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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、病院⻑は被告⼈として有罪判決を受
けている。地裁の判決を控訴した病院側。東京⾼裁判決が以下になる。【事件の経緯
を⾒る】

＜PR＞オープンハウスのアメリカ不動産投資／資料請求はこちら

◆東京都⽴広尾病院事件東京⾼裁判決と医師法第21条
 
東京都⽴広尾病院事件控訴審である東京⾼裁判決について、医師法第21条との関係で、判決
の意義を考えてみたい。
 
【事件番号】
東京⾼等裁判所判決／平成13年（う）第2491号
医師法違反、虚偽有印公⽂書作成、同⾏使被告事件
 
【判決⽇付】
平成15年5⽉19⽇
 
【判⽰事項】
医師法第21条の法意
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「息苦しい。両⼿がしびれる」医療ミスで患者が死亡
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【判決要旨】
医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であったか否
かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいい、死亡した者が診
療中の患者であって、死亡診断書を交付すべきであると判断した場合であっても、死体を検
案して異状があると認めたときは、同条に定める届出義務が⽣じる。
 
【主⽂】
原判決を破棄する。被告⼈を懲役1年及び罰⾦2万円に処する。この裁判が確定した⽇から3
年間その執⾏を猶予する。
 
【事実経過】（第1審の東京地裁判決との整合性のため、⽒名表⽰は書き換えた）
 
本事件は、慢性関節リウマチにて左中指滑膜切除⼿術を受けた患者D⼦が術後経過良好であ
ったが、抗⽣剤投与⽤の、点滴ルートの⾎液凝固防⽌のためのヘパロックを⾏うために⽤意
したヘパリン⽣⾷（ヘパ⽣）注射器と消毒液ヒビテングルコネート液（ヒビグル）注射器と
を取り違えたため、誤って、ヒビグルの注射を受け、患者D⼦が死亡した事件である。
 
抗⽣剤の点滴終了後、G看護師によりヘパロックされたが、誤ってヒビグル約1mlが患者D⼦
の体内に注⼊され、残り9mlは点滴器具内に残留した状態であった。
 
2⽉11⽇午前9時15分頃、患者D⼦は顔⾯蒼⽩となり、「胸が苦しい。息苦しい。両⼿がしび
れる」などと訴えたことから、当直医H医師の指⽰で、⾎管確保のため維持液の点滴が開始
された。これが、結果的に、点滴器具内に残留していたヒビグル約9mlを全量患者D⼦の体
内に注⼊させることとなり、これが致死原因となった。
 
連絡を受けて駆け付けた主治医C医師は、⼼臓マッサージ中にH医師より、経過および看護師
が薬剤を間違えて注⼊したかもしれないと⾔っていることを聞かされた。主治医C医師は、2
⽉11⽇午前10時44分に死亡を確認した。
 
その後、複数の看護師らは、死後の処置をしている間に、患者D⼦の右腕⾎管部分に沿っ
て、⾎管が紫⾊に浮き出ているという異常な状態に気づいていた。
 
翌2⽉12⽇午後1時頃、病理のW⼦医師らにより、病理解剖が⾏われたが、このとき、主治医
C医師は、前腕の⽪膚斑を⾒て、少し驚いている感じ、「わあ、すごいな」と思った様⼦が
あり、これまであまり確実な⾃覚を持っていたようには⾒えなかった。
 
解剖所⾒としては、右⼿前腕静脈⾎栓症及び急性肺⾎栓塞栓のほか、遺体の⾎液がさらさら
していること（溶⾎状態を意味し、薬物が体内に⼊った可能性を⽰唆する）が判明した。解
剖の結果、「右前腕⽪静脈内に、おそらく点滴と関係した何らかの原因で⽣じた急性⾚⾊凝
固⾎栓が両肺に急性肺⾎栓塞栓症を起こし、呼吸不全から⼼不全に⾄ったと考えたい」と結
論された。
 
3⽉5⽇、組織学的検査の結果が判明し、前腕⽪静脈内及び両肺動脈内に多数の新鮮凝固⾎栓
の存在が確認された。
 

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
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◆医師法第21条に関する判旨
 
医師法第21条は、「医師は、死体⼜は妊娠4⽉以上の死産児を検案して異状があると認めた
ときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と定めている。本件におい
ては、まず、C医師がD⼦の死体を検案して異状があると認めたと認定できるかが問題であ
る。
 
その前に、争点の⼀つである、医師法第21条に定める「検案」の意義につき、裁判所（東京
⾼裁）の⾒解を⽰す。
 
① 医師法第21条に定める「検案」の意義
 
ア． 医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であった
か否かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいい、医師が、死
亡した者が診療中の患者であったことから、死亡診断書を交付すべき場合であると判断した
場合であっても、死体を検案して異状があると認めたときは、医師法第21条に定める届出義
務が⽣じるものと解すべきである。
 
イ． 従来、医師法第19条2項、第20条に定める、死亡診断書を交付すべき場合と死体検案書
を交付すべき場合の区別が論じられてきた。この点につき、昭和24年4⽉14⽇厚⽣省医務局
⻑通知（医発第385号。以下「昭和24年通知」という）は、以下のように述べている。
 
1） 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟（いやし
く）もその者が診療中の患者であった場合は、死亡の際に⽴ち会っていなかった場合でもこ
れを交付することができる。但し、この場合においては法第20条の本⽂の規定により、原則
として死亡後改めて診察をしなければならない。
 
法第20条但書は、右の原則に対する例外として、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡し
た場合に限り、改めて死後診断しなくても死亡診断書を交付し得ることを認めたものであ
る。
 
2） 診療中の患者であっても、それが他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した
場合は、死体検案書を交付すべきである。
 
3） 死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付
されるものである。
 
このような医師法第19条2項、第20条に関する解釈の影響を受けて、医師法第21条にいう
「検案」とは、死体検案書を交付すべき場合に死体を検案した場合に限られるとする趣旨の
⾒解が⾒られた。

登録していただいた⽅の中から
毎⽇抽選で1名様に⼈気書籍をプレゼント︕

会員向けセミナーの⼀覧

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
ーケットシェアNo.1のレオンテックに
よる 「デリバティブ・仕組債の基礎と
投資アイデア(応⽤編)」

06/11 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 不動産、⾃社株式、⾦融資産…
「後継者」が知っておきたい相続対策＜
2020年最新版＞

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

医師法第21条に定める「検案」の意義…裁判所の⾒解は
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原判決（東京地裁判決）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条の届け出をしなければならない」と説⽰し
ているところからすると、このような⾒解の流れに⽴つものと思われる。これによれば、当
該事例が、死亡診断書を交付すべき場合か、あるいは、死体検案書を交付すべき場合かをま
ず決すべきことになるが、実際問題として、その死亡の時点でこれが必ずしも客観的に明ら
かでないこともあり、また、医師がその判断に迷うこともあると思われる。
 
ウ． 翻って、死亡診断書を交付すべき場合であっても、死亡診断のために死体の検案をする
ことはあり得る。昭和24年通知が、死亡の際に⽴ち会っていなかった場合につき、死亡後の
診察という表現にしたのは、医師法第20条本⽂が規定する、診察したときは診断書を、検案
したときは検案書を交付するとの区分けに忠実に考えたからと思われる。
 
しかし、そもそも、検案それ⾃体の、医学上の定義は、医師が死因を判定するために死体の
外表検査を⾏うことをいうとされてきたものであり、そこには、診療中の患者であったか否
かによる限定はない。
 
実質的にも、近似、DOA（医療機関搬⼊時に⼼停⽌・呼吸停⽌状態）の場合でも、医師がま
だ死亡していないと判断し、診療を⾏ったときは、死亡診断書を交付すべきであると説明さ
れてきたが、そこには境界的事例があり得るし、また、本件のような医療過誤の場合、昭和
24年通知の解釈として、診療中の疾病と「全然別個の原因」といえるかにつき、医師が判断
に迷う場合もあり得る。
 
してみると、医師が死亡診断書を交付すべき場合であると判断したとのいわば形式的理由に
より、死体を検案して異状を認めておきながら、医師法第21条に定める届出義務が⽣じない
とすることは相当でない。つまり、医師法第21条にいう「検案」を死体検案書を交付すべき
場合に死体を検案した場合に限定することは相当でない。
 
したがって、医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者
であったか否かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいうもの
と解すべきであり、医師が、死亡した者が診療中の患者であったことから、死亡診断書を交
付すべき場合であると判断した場合であっても、死体を検案して異状があると認めたとき
は、医師法第21条に定める届出義務が⽣じるものと解すべきである。
 
※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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ックの影響、今後の投資戦略を徹底解
説︕ ⽶国名⾨⼤学のエンダウメント投
資戦略に学ぶ最新の資産運⽤

06/25 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 ＜緊急開催＞アフターコロナで
⼀層注⽬されるESG投資を徹底解説︕
投資残⾼は2,500兆円超え!? 世界で急
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バナンス）のパイオニアが語る最新事情
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開催（LIVE配信）】 「ハワイ不動産投
資」の最新事情

07/09 【※オンライン開催（LIVE配
信）】 相続税の「税務調査」の実態と
対処⽅法〜調査官は重加算税をかけたが
る 〜
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【第2回】の記事を読む

 

 

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。

著者紹介

連載 未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か

【第1回】 看護師の「取り違え」により患者が死亡…東京都⽴広尾病院事件 2020/06/05

【第2回】 「間違えたかも。」医療ミスを黙認…広尾病院事件、地裁の判決 2020/06/05

【第3回】 「息苦しい。両⼿がしびれる」医療ミスで患者死亡…広尾病院
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