
リレーエッセイ「ハマの判事補の 1日 」 (第 10回 )

医療事件について

1 横浜地方裁判所第 5民事部の藤枝祐人です。平成 24年 1月 に裁判官になりました。

私が所属 している第 5民事部は,「医療事件」を集中して担当している部の一つです。

そこで,今回は,主 に「裁判所や裁判官つてどんなことをしているのだろう?」 と少 しで

も関心をお持ちの高校生の皆さんに向けて,「医療事件」はどういつたものか,事件の解

決に向けてどのように裁判が行われているか等をご紹介 したいと思います。興味を持つて

いただいた他の方々も,是非お読みいただければと思います。

2 「医療事件」とは

病院を舞台にした ドラマや病気や健康を題材としたクイズ番組等のように,「医療事件」

も病院を舞台に医師と患者が当事者 となる事件です。ただ,「医療事件」は,いわゆる成

功例ではなく,ち ょっと難 しい言葉が並びますが,「 医師又は歯科医師及び医療補助者の

患者に対する診断,検査,注射,治療,手術,麻酔,管理等の医療行為の過失に基づく被

害を理由とする損害賠償請求事件」と定義されることがあります。 この定義を参考に,医

療事件でよく問題 となる2つ の点について,説明したいと思います。

(1)問題点① :「過失」

注意義務連反 とい うこともありますが,医師が,検査,治療,手術等,医療に関わる

行為をするに際 して,あ る一定の注意をしなければならない法的な義務があったにもか

かわらず,こ れを怠った場合のことをいいます。例えば,手術の際,必要な部分のみ切

除するように注意 してメスを操作 しなければならなかったにもかかわらず,誤って切除

が必要でない部分を傷つけてしまった場合 とか,患者のレン トゲン画像上,腫瘍 らしき

ものが映ってお り,精密検査を行い,そ の正体を明らかにすべきだったにもかかわらず ,

腫瘍らしきものを見落としてその後何も検査を行わなかった場合とかです。

これだけ開くと簡単に分かるような気がするかもしれませんが,実際に過失すなわち
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法的な義務違反があつたとい うことを証明するには高いハー ドルがあります。例えば ,

裁判をするのは治療等が行われ,悪い結果が発生 した後ですから,後から振 り返って考

えてみると,「あのときこうすべきだつたのにしていなかつたしゃないか」と分析する

ことができるかもしれません。 しかし,そ うすると,悪い結果が生 じれば,皆医師が悪

いということになつてしまいます。そこで,注意義務があつたかどうかは,問題 となつ

た過去の時点で医師の知つていたことや知 り得たことをもとに考えなければならないと

されています。

また,医学的な知識や技術は日進月歩で変わつていきます。裁判をするときには市や

町の小さな病院で一般的に行われている治療だつたとしても,実際に患者が病院で診察

を受けたときには,ま だ大学等の大きな病院でしか行われていない最先端の治療だつた

ということもあります。こんなときも,問題 となった過去の時点に立ち,その治療法が ,

すでに医学的に認められ,確立 した手法になつていたのか,患者が診察を受けた病院と

同じくらいの規模の病院まで普及 していたのかなどを検討 し,その当時の各医療現場の

医療水準に照らして,医師が行 うべきだつた治療内容を考えなければなりません。

以上の点について,裁判で一般人がみて間違いないといえるだけの十分な証拠が揃つ

ていることは多くはなく,過失があるといえるか,判断に迷 う場面が少なくありません。

そ して,ど ちらか分からないとい うときは,法律上過失を証明しなければならないこと

になつている患者に不利に,過失があるとはいえないと判断されることになります。

(2)問題点② :「過失に基づく被害」

「基づく」というのは,法的に責任を負 うのは,医師の過失が原因となつて死亡した

とか,重い後遺症が残つたといつた悪い結果が生 した場合に限られる,すなわち,因果

関係があるとい う意味です。因果関係が特に問題 となるのは,医師が必要な検査をしな

かったため,病気の発見が遅れ,結局患者が亡くなつてしまつたというような場合です。

このとき,医師に検査すべき法的な義務があつたといえても,仮に,医師が必要な検査

をしていれば病気を発見できたことや,病気を発見し,治療 していれば患者が亡くなる

ことはなかつたことがそれぞれ証明されなければ,過失と結果の間に因果関係があつた
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とはいえません。 しかし,「仮に…Jと あるとお り,実際にはなかったことを想定 し,

仮定の中で,医学的な裏付けのもと,一般人が常識的に考えて,あのとき検査をしてい

れば結果を回避できたのは間違いないといえるかどうかの判断は難 しいことが多く,こ

こでも判断に迷 う場面が少なくありません。そして,こ こでも,ど ちらか分からないと

い うときは,法律上因果関係を証明しなければならないことになっている患者に不利に,

因果関係があるとはいえないと判断されることになります。

裁判はどのように行われているか

(1)専門家の裁判への関与

さて,こ こまでの説明からすると,医療事件の裁判には難 しい知識を要求され,そ こ

で担当している裁判官も医学の専門家なのだろうと思われるかもしれませんが,決 して

そ うではありません。専門的な医学教育を受けたことはない裁判官ばかりです。 「大文

夫 ?」 とい う声が聞こえてきそ うですが,実際には, 日々の診療に多忙な医師や医師の

勤務 している病院等の協力の下,そ の事件 と関わりのない専門家 (別 の医師)に ,公平

な立場で事件に関与 してもらい,裁判所の医学的な知識や評価をバ ックアップしてもら

う仕組みが存在 しています。

その仕組みのうちの一つが 「専門委員」です。これは,そ の事件に関連する医学的な

知識を別の医師に説明してもらうというものです。問題 となった治療の是非そのもので

はないものの,問題 となっている病気,それに対する検査,治療等の説明をしてもらい
,

当事者 と裁判所は,それをヒン トに,治療経過の中でどのような点に問題の核心がある

のか,医学的な観点を踏まえて見極めていくことが可能になります。

もう一つが 「鑑定」です。これは,別の医師に,そ の事件で問題 となつた検査,治療

等の是非や,適切な検査,治療等をしていた場合に悪 しき結果を回避することができた

のかなどについて,医学的な知識,経験を踏まえて意見を述べてもらうとい うものです。

中立公平な立場から,一人又は複数の医師に意見を述べてもらうことで,事件に応 じた

判断やそれに対する当事者の納得が高まることが期待されています。

(2)「判決」と「和解」
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裁判とい うと,真つ先に思い浮かぶのは,法廷で裁判官が判決を言い渡す場面でしよ

うが,医療事件の判決も,他の民事裁判 と同様,裁判官が,審理に現れた証拠をもとに

して,原告である患者の過失や因果関係の主張が認められるのか,明確な形で判断を示

すもので,それ自体意味の大きいものです し,当事者の納得も高まると思います。

しかし,裁判が終了するのは判決に限られません。当事者双方が譲 り合つて一定の条

件で合意できれば,和解 とい う形で裁判が終了 します。いくら専門家が裁判に関与でき

るとしても,現代医学で解明できることは限られていますから,医学的な裏付けを踏ま

え,法的にみて過失,因果関係があるのかという「0か 100か 」の世界になると「0」

と言わざるを得ない場面は少なくありません。もちろん,そ の場合,理論的にはその医

師は法的に何 ら責任を負 う必要はありません し,そ うしないと,医師はどんな場合に自

分が法的責任を負わされることになるか予測できなくなり,治療等をするのに萎縮 して

しまいかねません。ただ,そ うした型どお りの法律論を貫いたのでは,患者や医師,病

院にとっても事案に即 した解決 とはいえないのではないかと感 じられる場合,例 えば ,

適切 とはいえない治療だけれども過失とまでいえるか微妙な場合や,医療水準にかなつ

た治療をしていても間違いなく結果が回避できたとまではいえないが,も し,そ うした

治療がされていたら,かなりの確率でよりよい結果になつていたかもしれないような場

合もあります。そのようなとき,裁判である以上,法律に照らして判断するとどう́なる

かとい う限界があることを踏まえつつも,それを貫くだけでその事件は本当に解決され

ることになるのか,患者に生じてしまった悪い結果 とそれに対する患者やその家族の思

いに耳を傾け,医師や病院にもその思いの中で共有できる部分はないだろうか,共有で

きる部分をお金や過去又は将来へ向けた言葉等の形で表すことはできないだろうか,当

事者に対 して,紛争解決の視点から話 し合いを提案することがあります。法律的に考え

れば何 ら責任がないのに,医師や病院がお金の支払等の負担を負 うことには批判もある

と思いますが,医学や医療のもつ不確実さ,不 明確 さのすべてを患者に負わせることの

是非や病気を治すだけにとどまらない 「医療」の在 り方等,多 くの議論があつて意見の

分かれるところであり,当事者と十分に話をすることで,判決になろうと,和解になろ
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うと,事案に即した解決 とは何なのか,当事者が納得 して紛争の終わらせ方を見つけら

れるよう,裁判所としてできる限りの手助けをしています。

4 最後に

最後の方は,内容も難 しく,私個人の感想みたいになつてしまいました。医療事件を担

当している裁判官もさまざまでして,決まつた考え方があるわけではありませんが,私 自

身,医学的な裏付けや医療現場の実情を踏まえ,事案に即した紛争解決に導きたい,個々

の事件の解決を通 して,広 く社会によりよい医療が実現されるよう手助けをしたい,と い

う思いで仕事をしています。裁判を一つのきつかけとして,当 事者が望ましい解決を見つ

け,過去を振 り返 りつつ,将来に向けて歩き出す姿をみると,こ の仕事に携われてよかつ

たと強くや りがいを感 じます。

今回は,医療事件のご紹介とい うことで,医療事件では,どんな問題があるのか分析 し,

問題を解決するためにどのように考え,実際に取 り組んでいるのか,少 しはお分か りいた

だけたでしょうか。医療事件や広く裁判に限らず,皆 さんも社会に出れば,自 分で問題点

を見つけ,解決のための手段を考え,それを実践 していくことが求められます。今はす ぐ

目の前に問題 と答えがあるかもしれませんが,現実の社会では何が問題 となつているのか ,

答えがあるのか,ないのかすら分からないことが多々あります。皆 さんよりちょつとだけ

早く社会に出た者 として助言できるのは,物事に広く関心を持ち,小 さな疑間点を見つけ

たら,解決に向けて自分の頭で考え,実践 してみるように心がけてみてください,と い う

ことです。関心をもつたある事柄やそこで思いついた疑間が,そ のとき何の意味もないよ

うに思えても,将来,別な形でより重要で大きな問題点として現れたり,あ る別の問題の

解決のための思考や実践の礎になつたりします。将来の夢や進路選択 と関係がないから…

とは言わず,な るべくいろいろなことに関心を持ち,疑間にぶつか り試行錯誤を繰 り返す

経験を積んでください。

まとまりのない文章で申し訳ありませんが,何かの参考になれば幸いです。
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