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研究要旨 

医療関連死モデル事業の目的は①死因の究明,②医療過誤の有無の判定,③再発防止,④

医療の透明性の確保,⑤他の医療機関への周知徹底,⑥犯罪との関係を示唆する異状を認

めれば警察署長へ届け出る,等である。モデル事業の運営方法を順を追って述べる。まず、

医療行為に関連した死亡について病理学者、法医学者、専門臨床家が一緒になって解剖を

実施し、さらに調査担当の専門臨床家が診療録や諸記録を精査する。解剖結果、診療録等

の調査結果をもとに解剖担当医師、調査担当医師、調整医師、調整看護師、患者側弁護士、

病院側弁護士等が何回か評価委員会を開催し、正確な死亡原因、診療行為と死亡との因果

関係、医療過誤の有無、異状死届出の有無、再発防止のための注意事項などを決定し、数

ヶ月で評価結果報告書を作成する。最後に事例説明会を開催し、評価結果報告書の内容を

遺族と医療機関の双方に説明することにより医療の透明性の確保、再発防止に役立てる。

同時に他の医療機関への周知徹底を図ることにより再発防止の資料とする。モデル事業の

実施により医師は刑事訴追を免れ、遺族は損害賠償という実を取り、今後の発生予防にも

役立つ医師・遺族・行政の３者に利がある結果が得られている。生前同意に基づく脳バン

クを構築する観点に立った場合においても医療関連死モデル事業に該当するケースは除

外せざるをえないと判断される。 

 

A. 研究目的 

“Parkinson 病および関連神経変性疾患の生前

同意に基づく脳バンク”（以下、パーキンソン

病脳バンク、と略）を構築するためには生前同

意登録者の病理解剖実施の可否を現行制度下

で明確にする必要がある。病理解剖の実施を妨

げるものに遺族の不同意のほか、医師法第 21

条に基づく異状死届出と 2006 年から始められ

た厚生労働省の医療関連死モデル事業への届

出がある。前者については昨年の研究で詳細に

検討したので、本年度は後者についてモデル事

業の始まった歴史的背景、事業の目的と運営方

法、さらにどのような事例が対象となっている

か詳細に調査した。 

 

B. 研究方法 

社団法人日本内科学会のモデル事業中央事務

局及びモデル事業東京地域事務局に出向き、モ

デル事業の歴史的背景、事業の目的と運営方法、

どのような事例がモデル事業の対象となって



いるか調査した。 

 

C. 研究成果 

1. モデル事業の歴史的背景 

医師法第 21 条に「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。」と規定されているが、異状な死

とはどのような死であるかについて規定した

法令は何もない。現場の医師の判断にすべて任

されていたので、殺人や保護責任者遺棄致死が

あっても見過ごされた事例も少なからずあっ

たものと推察される。 

そこで、日本法医学会が 1994 年に異状死ガイ

ドラインを発表し、①外因死（自他殺、災害、

事故の別を問わない）②外因の続発症もしくは

後遺障害による死亡③外因死の疑い④診療行

為中の予期せぬ急死（医療過誤の有無を問わな

い）⑤死因不明、の 5種類の死亡を異状死とす

ることを提唱した。当時の厚生省も異状死の指

標が何もない状態よりガイドラインが存在す

る方が望ましいと判断し、厚生省は日本法医学

会の異状死ガイドラインを支持する旨を表明

した。 

これには臨床系の特に外科系学会が異議を唱

え、診療行為中の予期せぬ急死を医療過誤の有

無に関係なく異状死届出をしたら、頻繁に医療

機関に警察が出入りすることになり、医師およ

び医療機関の信用を損ねるとして強く抗議し

た。2002 年に日本外科学会が独自の異状死ガイ

ドラインを発表し、その中で医療過誤が明確で

あるか、あるいは疑いの強い事例だけを届け出

ることを主張した。同時に、医療関連死で医療

過誤の有無が不明の事例は医療機関とも警察、

司法とも直接関係のない中立的な第3者機関で

解剖を行うと共に診療録や諸記録を調査する

ことによって医療過誤の有無を判定すること

を提唱した。 

これを受け、日本内科学会、日本外科学会、日

本病理学会、日本法医学会などが歩み寄り、

2006 年に医療関連死で医療過誤の有無が不明

の事例について医療過誤の有無の判定と今後

の予防対策を検討する厚生労働省のモデル事

業が始められた。 

 

2. モデル事業の目的と運営方法 

厚生労働省の医療関連死モデル事業は日本内

科学会が事業主体となって病理・法医・専門臨

床が一緒に解剖を実施し、診療録や諸記録を精

査することにより目的を達成しようとするも

ので、東京、大阪、愛知、茨城、新潟、兵庫、

の 6都府県で行われ始めた。 

モデル事業の目的は①死因の究明、②医療過誤

の有無の判定、③医療の透明性の確保、④再発

防止対策の策定、⑤他の医療機関への周知徹底、

⑥犯罪との関係を示唆する異状を認めれば警

察署長へ届け出る、などである。 

実際の運用は上記地域の病院で医療行為に関

連した死亡例があった場合、病院がモデル事業

地域事務局に連絡し、事例の概要を報告するこ

とから始まる。調整医師がモデル事業で取り扱

う事例と判断すれば、当番で待機している病理

医、法医へ連絡され、病理医がその症例に最も

関連のある専門臨床医を要請し、病理学者、法

医学者、専門臨床家が協力して解剖を実施する。

当日の解剖結果が遺族、病院の双方へ報告され



る。調査担当医師複数名が解剖結果をもとに診

療録や諸記録を精査することによって正確な

死因を決定し、医療行為と死亡との因果関係、

医療過誤の有無、今後の予防対策などを判断す

る。 

解剖担当の病理医、法医、専門臨床医が組織検

査、毒物検査などを経て解剖結果を提出し、調

査担当医師がそれぞれの調査報告書を提出し

た後、解剖担当医師、調査担当医師、調整医師、

調整看護師、患者側弁護士、病院側弁護士が何

回か評価委員会を開催し、最終的死亡原因、診

療行為と死亡との因果関係、医療過誤の有無な

どを評価すると共に再発防止のための注意事

項をまとめ、評価結果報告書を作成する。医療

過誤が明白となれば、死体解剖保存法第 11 条

の規定に従い、警察署長に異状死届出がなされ

る。 

医療過誤の有無にかかわらず、決定した死因を

始め評価結果報告書の内容が事例説明会にお

いて遺族と医療機関の双方に開示され、医療の

透明性が確保されると共に今後の再発防止が

図られる。同時に他の医療機関への周知が徹底

され、各機関において事故発生の予防措置が取

られる。 

 

3. モデル事業の具体例 

〔事例 1〕 

30 歳代男性。事歴：頸椎椎間板ヘルニアに対し

てヘルニア摘出、骨移植、プレート固定術を施

行したところ、術後、呼吸停止から脳死となり、

5 ヵ月後死亡した。解剖結果：手術部位にベル

リンブルー陽性マクロファージが認められ、過

去の出血が示唆される。脳死所見。敗血症によ

る多臓器不全のため死亡。臨床評価：術後の呼

吸停止の原因は手術野の血腫による（MRI や X

線写真の所見とも一致）。術後、ドレーンを留

置すべきであった。結論：警察への異状死届出

はしない。民事賠償については双方の弁護士間

で協議する。 

〔事例 2〕 

60 歳代女性。事歴：右下肢閉塞性動脈硬化症に

対するバイパス手術後に生じた血管閉塞に対

して血栓溶解治療を行った後、穿刺部から後腹

膜に出血し、ショック状態となり、多臓器不全

を併発して死亡した。解剖結果：非閉塞性腸間

膜虚血による胃腸管出血壊死のための汎発性

腹膜炎で死亡。右腸腰筋後腹膜血腫あり。臨床

評価：カテーテル抜去時の止血不良が後腹膜血

腫の原因と推定される。しかし、死因となった

非閉塞性腸間膜虚血が出血性ショックに起因

するものか否かは判断できない。結論：警察へ

の異状死届出はしない。民事賠償については双

方の弁護士間で協議する。 

〔事例 3〕 

70 歳代女性。事歴：自宅で転倒し、左大腿骨頸

部骨折を受傷。近医で人工骨頭置換術を受け、

手術から3週間後のリハビリ中に心窩部痛を訴

え、38.9℃の発熱。スルペラゾン 4g／日の治療

を受けたが、3日後に死亡。解剖結果：出血性

膀胱炎に続発した骨盤腹膜炎に起因する敗血

症性ショックによる死亡。膀胱周囲膿瘍あり。

DIC 併発。臨床評価：慢性膀胱炎が以前からあ

り、膀胱カテーテル留置操作以前に膀胱周囲膿

瘍を発症しており、骨盤腹膜炎発症時に心窩部

痛を訴えたと推定。結論：警察への異状死届出

はしない。民事賠償については双方の弁護士間



で協議する。 

 

D. 考察 

医療関連死モデル事業で取り扱われているの

は従来であれば、司法解剖が行われ、臨床の実

情をよく知らない法医学の医師1人の判断で鑑

定書が作成され、その結果、臨床医が書類送検

され、その一部は刑事訴追され、さらに医業停

止などの行政処分を受けるような事例が多か

った。それが異状死届出されず、医師の刑事処

分の負担が免除され、それに伴う行政処分の負

担も免除されている。最近、医師にとって避け

られない不成功の結果を招来した医師が逮捕

される事例の報道がしばしば行われる。これは

医療の萎縮を招きかねないが、モデル事業が全

国的に実施されれば、解決できる問題と言えよ

う。また、病理・法医・専門臨床の 3者による

解剖と、専門臨床医による診療録と諸記録の調

査の両面から死因と患者死亡への医療処置の

関与の程度が精査されるので、民事賠償につい

ては格段に正確な評価が行われるようになり、

遺族側が泣き寝入りすることがなくなると同

時に、医師側が不当に支払わされることもなく

なる好結果を生んでいる。さらに、今後同様の

悪結果を生じないよう対策も講じられること

から、予防医学的にも意義のある制度と言える。 

 

E. 結論 

医療関連死モデル事業の実施により医師は不

当な刑事訴追とそれに伴う行政処分を免がれ

る傾向にあり、医療の萎縮を来すことなく、先

進的な医療の発展が期待される。遺族は医療民

事訴訟で泣き寝入りするケースが減少する。行

政面では医療事故の発生予防効果が期待され

る。医師・遺族・行政の 3者すべてに利がある

制度であり、6都府県に止まることなく、全国

的に実施すべき制度と考えられる。生前同意に

基づく脳バンクを構築する観点に立った場合

においても医療関連死モデル事業に該当する

ケースは除外せざるをえないと判断される。 
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