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死因究明推進を目的とした検案・解剖等の制度確立に関する 

提言 

 

２０１３年（平成２５年）４月１９日 

日本弁護士連合会 

 

提言の趣旨 

２０１２年６月に成立した「死因究明等の推進に関する法律」（以下「死因究明推

進法」という。）に基づき，「死因究明等推進会議」が開催され，「死因究明等推進計

画」の検討が進められているが，同計画を策定するに当たっては，死因究明制度が，

生者の基本的人権（生命権や生存権）の尊重を基礎としており，公平性・適正性・

透明性を持ったものとして確立されなければならないという観点から，少なくとも，

次のような具体的方策が定められなければならない。 

１ 死因究明を行う中立的・専門的な第三者機関の全国的な整備について，次の

４点に立脚した具体的な計画を早急に策定すべきこと。 

(1) 各都道府県に支部を設置し，国家予算で運営すること。 

(2) 警察及び法務省から独立した組織とすること。 

(3) 組織に所属し又は嘱託を受けた専門の医師らが，検案・解剖等を決定・実

施すること。 

(4) 法律専門家が積極的に関与する仕組みとすること。 

２ 死因究明の鍵となるべき法医学研究の基盤が極めて貧弱であることに鑑み，

国家の政策として，法医学研究者の養成を充実させる具体的方策を策定するこ

と。 

３ 死因究明・身元確認のためのデータベースの整備の是非・方法等については，

病歴・疾病，ＤＮＡ型・歯科所見等が個人のプライバシー情報である上，デー

タベースの整備が生者に対する捜査手法や捜査以外の利用にも拡大するおそれ

が懸念されるため，個人のプライバシー権（自己情報コントロール権）保護の

観点から，慎重に検討しなければならないこと。 

４ 死因究明のためになされた活動の結果について，遺族その他の利害関係人に

対し，適切な情報開示がなされるよう，制度が整えられるべきこと。 

また，遺族が解剖を要求した場合には，原則として解剖が行われるよう態勢

を整えること。 

５ 刑事施設，留置施設，少年刑事施設，入管収容施設などの拘禁施設内におい
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て被拘禁者が死亡した場合，全ての死亡例について，死因究明を行う中立的・

専門的な第三者機関が，（法律専門家が関与して）検案・調査等を行うとともに，

死因不明，虐待のおそれなど死因究明の必要がある場合は，解剖等により徹底

的に調査するよう制度を整備すること。 

 

提言の理由 

第１ はじめに 

日本では，医師が死亡を確認しない死体，又は不自然な死を遂げた死体につい

ては，警察に届けられて警察官が死体を調べるのが通例である。警察は，取り扱

う死体を①犯罪死体，②変死体，③それ以外の死体に分類し，さらに②変死体を

調査した結果，②－１「犯罪死体及びその疑いがある死体」と②－２「それ以外

の死体」に分類し，①及び②－１については捜査手続により「司法解剖」が行わ

れる。②－２及び③については，警察の手を離れ，そのうちの一部については，

公衆衛生などの目的で，遺族の承諾に基づく「承諾解剖」が行われ，また，監察

医制度が置かれている５つの地域（東京２３区，大阪市，横浜市，名古屋市，神

戸市）では，「監察医解剖」が行われる（監察医解剖を「行政解剖」と呼ぶことも

あるが，これは狭義の行政解剖であり，監察医解剖と承諾解剖を合わせて「行政

解剖」と呼ぶことが一般的である。以下，単に「行政解剖」という場合，（広義の）

「行政解剖」を指す。）。 

現在，日本の死因究明制度は，先進国の中でかなり貧弱である。例えば，地方

によっては解剖医が遺族から１０万円程度の解剖料を徴収しているところすらあ

る。また，正確な死因究明がなされないために，様々な人権侵害を生じさせてい

る（犯罪事案の見逃し，冤罪，事故の拡大，児童虐待，刑務所内の死亡事案等）。

さらに，不自然死事案全体の原因を組織的に分析しないため，不自然死の再発防

止に有効につなげられないという問題状況にある。 

事件であれ，事故であれ，災害であれ，自殺であれ，不自然死をもたらした直

接的，間接的な原因が何であるかを分析し，その再発防止対策を考えることを，

社会全体で取り組む必要がある。適切な死因究明制度は，生命権や生存権の尊重

から導かれる制度といえ，ヨーロッパでは，ヨーロッパ人権条約の生命権を定め

る条項から，死因究明制度の必要性が論じられている。その上で，住民の健康と

安全を図るため，死因究明を公正かつ適正で透明性のある公的な制度として確立

し，悲劇の再発防止につなげる必要がある。 
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第２ 死因究明推進法等が制定された経緯 

１ 警察・捜査上の問題点（犯罪死見逃し等事案の発覚） 

警察が死体を調べ，犯罪死体又はその疑いがある死体と判断して司法解剖を

決定するまでの時間は通常２４時間と短く，その間に関係者から詳細な事情を

聴取し，生命保険加入状況等を調査することは困難であり，警察官に法医学的

知見が不足している等の事情もあるため，警察が死因を誤って判断し，又は犯

罪性を見落とした「犯罪死の見逃し等事案」が，１９９８年（平成１０年）以

降に発覚しただけでも４３件判明している（犯罪死の見逃し防止に資する死因

究明制度の在り方に関する研究会「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度

の在り方について」（２０１１年４月）資料４「平成１０年以降に発覚した犯罪

死の見逃し等事案について（発生昭和５５年～平成２１年）」）。 

そのうちの１件は，２００７年６月に発生した大相撲・時津風部屋事件であ

る。同年春に入門した１７歳の少年が，巡業中の愛知県において稽古時間中に

心肺停止状態となって病院に搬送され１時間後に死亡した。警察は医師の診断

結果と簡単な聴き取りから「犯罪死体又はその疑いがある死体」ではないと判

断して，司法解剖を行わなかったが，少年の両親は少年の体に残された傷など

から死因を不審に感じ，郷里の新潟大学医学部に相談し，承諾解剖が行われと

ころ，外傷性ショック死であることが判明し，傷害致死事件に発展した。マス

コミにも大きく取り上げられ，日本の死因究明制度の在り方について大きな関

心が集まった。 

２ 「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方について」の公表 

死因究明制度の在り方に対する関心が高まるとともに，国会においては，民

主党が，２００７年６月，「非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法

律案」及び「法医科学研究所設置法案」を提出し（２００９年衆議院解散によ

り廃案），自民党・公明党は共同で，２０１０年６月，「死因究明推進法案」を

議員立法として提出した。 

他方，警察庁においては，同年１月，刑法学者や法医学者等をメンバーとす

る「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」を設

置した。同研究会は，海外６か国の死因究明制度を調査し，日本の現状の問題

点を分析した結果，２０１１年４月，「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制

度の在り方について」と題する提言を公表した。その中には，「法医学研究所は，

犯罪死の見逃し防止と公衆衛生の向上を目的とした解剖を併せて行う機関と

し，全国的に同一水準で整備するため，国の機関として設置することが望まし
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い。」という注目すべき提言も含まれていた。 

３ 死因究明推進法，死因・身元調査法の制定 

警察庁は，その後，上記提言を踏まえて，新たな法制度の検討を進める一方，

当時与党であった民主党内においても，同年１１月，死因究明プロジェクトチ

ームが立ち上げられた。警察庁から法案を提出することはなかったが，同プロ

ジェクトチームは，警察が取り扱う不自然死体の死因を明らかにするための措

置を法制度として設けることは重要な課題であるとして，法案を作成すること

となった。 

他方，死因究明の課題は，当時野党であった自民党及び公明党においてもか

ねてから取り組まれていた課題であったため，民主党は，自民党及び公明党に

も働きかけて，三党で法案を協議することとなり，その結果，警察における死

因究明のための措置を整備するための法案と，予てから自民党及び公明党が提

出していた死因究明推進法案を一部修正した２つの法案がまとめられ，２０１

２年１月召集の通常国会に，「死因究明等の推進に関する法律案」と同時に「警

察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」（以下同法律を

「死因・身元調査法」という。）が提出されるに至り，２法案は，同年６月１５

日に可決・成立した。死因究明推進法は同年９月２１日から施行され，死因・

身元調査法は２０１３年４月１日から施行された。 

４ 「新法解剖」の創設 

死因・身元調査法により，死因を明らかにするため特に必要があると認めら

れる場合には，警察署長，海上保安部長等の判断により，遺族の承諾を得るこ

となく，解剖を実施することができる新たな制度（「新法解剖」）が創設された。

こうして，司法解剖のほかに，行政解剖として，監察医解剖及び承諾解剖と並

んで「新法解剖」が創設された。 

５ 死因究明等推進計画 

死因究明推進法では，政府において，死因究明等推進会議を設置して，死因

究明等推進計画を策定するものとされるに留まっており，未だ今後の道筋すら

明らかになっていない。 

 

第３ 死体の取扱いに関する現行法制度 

１ 犯罪死体，変死体，それ以外の死体 

死体取扱いに関する現行の法制度によれば，犯罪，事故，自殺，災害などに

より死亡した異状死体（不自然死体・死因不明の死体等）等について，警察に
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届けられたり，警察が発見した死体は，警察によって，①犯罪死体，②変死体，

③それ以外の死体に分類される。 

２ 検証・実況見分，検視，死体見分及び医師の検案 

(1) 捜査機関による検証・検視・見分等 

① 検証・実況見分 

犯罪死体とは，一見して犯罪に関わると思料される死体であり，警察官

等により，犯罪の嫌疑を前提とする犯罪捜査上の処分として，身体検査等

の検証（刑事訴訟法１２９条，２２２条）・実況見分が行われる。 

② 検視 

変死体（何らかの犯罪によるものではないかとの疑いのある死体）につ

いては，検察官（又は検察事務官若しくは司法警察員）が，その死が犯罪

に起因するものかどうかを判断するため，死体の状況を外表から検査する

検視を行わなければならない（刑事訴訟法２２９条。検視は，変死体につ

き犯罪の嫌疑の有無を確かめる捜査の端緒の一形態であり，「司法検視」と

も呼ばれる。）。 

検視の結果，「犯罪死体及びその疑いがある死体」と「それ以外の死体」

に分けられる。 

③ 死体見分 

犯罪死体・変死体以外の死体は，犯罪による疑いがない不自然死体とし

て，警察官等が，死因・身元の確認等の行政目的から死体を外表から検査

する。これを「死体見分」という（「行政検視」とも呼ばれる。死体取扱規

則４条，死因・身元調査法４条）。 

(2) 医師の検案 

    検案とは，医師の診察を受けずに死亡した者の死亡及び死因について，医

師が医学的に確認することをいう。警察が死体を取り扱う際には，医師の立

会いを求め（検視規則５条，死体取扱規則６条２項，死因・身元調査法４条

３項），医師は，検案（医師法１９条２項，２０条，２１条）を行って死因を

判断し，死体検案書を交付する。 

３ 司法解剖と行政解剖（監察医解剖，承諾解剖，新法解剖） 

  死体解剖は，（形式上）死体の「損壊」（刑法１９０条）に該当するが，刑事

訴訟法上の「司法解剖」，死体解剖保存法の「行政解剖」等一定の場合には法令

上許容されている。 

(1) 解剖とは 
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まず，解剖とは，人体の頭蓋腔，胸腔，腹腔等を切開し，肉眼による臓器

の状況の確認，組織検査等を行うものであり，死因究明の手段として，最も

有効なものである。 

(2) 司法解剖 

一見した犯罪死体や，変死体を検視した結果，犯罪死体又はその疑いがあ

ると認められた死体について，犯罪捜査上必要な場合には，死因を特定する

ため大学法医学教室等に嘱託され，（刑事訴訟法上の検証・鑑定処分として）

司法解剖が実施される。 

(3) 行政解剖（死体解剖保存法の監察医解剖・承諾解剖） 

犯罪死体や変死体ではなく，また，変死体を検視した結果，犯罪死体の疑

いがないと判断された死体については，遺族等への引き渡しが行われるが，

公衆衛生などの目的から死因を究明する必要がある場合には，死体解剖保存

法に基づいて「行政解剖」（監察医解剖・承諾解剖）を行うことができる。 

①  監察医解剖 

監察医の置かれている地域では，死体解剖保存法８条に基づいて監察医

による解剖（以下「監察医解剖」という。）が実施されている。 

死体解剖保存法は，飢餓・伝染病等の死亡者が続出する戦後直後，死因

が適切に究明されていなかったことから，ＧＨＱの指示により１９４９年

に制定された法律で，「公衆衛生の向上を図るとともに，医学（歯学を含む。）

の教育又は研究に資すること」を目的とし，８条において「政令で定める

地を管轄する都道府県知事は，その地域内における伝染病，中毒又は災害

により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について，そ

の死因を明らかにするため監察医を置き，これに検案をさせ，又は検案に

よっても死因の判明しない場合には解剖させることができる」と規定し，

同条を受けた「監察医を置くべき地域を定める政令」により，東京都の区

の存する地域，大阪市，横浜市，名古屋市及び神戸市に監察医が置かれて

いる（当初，京都市・福岡市も指定されていたが，後に廃止された。）。 

監察医解剖は，死因究明の過程で得られた情報が死因統計の集計・予防

医学・臨床医学・医学教育・医学の進歩に寄与するなど，公衆衛生の向上

を図るという公益性の高い行政解剖であり，令状によらず，かつ，遺族の

承諾なしに解剖を行うことができる点に大きな特徴がある（東京都監察医

務院が，日本で最も充実した体制となっている。）。 

②  承諾解剖 
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また，監察医解剖以外の場合で，不自然死体・死因不明死体などで死因

を究明するため解剖の必要がある場合には，死体解剖保存法７条に基づき，

（死体の引取者のいない場合，刑事訴訟法・食品衛生法・検疫法の各規定

により解剖する場合等を除き）遺族の承諾を得て解剖される。これは「承

諾解剖」と呼ばれ，大学法医学教室の教授等が実施している。 

なお，医療機関で患者が死亡した場合，診断の確定・治療効果の判定・

死因の究明等のため，病理医が遺族の承諾を得て解剖する場合も，「承諾解

剖」の一種ではあるが，「病理解剖」（剖検）と呼ばれ，区別して取り扱わ

れている（当該疾病を原因とする自然死の場合，警察の取扱い対象とはな

らない。）。 

(4) 「新法解剖」（死因・身元調査法） 

前述のとおり，死因・身元調査法６条により，死因を明らかにするため特

に必要がある場合，遺族の承諾がなくても解剖を実施できるという「新法解

剖」の制度が加わった。これは警察行政の一つとして行う行政解剖であ

り， （広義の）行政解剖は３種類となり，より複雑な区分となった。 
 

第４  警察が取り扱う死体総数と解剖総数 

１ 死体取扱数の増加傾向 

警察が取り扱う死体総数は，２０１１年には，交通部門が取り扱った者及び

東日本大震災の被災者を除いて，１７３，７３５体となっており，２００２年

の１２５，４０３体と比較して約１．４倍となっている（死因究明等推進計画

検討会（第２回）警察庁資料「死体取扱総数の推移」）。これは（高齢化社会に

伴い）今後も増加傾向にあると考えられている。 

２ 日本での解剖率の低さ，都道府県による格差 

２０１２年に警察が取り扱った死体総数１７３，８３３体は，犯罪死体７３

４体，変死体２２，７２２体，非犯罪死体１５０，３７７体と分類されるが，

このうち司法解剖が８，５２０体（４．９％），行政解剖が１０，６９８体（６．

２％）の合計１９，２１８体（１１．１％）にとどまっている（死因究明等推

進計画検討会（第５回）警察庁資料１「死体取扱数等の推移」）。 

行政解剖においては，１０，６９８体のうち，監察医制度が置かれ，専門の

解剖機関が存在する東京都（３，４４８体），神奈川県（４，２３３体），大阪

府（１，１６７体）及び兵庫県（１，２３０体）の合計が１０，０７８体（９

４．２％）を占めており，他の道府県においては，合計してもわずか６２０体
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（５．８％）に過ぎない（死因究明等推進計画検討会（第５回）警察庁資料２

「都道府県別の死体取扱状況（平成２４年中）」）。 

都道府県別にみた，司法解剖と行政解剖をあわせた解剖率は，監察医制度の

ある神奈川県３４．７％，兵庫県２０．２％，東京都１８．２％，大阪府１３．

１％であるのに対して，監察医制度のない道府県においては，大半がわずか数％

であり，死体が解剖されることは極めて稀である。 

３ 欧米諸国の解剖率の高さ 

これに対し，欧米諸国６か国における異状死体（ただし，第一次死体取扱機

関への届出死体種別は海外調査対象国によって異なる。）の解剖率は，スウェー

デン８９．１％，フィンランド７８．２％，オーストラリア（ビクトリア州）

５３．５％，イギリス（イングランド及びウェールズ）４５．８％，ドイツ（ハ

ンブルグ州）１９．３％，アメリカ合衆国（ワシントン州キング郡）１２．５％

と，いずれも日本の（司法解剖及び行政解剖の合計）解剖率（１１．１％）を

上回っている（前記「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方につ

いて」（平成２３年４月）９頁「海外調査対象国における法医学解剖等の現状」，

死因究明等推進計画検討会（第２回）資料２（警察庁資料）「諸外国における法

医学解剖の状況」）。 

 

第５ 外国における死因究明制度の現状 

死因究明制度は，それぞれの国の刑事司法，医療制度を含む社会制度や死生観

及び死因等に関する情報の利用の仕方によって大きく異なっているところ，（警察

から独立した）コロナー制度を基盤とする英米法諸国，及び（警察が異状死体を

取り扱う権限があるものの）独立した死因究明機関が設置されている北欧諸国に

おいて，死因究明制度が整備され，充実している。 

１ イギリス（コロナー制度） 

世界的に有名な死因究明制度は，イギリスを起源とする，警察とは独立した

コロナー制度である。 

コロナー法によって，警察への調査指示，法医病理医に対する解剖命令，解

剖の結果，外因死の疑いがある場合は検死審問（インクェスト）を開催する等

の様々な権限を行使して死に至る事実を解明する行政官としての機能と，解明

された事実を法的に認定する裁判官としての機能の二つの機能を兼ね備えた死

因究明の専門家であるコロナーが規定されており，通常，法曹資格者がこの職

に就く。 
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コロナー制度の一次目的は死因究明そのものであり，公共安全や公衆衛生は

副次的な目的となっている。異状死体の届出先はコロナーであり，コロナーが

死体を調査し，管理するため，警察の役割は，現場での採証行為や関係者の事

情聴取等の周辺捜査に限られている。解剖は，全て遺族の承諾なしに行うこと

ができる。 

死因等に関する情報については，解剖医や解剖実施施設の職員が遺族に対す

る説明を行うとともに，事故等の再発防止の観点から途中経過の審問や最終結

果の所見も原則公開されるほか，事故等の再発防止に関し権限を有する関係機

関等に再発防止措置について勧告する権限も有している。所管官庁は，司法省

である。 

２ オーストラリア（ビクトリア州） 

イギリス統治下にあったオーストラリアでも（各州によって制度は異なるが），

コロナー制度を軸に死因究明制度が発展してきたところ，最近，コロナー制度

を公衆の安全・健康や再発防止の観点から捉え直して，コロナーにより積極的

に役割を担わせており，とりわけ，ビクトリア州の制度は，世界で最も先進的

なものとして有名である。 

ビクトリア州では，１９８５年法で，死亡事故再発防止などの公衆の健康と

安全増進のため，州コロナー事務所に検死制度を統括し適切な調査権限を有す

る法曹資格を有する州コロナー（フルタイム）職を設置するとともに，検死業

務を援助するため高い質を持った法医学研究所（ＶＩＦＭ）が併設され，法医

学専門家と法律家の協働体制が法律上根拠付けられており，病院内の死も含め

て全ての死亡事例情報が集約されている。州コロナーは，事故などの再発防止

のため，公的団体に対する勧告権限が明確化されており，この勧告権限はかな

り効果的で，刑務所内の自殺防止にも役立っているという。そのため，ビクト

リア州の制度は「世界のモデル」という評価もなされている（ビクトリア州コ

ロナーのジョンストーンは，検死制度は「生者を守るために，死者の代弁をす

る制度」と述べている。）。 

３ アメリカ（メディカル・エグザミナー制度） 

   米国では，コロナー制度に代わって，専門の法医病理学者等が，司法及び行

政機関から独立して，専門医学的見地から死亡に関する調査を行う「メディカ

ル・エグザミナー」（Medical Examiner）制度に移行している州が多くなってい

る（日本の「監察医制度」のモデルとされている。）。州法で規定されており，

一次目的は死因究明であり，公衆衛生は副次的目的である。 
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メディカル・エグザミナーは，警察から独立した死因究明機関の長等として，

解剖を含めた死体（着衣等を含む。）に対する調査権限を有し，その権限及び専

門的知見に基づいて，死因究明の責任者となる。 

異状死の連絡は警察でなく，健康・保健局からメディカル・エグザミナーの

下に入り，現場に臨場したメディカル・エグザミナーは，犯罪死・自殺・不慮

の死・事故の可能性のある死・医師が自然死を証明できない場合，死亡につい

て調査を行い，検死その他の調査の要否を決定する（メディカル・エグザミナ

ーの判断を経た後でなければ，警察は遺体に触れることは許されない。）。調査

に必要な証拠を捜索することもでき，メディカル・エグザミナーの調査記録は，

民事・刑事訴訟の証拠として開示・利用される。遺族に対する説明は，同事務

所が行う。 

メディカル・エグザミナーは，犯罪捜査というより，民事・刑事で種々問題

となる死亡に関する調査全体の責任者と理解でき，メディカル・エグザミナー

制度のような捜査機関から独立した専門家が執り行う死因確定手続は，日本の

死因究明制度の改革において，有益な示唆を与えているとも指摘されている。 

４ スウェーデン（法医学庁） 

スウェーデンでは，１９９１年に設立された「法医学庁」（国家法医学委員会）

は，死因究明業務に留まらず，精神鑑定，親子鑑定，薬物鑑定を含む法医学制

度を一元的かつシステマティックに管理しているのが大きな特徴である。法医

学庁は，全国に６か所の支所をもち，法医学部門１５５人（うち解剖医５０人），

法医精神学部門１２０人，法医中毒学部門７０人，法医遺伝学部門２０人，管

理部門２０人で構成されている。 

異状死の場合は，解剖が原則となっており，外因死の疑いのある例について

は，事故死・自殺も含めて原則として全例解剖がなされている（司法解剖・行

政解剖の別はなく，解剖は１種類である。）。法医学者が死体発見現場で死体を

検査する場合もある（地域ごとに法医学者は交代でオンコール体制に入り，現

場検査に赴いている。）。 

法医学部門には，法医病理学者，解剖技術者，法医死亡調査官，検査室技師，

医学秘書が雇われており，法医死亡調査官は，死者の家族との連絡や自殺・事

故・病死例の調査の補助をするとともに，死亡例の医学的社会的背景要因につ

いても調査を実施する。 
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法中毒学的鑑定では，結果についてダブルチェックがなされている（日本で

は，検査試料が科学捜査研究所等で全量消費され，再検査が不可能となり，再

現性の担保がない。）。 

法医学システムが一元的に管理されることで，鑑定は標準化され，高いレベ

ルの質を確保されやすくなっており，スウェーデンでは，due process を保障

するため，高いレベルの法医学的判断や鑑定を提供する組織的かつ標準化され

た制度が確立されていると評価されている。 

 

第６ 日本の死因究明制度が抱える問題点 

１  解剖及び検案の脆弱な実態 

(1) 業務過重でポストが少ない大学医学部法医学教室 

全国７９大学（国立４２，公立８，私立２９）において，２０１１年度（２

０１１年４月１日から２０１２年３月３１日まで）に行われた解剖数は，司

法解剖８，５９１件，監察医解剖１，５５２件，承諾解剖１，５６８件の合

計１１，７１１件である。しかし，２０１２年５月時点で，解剖を行う医師

免許を持つ者は，常勤教員１５１人，大学院生（研究生を含む。）５７人に過

ぎない（死因究明等推進計画検討会（第２回）資料３（文部科学省資料）「司

法解剖，行政解剖，承諾解剖を実施している教員数等」「司法解剖，行政解剖，

承諾解剖を実施している医師免許を取得している教員等数（推移）」より引

用）。 

日本法医学会「法医学将来構想委員会・同ワーキンググループ」が２０１

２年８月に公表した「死因究明二法に関する提言」では，法医学教室の現状

は，①法医解剖は増加の一途をたどっている中で，その制度的運用を，大学

の法医学教室の献身的努力によってどうにか維持している，②大学法医学教

室の負担は大幅に増大し，大学職員に本来求められている教育，研究，大学

行政の職責を十分に果たすことができない，③現状のままでは解剖及び付随

検査の増加に十分対応することが困難となることが予想される，と指摘され

ている。 

法医学教室が現状のままであれば，解剖数の増加に対応できないのみなら

ず，大学教員のポストに限りがあるため，大学院生の就職先がなく，人材育

成の途が断たれてしまう。適材適所という言葉があるが，適所がない限り，

適材が育たないのは自明のことである。 
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したがって，日本法医学会の同提言及び２００９年の提言「日本型の死因

究明制度の構築を目指して－死因究明医療センター構想」が述べているよう

に，大学法医学教室とは別に，死因究明を担う全国的機関を設置する等，現

状を改善する新たな積極的な方策が不可欠である。 

(2) 地域間格差が甚だしい監察医制度 

東京都２３区，大阪市，横浜市，名古屋市及び神戸市の５都市には監察医

が置かれているが，東京２３区においては，東京都監察医務院が，常勤監察

医１２人，非常勤監察医４９人を雇用し（２０１２年４月１日現在），２０１

１年中に，検案１３，９３７件，解剖２，６２４件を行っている。大阪市で

は，大阪府監察医事務所で検案と解剖を実施し，その数は検案４，８２５件，

解剖１，２８７件に上っているが，常勤監察医は０人であり，非常勤監察医

４４人が対応している。神戸市では，兵庫県監察医務室で検案・解剖を実施

し，その数は検案１，６６８件，解剖１，０９４件に上っているが，常勤監

察医１人，非常勤監察医１５人で対応している。横浜市では，監察医制度を

採っているというものの，一般の開業医を監察医として委嘱，県警を通じて

検案・解剖を依頼し，検案３，３２１件，解剖１，７５６件が行われている。

名古屋市では，愛知県死因調査研究会に委嘱し，検案６件，解剖６件が行わ

れたのみであって，制度としてはほとんど機能していない。監察医は厚生行

政を目的とするものの，設置は地方自治体であり，費用は設置した地方自治

体が負担している。遺族の検案・解剖費の負担は，東京２３区・大阪市・名

古屋市ではなし（公費負担）であるが，神戸市では検案料・解剖料１０，０

００円，横浜市では検案料１０，０００円，解剖料５０，０００円を徴収し

ている（以上，死因究明等推進計画検討会（第２回）資料４（厚生労働省資

料）「監察医制度の現状について」より引用）。 

前述したとおり，司法解剖と行政解剖を併せた解剖率は，監察医制度のあ

る神奈川県・兵庫県・東京都・大阪府と，監察医制度のない道府県では大き

く異なっている。東京都監察医務院で「犯罪性がない」として行った行政解

剖によって，犯罪によって死亡したことが判明した例が，毎年数件確認され

ている。 

現在のような甚だしい地域間格差の存在は看過しがたいものであり，早急

に改善されるべきである。 

(3) 医師（検案医）の専門的知識・経験不足 
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警察が死体を取り扱う際には，医師（検案医）の立会いを求め，医師は検

案を行って死因を解明し，死体検案書を交付することになっており，死因究

明を行う上で，検案医の果たす役割は大きい。 

警察が死体取扱業務をあらかじめ嘱託・依頼している医師を「警察医」と

呼ぶところ，警察庁資料によれば，２０１２年７月から同年９月までの３か

月間の死体取扱件数は３４，８６７件であり，１６，１５０件は警察医が立

ち会っているが（死因究明等推進検討会（第３回）参考資料（警察庁資料１）

「立会等医師別死体取扱数（平成２４年７～９月中）」），警察医は警察職員の

産業医であったり，留置人の健康管理を行ったりすることが多く，全国に約

４０００人いる警察医のほとんどは，地域の臨床医として日常的な診療行為

に従事する傍ら，警察からの要請を受けて検案を行っているのが実態である。 

検案をする医師の多くは，法医学の専門的な知識経験を有しておらず，か

つては安易に心不全という診断を下すことも多かった。死因統計にも関わる

ことであったため，１９９５年，厚生労働省が，死亡診断書及び死体検案書

に「心不全」と記載するのは，心疾患の一つである心不全と診断された場合

に限ると通達を出したところ，死因統計上，心疾患が減少し，脳血管疾患が

増加するということもあった。 

検案医の法医学的知識経験を増加させるために，警察と警察医会や医師会

が協力して合同研修をしたり，日本法医学会が認定医制度を導入したり，厚

生労働省が国立保健医療科学院（埼玉県和光市）において死体検案に関する

講習会を実施したりしているが，地域臨床医の法医学的知見の向上はなかな

か困難である。 

現在，１９都道県で，大学法医学教室に所属する医師による検視・死体見

分への立会いを試行的に実施しているが，専門的知見を有する医師が専属的

に検案業務を行う制度を確立することが望まれる。 

(4) 専門機関・専門検案医の創設の必要性 

日本においては，司法解剖や行政解剖に従事する医師の数が約１７０人で

ある。人口１００万人当たりとすると，解剖医師数は約１．３人であり，ス

ウェーデンの５．４人を始め，諸外国に比べて極めて脆弱である（前記「犯

罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方」）。しかも，司法解剖を行

うのが教育・研究を業務とする大学の法医学教室の教授等であり，その人数

も限られている。 
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よって，解剖を中心とした死因究明を全国的に実施するためには，それを

本来の目的とする専門機関において，検案・解剖等を実施する新たな制度を

創設し，新たな制度に対応するための都道府県の組織として，支部を都道府

県ごとに設置することが必要である。 

また，検案に専従できる医師を専門機関の職員として採用し，担当する一

定地域の検案を専門的に行う専門検案医（仮称）制度を創設することも望ま

れる。 

２  死因解明結果の情報開示及び死因解明要請への対応が不十分である 

(1) 開示されない司法解剖結果 

  警察が犯罪死体又はその疑いがある死体であるとして司法解剖が行われ

た場合には，その結果が捜査情報となり，捜査機関が専らその情報を保有す

ることとなっており，遺族その他の利害関係人がそれら情報の開示を求める

ことについて多くの困難が伴う。 

① 文書提出命令による開示事例 

例えば，帝王切開による出産後に妊婦が死亡したことについて，医師の

手技上の過失があったか否かが問題となり，警察が大学医学部法医学教室

に鑑定嘱託をして鑑定結果を得たが，起訴不起訴を決定しないまま１年半

が経過し，民事事件を受任した弁護士の要請に対しても鑑定書の開示を拒

否した事例が存在する。 

本事例では，遺族が解剖医を相手方として，解剖医が所持する鑑定書の

控え等について文書提出命令を申し立てたところ，裁判所は，「鑑定書の控

え等は被害者の死亡時の客観的状況についての医学的知見に基づく情報が

記載されているに過ぎないから，それを被害者はもとより被疑者の属する

病院の知りうる状態においても罪証隠滅の恐れが生ずるとは考えられない

し，捜査上の秘密保持の要請に反するものともいえない」として，文書提

出命令を発した（東京地裁平成１７年６月１４日決定，判時１９０４号１

１９頁）。 

② 長期に渡る不透明な開示拒否 

捜査機関は，捜査中を理由として任意に鑑定書を開示することはなく，

解剖医も，捜査機関からの鑑定嘱託であることや捜査上の秘密を捜査機関

から強調されると断り切れない等の理由から，任意にはなかなか開示しよ

うとしない。 

当連合会の調査では，２００２年に心臓外科手術中に患者が死亡し，遺
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族が警察に被害届を出して司法解剖がされたという事案があった。解剖結

果が出たのは４年経過後であり，民事訴訟提起後にも，警察は，開示の要

請も，裁判所を通じた文書送付嘱託の申立てに対しても，全て捜査中を理

由に拒否した。その後，遺族は検察庁などと交渉し，遺族も医療機関も同

意していることや民事裁判の記録以外に使用する意図がないことなど書面

で提出するなどした結果，「文書提出命令が申し立てられたら，その意向確

認を受けたことを契機に，任意に開示に応じる。」という極めて不透明な方

法で，１年後にようやく開示されるという経過をたどった。 

③ 承諾解剖における開示 

一方，承諾解剖において，解剖医から遺族に対し鑑定書が渡されるとと

もに説明もなされた事例も，当連合会の調査で判明している。 

２０１０年，皮膚炎で治療中の患者が自宅で意識を失い，救急搬送先の

病院で死亡したため，病院は警察に連絡し，解剖が行われた。警察は犯罪

死体ではないと判断したため，解剖医が承諾解剖を行い，解剖医は，県健

康福祉部医療整備課を通じて検査報告書と剖検記録の全てを遺族に開示

し，直接死因や考えられる機序等の詳細を説明した。解剖医は，「行政解剖

だからここまでオープンにできたが，司法解剖ならできない」と遺族に話

していた。 

④ 遺族等のアクセス権の保障体制整備の必要性 

元々，解剖記録は，死因に関する医学的所見が記載されるものであり，

司法解剖と監察医解剖，承諾解剖とで差異が生ずるものではない。 

新しい死因究明制度を創設する際には，情報開示の規定を整備し，遺族

その他の利害関係人が，関係記録の開示を受け，必要な説明を受けるなど，

適切な情報にアクセスすることが保障されるようにしなければならない。 

たしかに，「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は，基本

的に「生存する個人に関する情報」についての定めであり，死因究明に関

する情報についてそのまま妥当することはない。したがって，死因究明に

関する情報について，どのような者が開示請求できるのか，開示請求を受

けた組織はどのように対応すべきなのかといった点について，詳細に規定

を整えるべきである。これによって，裁判所の文書提出命令などを必要と

せずに，遺族等が死因究明情報にアクセスできるようにすべきである。 

(2) 遺族の死因究明要請に応える仕組みが存在しない。 

① 解剖要請に応える体制の欠如 
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司法解剖がなされない場合，承諾解剖は可能ではあるが，承諾解剖は，

解剖医が遺族の承諾を要件として行うものであり，遺族が要望しても解剖

医には解剖を行う義務は存在しないし，また，解剖要請に応えられる体制

も整備されていない。 

② パロマ湯沸器死亡事故 

パロマ湯沸器死亡事故は，パロマ工業が１９８０年から１９８９年にか

けて製造した屋内設置型の瞬間湯沸器について，排気ファンの動作不良を

原因とする一酸化炭素中毒事故が１９８５年から２００５年にかけて２８

件発生し，死亡者が２１名に上った事件である。このうち，１９８９年４

月に北海道北見市のアパートで２人が死亡しているが，その５か月前にも

同じ部屋で２９歳の男性が死亡していることが，２００６年になって新聞

報道によって明らかにされた。その男性は湯を張った浴槽の中で死亡して

おり，警察は「急性心不全による水死」として処理し，司法解剖しなかっ

た。両親は，前日にその男性から「湯沸かし器の火が着きにくい」と聞い

ていたため，一酸化炭素中毒を疑って解剖による死因究明を警察に依頼し

たが，警察は「風呂場で死んだ死体は犯罪とは関係がない」という理由で

処理したために，遺族の解剖依頼を拒否した。もし，警察がその男性の死

亡について，一酸化炭素中毒の疑いを持って死因究明を行い，それにより

再発防止策が講じられていれば，その５か月後に２人が死亡する事故は起

きなかったとも考えられる。なお，このケースでは死因が一酸化炭素中毒

とはされなかったため，パロマ事件の死亡者数には入れられていない。 

③ 解剖要請に応える体制整備の必要性 

オーストラリア・ヴィクトリア州では，遺族などは人の死に関する公開

審問（インクェスト）を要求することができるし，前述のとおり，スウェ

ーデンなど諸外国では，解剖率は高く，死因究明の万全を期している。 

日本においても，今後，新しい死因究明体制において，死因究明を行う

専門機関は，死因究明をしてほしいと願う遺族の希望に応え，遺族が解剖

を要請した場合には，原則として解剖が行える体制を整備すべきである。 

３ 受刑者（被拘禁者）の死因究明の密室性 

当連合会は，２００１年，２００２年に名古屋刑務所で発生した受刑者の死

亡事故（名古屋刑務所事件）を契機にして，２００３年７月１７日付けで「刑

務所医療の抜本的改革と受刑者の死因調査制度の確立を求める日弁連の提言」

を公表し，刑務所における多数の受刑者の死亡例において，死因が十分究明で
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きなかったことを踏まえ，密室における人権侵害を根絶するためにも，受刑者

が死亡した場合，刑務所当局から独立した死因調査制度を確立し，刑務所外の

法医学者・法律家を検視官とする検視手続を保障するよう求めた。 

「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」（平成１７年制定）の下では，

刑事施設視察委員会が刑事施設を視察し，刑事施設の長に対し意見を述べる制

度がつくられ，これにより，刑事施設内の死亡例について死因が明らかにされ

た事例もある。しかし，刑事施設視察委員会が活動するかどうかは同委員会の

自主的判断に委ねられており，制度的には，「刑事施設及び被収容者の処遇に関

する規則」９３条において，施設の長に検視が義務付けられ，変死又は変死の

疑いがあると認めるときに検察官及び司法警察員に対して通報しなければなら

ない旨を定めるのみであり，被拘禁者の死因が公正かつ適正に透明性をもって

調査できる法制度にはなっていない。 

現在もなお，刑事施設内の医療体制には重大な不備があり，また，その閉鎖

性ゆえ，受刑者に対する暴力や不十分な医療などの人権侵害に起因する死亡発

生を防止できる体制は整備されていない。 

ヨーロッパ人権条約２条（生命権の保障）の下，ヨーロッパ人権裁判所の判

例では，加盟国（国の機関である刑務庁など）は，生命を保護する措置の積極

的義務があり，被拘禁者が死亡した場合，同２条違反について，独立性・合理

性・迅速性・公開性・親族の関与などの最低基準を満たした効果的な調査の実

施が要求されており，同３条（拷問禁止）についても，徹底的かつ有効な調査

実施義務を負っている。 

以上より，被拘禁者が死亡した場合には，刑事施設から独立して効果的な調

査を行う専門機関が必要であり，拘禁中の死亡例に対する死因調査機関の役割

を明確に定めるべきである。新たな死因究明のための上記中立的・専門的な第

三者機関は，当連合会が求めた刑事施設から独立した死因調査機関としての役

割も期待される。 

 

第７ 死因究明推進に関する当連合会の提言 

１  死因究明推進法とその課題，計画策定の日程 

現在，死因究明推進法の定める「死因究明等推進会議」で死因究明等推進計

画の議論がなされている。 

死因究明推進法６条１項に掲げられた重点施策は，①死因究明を行う専門的

な機関の全国的な整備，②法医学教育・研究拠点の整備，③死因究明を行う人
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材育成と資質の向上，④警察等における死因究明実施体制の充実，⑤検案・解

剖実施体制の充実，⑥薬毒物検査・死亡時画像診断等の科学的調査の活用，⑦

ＤＮＡ検査・歯牙調査など身元確認のための科学調査の充実とデータベースの

整備，⑧死因究明等により得られた情報の活用と遺族等への説明の促進である。 

死因究明等推進会議の下に，「死因究明等推進計画検討会」が置かれ，２０１

２年１０月２６日，第１回同推進会議・同検討会が開かれてから，同検討会が

月１回程度開催され，２０１３年６月頃に中間報告案が出され，同年１２月に

は，同推進計画が最終的に閣議決定される予定となっている（死因究明等推進

会議（第１回）資料４「死因究明等推進計画策定までのスケジュール（案）」）。 

２  当連合会は，次のとおり提言する。 

(1) 全国的な死因究明のための中立的・専門的な第三者機関の設置 

① 人的物的体制の整備 

前述したとおり，警察官や検案医の専門的知識・経験不足，大学法医学

教室の人員・解剖体制の不備等の人的・物的体制の問題点を解決し，海外

諸国や都道府県間の格差をなくし，死因究明を適正かつ公平に行うために

は，全国的に死因究明のための専門的な第三者機関を創設する必要がある。 

死因究明のための専門機関は，司法解剖のみならず，広く公衆衛生等の

行政目的や遺族の承諾・要請に基づく解剖を職務とし，遺族への適切な情

報開示及び遺族の解剖要請に応えられる体制を整備する必要がある。 

また，世界各国の死因究明制度を見ると，日本のように司法解剖・行政

解剖の区別はなく，解剖自体は死因究明を目的とした１種類である。した

がって，死因究明のための組織は，司法解剖・行政解剖の区別をせずに，

解剖等を行う，単一の組織とすべきである。 

② 中立性（警察及び法務省からの独立性） 

死因究明制度は，犯罪捜査のみならず公衆の健康・安全や医学の進歩な

ど公衆衛生の目的も重要である（東京都監察医務院「事業概要」によれば，

平成２３年検案総数（１３，９９７人）中，病死６８．１％，災害死８．

３％，自殺１５．３％であるが，司法関係・他殺は２．０％であるなど，

死因が病死・災害死が多く，犯罪関係はごくわずかである。）。 

そもそも，犯罪捜査を担う警察に死因究明を担わせるのは，捜査の必要

というバイアスに傾かせる危険性があり，また逆に，（適切に死因を判断で

きずに）犯罪に関係する死亡を見逃す危険性もある。 

実際，「横浜市営住宅変死事件」では，重度心疾患の妻を殺害したとして
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殺人罪で逮捕・起訴された被告人に対し，１９８７年１１月，横浜地裁は

「他殺の鑑定があやふやな以上，病死の可能性を否定できない」として無

罪判決を言い渡した事例であり，警察が鑑定嘱託することによる予断の危

険性等が指摘されている。 

そのため，新たな死因究明機関は，警察から独立した第三者機関でなけ

ればならない。 

また，死因究明機関では刑事拘禁施設における死亡者の死因究明も対象

とされるべきであるから，法務省からも独立した第三者機関でなければな

らない。 

③ 独立性・専門性の確保，人的・物的体制の整備 

検案・解剖等を行う医師の専門性及び独立性が実質的にも確保されるよ

うに，死因究明のための専門機関に属し，または嘱託を受けた医師は，検

案・解剖等を独立した専門家の立場から決定・実施することができるよう

にすべきである。 

また，（医療事故であるか否かに関わらず）死因への内因性疾患の関与の

有無を判断することも重要であり，（例えば，横浜市営住宅変死事件のよう

に）病死の可能性を看過し誤って他殺と判断して冤罪を生じさせるような

危険性を防止する必要もあるから，死因判断の正確性を担保するため，（犯

罪死を専門とする）法医学者のみならず，病理学者との協働，または，病

理解剖学知識・経験を身につけた法医による検案・解剖等が必要不可欠で

ある。 

また，近年，ＣＴ・ＭＲＩ等による死亡時画像診断（いわゆるＡｉ＝

Autopsy imaging）も，体表のみでは分からない遺体内部の情報が得られる

ことから，より正確かつ迅速な死因究明に資すると考えられており，死因

究明推進法の基本方針でも，死亡時画像診断等の科学的な調査の活用が挙

げられていることに鑑みれば，（画像診断機器の導入とともに）放射線科医

（画像診断医）等の協力も必要であろう（ただし，生体画像とは異なるた

め，死後画像診断に習熟していることが不可欠である。）。 

もちろん，専門の医師らを補助する専門的職員として，薬化学検査・病

理組織検査のための臨床検査技師・標本作製職員，ＣＴ・ＭＲＩ等撮影の

ための診療放射線科技師，解剖のための解剖補助者，情報収集・整理・書

類作成等のための事務官（秘書）のような専門的補助職員を含めた人的組

織体制を構築することも必要不可欠である（例えば，東京都監察医務院で
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は，検査技師・監察医補佐・事務員等，スウェーデンでは，検査室技師，

解剖技術者，法医死亡調査官，医学秘書等の職員が配置されている。）。 

④ 死因究明機関への法律家の積極的関与 

また，死因の判断に当たっては，法医学・病理学を中心とした医学的判

断のみならず，犯罪，事故，災害，自殺及び病気などを含め，死亡に至る

経緯・状況を踏まえた法的判断を含めた事実判断が必要である。検案・解

剖等の結果だけで正しい死因を判断できるわけではなく，死亡に至る経

緯・状況が把握されなければ，正確な判断はできない。 

そのため，自殺，他殺，病死，事故死の判断は，法医学者と警察官だけ

の判断に委ねるべきではなく，法律家が，検案・解剖等に関する状況の適

正性をチェックないし評価すべきである。 

特に，冤罪防止，被疑者・被告人の権利擁護の観点からは，司法解剖・

鑑定の際に提供された情報及び情報源を明確化し，鑑定人の判断に不当な

影響を及ぼす情報提供がなかったことを検証できるようにしておく必要が

あるといえ，捜査機関からの情報の偏把性及び鑑定人に対する予断と偏見

を排除させ，死因究明手続ないし第三者機関としての公平性・透明性を確

保する必要性がある。 

前述の横浜市営住宅変死事件では，初動段階における法医学者の不適切

な対応（専用の器具・設備が整っていない警察署内の安置所における解剖

等）のほか，嘱託鑑定の構造的問題として捜査機関による嘱託鑑定人への

捜査情報の提供による影響や鑑定嘱託の党派性などから，病死が犯罪死と

誤って鑑定され立件対象とされてしまう危険性が指摘されている。 

また，冤罪事件を防止するためには，解剖医が，捜査機関を媒介とした

間接的な情報提供ではなく，直接，死体の状況・情報にリアルタイムでア

クセスでき，元の状態の死体を検査・解剖する（死体をそのままパッキン

グして解剖医の下に運び込み，弁護人等も立ち会った上で，採証・解剖を

行う）方法を取るべきという指摘もある。 

このように，冤罪防止の観点からは，司法解剖手続の適正性を確保すべ

く，法律専門家（弁護士等）による監視が必要であり，捜査機関等から提

供された情報及び情報源の明確化・客観化も必要である。 

前述のように，米国を除く英国法体系の国（英国，オーストラリア，ニ

ュージーランド，カナダの一部など）では，法曹であるコロナーが死因確

定に関与しており，特にオーストラリアのビクトリア州では，法医学専門
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家と法律家の協働体制が構築され，死因究明体制が充実している。 

また，刑事施設等の拘禁施設では，その性質上，被拘禁者に対する虐待

のおそれが内在しているため，法律専門家の関与により，被拘禁者の死因

が徹底的かつ有効に調査されなければならない。 

以上より，新たな死因究明制度ないし死因究明機関においては，公平か

つ適正で透明性をもった死因究明がなされるようにするため，法律専門家

の積極的な関与は必要不可欠である。 

(2) 死因究明を行う人材育成のための基盤整備 

死因究明に関する新たな枠組みを検討するにつけても，我が国の死因究明

を行う人材を育成する基盤が諸外国に比べて極めて貧弱であることは，重大

な問題である。 

また，国家の政策としては，医学部教育，歯学部教育，薬学部教育などを

充実し，就職先としての新たな死因究明のための中立的・専門的な第三者機

関を設置し，公務員である「専門検案医」制度も含め，死因究明推進法及び

死因究明等推進計画において具体的方策を策定すべきである。 

特に，このような専門機関で所要の解剖医を確保することが不可欠であ

り，そのために，関係省庁の協力の下に，解剖医の養成，増員を可能にする

体制を早急に充実させることが望まれている。これらの充実なしには，制度

は長期的には機能せず，改善されることもない。現状のような，法医学者の

献身的な努力のみに依存した体制ではなく，適正な制度が構築されなければ

ならない。 

(3) 死因究明・身元確認のためのデータベースの整備について 

死因究明推進法の重点課題として，「身元確認のためのデータベースの整

備」も施策として挙げられている。 

しかし，病歴・疾病，ＤＮＡ型・歯科所見等は，個人のプライバシー情報

として保護されるべきであるから，死因究明・身元確認という目的だからと

いって，捜査当局はもちろん，死因究明のための第三者機関における利用で

あっても，その収集・データベース化は個人のプライバシー権（自己情報コ

ントロール権）の保護，生前の意思・名誉及び死者の尊厳の尊重の観点から

は重大な問題がある。 

警察庁「捜査手法，取調べの高度化を図るための研究会最終報告」（２０

１２年２月）によれば，ＤＮＡ型データベースによる個人のプライバシー侵

害のおそれは極めて低いとして，ＤＮＡ型データベースの拡充を目指すべき
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としているが，死因究明・身元確認のためのデータベース化が，捜査手法と

して積極的に取り入れられて，生存者に拡大し，さらに捜査の枠を越えた利

用に拡大しかねない懸念も生じる。 

これに関連して，当連合会は，２００７年１２月２１日付け「警察庁ＤＮ

Ａ型データベース・システムに関する意見書」において，ＤＮＡ型情報は「個

人の究極のプライバシー」であり，警察への情報集中の危険性に鑑みれば，

ＤＮＡ型記録取扱規則・細則（国家公安委員会規則）を廃止し，法律により，

採取・保管・利用等について定めるべきであるとともに，将来的にＤＮＡ型

データベース・システムの構築・運用については，警察庁その他の行政機関

から独立した第三者機関に委ねることも検討されるべきと述べた。 

また，当連合会は，２０１２年１０月１２日付け「『医療等分野における

情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書』に対する意

見書」において，医療に関する個人情報は極めて高度のプライバシー情報で

あり，患者のプライバシー権（自己情報コントロール権）等を保護するため，

医療分野の個人情報保護法の制定を求め，医療情報の活用については本人同

意が推定できるとする上記報告書の情報取得・本人同意のあり方について，

患者のプライバシー権（自己情報コントロール権）等を侵害するおそれが払

拭できないと述べた。 

以上の観点より，死因究明・身元確認のためのデータベースの整備の是

非・方法等については，慎重な検討がなされなければならない。 

また，提言１のとおり，死因究明のための中立的・専門的な第三者機関を

設置した上で，死因究明に関連する個人情報等について，警察による管理か

ら，同専門機関が一元的に管理するようにすべきである。 

(4) 死因究明に関する情報開示と死因究明要請に応える仕組みの構築 

死因究明に関しては，そこで明らかになった情報を誰がどのように保管す

るか，そしてその情報を誰がどのように利用できるのかという問題がある。

この点は，死因究明のための専門機関の在り方とも大きく関わってくる。 

これまで，前述したとおり，司法解剖が行われた場合には，その結果が捜

査情報となり，警察及び捜査機関が専らその情報を保有することとなってお

り，遺族その他の利害関係人がそれらの情報を受領するについての明確な規

定はなかった。 

しかし，そもそも，解剖は，被解剖者の死亡時の客観的状況についての医

学的知見に基づく情報を収集するものであり，解剖結果には客観的事実が記
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載されているに過ぎないから，それを被解剖者の遺族，ひいては捜査上の被

疑者が知ったとしても，罪証隠滅のおそれはなく，捜査上の秘密保持の要請

に反することはない。 

新しい制度を創設するにあたっては，警察から独立した第三者機関とし

て，情報開示の規定を整備し，遺族その他の利害関係人が，裁判所の文書提

出命令などを必要とせずに，情報にアクセスすることが保障されるようにし

なければならない。 

また，死因究明を行う組織は，死因究明をしてほしいと願う遺族の希望に

応えられるようにすべきである。そのためには，要望を提出できる遺族や利

害関係人の範囲，要望の提出方法，いかなる場合に要望に応ずるのか決定す

る権限を有する地位・職を決定すべきである。 

また，遺族には解剖料等の費用の負担をさせるべきではない。死体検案書

を書いてもらわないと埋葬することができないため，遺族はやむを得ず解剖

料を払っている実態があり，かかる実態は改められるべきである。 

(5) 拘禁施設における死亡例の調査 

刑事施設，留置施設，少年刑事施設，入管収容施設など拘禁施設内におい

て被拘禁者が死亡した場合，職員による暴行などによって被拘禁者が死亡し

ても，施設の長だけに検視の役割を限定している現行法では，名古屋刑務所

事件の事例を見るまでもなく，容易に真の死因が隠蔽される可能性がある。 

よって，全ての死亡例について，中立的・専門的な第三者機関が（法律専

門家が関与して）検案・調査等を実施し，死因不明，虐待のおそれなど死亡

原因の究明が必要な場合には，解剖等により徹底的に調査するよう制度を整

備すべきである。 

当連合会は，死因究明等推進計画が，少なくとも，以上に述べた点を確実に

実行できる具体的方策を定め，近い将来に実施に移されることを強く希望する。 

 


