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カメハメハ倶楽部とは  カメハメハ倶楽部／無料会員登録

看護師の注射器の取り違えにより、58歳の慢性関節リウマチ患者が死亡した「東京都
⽴広尾病院事件」。24時間以内に警察へ届出が出されなかったこと、死亡診断書に事
実と異なる旨を記載したと考えられることから、地裁は以下の判決を下す。【事件の
経緯を⾒る】

【判決】
主⽂︓懲役1年及び罰⾦2万円、執⾏猶予3年
 
【罪となるべき事実】
 
① 平成11年2⽉11⽇午前10時44分頃、東京都⽴広尾病院で主治医C医師が、D⼦の死体を
検案した際、被告⼈（院⻑は）C医師と共謀の上、この時から24時間以内に警察署に届け出
をさせず、医師法第21条に違反した。（C医師は、死体を検案した際、H医師から看護師が
ヘパ⽣とヒビグルを取り違えて投与した旨の報告を受け、かつ同死体の右腕の⾎管部分が顕
著に変⾊するなどの異状を認めたのであるから、この11⽇午前10時44分頃から24時間以内
に所轄警察署に届け出なければならなかった。）
 
【オンラインで無料視聴】
「富裕層に詳しい税理⼠」による富裕層の不況の乗り越え⽅＆不況時の資産運⽤戦略
 
② D⼦の夫Iから保険⾦請求⽤の死亡診断書及び死亡証明書の作成を依頼された際に、被告
⼈（院⻑）はC医師と共謀し、病死および⾃然死ではないのに、死亡診断書の【病死および
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⾃然死】欄の「病名」に「急性肺⾎栓塞栓症」と、「合併症」欄に「慢性関節リウマチ」等
と記載させ、Iに交付させた。これは、公務員の職務に関し、⾏使の⽬的で、虚偽の⽂書を作
成、⾏使したものである。
 

主⽂︓懲役1年及び罰⾦2万円、執⾏猶予3年

「医師法」
第⼆⼗⼀条 医師は、死体⼜は妊娠四⽉以上の死産児を検案して異状があると認めた
ときは、⼆⼗四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

 
◆東京地裁判決の判旨
 
C医師はD⼦の主治医であり、術前検査では異常を認めず、⼿術は無事に終了し、術後の経過
も良好であって、主治医として、D⼦が急変するような疾患等の⼼当たりが全くなかった。
 
【オンラインで無料視聴】
「富裕層に詳しい税理⼠」による富裕層の不況の乗り越え⽅＆不況時の資産運⽤戦略
 
H医師から、看護師がヘパロックした際に、ヘパ⽣と消毒液のヒビグルを間違えて注⼊した
かも知れないと⾔っている旨を聞かされて、薬物を間違えて注⼊したことによりD⼦の症状
が急変したのではないかとも思った。また、⼼臓マッサージ中に、D⼦の右腕には⾊素沈着
のような状態があることに気付いていた。
 
結局、C医師は、D⼦の死亡を確認し、死亡原因が不明であると判断していることが認められ
るから、C医師がD⼦の死亡を確認した際、その死体を検案して異状があるものと認識してい
たものと認めるのが相当である。
 
また、C医師は、D⼦の死体を検案して異状があると認めた医師として、警察への届出義務を
有するが、看護師の絡んだ医療過誤であるので、病院の対応に委ねていた。
 
被告⼈（院⻑）は、医師法の規定を意識した上で、警察への届出を⼀旦決定しながら、病院
事業部からの職員の到着を待って最終決定することとして、警察への届出を保留とすること
を決定したことによって、2⽉11⽇午前10時44分から、24時間後の2⽉12⽇午前10時44分
が経過してしまい、医師法第21条に⾔う24時間以内の届出をしなかったことが認められるの
で、被告⼈（院⻑）は、C医師らと共謀して、医師法第21条の罪を犯したものと認めるのが
相当である。
 
（医師法第21条の検案について）

メルマガ会員限定記事をお読みいただ
ける他、新着記事の⼀覧をメールで配
信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミ
ナー案内等、知的武装をし、⾏動する
ための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録する

医師法第21条に⾔う「24時間以内の届出」が争点に

6⽉9⽇（⽕）開催︕LIVE配信セミナー／補助⾦「10割」に︕社会貢献と安定収益を両⽴する「児童発達⽀援事業」の魅⼒

https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5e73054277656129af010000
https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5e73054277656129af010000
https://gentosha-go.com/articles/-/26424
https://kamehameha.jp/hokenpro/
https://life.gentosha-go.com/
https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5edc380577656184ed010000
https://gentosha-go.com/articles/-/26282
https://www.gentosha-webma.com/
https://gentoshagroup.smktg.jp/public/seminar/view/161
https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/5ecf9b8877656126b4010000


2020/6/8 「間違えたかも。」医療ミスを黙認…広尾病院事件、地裁の判決 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

https://gentosha-go.com/articles/-/27011 3/5

C医師は、D⼦の容体が急変して死亡し、その死亡について誤薬投与の可能性があり、診療中
の傷病等とは別の原因で死亡した疑いがあった状況のもとで、それまでの診療経過により把
握していた情報、急変の経過についてH医師から説明を受けた内容、⾃⾝が蘇⽣措置の際な
どに⽬にしたD⼦の右腕の⾊素沈着などの事情を知った上で、⼼筋梗塞や薬物死の可能性も
考え、死亡原因は不明であるとの判断をして、遺族に病理解剖の申し出をしているのである
から、D⼦の死体検案をしたものと⾔うべきである。
 
（医師法第21条の適⽤について）

医師法第21条の規定は、死体に異状が認められる場合には犯罪の痕跡をとどめている場合が
あり得るので、所轄警察署に届出をさせ捜査官をして犯罪の発⾒、捜査、証拠保全などを容
易にさせるためのものであるから、診療中の⼊院患者であっても診療中の傷病以外の原因で
死亡した疑いのある異状が認められるときは、死体を検案した医師は医師法第21条の届出を
しなければならないとするのが相当である。
 
（虚偽有印公⽂書作成、同⾏使）

D⼦は、術後経過良好であったのに、ヘパロック直後、容体が急変して死亡。看護師がヘパ
⽣とヒビグルを取り違えて注射したかもしれないと⾔っており、死体の右腕に静脈に沿った
⾚い⾊素沈着があり、解剖所⾒も、⼼筋梗塞等、病死で死因を説明するようなものはなく、
解剖を担当したW⼦医師から90％以上の確率で事故死である旨の報告も受けていることを考
えれば、D⼦の⾎液検査の結果が出ていない段階においても、D⼦の死因が病死や⾃然死でな
いことは明らかであり、被告⼈及びC医師はこれらの事実を認識していたのであるから、共
謀して虚偽有印公⽂書作成、同⾏使罪にあたると認めるのが相当である。

◆東京地裁判決についての考察
 
東京都⽴広尾病院刑事事件は、医師法第21条違反について、病院⻑のみが最後まで争い、被
告⼈として有罪判決を受けている。医師法第21条は、「医師は死体を検案して…」となって
おり、この条⽂の名宛⼈即ち対象者は、「死体を検案した医師」である。
 
【オンラインで無料視聴】
「富裕層に詳しい税理⼠」による富裕層の不況の乗り越え⽅＆不況時の資産運⽤戦略
 
院⻑は死体の検案を⾏っていないが、共同正犯として起訴されたものである。A副参事も共
同正犯で起訴されているが、事務⽅の副参事は無罪となった。C主治医は罪状を認め、略式
裁判で罰⾦刑となっている。院⻑は筋を通し、最⾼裁まで争った。
 
今回の医療事故調査制度に関わる活動の経緯で当時の東京都⽴広尾病院院⻑を調べてみたと
ころ、都⽴病院の医療事故・医療安全を主導していた⽴派な⽅であったようである。東京⼤
学整形外科同⾨会雑誌Foramen45号の⼿記にも当時、隠ぺいなどせずに如何に説明に努めた
かが書かれている。何時か同院⻑の名誉回復がなされることを祈っている。
 
さて、この医師法第21条についての東京地裁判決は、控訴審の東京⾼裁判決において破棄さ
れるのであるが、地裁判決の要点を以下にまとめておきたい。
 

1．医師法第21条の検案について
判旨中にあるように、経過の異状、死亡原因が不明であるとの判断をしていること、
死因不明のために解剖の申し出をしていること等を死体検案をしたものとみなしてい
る。また、診療中の⼊院患者であっても、診療中の傷病以外の原因で死亡した疑いの

登録していただいた⽅の中から
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06/10 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 銀⾏・証券会社では教えてくれ
ない、⽇本で買える「劣後債」投資の実
情と具体的な取り組み⽅

06/10 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 後継者不在、業績不振、⼦会社
整理…事業承継の切り札「M&A」活⽤
事例

06/10 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 『お勧めの投資信託』を買う前
に知っておきたい投信販売の実態

06/11 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 スイス仕組債取引所におけるマ
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06/11 【※オンライン開催（LIVE配
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06/16 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 『お勧めの投資信託』を買う前
に知っておきたい投信販売の実態

06/16 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 ＜緊急開催＞新型コロナ・ショ
ックの影響、コロナ後の⻑期投資を徹底
解説︕ コモンズ流「30年・30社の企
業」への厳選投資ノウハウ

06/16 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 ⾦融資産1億円以上の⽅のための
「本来あるべき資産運⽤」

06/16 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 ＜緊急開催＞新型コロナ・ショ
ックの影響を解説︕ 世界25ヵ国、約64
兆円の機関投資家・富裕層資⾦を運⽤す
る、⽶国アライアンス・バーンスタイン
による「⽶国株式市場の投資環境・⾒通
し」

06/17 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 投資対象として⼤注⽬︕償却メ
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【第1回】の記事を読む 【第3回】の記事を読む

ある異状が認められるときは、医師法第21条の届け出が必要であるとし経過の異状を
届出対象としている。⼀⽅、外表異状にも⼀部⾔及している。
 
2．異状死体とは
①急変するような疾患等の⼼当たりが全くないこと。②薬物を間違えて注⼊したこと
による急変ではないかと思っていたこと。③⼼臓マッサージ中に腕の⾊素沈着に気づ
いていたこと。④死亡原因が不明であると判断していること。の4つを異状の認識とし
て挙げている。経過の異状に外表異状を合わせた考えと⾔えよう。

2回にわたり、東京都⽴広尾病院事件の経緯を東京地裁刑事裁判判決を中⼼に記載し、東京
地裁判決の内容を要約したが、この東京地裁判決の医師法第21条部分は、控訴審の東京⾼裁
で破棄された。
 
マスコミの報道も⼿伝って、東京都⽴広尾病院裁判は、医療側が1審の東京地裁で敗訴、控
訴審の東京⾼裁、上告審の最⾼裁の全てで敗訴し、1審の東京地裁判決がそのまま確定した
と誤解されてきた。厚労省死亡診断書記⼊マニュアルの不適切な記述も⼿伝って、「異状
死」という⾔葉が独り歩きし、医療機関からの過剰な警察届出が⾏われることとなる。
 
しかし、東京都⽴広尾病院事件地裁判決は、控訴審の東京⾼裁で破棄されている。東京⾼裁
は、憲法との整合性を考え、医師法第21条を合憲限定解釈することにより答えを出した。即
ち、医師法第21条に⾔う「異状」とは、「外表異状」と判⽰することになる。この東京⾼裁
判決が原審として、最⾼裁で容認されるのである。
 
【東京⾼裁の判決は】
 
※本記事は、2018年12⽉18⽇に幻冬舎MCより発⾏された⼩⽥原良治著『未来の医師を救う
医療事故調査制度は何か』より⼀部を抜粋・編集したものです。
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⼩⽥原 良治

医療法⼈尚愛会 理事⻑

昭和22年⽣まれ。昭和47年⿅児島⼤学医学部医学科卒業。昭和48年⿅児島⼤学第⼀外科⼊局。昭
和56年医学博⼠。⽇本医療法⼈協会常務理事、⽇本医療法⼈協会医療安全調査部会（現医療安全
部会）⻑、厚労省「医療事故調査制度の施⾏に係る検討会」構成員を歴任。
現在、医療法⼈尚愛会・社会福祉法⼈佳成会理事⻑、⿅児島県医療法⼈協会会⻑、⽇本医療法⼈協
会常務理事・医療安全部会⻑、⿅児島県病院企業年⾦基⾦理事⻑、⿅児島市医師会医療事故調査制
度サポートセンター委員⻑他。
著書に、『医療事故調運⽤ガイドライン』（共著、へるす出版）、『Q＆A医療事故調ガイドブッ
ク』（共著、中外医学社）、『「医療事故調査制度」早わかりハンドブック』（共著、⽇本医療企画）、『医療事故調
査制度対応マニュアル』（共著、⽇経メディカル）がある。
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