士連合会 

                          会長  梶 谷  剛 

 

勧 告 書 

 

 

当連合会は、監獄人権センター申立にかかる人権侵犯救済申立事件につき調査した結

果、貴殿に対し、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

第１ 勧告の趣旨 

１ 別紙保護房収容後死亡事案（１）ないし（７）のうち、同事案（１）ないし（３）

及び（５）については再度、その余の事案については新たに、各被収容者の死亡と

の関係において、医療措置あるいは保護房収容が適切であったか否かについての詳

細な調査をなしたうえ、その調査結果を遺族や正当な理由のある関係者に開示し、

関係者のプライバシーに配慮した上で、調査結果につき、さらに広く社会に公表す

ること 

２ 被収容者のうち、薬物中毒後遺症患者その他の原因により処遇が困難な被収容者

に対して、早急に専門的治療・処遇体制を整え、きめ細かなプログラムに基づく処

遇を行うこと 

３ 被収容者に異常言動があり、保護房収容要件を形式的に満たすと認められる場合

であっても、医師の診断によって医療措置を執るか否かの判断を直ちに行い、安易

な保護房収容は行わないこと 

４ 施設内の被収容者の死亡事案については、少なくとも法医学者による検視を行い、 

その結果を遺族や正当な理由のある関係者の請求に応じて開示する運用を行うこと 

を勧告する。 

 

第２ 勧告の理由 

 １ 認定した事実 

   ２００３年６月１３日付の法務省の「死亡帳調査班による調査結果報告書」、各

刑務所作成の「被収容者死亡報告書」、「視察表」等によれば、以下の事実を認定

しうる。 

（１）別紙「保護房収容後死亡事案」（１）【１９９９年８月死亡／府中刑務所】 
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① 被収容者（男・当時４６歳）は、１９９８年１２月１８日、東京拘置所か     
ら府中刑務所に移監された者である。被収容者は同月２４日に、精神変      

調を訴えたため、精神科診察を実施したところ、診察時に突然笑い出すな      

どの異常行動、及び気分の不安定及び被害妄想が認められ、有機溶剤中毒      

後遺症と診断された。 

        また、１９９９年２月１日にも、施設医師の診察により、有機溶剤後遺症     
との確定診断及び精神病質（爆発性）の所見が示された。 

    ② 被収容者は、１９９８年１２月２５日から１９９９年７月２９日までの      

約７か月間に、合計６１回もの保護房内診察を受けており、同期間中に保      

護房収容が繰り返されていたことが推認される。 

        そして、同保護房収容期間中における治療については、定期的な精神安      

定剤の投与がなされていたこと以外は何らの記録もなく、したがって、他      

に特段の精神科医による専門的なカウンセリング等の診察・治療が実施され

ていなかったものと認められる。 

      ③ その後、被収容者は、１９９９年８月９日より保護房に収容された。同月
某日午前２時頃以降は、横臥して動かなかった状態にあり、（なお、府中刑

務所作成の保護房動静記録によれば、被収容者は、同日午前２時ころから同

４時５０分ころまでの間においては、未だ時として徘徊を繰り返していたと

されているが、これは事実と異なることが後日の法務省死亡帳調査班の調べ

で明らかになっている）、午前４時３８分ころ、保護房巡回勤務職員が被収

容者の居房を視察したところ、房内に横たわり、顔面が赤らみ、呼びかけに

も反応しないなど様子がおかしい状態にあった。そこで、緊急通報により当

直医師等が急行し、その後、本人を集中治療室に収容し、当直医師により心

臓マッサージ等を施したものの危篤状態が続き、同日午前５時１５分、心停

止による被収容者の死亡が確認された。なお、司法検視の結果は、死因を急

性心不全と断定している。 

       ④ 以上を前提とするならば、被収容者は、入所当初において、有機溶剤中      

毒後遺症と診断されていたにもかかわらず、その後の治療においては、定      

期的に精神安定剤を投与するという対処がなされたのみで、精神科医による

専門的なカウンセリング等の診察・治療が全く行われないままであった。ま

た、被収容者が大声を発するなどの異常行動ある時は安易に保護房に収容し

てこれに対処するという対応が長期間にわたり繰り返し行われ、その後保護

房内において被収容者の症状は急変し、急性心不全にて死亡に至っているこ

とが明らかである。 

      ⑤ 法務省は、名古屋刑務所事件が発覚したことを契機として、２００３年      

４月７日より、２００２年１２月末までの過去１０年内に行刑施設におい      

て被収容者が死亡したもののうち刑死を除く全事案の１５５６件を対象と      

して、主として刑務官等の違法な暴行により死亡した疑いがないかどうか      

を解明する目的で、死亡帳調査班による調査を行った（なお、医療行為の      

適否ないし行刑施設内における医療体制の当否等の問題については、本調      
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査の直接の目的ではないとされながらも、今後の行刑医療の在り方を検討      

していく上で参考になると思われる事項が判明した場合には、所要の調査      

が行われた。）。 
その報告書が前記の２００３年６月１３日付「死亡帳調査班による調査結

果報告書」である。 

        しかるに、当該調査結果報告書は、本事案（１）につき、総合判断におい
て、「司法検視の際に撮影された死体の写真に外傷がないこと、ヒアリング

の結果及び各法医の意見を総合すれば、刑務官等による暴行を疑わせる状況

は認められず、病死と考えることが合理的であり、被収容者の死の結果につ

いて刑務官等の刑法上の責任を問擬すべきであるとは認められない」との結

論を出すにとどまっている。 

  （２）別紙「保護房収容後死亡事案」（２）【２０００年１２月死亡／横須賀刑務

所】 

      ① 被収容者（男・当時５８歳）は、２０００年５月１７日、横浜刑務所から     
横須賀刑務所に移監されてきた者であり、１９８４年ころから１９９４年こ    

ろまでの間脳腫瘍により通院治療を受けていたことがあった者であった。被     

収容者は入所後、視野狭窄や右耳難聴を訴えたり、頭痛やめまい、尿失禁な     

どの症状を訴え、同年１１月２４日ころには、視力障害、自力歩行困難を訴     

えるようになっており、同月２９日、施設医師は、脳腫瘍の影響の可能性を     

考え、外部医療機関における脳腫瘍についての精密検査の手配を依頼した。     

同月３０日、外部病院より同年１２月１２日午後１時よりＣＴ・ＭＲＩ等の     

検査をする旨の電話回答がなされ、外部病院において精密検査が行われるこ    

とが決まった。 

        同年１２月１日、被収容者は右眼右半分・左眼左半分が見えない状態にな     
り、医務部の医師により、両耳側半盲・構語障害と診断されたが、前記精密     

検査の予約がなされているとの理由から何らの医療措置も行われなかった。 

      ② そして、１２月某日午後１時１５分、被収容者は、房内において突然衣類
を脱ぎ捨て、便所の蓋やゴミ箱を蹴って破壊する等し、「もう直せねえ」等

と大声を発するという意味不明の異常言動を繰り返したため、同午後１時２

９分、保護房に収容された。 

      ③ しかし、保護房収容後、翌日の午前７時１５分に至り、職員の問いかけに
ほとんど反応がなく、体が冷え、意識も朦朧となったため、救急車にて外部

病院に搬送されたが、同日午前９時２３分、死亡が確認された。 
     なお、司法検視では、死因は脳腫瘍と断定されている。 

      ④ 以上によれば、被収容者は、入所当初において、過去に脳腫瘍による通院     
治療歴があることが認められており、実際、被収容者から視野狭窄や右耳難     

聴、頭痛やめまい、尿失禁などの症状の訴えがあったにもかかわらず、その     

後の治療においては、２０００年１１月２９日に外部病院への転医措置を講     

ずるまでの６か月もの間、頭部ＭＲＩ等の精密検査等の適切な治療が全く行     

われないままであった。また、同年１２月の異常言動に対しては安易に     
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保護房（しかも、保護房の床暖房が切れていた）に収容してこれに対処し、     

その後、保護房内において症状が急変し、脳腫瘍にて死亡に至っていること     

が明らかである。 

      ⑤ これに対し、法務省は、本事案（２）につき、前記調査結果報告書の総合
判断において、「①ヒアリングの結果及び法医学者の意見を総合すれば、脳

腫瘍の早期発見、早期治療が行われなかったことについて、医師に過失があ

るとすることは困難である、②被収容者が収容されていた保護房の暖房が切

れていたことと死亡との因果関係については、法医学者の意見により認めら

れない、③医師あるいは刑務官の刑法上の責任を問擬すべきとは認められな

い」とし、他方、「本件は、上記のとおり、刑法上の責任を問擬すべきであ

るとは認められないが、疾患に関する外部専門病院との連携の在り方の観点

から参考にすべきであり、今後の行刑施設における医療体制等を検討するに

あたっての資料とすべきであると考える」との結論を出すにとどまっている。 

  （３）別紙「保護房収容後死亡事案」（３）【２００２年４月死亡／府中刑務所】 

      ① 被収容者（男・当時４７歳）は、２００２年２月２８日、東京拘置所よ     
り府中刑務所に移監された者である。被収容者は入所時において、覚せい剤     

誘発性精神病性障害を現有していることが認知され、同年３月４日に精神科     

医師による診察で「多剤使用による薬物中毒後遺症」と診断され、内服薬処     

方が開始・継続されていた。 

      ② 同年３月１４日、被収容者は意味不明な大声及び房扉乱打による騒音に     
より保護房収容となり、９回の更新を経て同年４月２日に保護房収容解除と     

なったものの、同日、再び同種大声騒音により保護房に収容され、同月１３     

日までの間保護房に更新収容された。この間、被収容者は前記内服薬の服用     

を拒否することが多々あり、その言動も意味不明で、布団出し実施中の職員     

に乱暴を働くことさえあった。 

      ③ 被収容者は、同月某日、朝食を主食副食ともに５分の４程を不喫食する     
に至り、その後は安座して顔を床に着ける状態となっていた。同日午前１０     

時２８分頃、口からよだれを流してぐったりして呼びかけに応じない被収容     

者を職員が発見し、その後医務部診察室にて当直医師等により蘇生処置を施     

したが反応はなく、同１１時００分、被収容者の死亡が確認された。死因は     

急性心不全と診断されている。 

      ④ 以上によれば、被収容者は、入所当初において、多剤使用による薬物中毒 
後遺症と診断されていたにもかかわらず、その後の治療においては、内服薬 

を投与するという対処がなされたのみで、精神科医による専門的なカウンセ

リング等の診察・治療が全く行われないまま、大声を発するなどの異常行動

ある時は安易に保護房に収容してこれに対処するという対応が長期間にわた

り繰り返し行われ、その後、保護房内において急性心不全となり、その直後

死亡に至っていることが明らかである。 

    ⑤ これに対して、法務省は、本事案（３）については、前記調査結果報告書

の総合判断において、「刑務官あるいは医師の刑法上の責任を問擬すべきで
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あるとは認められない」とし、さらに、「本件は、上記のとおり、刑法上の

責任を問擬すべきであるとは認められず、医療的観点からも適切な医療措置

を欠いていたとは言えない」との結論を出した。 

  （４）別紙「保護房収容後死亡事案」（４）【２００１年１月死亡／千葉刑務所】 

      ① 被収容者（男・当時６２歳）の千葉刑務所への入所年月日については、記     
録上明らかではない。 

        被収容者は、２００１年１月当時、作業性せん妄状態により休養中であっ     
たが、同月某日、朝食時に味噌汁及び水道水を房内に撒き散らす等の異常行     

動を取り、同日午前８時５０分ころ、貸与中の毛布を便器内汚水に浸し、同     

毛布を房内で振り回し同房の壁及び天井を汚損し、さらに、両手を便器内に     

入れて汚水を房内に撒き散らし、また汚水を飲料するなどの異常行動を繰り     

返したため、事情を聴取された。その際、本人は無言で指を舐めたり、衣類     

の端を揉むなど赤子のような仕草を繰り返し、意思の疎通を得ることができ     

ず、検討の結果、保護房に収容された。 

        保護房収容当初時に、同刑務所保健課長（医師）が診察した結果、被収容     
者は「初老期痴呆症（認知症）で精神運動性興奮状態」であるとの所見があ

り、「制止に従わず房内汚損等の異常行動事犯は、同症を起因として惹起し     

たものと思料され、これらの状況下における責任能力を問うことは不適当と     

認められる」との記録が残されている。 

      ② 被収容者は、その後、保護房収容解除となったが、房内で鼻血を流し、右     
目下を内出血したような痕跡を残した顔相で、うつろな視線でふらふらしな     

がら立ち、無言で手揉みの仕草をし続け、さらに頭を縦に振った後よろける     

ように布団の上に座る姿が職員に視察され、保健助手により、健康確認がな 

された。 

        その後、突然、「ウォー」と唸りながら壁に前頭部を２回打ち付け、水道     
口に左手平を付け水道水を房内に散水し、さらにヤカンに水道水を入れ、同     

ヤカンを両手で振り回すなど異常行動を反復し、両目を見開き無言で立ち、     

両手で猫招きの仕草を続けていたことから、２００１年１月某日（記録にお

いて黒塗りがなされているため、日付特定不可能。以下同）、再び保護房に

収容された。 

        その後、被収容者は房内温度が５℃から１０℃の保護房に４日間収容され     
ているが、この間において検温はなされたものの、医師による特段の診療が     

行われた様子は窺えず、その後、１月某日、保護房拘禁を解除され、直ちに

病舎に転房されるに至り、また、病舎入浴場にて看護係の介護下で温水シャ

ワーが実施された際、被収容者に脱力状態が見られた。 

      ③ そして、同日午後４時３０分、同所職員が夕食供与のために被収容者に呼     
びかけを行ったが反応しなかったため、医師の診察を要請した。被収容者は     

血圧低下、体温測定不能、瞳孔緩慢の状態にあったため、医療室に搬送して     

救命措置を取ったうえ、同午後５時１０分、救急車で外部病院へ移送された     

が、同午後７時１９分死亡が確認された。 
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        死因は心室細動を原因とする急性心不全と診断されている。 
      ④ 以上によれば、被収容者は、初期痴呆症（認知症）で精神運動性興奮状態     

であると診断されていたにもかかわらず、認知症に対する適切な対応が全く     

行われないまま、被収容者の異常行動に対しては房内温度が５℃から１０℃     

という冷下な保護房に安易に収容するという対応がなされ、その後、保護房     

収容解除直後に病舎へ運ばれ、その後急性心不全にて死亡に至っていること

が明らかである。 

      ⑤ 本事案（４）については、法務省死亡帳調査班による調査すら行われてい    
ない。また当連合会からの照会に対しても法務省矯正局からは結局回答がな 

されなかった。 

  （５）別紙「保護房収容後死亡事案」（５）【２００１年２月死亡／月形刑務所】 

      ① 被収容者（男・当時６６歳）は、２０００年１２月頃、月形刑務所に入所     
したものであるが、入所時検診及び入所直後の施設医師の診察により、その     

既往症である慢性関節リュウマチ、高血圧症、慢性腎不全及び貧血が認めら     

れ、高圧薬、副腎皮質ホルモン剤、鎮痛剤、胃薬の投与が続けられていた。 

        また、２００１年１月、被収容者から腹痛及び身体の発赤診の訴えがあり、     
腹部単純Ｘ線撮影が実施されたが、特に所見はなく、鎮痙剤筋肉注射、止寫     

薬投与がなされている。 

      ② 被収容者は、抗弁事犯により取調べのため独居拘禁中であったところ、同
年２月某日、朝食を喫食せず「食べたくない」などと訴えたことにつき指導

を受けていた際に、暴行の気勢を示したため、同日午前８時４分に保護房に

収容された。 
そして、保護房収容前後は不明であるが、保護房収容後、被収容者には、

腹痛を伴う下痢の症状が認められたため、同日午前８時過ぎ施設医師が下痢

と診断し、吐瀉薬及び整腸剤のラクトミン投与がなされた。その後、同日午

後零時４５分に保護房収容解除がなされたが、下痢の症状は治まらなかった。

それにもかかわらず、その後なされた医療措置は、同日午後４時５５分ころ

から同午後５時２０分ころにかけて行われた紙オムツの貸与及び止寫薬の投

与のみであった。 

        その後、同日午後７時２０分ころから翌日午前１時１５分ころまでの     
間、被収容者は「ウハウハ」という声を出して唸ったり、「痛いよ」などと     

言ったりしていた。それを聞いていた同所刑務官は、下痢の症状であると考     

えたものの、念のため同日午前１時３０分過ぎころ、准看護師の資格を有す     

る他の職員に相談した。相談を受けた当該刑務官は、医師の診断が前日に行     

われ、医師の指示による投薬がすでになされていること及び被収容者本人か     

ら具体的な治療行為等の要請がなかったことから、急を要する症状ではない     

と考え、特に医師の診察等を要請しなかった。 

        その後、同日午前２時２０分ころ、同所刑務官は被収容者が「ウーウー、     
痛いよ。」などと言っているのを聞いたが、被収容者本人が痛みの場所など     

について答えず、また投薬や医師の診察の要請もしなかったため、経過観察     
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に付したのみであった。 

      ③ ところが、同日午前６時４４分ころ、被収容者は起床時間となっても起き
ず、同時５４分に意識混濁状態に陥ったため、外部病院に搬送されたが、同

日午前７時４０分死亡が確認されるに至った。 

        なお、外部病院作成の死亡診断書によれば、直接の死因は急性心不全とさ     
れており、司法検視の結果は病死と認定されているが、解剖はなされていな     

い。 

      ④ 以上によれば、被収容者は、当時６６歳の高齢であり、前記の経過の下に     
おいては、保護房収容解除後に、医師の診察を要請するなどの対応が必要で

あったにもかかわらず、当該対応が何ら行われないまま、症状が悪化し、急

性心不全にて死亡に至っていることが明らかである。 

    ⑤ これに対して、法務省は、本事案（５）につき、前記調査結果報告書の総

合判断において、「一般に刑務官は医学知識に十分に精通しているとはいえ

ないこと、准看護師である刑務官は医学知識を有してはいるものの、医師と

同程度の医学知識を有しているとは認めがたいこと、被収容者においては「痛

い」とは言っていることはあったものの痛みの場所を答えるでもなく、診察

の要請もしていないこと及び法医学者の意見を総合すれば、刑務官らが腹痛

などを下痢の症状であって既に医師による医療措置がなされていると考え、

経過観察に付すこととして特段の医療措置を講じなかったのはやむを得ない

面があったと認められ、その刑事責任は問い得ないと考えられる。また、医

師の過失に関しても、法医学者の意見及び被収容者の断続的な腹痛の訴えに

ついて刑務官から報告を受けていないことを総合すれば、その刑事責任は問

い得ないと考えられる」として、「医師あるいは刑務官の刑法上の責任を問

擬すべきとは認められない」としつつ、「疾病に罹患した被収容者処遇に関

する職員への教育の観点から参考にすべきであり、今後の行刑施設における

医療体制等を検討するにあたっての資料とすべきであると考える」との結論

を出すにとどまっている。 

  （６）別紙「保護房収容後死亡事案」（６）【２００１年１０月死亡／新潟刑務所】 

      ① 被収容者（男・当時６９歳）は、２００１年１０月当時、新潟刑務所の拘     
置一般房に、新潟地方裁判所新発田支部に係属中の刑事被告人として拘置中     

のところ、新潟県警豊栄警察署からの移監連絡票により、不眠症を訴え続け    

ている旨の申し送りがなされていた。 

        同月某日午後９時４５分ころ、被収容者は前記舎房内において、勤務中の     
看守に対し、「裁判にいくから出せよ。」「うるせえ。なんだよ、早く出せ

よ。裁判にいくんだ。」等と繰り返し大声を発したため、同日午後９時５０

分保護房に収容された。 

        被収容者は、保護房収容後においても当初大声を放ち続けたり、飲料水や     
房内便器の水を床面にまき散らし、視点が定まらないなど精神的に不安定な     

様子であったが、時間の経過とともに、精神状態も平静に復し、大声を発す     

るなどの異常行動のおそれも薄らいだことから、保護房への収容を解除され     
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た。 

        もっとも、保護房収容解除後の医務診察の際、「覚せい剤使用による幻覚     
・幻聴が現れている可能性が高い。」との医師の所見が示されている。 

      ② 一般房への収容後まもなく、被収容者は「何もしていない。早く出せ。」     
などと再び大声を発し続けたことから、同月某日午後４時５０分、再び保護     

房へ収容された。 

        しかし、時間の経過とともに精神状態も安定化の方向に向かい、大声を発     
するなどの異常行動のおそれも薄らいだことから、同月某日午前８時２５分、     

保護房への収容を解除され、事実取調べのため追加取調べ独居拘禁となった。     

しかし、同月某日午後９時５８分ころ、被収容者は再び独居房内を徘徊しな     

がら「うるせえ。」等と三たび大声を発し、看守らの制止にも応じなかった     

ため、同日午後１０時０５分、保護房に収容された。この時の収容にあって     

は被収容者に鎮静化が見られなかったことから、保護房収容が一度更新され    

た後、同月某日午後零時２３分、保護房への収容を解除された。 

        その後、被収容者に対しては一連の大声事犯についての事実取調べが行わ    
れたが、前記のとおり、移監連絡票に「不眠症を訴え続けている」旨の記載     

があり、また、所内医務課医師による診察において、「覚せい剤後遺症によ     

る幻覚に起因すると思料される。」と診断されたことから、首席矯正処遇官     

訓戒に付すのみとされた。 

      ③ その後の同月某日、被収容者は、突然腹痛を訴えたため病舎預りとなった。     
同日午後８時３０分ころからは、「ウーウー」とうなっていることが多く、     

腹部緊張ないしは同膨満も所見されるようになり、血圧低下も見られ、翌日     

午前８時００分には、血圧は７０／５０と低下、壁に寄りかかって、「ウー     

ウー」とうなって腹をさすっている様子が見られ、同日午前９時５５分ころ     

には、便所脇にうつ伏せの状態で倒れ、担当職員が声をかけても返事をしな     

くなった。医師において容態を確認したところ、脈拍が確認できなかったた

め、心臓マッサージや人工蘇生を施行したが、同日午前１０時０３分、被収     

容者は救急車にて外部病院に搬送され、同病院においても救命措置が施行さ     

れたものの、同日午後１時１７分、死亡が確認された。 

        死因は出血性ショック、出血性潰瘍（消化管）と診断された。 
     ④ 以上によれば、被収容者は、収容当初から、不眠症を訴え、最初の保護房     

収容の後の医師の診断において、覚せい剤後遺症による幻覚・幻視と診断さ     

れていたにもかかわらず、その後の治療においては薬投与の対処がなされた     

のみで、精神科医による専門的なカウンセリング等の診察・治療が全く行わ

れないまま、異常行動に対しては保護房に安易に収容してこれに対処すると

いう対応を繰り返し、保護房収容解除後に、出血性ショック等にて死亡に至

っていることが明らかである。 

    ⑤ そして、本事案（６）については、事案（４）と同様、法務省死亡帳調査     

班による調査すら行われておらず、また当連合会からの照会に対しても法務     

省矯正局からは結局回答がなされなかった。 
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  （７）別紙「保護房収容後死亡事案」（７）【２００１年３月死亡／名古屋刑務所】 

      ① 被収容者（男・当時３８歳）は、２００１年２月に名古屋刑務所に収容さ     
れ、収容当初から肝硬変のため休養加療が必要と診断され、病棟で投薬治療     

にて経過観察中であった。なお、死亡診断書によると、被収容者の肝硬変及     

び B型肝炎は６年前から発病している。 
      ② 被収容者は、大声を出し、看守に暴行をしそうになったことから、２００

１年３月某日、保護房に収容された。しかし、その収容が解除された後も再

び奇声を発したり、便失禁等が見られ、貸与中のポットを房扉に再三打ち続

けており、拘禁反応の疑いが認められたが、この点について特段の治療行為

もなされないまま、同月某日、再度保護房に収容された。その後まもなく健

康状態が悪化傾向にあり、保護房拘禁継続は不適当との医師の診断がなされ

たことから、再度解除されたが、食事の摂取状態不良のため、被収容者の全

身に浮腫及び状態の悪化が認められた。 

      ③ その後、「体温３９．８度、血圧１５４／５０、心拍１２０、もうろう状     
態で、問いに返答あるがはっきりしない。朝食のみそ汁を３口飲ませるがむ     

せる」等の症状が見られることから、肝性昏睡のため重症指定とされ ICU      

室に入室し、IVH管理がなされ、検察庁や家族に病状が報告された。 
        しかし、その後被収容者は呼びかけに対し応答がなくなり、瞳孔反射も認     

められず、自力呼吸、心拍数確認が困難となり血圧測定も不良となった。施     

設側は被収容者に心臓マッサージを開始するも、３月某日午前１     

時９分、被収容者は肝硬変のため死亡した。 

        その後、行政検視を実施したところ、遺体には鎖骨下に IVH 痕、口唇に     
チアノーゼ、背部に軽度の死斑が認められたが、他に外傷はなく、死因に不     

審な点はないと判断されたことから、司法解剖は行われていない。 

      ④ 以上によれば、被収容者には拘禁反応の疑いが判明していたにもかかわら     
ず、適切な治療を行わないまま、拘禁反応に基づくものと思われる奇異な言     

動に対して安易に保護房に収容してこれに対処し、保護房収容解除後に、肝     

硬変にて死亡に至っていることが明らかである。 

      ⑤ そして、本事案（７）についても、事案（４）及び事案（６）と同様、法     
務省死亡帳調査班による調査すら行われず、また当連合会からの照会に対し    

ても法務省矯正局からは結局回答がなされなかった。 

 ２ 人権侵害性についての判断 

（１）本件における事実関係の共通点 

前記各記載の事案においては、被収容者は、いずれも保護房収容解除直後に、

死亡に至っているが、法務省の資料に基づく事実認定を前提とするかぎり、いず

れも必ずしも当時の通達における保護房収容要件を全く満たしていなかったとま

では言い切れない（なお、保護房に関する通達は、名古屋刑務所事件を契機に新

たに変更され、さらに後記の受刑者処遇法においては、保護室と名称が変えられ、

収容要件について一定の改善が図られた）。 

そして、事案（１）、事案（３）及び事案（６）の被収容者は薬物中毒後遺症
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患者に該当することは明らかであり、その余の事案の被収容者も心身の疾患を抱

え、かつ、いわゆる処遇困難被収容者であったことが認められる。 

（２）薬物中毒後遺症患者ないし処遇困難被収容者に対する処遇について 

「行政改革会議提言」は、本件各事案における被収容者のような、薬物中毒後

遺症患者ないし処遇困難被収容者に対する処遇について、別紙添付のとおり、大

きな問題意識をもって積極的な提言を行っている（１５～１６頁、３９頁）。ま

た、これに対する「行刑改革会議提言についての日弁連の意見」も、概ね前記提

言を評価している。 

なお、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」（受刑者処遇法）の附帯

決議において、「刑事施設における医療充実のため、関係省庁とも連携し、十分

な医師等を確保するとともに、地域医療との連携の更なる強化に努めること。ま

た、医療上の措置を必要とする受刑者に対しては、できるだけ受刑者本人の診療

希望に配慮すること。併せて、精神医療については、出所後も引き続き必要な医

療が確保されるよう、体制の整備を検討すること。」と定められている。 

（３）被収容者の医療を受ける権利 

いうまでもなく、国民に対し、自らの健康を保持し、生命を維持するために必

要かつ適切な医療を受ける機会を与えられるべきことは、最も重要な基本的人権

である（憲法第１３条、第２５条、国際人権〔社会権〕規約第１２条１項）。 

ところが、被収容者は、外部の医師を選択して自由にその診療を受けることを

制限されている（監獄法第４２条）から、国は、被収容者が疾病に罹った場合に

は、医師によって適切な医療行為が行われるようにしなければならない。監獄法

第４０条も、「在監者疾病ニ罹リタルトキハ医師ヲシテ治療セシメ必要アルトキ

ハ之ヲ病監ニ収容ス」と定めている。受刑者処遇法第３３条が「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」と定めたのも、当然の理である。 

（４）人権侵害性 

 そこで、本件各事案について検討すると、いずれも、入所時点ないしそれに近

接した時期において、医師による診察に基づき、薬物中毒後遺症をはじめとする

心身の疾患を有していると判断されており、一定の適切な医療措置が当然必要で

あったことは明らかである。 

 にもかかわらず、「行刑改革会議提言」（１５～１６頁、３９頁）においても 

指摘されているとおり、特に薬物中毒後遺症患者ないし処遇困難被収容者に対す

る医療措置を行うに足りる医療体制が一般的に不備であったことが認められると

ころ、本件各刑務所においても適切な医療措置が執られず、そのため、必然的に

対象被収容者の処遇に適切さを欠き、その結果、刑務官が安易に保護房収容を行

ってきたことを優に認定しうる。 

 かかる各刑務所の対応は、心身に問題を抱え医療的措置を必要とする被収容者

の言動に、保護房収容要件を形式的に判断して、安易に保護房に収容したことに

より適切な医療行為を受けるべき権利を侵害し、本件における各事案における被

収容者に対する人権侵害事実があったものといわざるを得ない。（事案（５）に
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ついては、医師の診察後、適切な対応がなされなかったという点において、刑務

所における診療体制に不備があったことを認定しうる。） 

 なお、２００３年９月１日付矯正局長通達により、精神又は身体に異常のある

者は、医師に診察させ、健康に害がないと認められる場合でなければ、収容して

はならず、あらかじめ診察できない場合には、収容後直ちに診察するものと一定

の改善がなされた。しかし、被収容者が異常言動を示す場合には、それが心身の

疾患等の兆候である場合が少なくない。したがって、異常言動がある場合には、

仮になんらかの疾患の既往が認められない場合であっても、まず、医師の診察に

より、治療の対象とすべきか否かを判断すべきである。 

  (５）法務省による検証の不十分さ 

 「死亡帳調査班による調査結果報告書」（２００３年６月１３日）は名古屋刑

務所問題を契機としていたため、暴行の有無や死因の確定に主な焦点をあてて調

査を行ったものであるが、当該報告内容自体に加えて、およそ医療の観点からの

検証も全く行われていない点においても、本件（１）ないし（３）及び（５）は

極めて不十分であり、また、本件（４）・（６）・（７）については何らの検証

すらもなされていない。 

(６）被収容者の死因確定手続の適正さの確保 

 被収容者の死因確定手続における適正さの確保の必要性については、前記行刑

改革会議提言でも言及されており（同４４頁）、これに対して、当連合会は、大

要、「全件の司法解剖が難しくとも、行刑施設のすべての死亡事案について、少

なくとも法医学者が検視するべきである。そして、司法解剖の必要性の有無も、

この法医学者が判断することとすべきである。」との意見を述べている（前記「行

刑改革会議提言についての日弁連の意見」３２頁）。また、「刑事施設及び受刑

者の処遇等に関する法律案についての日弁連の意見」では、今回設立される刑事

施設視察委員会における死因調査制度の採用を強く求め、その中で、たとえば、

「調査を申し立てた者は、この調査の結果をまとめた報告書の写しの交付を求め

ることができる。」ことを求めている（同４７頁から４８頁）。 

３ 結論 

   以上のとおり、本件（１）ないし（３）及び（５）については再度、また、本件 （４）、

（６）及び（７）については新たに、各被収容者の死亡との関係において、医療措

置あるいは保護房収容が適切であったか否かについての詳細な調査をなしたうえ、

その調査結果を遺族や正当な理由のある関係者に開示し、さらに、関係者のプライ

バシーに配慮した上で、調査結果につき広く社会に公表するべきである。 

また、今後は、被収容者のうち、薬物中毒後遺症患者その他の原因により処遇が困

難な被収容者に対しては、早急に専門的処遇体制の確立に努め、きめ細かなプログ

ラムに基づく処遇が行われるべきである。 

そして、被収容者に異常言動があり、保護房収容要件を形式的に満たすと認められ

る場合であっても、医師の診断によって医療措置を執るか否かの判断を直ちに行い、

安易な保護房収容はなされるべきではない。 

さらに、被収容者の死亡との関係において、医療措置が適切であったか否かについ
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ての検証を含め死因の確定を客観的かつ容易に行うべく、今後は、施設内の被収容

者の死亡事案については、少なくとも法医学者による検視を行い、その結果を遺族

や正当な理由のある関係者の請求に応じて開示する運用を行うべきである。 

以上により、本件申立事件については、法務大臣に対し、前記第１記載の勧告をす

るのが相当であるとの結論に達したものである。 

 

                                   以  上 
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 別紙 

保護房収容後死亡事案 

 

番号 死亡年月 施 設 名 性別 年齢 革手錠使

用 

死亡帳一覧表 

整理番号※ 

(法務省矯正局) 

死亡帳番号 

※ 

死亡帳

調査班

報告書

(1) Ｈ11.8 府中刑務所 男 46歳 なし   あり 

(2) Ｈ12.12 横須賀刑務所 男 58歳 なし   あり 

(3) Ｈ14.4 府中刑務所 男 47歳 なし   あり 

(4) Ｈ13.1 千葉刑務所 男 62歳 なし   なし 

(5) Ｈ13.2 月形刑務所 男 66歳 なし   あり 

(6) Ｈ13.10 新潟刑務所 男 69歳 なし   なし 

(7) Ｈ13.3 名古屋刑務所 男 38歳 なし   なし 

                      ※ 執行した勧告書には番号の記載あり 


