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はじめに

　近年、日本においては、重大な医療過誤事件が相次いで発生し、その防止や

医療関係者に対する刑事責任に関する問題が多く議論されている。また最近は、

医療過誤に対する刑事事件が増加しているといわれており、この点に関する公

式の統計は存在しないが、実務家の研究によれば、戦後から1999年１月までの

裁判例は137件（そのうち公判請求事件は73件）であるのに対し、1999年１月

から2004年４月までは79件（公判請求事件は20件）にのぼるとされる1。

　このような現状に対して、最近では、医療過誤に対して刑事責任を追及して

も医療事故防止効果はほとんど望めないと指摘され、例えば、「医療事故の刑

事事件化傾向は、医療の質を向上させることには結びつかず、萎縮医療と防衛

医療を蔓延させ、一部地域における救急医療・周産期医療科・耳鼻咽喉科の激

減、患者のたらいまわしなど、却って医療制度の機能不全という禍根を残し

た」2ともいわれている。

　また、アメリカでは医療過誤事件は刑事処罰の対象とならないのであるから、

日本においても医療過誤に対して刑事責任を追及すべきではない、という主張

がなされることもある。確かに、アメリカにおいては、医療過誤事件で刑事責

任が問題となることはまれであり、日本よりも刑事責任の果たす役割はそれほ

ど大きくない3。しかし、アメリカにおいても、医療過誤に対する刑事訴追がまっ

たく行われていないわけではなく、特に最近では、刑事医療過誤事件が増加傾

向にあるといわれている。1809年から1981年までに判例集に掲載された医療過

1 飯田英男『刑事医療過誤Ⅱ［増補版］』（判例タイムズ社、2007）１頁。
2 根本晋一「医療関連死における死因究明制度の現状と展望」横浜国際経済法
学第19巻第３号（2011）169頁。
3 ロバート・B・レフラー（三瀬朋子訳）「医療安全と法の日米比較」ジュリス
ト1323号（2006）17頁。

　第１節　過失の構造と医療過誤
　第２節　業務上過失と重大な過失
おわりに
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誤の上級審判例は15件程度であり、1981年以降2001年までの間に判例集未登載

のものを含めた上級審判例は30件程度であるとする研究もある4。1980年代以

降、刑事医療過誤事件数は増加傾向にあるとはいえ、日本と比べればかなり少

数であることは確かである。しかし、アメリカでは、医療過誤に対しては刑罰

以外の制裁を含めた様々な制度が存在しているため、日本と単純に比較するこ

とはできない5。アメリカにおける医療過誤防止のための制度については、日本

でも多く紹介されており、参考にすべき点は多いといえる。それに対して、実

際に医療過誤事件において刑事責任の追及がどのようになされてきたかについ

ては、必ずしも十分な議論がなされてこなかったように思われる。

　本稿では、医療過誤における過失の基準をどのような観点から設定し、判断

すべきかをアメリカの判例や議論を参考に検討する。もっとも、アメリカと日

本では、過失の体系も異なることから、医療過誤の判例を比較するだけでは十

分とはいえない。したがって、その前提として、まずアメリカにおいて、過失

によって人を死亡させた場合にどのように刑事責任が追求されるのかを検討す

る必要があろう。そこで本稿では、第1章において医療過誤における問題点を

明らかにした上で、第２章において日米の過失論の基礎理論を考察する。それ

を踏まえて、第３章において、医療過誤に関する刑事裁判例を比較検討し、第

４章において医療関係者の刑事責任のあり方について検討を加える。

第１章　問題の所在

　第１節　医療事故と医療過誤の意義

　医療過誤について考えるにあたって、これと重なり合うこともあるが内容的

には異なる医療事故との区別をまず明らかにしたい。まず医療事故とは、医療

にかかわる場所で、主に医療行為の受益者である患者を被害者として、医療の

全過程において発生する人身事故一切を包括する言葉であり、医療行為それ自

体から生じるもの以外にも、例えば病室の窓から転落した場合等のような、病

4 James A. Filkins,  “With No Evil  Intent” The Criminal  Prosecution  of 
Physicians for Medical Negligence, 22 J. Legal Med. 467, 472 (2001).
5 佐伯仁志『制裁論』（有斐閣、2009）303頁。
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院の施設管理のミスによって発生したもののように、医師の過失に起因しない

ものも含まれる6。

　これに対して、医療過誤とは、医療事故のうち、人為的なミス、避けようと

思えば避けられたものをいい7、医師が患者に対して診療・治療行為を施すにあ

たり当然払うべき業務上必要とされる注意を怠り、これによって患者の生命・

身体を侵害し、死傷などの結果を惹起した場合をいう8。すなわち、過失がなけ

れば、医療事故とはいえても、医療過誤とはいえない9。

　第２節　刑事医療過誤の現状

　かつては、医療過誤について、医療行為それ自体が高度の医学的判断ないし

技術を必要とするうえ、刑事手続上その立証が困難であること等を理由として、

刑事責任の対象とされたのは、薬品の取違えといった、外見上明らかな初歩的

ミスや単純な技術的事項についての不注意を問題にした事案がほとんどであっ

た10。

　それに対して、最近では医療行為それ自体の内容にまで立ち入った判断を要

する事案も増加している。その原因として考えられるのは、横浜市立大学病院

患者取り違え事件11や都立広尾病院事件12等、社会に大きな衝撃を与えた事例

が相次いだことで、国民の医療不信が増大し、それに伴って被害者やその遺族

の処罰感情も増大し、さらに警察に対する異状死の届出件数が増加したことに

あると思われる13。それまで行政による制度が確立していなかった段階におい

6 莇立明「医療過誤発生のメカニズム」莇立明＝中井美雄編『医療過誤法』（青
林書院、1994）17-18頁。
7 日本医事法学会「医療事故と刑事責任シンポジウム総合討論」年報医事法学
23号（2008）123頁〔甲斐克則発言〕参照。
8 莇・前掲注（６）18頁。
9 甲斐克則『医事刑法への旅Ⅰ［新版］』（イウス出版、2006）112頁。
10 飯田英男『医療過誤に関する研究』（法曹会、1974）５頁、藤木英雄「医療
事故における因果関係と過失」ジュリスト548号（1973）300頁。
11 最決平19・３・26刑集61巻２号131頁。
12 東京地判12・12・27判時1771号168頁。
13 佐伯仁志「医療安全に関する刑事司法の現状」ジュリスト1323号（2006）27頁。
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て重大事件が発生したことにより、これらの事件は、その後旧厚生省及び医療

界が本格的な医療安全対策に取り組む契機ともなった。しかし、一方で、医療

界を中心に大きな波紋を与えた大野病院事件14においては、本件の起訴によっ

て産科医が減少し、病院の産科の診療科目の閉鎖や産科診療所の閉鎖が後を絶

たず、また危険な手術を行う外科医療の分野では、委縮医療の弊害が指摘され

ている15。

　近年は、複数の医療従事者が関与するチーム医療が進んできたことにより、

個人の責任と組織内での関与者の責任が複雑に入り組んできており、医療過誤

における過失論は「個人モデル」から「組織モデル」へと移行しつつあるとい

われている16。そのため「過失の競合」及び「過失の共同正犯」が問題となる

事案も多くなってきている17。しかし、過失競合論に関しては、ひとたびチー

ム医療に組み込まれて死傷事故が発生すれば、正犯として最後まで死傷結果に

ついて責任を負うことになり、医療関係者に広く刑事罰を科すための論理とし

て安易に用いられることが指摘されている18。

　また、最近では、刑事医療過誤事件において、特に略式命令事件が増加して

いる点も特徴的である19。医療者側も略式命令であれば訴訟による負担を回避

できるという点で比較的受け入れやすいことから、仮に処分内容に多少の不満

があっても、これに応じるという点が指摘されており、刑事責任を追求する必

14 福島地判平20・８・20LEX/DB25462845。
15 平岩敬一「刑事弁護レポート 医療の専門的知識を有しない捜査機関による
不当な逮捕・起訴」季刊刑事弁護57号（2009）115頁。
16 我妻堯＝鈴木利廣＝甲斐克則「特別鼎談：医療事故の現状と法的対応」現代
刑事法７巻１号（2005）67頁〔甲斐発言〕。
17 例えば、都立広尾病院点滴ミス事件（東京地判平成12・12・27判時1771号
168頁）、横浜市立大学病院患者取り違え事件（最決平成19・３・26刑集61巻２
号131頁）等。「過失の共同正犯」とは、二人以上の者が共同して過失行為を実
行することをいい、「過失の競合」とは、一つの構成要件的結果の発生に対し
て複数の行為者の過失が存在する場合である（山中敬一『刑法総論』（成文堂、
2008）378、843頁。
18 甲斐克則「医療事故と刑事法をめぐる現状と課題」刑事法ジャーナル３号

（2006）９頁。
19 飯田・前掲注（１）12頁。
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要性について慎重な判断をなす必要がある20。医療過誤の全てを刑事処罰の対

象から外すのではなく、医療行為の特殊性を踏まえながら、医師の過失責任を

何らかの基準により限定すべきではなかろうか。また最近は、医師の刑事訴追

を過失が重大な場合に限定すべきであるという主張もなされているが、過失が

重大な場合とは何を意味するのか。本稿では、これらの点について検討する。

第２章　過失の基礎理論

　第１節　日本における過失論

　医療関係者による医療過誤は、民法上は、民法709条の不法行為に基づく損

害賠償責任が、刑法上は、刑法211条１項の業務上過失致死傷罪がそれぞれ問

題となる。つまり医療関係者の落ち度と死傷との因果関係が確定し、医療関係

者側の過失が明らかとなれば、民事・刑事の法的責任がそれぞれ問題となる。

民事上の過失と刑事上の過失については、そこに差異があり、民事責任を根拠

づけるに足りる程度の過失があっても、刑事責任を根拠づけるには足りないと

され21、民事責任が認められたからといって刑事責任が認められるわけではな

い。民事と刑事における過失について、その理論構成は様々であるが、本稿で

は刑法上の過失について考察する。以下では、医療過誤における過失を検討す

るに当たって、まずその前提となる過失論の構造について概観し、次に医療過

誤において問題となる業務上過失について検討する。

　　第１款　日本の過失論

　日本において主張されている過失論は、大きく旧過失論22、新過失論23、新・

新過失論24に分けられる。旧過失論は、過失を故意と並ぶ責任要素として、意

20 飯田・前掲注（１）12頁。
21 藤木英雄『過失犯の理論』（有信堂、1969）205頁。
22 平野龍一『刑法総論Ⅰ』（有斐閣、1976）193-194頁、井上祐司『行為無価値
と過失犯論』（成文堂、1977）131-133頁。
23 井上正治『過失犯の構造』（有斐閣、1958）51-53頁、福田平『全訂刑法総論［第
５版］』（有斐閣、2011）125-128頁。
24 藤木英雄『過失犯─新旧過失論争─』（学陽書房、1975）。
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識の集中・緊張を欠くことによる不注意のため、結果を認識・予見しなかった

点に非難の根拠があるとする。すなわち、いわゆる結果予見義務違反を中核と

して、法益侵害結果が発生し、行為と結果との間に相当因果関係が認められれ

ば構成要件該当性の要件が充足され、違法性阻却事由が存在しなければ、違法

性の要件が充足され、責任の要件として「非難すべき心理状態」が検討され

る25。そして、予見義務の前提としての予見可能性の有無が意味を持つことに

なる。

　これに対し、自動車による交通事故が増加し始めた1950年代頃から、そのよ

うな考え方は現代社会では厳しすぎるとして、過失責任を限定する、新過失論

が主張されるようになった。すなわち、新過失論は過失を責任要素にとどまら

ず、構成要件要素又は違法要素でもあるとし、客観的な結果回避義務違反ない

し予見義務違反がなければその行為は適法であり、過失犯は成立しないという、

客観的注意義務違反を重視するものである。

　新・新過失論は不安感説・危惧感説とも呼ばれるが、結果回避義務中心であ

るという意味では新過失論と同一であるものの、結果回避義務の内容について

は非常に重大なものを必要とする。結果回避義務を課す前提としては具体的結

果の予見可能性は不要であり、行為に何らかの不安感が伴えば足りるとされる。

この見解をとった判決として森永ドライミルク事件26があるが、結果の具体的

予見可能性を不要とする点において責任主義に反するなどの理由から、通説と

はならず、判例においても定着しなかった。

　この予見可能性については、①予見可能性をどのような基準で判断するかの

問題、②予見可能性の対象をめぐる問題、③予見可能性の程度の問題において

対立が見られる。①については学説上、ⅰ一般人の能力を基準として判断すべ

きであるとする客観説27、ⅱ行為者の能力を基準として判断すべきであるとす

る主観説28、ⅲ行為者の能力が一般人より高い場合には一般人を基準とし、一

25 古川伸彦『刑事過失論序説』（成文堂、2007）135頁。
26 高松高判昭和41・３・31高刑集19巻２号136頁。
27 前田雅英『刑法総論講義［第５版］』（東京大学出版会、2011）288頁、牧野英一『刑
法総論』（有斐閣、1959）564頁。
28 小野清一郎『新訂刑法講義総論』（有斐閣、1953）174頁。
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般人よりも低い場合には行為者を基準とすべきであるとする折衷説29が主張さ

れている。かつては、構成要件的過失については一般人を基準とするが、責任

過失については行為者を基準にする見解が多数説であった。しかし、現在では、

行為者の能力、知識等具体的事情を基礎に、一般人を基準に判断する見解が一

般的となっている30。判例も客観説に立っているようである31。

　次に②の予見可能性の対象については、具体的予見可能性説と不安感説の対

立が見られたが、因果経過の基本的部分を含んだ具体的予見可能性が必要であ

るとするのが判例・通説である32。当該構成要件的結果の予見は必要であるが、

現実に生じた具体的な因果の経過についての予見可能性がなくても、予見可能

性は肯定される。

　以上を踏まえ、③どの程度の予見可能性が要求されるかが問題となる。旧過

失論からは「ある程度高度の」予見可能性が要求されるが33、新過失論からは、

結果回避義務を課す前提としての予見可能性をかなり緩やかに解し、ただ、そ

うした予見可能性の程度に応じて要求される回避義務の内容も変わってくるこ

とになる。

　判例がいずれの立場を採用しているかは、必ずしも明らかではないが、判例

において過失は、一般に不注意であり、注意義務違反であるとし、注意義務の

内容としては、結果予見義務と結果回避義務からなるとされる。そして行為者

が、結果を予見可能であったかを判断した上で、そうした行為者にとって予見

可能な事実を基礎にして、行為者の立場におかれた一般人であれば、どのよう

な結果回避措置を採るべきであったかが問題とされる34。さらに、そのような

結果回避措置を採った場合に、結果を回避することが可能であったことが、合

理的な疑いを入れない程度に証明されなければならないとされる35。

29 大塚仁『刑法概説（総論）［第４版］』（有斐閣、2008）211頁。
30 今井猛嘉ほか『刑法総論』（有斐閣、2009）174頁〔島田聡一郎〕、前田・前掲注（27）
288頁。
31 例えば、最判昭42・５・25刑集21巻４号584頁。
32 大谷實『刑法講義総論［新版第４版］』（成文堂、2012）187頁、前田・前掲注（27）
312頁。
33 山口厚『刑法総論［第２版］』（有斐閣、2007）237頁。
34 島田・前掲注（30）172頁。
35 最判平15・１・24判時1806号157頁参照。
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　　第２款　業務上過失と重過失

　医療関係者による医療過誤は、業務者一般に対する過失責任を加重して処罰

する業務上過失致死傷罪に該当するが、業務上過失致死傷罪における「業務」

の意味および刑の加重根拠については見解が対立している。

　まず「業務」の意味については、判例によれば「本来人が社会生活上の地位

に基き反覆継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危

害を加える虞あるもの」36とされ、また「人の生命・身体の危険を防止するこ

とを義務内容とする業務も含まれる」37とされている。判例の解釈に対しては

「業務」の範囲を拡張しているという批判もある38。もっとも、平成19年刑法改

正（法54号）により、自動車運転過失致死傷罪が新設され、自動車運転は「業

務」に限定されないことが明確となったため、従来の業務概念も変わる可能性

がある。

　また、業務は適法であることを要しないため、無免許の医業も業務である

し39、看護師のような医療補助者が主治医の指示なく医薬品を投与する行為の

ように、不適法な行為であろうと［保健師助産師看護師法37条］40、業務上過失

が問題となる41。

　業務上過失が通常の過失よりも刑が加重される根拠については見解が対立し

ている。一つは、一定の危険な業務に従事する業務者には、通常人よりも特に

36 最判昭33・４・18刑集12巻６号1090頁。
37 最決昭60・10・21刑集39巻６号362頁。63頁。
38 松宮孝明「業務上過失について」『過失犯論の現代的課題』（成文堂、2004）71頁。
このような見解をとるものとして、内田文昭『刑法各論〔第３版〕』（青林書院、
1996）60頁、大塚仁『刑法概説（各論）〔第３版増補版〕』（有斐閣、2005）46頁、
曽根威彦『刑法各論〔第５版〕』（弘文堂、2012）34頁。
39 福岡高判昭25・12・21高刑集３巻４号672頁。
40 「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示
があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品につい
て指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるお
それのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師
がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をす
る場合は、この限りでない。」
41 稲垣喬「医療過誤と法律」中川淳＝大野真義編『医療関係者法学─現代医療
と法─』（世界思想社、1989）85頁。
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重い注意義務が課されているからであるとする見解である42。しかし、同じ行

為に要求される注意義務は、行為者が業務者であるか非業務者であるかにかか

わらず、同一であるはずである43。したがって、業務者は非業務者よりも注意

能力が一般に高いために注意義務違反の程度が大きいことに加重処罰の根拠を

求めるべきであろう44。この見解からは、業務上過失は重過失の一類型と解さ

れるので、医師の刑事責任を重過失に限定することも解釈論上可能ということ

になる45。この解釈によれば、業務者に重大な過失が認められない場合には通

常の過失の成否が問題となるが、医師の場合には重大な過失が認定されなけれ

ば、それ以上刑事責任の有無を追及すべきではないと思われる46。重大な過失

については第４章において詳しく検討する。

　第２節　アメリカにおける過失論

　大陸法とは異なる理論体系を持つアメリカにおいては、どのような議論がな

されているのであろうか。アメリカにおいては、過失によって人を死亡させた

場合には、殺人罪の規定が問題となり、殺人罪に対する処罰の規定も州によっ

て様々であることから、その類型も含めて検討する。

　　第１款　アメリカの過失論

　１．コモン・ロー上の過失

42 大谷實『刑法講義各論〔新版第３版〕』（成文堂、2009）52頁以下、最判昭
26・６・７刑集５巻７号1236頁など、団藤重光『刑法綱要各論〔第３版〕』（創
文社、1990）433頁、西田典之『刑法各論〔第５版〕』（弘文堂、2010）61頁。
43 大塚・前掲注（38）45頁、内藤謙「重過失と業務上過失」法学教室101号（1989）
38頁など。
44 大塚・前掲注（38）45頁、佐久間修『刑法各論』（成文堂、2006）73頁、内藤・
前掲注（43）38頁。
45 萩原由美恵「医療過誤における刑事責任の限定」中央学院大学法学論叢24巻
１＝２号（2011）146頁。
46 萩原・前掲注（45）146頁。なお、重過失に対するものとして、軽過失とい
う概念があり、行為者の注意義務違反の程度が軽微な場合を意味するが、構成
要件的には類型化されていない（大塚・前掲注（29）218頁）。
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　英米刑法では、「行為は犯意がなければ犯罪とならない」（Actus non facit 

reum nisi mens sit rea）という法諺の下、犯罪が成立するためには、客観的

要件であるアクトゥス・レウス（actus reus）のほかに、主観的要件としての

メンズ・レア（mens rea〔a guilty mind〕）が必要である47。一般的に、メンズ・

レアは責任の要素として、陪審による評決の前に確定されるべきであるとされ

る48。メンズ・レアは責任要件として重要とされるが、大陸法でいわれる故意・

過失とは概念的には同一でなく49、英米刑法においても必ずしも一貫した理論

があるわけではない50。

　コモン・ロー上のメンズ・レアとしては、①意図（intention）②無謀

（recklessness）③過失（negligence）が挙げられるのが一般的である。かつて、

「無謀」は「刑事過失」と同義語として扱われ、裁判所においても「過失」や「無

謀」といった文言はしばしば互換的に用いられていたが、今日では、これらの

概念はそれぞれ独立した概念として展開されている51。

　「過失」に関しては、英米刑法では、伝統的に過失を刑事責任の対象とすべ

きではないとする議論が有力であった52。しかし、現在では過失責任の必要性

は一般的に認められている。もっとも、刑事過失は、民事過失とは異なり、注

意の基準からの単なる逸脱では足りず、「認識すべき危険を認識しなかったこ

と」が合理的な注意の基準からの重大な逸脱（a gross deviation）に当たるか

が基準とされる53。すなわち、犯罪を構成する社会的危害を惹起するような実

47 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 117 (5th ed. 2009).
48 H.L.A. Hart, The Morality of the Criminal Law, 6 (1965).
49 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, 406-407 (1978).
50 Fracis Bowes Sayre, Mens Rea, 45 Harv. L. Rev. 974, 974 (1932).
51 Dressler, supra note 47, at 135; Williams v. State, 235 S.W.3d 742, 750-751 (Tex. 
Crim. App. 2007)（「無謀は刑事過失と混同してはならない」）．
52 代表的な過失責任否定論者として、ホールは自己の行為が法益を侵害する危
険があることを認識している場合は「無謀」に該当し、可罰的であるが、その
ような認識のない「過失」は刑事責任から排除すべきであると主張する（Jerome 
Hall, Negligent Behavior Should Be Excluded from Penal Liability, 63 Colum. L. 
Rev. 632, 634  (1963)）。ターナーは「不注意に対する刑事責任はコモン・ローに
はない」という（J. W. Cecil Turner, Kenny’s Outlines of Criminal Law, 38 (19th 
ed. 1966)）。
53 Dressler, supra note 47, at 132.
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質的で正当化し得ない危険（substantial and unjustifiable risk）を冒す行為を

した場合に、刑事的に過失であることになる54。しかし前述したように、刑事

過失についての見解が一致しているわけではなく、医療過誤の判例でも、「単

純な逸脱」というような程度であっても刑事過失が認められた事例もあり、必

ずしも見解の一致が見られるわけではない。

　２．模範刑法典

　これに対して、1962年に公表されたアメリカ法律協会（American Law 

Institute）の模範刑法典（Model Penal Code）は、犯罪の成立に必要な主観的

要素を、①目的故意をもって（purposely）②認識故意をもって（knowingly）

③無謀に（recklessly）④過失により（negligently）という四つに区分してい

る55。これらを日本における故意・過失の議論に置き換えればどのような位置

づけになるのかを見てみると、まず、①と②の区別については、①「目的故意

をもって」は、一定の行為をすること、ないし一定の結果を惹起することが、

行為者の意識的目的（conscious object）である場合であり56、「intentionally」

や「with intent」と同じ意味であるとされる57。②「認識故意をもって」は、自

己の行為の一定の性質を認識し、その行為により結果が生じるであろうことを

実際上確実に（practically certain）認識している場合である58。これらはコモン・

ローにおける「意図」を二つに区分したものであり59、日本における「確定的

故意」にほぼ相当するといえよう60。

　これに対して「無謀に」と「過失により」は、結果の発生を必ずしも意図し

ていない。「無謀に」は、「行為者が実質的で正当化し得ない危険を認識してい
0 0 0 0 0

54 Dressler, supra note 47, at 132.
55 Model Penal Code§2.02 (2).
56 Model Penal Code§2.02 (2) (a).
57 Model Penal Code§1.13 (12).
58 Model Penal Code§2.02 (2) (b).
59 もっとも、「意図」といっても、「認識故意をもって」は確定的「認識」
を問題とするものであって、意欲面の考慮を含むものではない（鈴木茂嗣

「Recklessness と故意・過失」『アメリカ刑事法の諸相─鈴木義男先生古稀祝賀』
（1996）447頁）。
60 未必の故意は含まない。



研究ノート

［375］ 北法63（6・150）1778

た
0

のに、意識的に軽視する」場合である61。この場合の「実質的で正当化し得

ない危険」とは、「法を遵守するもの（a law-abiding person）が遵守するであ

ろう行為の基準からの重大（gross）な逸脱」と認められる場合である。一定

の認識を問題とする点で、「認識故意をもって」と同一であるが、「認識故意を

もって」は、結果発生の確実性
0 0 0

の認識であるのに対し、「無謀に」は危険
0 0

の認識、

すなわち実質的な確実性よりも低い蓋然性（a probability less than substantial 

certainty）の認識である。日本における「未必の故意」に対応するといえる。

　「過失により」とは、行為者が「実質的で正当化し得ない危険を認識すべき」

であったのに認識しなかった
0 0 0 0 0 0 0

場合で、そのような危険を認識しなかったことが、

「行為者の状況において合理人（reasonable person）62が遵守するであろう注意

の基準からの重大な逸脱」と認められる場合である63。すなわち、「無謀」と「過

失」は、「実質的で正当化し得ない危険」という同じ程度の危険を冒す行為を

要件とする点では共通しているが、両者の差異は、「無謀」が危険を「意識的

に軽視する」のに対して、「過失」は危険の認識がないという点である。

　３．合理人（Reasonable Person）

　「過失」は、行為者の置かれた状況において合理人が払ったであろう注意の

基準から逸脱する場合である。行為者が正当化し得ない危険を冒した場合に、

逸脱行為となる。それゆえ、「過失」は客観的責任（objective  fault）を構成す

るのであり、行為者は悪しき心理状態を理由に非難されるわけではなく、むし

ろ、擬制的「合理人」の基準に従わなかったとして処罰される64。

　合理人の行為の基準を判断する際には、①被告人の行動から生じるであろう

と予見できる危害の重大性、②そのような危害が生ずる蓋然性、③危険を冒す

61 Model Penal Code§2.02 (2) (c)（傍点は筆者）。
62 Reasonable person の和訳としては、「合理的一般人」（星周一郎「アメリカ
における医療過誤に対する刑事法的対応」法学会雑誌50巻２号（2010）192頁）
や「理性ある人」（佐伯・前掲注（５）296頁）、「合理人」（田中英夫編『英米
法辞典』（東京大学出版会、1991）699頁）が見られるが、本稿では「合理人」
とする。
63 Model Penal Code§2.02 (2) (d).
64 Dressler, supra note 47, at 131.
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行為をした理由が検討される65。

　それでは、被告人と比較されるべき「合理人」とは具体的にどのような者を

指すのであろうか。すなわち、被告人の性格や生活上の経験を「合理人」の基

準としてどの程度考慮すべきかが問題となる66。かつては、「理想的な、……善

良な市民に要求される資質のすべてを具現化した者」67あるいは、「時には不合

理なことを行うこともありうる通常の個人と同視すべきではなく、常に一定の

標準に従って行為する慎重で注意深い者」68とされた。しかしこのような説明

によれば、合理人は常に存在しないことになる69。

　この基準は本来客観的なものであるが、裁判所は「合理人」を主観的に判断

するよう求められてきた。すなわち、被告人の心理的特徴や身体的特徴、ある

いは被告人の生活上の経験を「合理人」の基準に組み込むべきであるという主

張である。そして判例の中には、それに従い「合理人」の全面的な主観化を認

めるものも若干見られる。例えば、「被告人の行為は、被告人と同様の精神的

および身体的特徴のある者、また被告人が見たものを見て、被告人が認識した

ものを認識している者の観点から判断されるべきである」70とするものもある

が、判例の多くは、「合理人」基準の全面的な主観化を否定しているといわれ

ている71。

　学説においても、行為者の身体的特徴を「合理人」に含めることと、精神的

特徴又は感情的特徴を含めることは、全く別であるといわれている72。伝統的

にも、被告人の通常と異なる身体的特徴（全盲等）は、事案に関連する限り、

「合理的一般人」の基準として考慮するものの、被告人の通常と異なる精神的

65 Dressler, supra note 47, at 131.
66 Dressler, supra note 47, at 239.
67 A.P. Herbert, Misleading Cases in the Common Law, 12 (1989).
68 Dressler, supra note 47, at 134; Dan B. Dobbs et al., Prosser and Keeton on 
Torts, 175 (5th ed. 1984).
69 Dressler, supra note 47, at 134. 
70 State v. Leidholm, 334 N.W.2d 811 (N.D. 1983). 本件は、正当防衛の事案であ
るが、「行為者の状況に置かれた合理人」という文言が模範刑法典の「無謀」と「過
失」の文言の定義から派生したものであるので、参照に値すると思われる。
71 Dressler, supra note 47, at 241.
72 Dressler, supra note 47, at 241.
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特徴は除外される73。ホームズ判事は「法は、一定の行為の内的性質を著しく

異ならせることにつながる気質、知性、教育に関する計りしれないほどの多様

性は考慮しない」74としている。これは、精神的事情は、身体的事情に比べ基

準として曖昧であり75、刑法の規範性が失われる恐れがあることが理由である

と思われる76。

　もっとも、模範刑法典の注釈書によれば、行為者の全盲や、心臓発作といっ

た身体的特徴は「刑事責任に関する判断において考慮されるべき事実であろう」

が、知性や気質といった要素は「過失の判断の際に重要であると判断されない

であろうし、基準からその全ての客観性が取り除かれない限り、そのように判

断され得ないであろう」77とする。ただ、この基準に関しては、陪審の判断に

委ねられているところが大きいので、具体的な内実についてはなお明らかには

されていない。

　　第２款　アメリカ刑法における殺人罪の類型

　次に、アメリカでは、過失によって人を死亡させた場合にどのような規定に

よって刑事責任が追求されるかを検討するに先立って、過失殺を含む殺人罪の

体系的位置づけを見てみよう。

　１．謀殺

　アメリカ刑法における殺人罪は大きく謀殺（murder）と故殺（manslaughter）

に分けられる。コモン・ロー上の謀殺は「予謀的悪意（malice aforethought）」

を伴って行われるものであり、故殺は予謀的悪意を伴わない殺人行為をいう78。

　どのような行為が「予謀的悪意」に該当するかについては、①人を殺害する

73 Dressler, supra note 47, at 134.
74 Oliver Wendell Holmes, The Common Law, 108 (1951).
75 Roy Moreland, The Law of Homicide, 160-166 (1952).
76 Dressler, supra note 47, at 241.
77 American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (Official Draft 
and Revised Comments) Part I: General Provisions§§1.01 to 2.13, at 242 (1985).
78 American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (Official Draft 
and Revised Comments) Part II: Definition of Specific Crimes §§210.0 to 213.6, 
at 13-14; 44 (1980). 
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意図、②他人に重大な傷害を加える意図、③人命の価値に対する極端に無謀な

無思慮（いわゆる「邪悪な心情（depraved heart）の謀殺」）、④「重罪＝謀殺

ルール（felony-murder rule）」、すなわち重罪の実行行為中になされた殺人行為、

が挙げられる79。

　医療過誤が問題となる事案では、事案の性質上、謀殺が問題となることは少

ないが、医師や医療関係者の対応が「人命の価値に対する極端に無謀な無思慮」

を表すとされる場合には、「黙示の悪意（implied malice）」が認定され、謀殺

罪で訴追される例もある80。

　２．故殺

　故殺は謀殺や正当防衛、免責される殺人以外の殺人行為を表す概念であり、

故意故殺（voluntary manslaughter）と非故意故殺（involuntary manslaughter）

に 分 け ら れ る。 故 意 故 殺 は コ モ ン・ ロ ー 上、 十 分 な 挑 発（adequate 

provocation）を受けた結果、一過性の激情（sudden heat of passion）にかられ

てなされる意図的な殺人行為をいう81。医療過誤との関係で問題となるのは

もっぱら非故意故殺であり、非故意故殺は、さらに二つの類型に分けることが

できる。①重罪（felony）以外の違法な行為の遂行中に生じた意図的でない殺

人─いわゆる「軽罪＝故殺ルール（misdemeanor-manslaughter rule）」と呼ば

れるものと、②行為自体は適法であるが、違法な方法で相当な注意と慎重さを

伴わずに殺人がなされるもの（いわゆる刑事過失に当たるもの）である82。

　コモン・ロー裁判所においては、この刑事過失を判断するに当たって、様々

な用語が用いられ、非難に値する過失（culpable negligence）、重大な過失（gross 

79 Dressler, supra note 47, at 510. 学説上若干の相違は見られるものの、その内
容においてはほぼ同一である。例えば、Perkins は①殺人の意図や重大な傷害
を加える意図、②不合理な人的危険を故意にそして意図的に軽視する（wanton 
and wilful disregard）行為の意図、③危険な重罪を犯す意図、⑤適法な逮捕に
抵抗する意図、を挙げている（Rollin M. Perkins and Ronald N. Boyce, Criminal 
Law, 58-72 (3rd ed. 1982)。
80 See,  e.g., People v. Klvana, 15 Cal.Rptr.2d 512  (Cal.App. 1992); People v. 
Benjamin, 705 N.Y.S.2d 386 (N.Y.App.Div. 2000).
81 Dressler, supra note 47, at 510; Perkins and Boyce, supra note 79, at 84.
82 Dressler, supra note 47, at 510.
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negligence）、さらには無謀といった用語まで用いられてきた。例えば、代表

的な判例として、State v. Rountree83 (1921) は「故意によらない殺人における、

故殺に必要な過失の程度は、人の生命に対する適正な関心にそぐわないような

無謀あるいは不注意であることを要する。この過失は民事事件における過失以

上のものでなければならない」として、「刑法の下での非難に値する過失

（culpable negligence）は、結果に対する軽率な軽視（thoughtless disregard）

や他人の安全や権利に対する思慮のない無関心（heedless  indifference）を示

すような、無謀や不注意である」とした。すなわち刑事過失による非故意故殺

が成立するためには、単に過失があるだけでは足りず、「処罰に値するほど重

大なもの」84でなければならないとされる。

　３．模範刑法典

　模範刑法典では、謀殺、故殺の他に過失殺（negligent homicide）85の三類型

を殺人罪として規定している86。模範刑法典における謀殺罪は、コモン・ロー

における予謀的悪意を要求していない。行為者が、目的故意をもって

（purposely）もしくは認識故意をもって（knowingly）、または人命の価値に対

する極端な無関心を示す状況下で無謀に（recklessly）人を殺害した場合に謀

殺となる87。他人を無謀に殺害した場合については、故殺罪においても規定さ

れているが、謀殺における無謀は、人命の価値に対する極端な無関心を示して

いなければならない88。

　コモン・ローにおいては刑事過失による殺人が故殺を構成するのに対し、模

範刑法典においては、刑事過失によって故殺罪が成立することはなく、より軽

い犯罪である過失殺を構成することになる89。模範刑法典における過失殺は無

謀さを必要としないが、通常の過失（ordinary negligence）以上のものである

83 State v. Rountree, 181 N.C. 535, 106 S.E. 669 (1921).
84 Hazelwood v. State, 912 P.2d 1266, 1279 n.16 (Alaska Ct. App. 1996).
85 訳は法務省刑事局「アメリカ法律協会模範刑法典（1962年）」刑事基本法令
改正資料第８号（1964）による。
86 Model Penal Code§210.1 (2).
87 Model Penal Code§210.2 (1).
88 Model Penal Code§210.2 (1) (b). 
89 Model Penal Code§210.4; Dressler, Note 47, supra, at 552.
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必要がある90。

　４．現在の状況

　コモン・ローでは、謀殺や故殺に等級はなく91、当初は故殺に関しても故意

故殺と非故意故殺に対する刑罰は同一であった92。それに対して、現在のアメ

リカ法では、謀殺罪及び故殺罪がさらにそれぞれの等級に分けられることが多

くなっており、故意故殺は非故意故殺よりも重い犯罪であるとされている93。

アメリカの個別の州刑法典の状況は様々であり、その分類の仕方も多岐にわた

るが、本稿では、次の四つの立場に分類する94。

　第一は、故意のない殺人を法律または判例で「無謀」を伴う場合に限定し、

非故意故殺や無謀殺人として規定している州である95。この立場をとりつつ、

自動車の運転や武器の使用から死の結果が生じた場合には、例外として過失を

処罰する州もある96。

　第二は、過失による殺人を非故意故殺とし、判例において「重大な過失」が

90 Model Penal Code§210.4, at 83. 
91 Dressler, supra note 47, at 509.
92 Perkins and Boyce, supra note 79, at 83.
93 Dressler, supra note 47, at 509.
94 このような視点から分類しているものとして、佐伯・前掲注（５）297頁。
またこれに従うものとして、星・前掲注（62）192-193頁。
95 非故意故殺とする州として、ヴァージニア州（VA Code Ann.§18.2-36.1）、
イリノイ州（720 ILCS 5/9-3）等。なお、イリノイ州では自動車等の運転から
人の死が生じた場合を無謀殺人とする。サウスカロライナ州（S.C. Code Ann.
§16-3-60）では、刑事過失を他人の安全に対する無謀な無視と定義し、非故意
故殺として規定する。無謀殺人とする州として、インディアナ州（Ind. Code 
Ann.§35-42-1-5）、ケンタッキー州（KRS 507.050）等。
96 カンザス州（K.S.A.§21-5405; -5406）、ハワイ州（HRS§707-702; -703; -704）、
サウスダコタ州（SDCL§22-16-20;-41）、ニュージャージー州（N.J.S.A 2C:11-4;-
5）、ウィスコンシン州（W.S.A. 940.02; 940.08-10）、ミネソタ州（M.S.A.§609.205; 
21）等。ミネソタ州では行為者の非難に値する過失（culpable negligence）を
故殺として規定するが、この非難に値する過失は通常の過失や重大な過失以上
のものであり、無謀の要素が合わさった重大な過失を意味するとされる（State v. 
Beilke, 267 Minn. 526, 127 N.W.2d 516 (1964)）点で、無謀を要求していると言える。
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ある場合に限定する州である。これらの州の中には、明文で過失殺を非故意故

殺の中に含めるものや97、過失殺を明文としては規定せず、その解釈を裁判所

の判断に委ねるものもある98。

　第三は、基本的に模範刑法典に従い、無謀に行われた場合を非故意故殺とし、

過失による場合を過失殺とする州であり99、この立場をとる州が多数である。

　最後に、判例上、単純過失まで処罰する州であり、この立場をとるものとし

てオクラホマ州が挙げられる100。

　第３節　小括

　以上において、日米の過失論について検討してきたが、日本の過失論は、旧

97 ミズーリー州（V.A.M.S. 565.024）、ミシシッピ州（Miss. Code Ann.§97-3-47）、
メイン州（17-A M.R.S.A.§203）、ワシントン州（RCWA 9A.32.070）等。ペン
シルベニア州（18 Pa. C. S.§2504）では明文で重大な過失に限定されている。
98 カリフォルニア州（Cal. Penal Code§192）、ジョージア州（Ga. Code Ann.§16-
5-3）、ネバダ州（N.R.S§200.070）、アイオワ州（I.C.A.§707.5）、ミシガン州

（M.C.L.A.§750.321）、メリーランド州（MD Criminal law§2-207）、ノースカロ
ライナ州（N.C.G.S.A.§14-18）、ロードアイランド州（R.I. Gen. Laws§11-23-3）、
バーモント州（13 V.S.A.§2304）等。
99 ニューヨーク州（NY Penal Law§125.10; 15）、アラバマ州（ALST§13A-
6-3;  -6-4）、アリゾナ州（A.R.S§13-1102;  -1103）、コロラド州（C.R.S.A§18-3-
104;  -105）、コネティカット州（C.G.S.A.§53a-56;  -58）、デラウェア州（11 Del. 
C.§631; 632）、ニューハンプシャー州（NHST§630:2;3）、ノースダコタ州

（NDCC§12.1-16-02;  -03）、オレゴン州（O.R.S§163.145; 163.125）、テキサス州
（Tex. Penal Code§19.04; 05）、ルイジアナ州（La. R. S. 14:32）、アラスカ州（AS
§11.41.120）、アーカンソー州（A.C.A§5-10-105）、オハイオ州（O.R.C.§2903.05）、
テネシー州（T.C.A.§39-13-212）、ユタ州（U.C.A§76-5-206）、ワイオミング州

（Wyo. Stat.§6-2-107）、モンタナ州（MCA 45-5-104）等。
100 21 Okl. St. Ann.§716. Harless v. State, 759 P.2d 225 (Okl. 1988). 佐伯・前掲
注（５）297頁では、ワシントン州も挙げられているが、ワシントン州では、
過失の定義を「同じ状況に置かれた合理人が遵守するであろう注意の基準から
の重大な逸脱」（RCWA 9A.08.010）として規定しており、通常の過失で足り
るとまでは言えないようである（State v. Aten 130 Wash.2d 640, 927 P.2d 210 
(1996)）。
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過失論が基本的に主観的な予見可能性に立脚していたのに対し、新過失論がこ

れを客観化して、客観的可能性を問題とし、さらにこれを一定の結果回避措置

をとるべき義務として具体化するという経過をたどってきたといえる。した

がって、新過失論からは、結果の発生が予見可能であり、かつ結果を認識すれ

ば結果回避のために適切な措置をとることができたであろうとして、行為者を

非難することになる。

　本稿は、社会生活上必要な注意を遵守しても結果が避けられなかった場合、

その行為は違法とはいえないと考える101。すなわち、過失犯の実行行為は、社

会生活上要求される注意を遵守しないで、結果回避のための適切な措置を採ら

なかった行為、すなわち客観的な注意義務を遵守しない行為であると解される。

したがって、客観的注意義務違反、すなわち結果予見義務と結果回避義務は、

互いに過失犯の注意義務を形作ると解すべきであり、結果発生について予見可

能であっても、結果回避ができなかったのであれば、注意義務を認めるべきで

はないであろう。そして法は「各人の能力にかかわらず、画一的な義務を定め

てその順守を要求することによって法規範としての機能を果たそうとしてい

る」102ことからも、この結果回避義務は客観的なものでなければならない。し

たがって、その判断基準も一般人を基準に考慮すべきである。しかし、行為者

の能力を全く無視して責任を課すことはできないため、行為者の年齢や職業そ

の他の能力等の具体的事情を基礎に、一般人を基準に判断すべきであろう。

　アメリカについては、模範刑法典において、①危険が「実質的で正当化し得

ない」ものであること、②行為者が危険を「認識しなかったことが、行為者の

状況において合理人が遵守するであろう注意の基準からの重大な逸脱である」

ことが要求されている。①は正当化、危険の合理性の問題であり、行為者の認

識が実際にどうであったかではなく、実際に存在していた状況の客観的見地か

ら判断される103。②は行為者が危険を認識しなかったことに対する非難可能性

（culpability）の問題である104。しかし、不注意な危険を招いたことが常に非難

101 福田・前掲注（23）125頁。
102 植松正「注意能力行為者標準説に対する疑問」『過失犯（１）基礎理論〔日
沖憲郎博士還暦祝賀〕』（有斐閣、1968）95-96頁。
103 American Law Institute, supra note 77, Comment to§2.02, at 241.
104 American Law Institute, supra note 77, Comment to§2.02, at 241.
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可能であるということはできない。不注意の行為者が彼の創出した危険につい

て自ら気づくことができなかったならば、非難することができない。ただし、

この危険を感得しうる能力があるというだけでは十分ではなく、自らの行為に

内在する危険に気づく義務が必要である105。英米法における過失は予見可能性

を必要としないといわれるが106、行為者に危険を認識すべき義務を求める点で、

何らかの予見義務を課しており、まったく予見可能性を必要としない、とまで

はいえないのではないかと思われる。

　以上、日米における過失論の構造を簡潔に検討してきたが、これらが実際の

医療過誤事件においてどのように用いられているのか、次章において検討する。

第３章　刑事医療過誤に関する判例とその判断基準

　本章では、次に主なテーマである刑事医療過誤に関する判例とその判断基準

について、日本とアメリカの順で検討することにしたい。

　第１節　日本における刑事医療過誤判例

　　第１款　刑事医療過誤判例

　医療過誤に対する刑事責任を論じるときは、これを様々な類型に分けること

が多いが、学説上は、大きく二つに分けることができる。第一は、過誤が技術

的事項に関するものか、医学上の判断の誤りに関するものかという区別から出

発して分類していく立場であり107、第二は、診断に関する過誤と治療に関する

過誤に大別した上で、さらに治療の内容を手術・注射・投薬等に細分化する立

105 George P. Fletcher, The Theory of Criminal Negligence: A Comparative 
Analysis, 119 U. Pa. L. Rev. 401, 423 (1971).
106 井上・前掲注（23）44頁。
107 板倉宏「医療過誤と過失責任」法律のひろば23巻５号（1970）７頁、藤木・
前掲注（21）218頁。これに近い分類として、稲垣喬「医師の診療をめぐる刑
事過失の認定」『刑事裁判の理論─鴨良弼先生古稀祝賀論集』（日本評論社、
1979）429頁。甲斐・前掲注（９）113頁では、以上に加え、管理・監督上の過
誤が挙げられている。
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場である108。両者の関係は、全く対立するものではなく、実際上は相互に補完

し合うものであるが109、過失認定の基準を見出すという観点からは、過失認定

の難易という見地から分類するのが合理的であるように思われる。したがって、

本稿では前者の分類に従い、①医学上の判断が介入する余地の少ない、比較的

単純な技術的事項─注射・投薬・手術に関連する措置─に関する過誤と、②医

学上の判断の誤りに関する過誤に大別して検討することにしたい。なお、②に

関する過誤は、さらに診断の誤りを重点とするものと、治療処置の選択の誤り

を重点とするものに分けられる。

　１．技術的事項に関する過誤

　比較的単純な技術的事項に関する過誤には、注射、投薬、手術、麻酔、輸血、

薬物ショック、医療機器の操作に関する事案に分けることができるが、本稿で

は、注射、投薬、手術に関する事案を中心に検討する。

（１）注射に関する事案

　注射に関する過誤は単純な技術的誤りが多く、古くから取り扱われてきた基

本的なものであり、事件数もかなり多く見られる110。また多くの場合患者が死

亡したり、下半身麻痺等の重篤な身体障害を招くため、有罪とされるものも比

較的多くなっている。注射に関する過誤は、ⅰ注射液の誤認、ⅱ薬剤の量の誤

り、ⅲ注射の部位ならびに方法の誤りに分けることができる。

　ⅰまず、注射液の誤認を扱った事例には、薬品名の取り違え111、オーダリン

108 大谷實『医療行為と法［新版補正版］』（弘文堂、1995）150頁以下、佐久間修「医
療事故に対する刑事責任」大野真義編『現代医療と医事法制』（世界思想社、
1995）91頁、前田雅英「医療過誤と過失犯の理論」唄孝一編『医療と法と倫理』

（岩波書店、1983）361頁。飯田・前掲注（10）では、①診断、②注射、③投薬、
④治療、⑤手術、⑥輸血、⑦麻酔、⑧薬物ショック、⑨放射線、⑩予防接種、
⑪看護に分けている。
109 前田・前掲注（108）362頁。
110 なお、注射は看護師が行う場合が多く、信頼の原則や医療業務の監督責任者
としての医師の過失が問題となる場合もあるが、その点の検討は別稿にゆずる。
111 最判昭28・12・22刑集７巻13号2608頁、福岡高判昭32・２・26高刑集10巻
１号103頁、東京高判昭37・４・12下刑集４巻３・４号193頁、東京地判平12・
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グシステムによる処方ミス112等、初歩的なミスに起因する過誤事件がほとんど

である。

　ⅱ次に、薬剤の量を誤った事例には、単純に薬量を誤ったもの113、希釈して

投与すべきものを全量注射したもの114等、医師の専門的知識や裁量性がほとん

ど問題とならない事案が多く、それについては、生命身体の危険の発生を未然

に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして、医療関係者の過失が認められ

やすい。他方、使用量についての評価の問題が絡む事案115には、医師の医療水

準が問題となる場合もある。

　ⅲ注射の部位ならびに方法の誤りに関するものには、ウログラフィンを脊髄

造影剤として誤用したもの116、点滴で静脈注射すべきところ注射器で急速静脈

注射したもの117、鼻管チューブないし経口投与すべきところを点滴で直接注入

したもの118、過去に一般的に行われていた注射部位が医学の発展に伴い不適当

とされたもの119等がある。これらは、一見したところ、単純な誤りにも見える

が、医療水準、医師や看護師の知識・能力等が問題となる場合もあることに注

意する必要がある。

12・27判時1771号168頁。
112 高岡簡略式平14・12・12飯田・前掲注（１）94頁。
113 宮崎地裁日南支判昭44・５・22刑裁月報１巻５号535頁、新庄簡略式昭53・３・
27公刊物未登載のため、飯田英男＝山口一誠『刑事医療過誤』（判例タイムズ社、
2001）７頁による、新潟地判平15・３・28飯田・前掲注（１）129頁。同じく
薬量を誤った事案でも、誤記による処方ミスの事案として福井簡略式平16・３・
31飯田・前掲注（１）141頁。
114 新津簡略式平15・３・12飯田・前掲注（１）96頁、大津地判平15・９・16飯
田・前掲注（１）132頁。
115 広島高判昭45・５・26判タ255号272頁、最決平17・11・15判タ1197号127頁。
116 東京高判昭40・６・３下刑集７巻６号1159頁、福岡高宮崎支判平２・９・13
飯田＝山口・前掲注（113）12頁、甲府地判平６・６・３飯田＝山口・前掲注（113）
16頁、小倉簡略式平９・12・16飯田＝山口・前掲注（113）20頁、福島簡略式
平10・３・24飯田＝山口・前掲注（113）21頁。
117 函館簡略式平11・９・８飯田・前掲注（１）36頁。
118 相馬簡略式平14・３・29飯田・前掲注（１）89頁。
119 最判昭44・６・26飯田・前掲注（10）86頁。
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（２）投薬に関する事案

　投薬に関する過誤は、注射に関する過誤と並んで、戦前から医療過誤判例の

中心的位置を占めてきており、内容的にも似た面が多い120。投薬に関する事案

は、ⅰ薬剤の種類の誤り121、ⅱ薬剤投与方法の誤りに分けられる。

　ⅰ薬剤の種類の誤りに関しては、注射液の誤認と同様に、薬品のラベルや処

方箋の記載に十分注意しなかったといったものが大部分である122。

　ⅱ薬の投与方法に過誤があった事案としては、乳幼児に対し錠剤を投与し、

気管内に紛入させ窒息死させた事案123や、経口投与124や胃管挿入方法125により

投与すべきものを注射による投与をしたため患者を死傷させたものがある。

　このようなおよそ医療上の処置をする場合に当然予想される、基礎的な事項

に関する過誤を避けるための注意義務は、比較的単純な検査義務、確認義務と

いう形で特定が可能であり、かつ、その遵守は医療関係者にとって一般的に容

易であるため、過失が認定されやすい126。

（３）手術に関する事案

　次に、手術に関する過誤は、ⅰ基礎的な技術的誤り、ⅱ手技上の誤り、ⅲ術

式選択の誤りに分けることができるが、術式選択の誤りに関しては、治療選択

の誤りにおいて扱う127。

120 前田・前掲注（108）366頁。
121 福岡地裁小倉支判昭38・11・12飯田・前掲注（10）99頁、下妻簡略式昭44・
10・29飯田・前掲注（10）221頁、福岡地判昭52・３・31、函館地判昭53・12・
26判タ385号157頁、沖縄簡略式平７・１・５判タ1035号39頁。
122 福岡高判昭40・２・12飯田・前掲注（10）99頁、門司簡略式昭44・１・17飯
田・前掲注（10）101頁、福岡地判昭52・３・31飯田＝山口・前掲注（113）23頁、
函館地判昭53・12・26刑裁月報10巻11＝12号1507頁、東京地八王子支判昭58・２・
24飯田＝山口・前掲注（113）32頁、京都簡略式平14・12・25飯田・前掲注（１）
171頁等。
123 和歌山地判昭26・３・13高刑集４巻11号1539頁、宇部簡略式昭36・２・６飯
田・前掲注（10）97頁、東京簡略式昭49・３・15法律のひろば29巻１号14頁等。
124 遠軽簡略式平１・７・17判タ770号77頁、酒田簡略式平９・９・17判タ1035号39頁。
125 東京簡略式平２・10・30判タ770号78頁。
126 藤木英雄「医療過誤と過失」ジュリスト427号（1969）35頁。
127 後述第１款２（２）参照。



研究ノート

［387］ 北法63（6・138）1766

　ⅰまず、基礎的な技術的誤りに関しては、手術部位を誤認して患部以外の箇

所を損傷した場合128や、腹腔内に鉗子129、止血用ガーゼ130、タオル131を遺残させ

た場合、患者の取り違え132など、過失の存在が明らかである場合が多い。

　ⅱ手技上の過誤については、鉗子の操作ミスにより血管を損傷した場合133等、

医師の基本的な注意義務の違反が認められやすい事案もある反面、医学的専門

性が高く、事実の立証が困難な事例も多く、医師の裁量性の問題として医師の

過失が否定される事案も多く見られる134。例えば、産婦人科医が深夜当直中に

救急患者の虫垂炎手術に着手したところ虫垂を発見できず、外科医が引き継い

で手術を終えたが患者が死亡した事例がある135。東京高裁は、本件行為は「医

師としての注意義務を尽し、努力してもなお及ばざる未熟の結果と見られ、不

128 札幌簡略式昭42・７・８飯田・前掲注（10）116頁、神戸簡略式平１・７・
18判タ1035号56頁、仙台高判平２・12・６判タ770号82頁。
129 釧路地判昭52・２・28刑裁月報９巻１＝２号82頁、医療過誤判例百選138頁、
本件は、患者の死亡後の焼骨の中からケリー鉗子が発見されたが、病理解剖も
なく生前の鉗子の状態を示すものとしてはレントゲン写真１枚のみであり、死
の結果との因果関係を肯定するにはなお合理的な疑問が残るとして無罪とされ
た。東京簡略式昭62・10・28判タ678号58頁。
130 小倉簡略式昭44・９・26飯田・前掲注（10）117頁。
131 横浜簡略式昭62・12・21飯田＝山口・前掲注（113）271頁。
132 いわき簡略式平１・７・18判タ770号80頁、最決平成19・３・26刑集61巻２
号131頁。
133 福岡高判昭34・４・15飯田・前掲注（10）121頁、東京地判昭46・５・19飯田・
前掲注（10）123頁、彦根簡略式昭63・10・21判タ770号86頁、福江簡略式平１・
11・24判タ770号86頁、石岡簡略式平16・２・13飯田・前掲注（１）409頁等。
子宮穿孔の場合は往々にして招致される損傷でもあり、抗生物質使用によって
保存的に治癒する例も多く、穿孔の事実だけで刑事責任を肯定するには無理が
あるといわれる。もっとも、手術部位を超えて鉗子を差し込むというような行
為は初歩的ミスでもあるが、血管の位置やヘルニアの状況によっては制御不能
な症例もあり、刑事過失の問題にできない場合もあるとする指摘もある（米田
泰邦「手術と刑事過失」中山研一＝泉正夫編『医療事故の刑事判例［第２版］』

（成文堂、1993）189頁）。
134 前田・前掲注（108）373頁。
135 東京高判昭38・９・20野村好弘＝宮原守男編『医療過誤判例大系』（帝国地
方行政学会、1969）691頁。
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注意とはいえない」としたが、「名医といえども時に相当時間のかかることが

ある」というあいまいな判断基準に依拠しており、一般的医学水準から本件手

術行為の評価を示すべきであったとの批判がなされている136。

　また、単に手技上のミスを犯したということだけでなく、その後の処置も不

適切であったことから過失が認められた事案として、虫垂炎手術の際に大腸壁

の一部位（自由紐）を虫垂と誤認切除して、大腸壁欠損を生じさせ、その結果

腹膜炎を併発し緊急開腹手術を要する症状となっていたのに、これを看過して

死亡させたという事案がある137。本件においては、自由紐を虫垂と即断して、

十分確認しないまま剥離切除した上、切除片を確認もせず、被告人の措置が医

療関係者の供述でも常識では考えられないほど粗雑なものであると認められ、

また自らの腕を過信し、手術の落ち度を疑わずに解熱剤と鎮痛剤の投与のみで

放置し、適切な処置を行わなかったという点にも重大な過失があったといえる。

　２．医学上の判断に関する過誤

（１）診断に関する過誤

　診断に関する過誤は、大きく問診、診察（視診、聴診、触診）、検査に関す

るものとそれらの判断を誤ったものに分けることができるが138、これらは相互

に関連しあうところもあるため、ここでは、これらを区別せず、もっぱら何が

刑事過失を認める根拠となったかを示すことにしたい。治療の前提となる診断

に誤りがあれば、治療処置選択に誤りをきたすのは無論であるから、診断行為

は医療過誤の中で最も中心的位置を占めると言える。もっとも、診断自体に明

確な誤りがあったとして過失責任を追及するのは、医師の裁量権の問題、立証

の技術上の問題等からも大変困難であり、そのため、刑事責任が問われた事案

はそれほど多くはない。

　まず、妊娠９カ月ないし10カ月であった女性を卵巣囊腫あるいは子宮筋腫と

誤診し、妊娠末期の女性には危険な腰椎麻酔を施したため呼吸麻痺を生じさせ

136 前田・前掲注（108）374頁。
137 宮崎地延岡支判昭55・８・27判タ678号56頁、医療過誤判例百選〔第２版〕40頁。
同様の事案として浦和地判昭51・３・２飯田＝山口・前掲注（113）227頁。
138 飯田・前掲注（10）57頁。
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死亡させたという事案がある139。本件の誤診の直接の原因は問診の結果月経が

あると答えたことにあるようだが、産婦人科医師が妊娠末期の患者を子宮筋腫

と誤診した行為は、問診不十分であり、明らかに過失が認められる140。また判

決文からは、死の結果の予見可能性について必ずしも明確ではないが、腰椎麻

酔を施すことについて「妊娠末期の婦人には危険性の高い」ものと認定されて

おり、予見可能性が認められた事案であったと思われる141。

　次に扁桃腺摘出手術自体は落ち度なく行なわれたが、術後の回診が不十分で

あったため、患者の失血状態が高度に進行していたことを看過し、手術創から

の出血により患者を死亡させた事案がある142。本件では、当時既に全身に衰弱

した症状を呈しており、被害者の父から数回吐血した旨告げられている以上、

被害者の症状を適確に知り得たとして、予見可能性が認められている。

　また、交通事故による脾挫滅及び小腸穿孔の患者を腸閉塞症と誤診し、最後

まで腸閉塞症の治療法である高圧浣腸を繰り返すとともに点滴等の対症療法に

終始したため、患者を死亡させたという事案143においては、脾挫滅及び小腸穿

孔の治療法である開腹手術は医学上特に困難なものではなく、通常の外科医師

であれば十分遂行可能であることから、救命の可能性は相当高い程度で存在し

たものと認められ、またその後の治療経過と症状とに照らして、患者の真の病

因を腹腔内臓器の損傷と認めることないしは少なくともその旨の強い疑診を持

つことは容易であったとして、そのような慎重な診察を尽くすべき注意義務が

あったことを認めた。

　診断に関する過誤において無罪とされた事案としては、杏林大学病院割り箸

事件144が有名である。本件は、救急救命センターの当直担当医が、割り箸がの

どに刺さって受傷した患児を診察・治療したものの、折れた割りばしが残され

ていて頭蓋腔内に嵌入しており、患児が翌日死亡した事案である。原審は割り

箸の刺入による頭蓋内損傷を想定し、除外診断を行うべきとして予見義務や結

139 神戸簡略式昭和43・１・19飯田・前掲注（10）61頁。
140 前田・前掲注（108）382頁。
141 前田・前掲注（108）382頁。
142 京都地判昭和49・12・10判タ319号306頁。
143 高松地判昭和51年３月22日特殊過失刑事事件裁判例集78頁。
144 東京高判平成20年11月20日判タ1304号304頁。
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果回避義務を怠った過失を認めたが、患者を直ちに脳神経外科医に引き継いだ

としても、患者の救命可能性および延命可能性は極めて低かったとの合理的疑

いが残るとして、過失と死亡との間の因果関係を否定し無罪とした。これに対

し控訴審は、本件当時の医学水準に照らして、割り箸の刺入による頭蓋内損傷

の蓋然性を想定して、その点を意識した問診をすべき義務があるとは言い難く、

直ちに頭蓋内損傷を疑って CT 検査や MRI 検査をすべき注意義務があるとす

るのは困難として、予見可能性を否定した。また仮に注意義務を尽くしていた

場合でも患者の救命・延命が合理的な疑いを超える程度に確実に可能であった

とも認められないとして、無罪を言い渡した。

　このような専門的な医学的判断を要する、「診断行為」における刑事過失の

認定は難しい場合が多く、刑事事件になりにくい領域でもある145。また診断ミ

スによる事故を容易に立件すれば、過剰診断に陥る危険性もある146。したがっ

て、現代の医学の水準に照らして平均的医師として当然要求される検査義務・

調査義務を果たせば誤診が避けられた、ということが明らかな場合に、初めて

過失が認められ得ることになろう147。

（２）治療処置選択に関する過誤

　治療処置選択に関しては、医師の施した治療が適切ではなかった場合に、も

しその医師が選んだ方法以外の方法によったならば、患者の死亡、あるいは副

作用、その他患者の病状の悪化を防ぐことができたと認められる場合に、その

ような方法を選んだことについて過失が認められるか、が問題となる。

　まず、医師の知識、療法の選択の可否が問題となった事案として、醋酸液浣

腸の濃度につき的確な知識・経験がないまま幼児に浣腸を行ったため、醋酸中

毒死させた事案がある148。本件は、使用した醋酸液の濃度を確定できる証拠が

ないことから、中毒発生後の適切な処置の遅れに過失が認められている。仮に

被告人が適切な処置を講じていれば、患者が死を免れ得たかどうかは明白でな

いとされたが、治療の手おくれにより患者の死を早めたことが認められている。

145 松宮孝明「診断行為と過失」中山＝泉・前掲注（133）77頁。
146 萩原・前掲注（45）134頁。
147 板倉・前掲注（107）８頁。
148 田川簡判昭33・８・13一審刑集１巻８号1229頁。
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　次に、無罪とされた事例としてフォルクマン阻血性拘縮症誤診事件149が挙げ

られる。本件は、腕を骨折した患者に対し、垂直牽引療法を行うに当たり、骨

折あるいは治療施行後約10時間は同拘縮の前駆症状ないし初期症状の有無を十

分に監視すべき注意義務があるのにこれを怠り、患者の手等の機能障害を生じ

させたという事案である。第一審は、ほぼ公訴事実どおりの事実を認め、過失

が認定されたが、東京高裁は、症状発現時に拘縮の発生を確実に予見すること

は非常に困難であること、垂直牽引療法自体は正当な療法として一般に是認さ

れているものであり、フォルクマン拘縮発生が懸念されても症状の推移を見守

るのが大多数の医師における現実の治療方法であること、等から拘縮発生を防

止すべき特別の治療措置を施すべき業務上の注意義務があるとはいえないとし

た。本件では、フォルクマン拘縮発生のメカニズムについて、医学上解明し尽

くされていないことからも、当時の医療水準に照らし担当医師に診療上の過誤

があったとすることはできないとし、「医師としての治療上の裁量の範囲を逸

脱した違法不当なものであると断定することもできない」とされたが、「医師

の裁量性」を安易に用いて注意義務の限界を画することには、批判もある150。

　これに対して、手術方式の選択が問題となったものに、妊娠５ヶ月の患者に

人工妊娠中絶手術を実施する際に、妊娠初期の中絶手術方式を用いたために、

子宮破裂による出血性ショックにより死亡させたという事案がある151。より安

全な方法がありながら、生命に対する危険を発生させる危険性のある方式を選

択したことは、一般的に産科医ならとらないものであり、医師としての態度に

かなり問題があり、注意義務違反の程度が大きいといえる152。

　また慈恵医大青戸病院事件においては、前立腺癌の治療のため腹腔鏡下前立

腺全摘除術という難度の高い手術を行うに際し、医師が、いずれも本術式を安

全に施行するための知識、技術及び経験がなく、本術式の選択を避けるべきで

あったのに本術式を用い、患者を死亡させた153。難度の高い術式を医師が採る

149 東京高判昭53・11・15刑裁月報10巻11＝12号1390頁、医療過誤判例百選〔第
２版〕38頁。
150 前田・前掲注（108）378頁。
151 福島富岡簡略式平15・１・10飯田・前掲注（１）396頁。
152 萩原・前掲注（45）138頁。
153 東京地判平18・６・15飯田・前掲注（１）502頁。
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場合、医師が高度な専門性を有する医師集団に所属し、技術的にも、難度の高

い術式を採りうる能力を具備していることが必要である154。

　また比較的最近問題となり、議論を呼んだ事例として福島県立大野病院事

件155がある。本件は、被告人が全前置胎盤の患者に対して帝王切開手術を行っ

た際に、胎盤が子宮に癒着していたため胎盤を子宮から剥離したところ、多量

の出血が続き患者が死亡したものである。被告人の過失の有無について、検察

官は、被告人は手術時の患者の状況において胎盤の剥離を継続すれば大量の出

血があることを予見可能であり、その時点で子宮摘出手術に移行すれば結果を

回避可能であるにもかかわらず、胎盤剥離を中止して子宮摘出手術に移行すべ

き業務上の義務を怠ったとして、過失が認められると主張した。

　裁判所は、まず患者の死因が出血性ショックによる失血死であるとして、被

告人の胎盤剥離行為と患者の死亡との間の因果関係を認め、「癒着胎盤と認識

した時点において、胎盤剥離を継続すれば、現実化する可能性の大小は別とし

ても、剥離面から大量出血し、ひいては、患者の生命に危機が及ぶおそれがあっ

たことを予見する可能性はあった」として予見可能性を肯定した。次に、子宮

摘出手術への移行可能性については、移行するのが相当かどうかという相当性

とは別問題であるとしつつ、移行できたと認定し、移行等による大量出血の回

避可能性についても、「単なる可能性の有無というレベルにとどまるが、結果

回避可能性があった」と認定した。しかし、裁判所は、「臨床に携わっている

医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反したものには刑罰を科す

基準となり得る医学的準則は、当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面に直

面した場合に、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じていると言え

る程度の、一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない」として、

本件において、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子

宮摘出手術等に移行することが本件当時の医学的準則であったと認めることは

できないとし、具体的な危険性の高さ等を根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務

があったとも認めることはできず、注意義務に反することにはならないとして、

154 小林公夫「医療水準と医療の裁量性」法律時報80巻12号（2008）71頁。
155 福島地判平20・８・20前掲注（13）。この事件は、医療界を中心に大きな社
会的反響を呼び、本件が日本の産科医療の崩壊に拍車をかけたといった批判も
ある。
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無罪を言い渡した。判決は、因果関係、予見可能性、結果回避可能性を肯定し

つつ、医学的準則を重視して回避措置の義務づけを否定する論理構成がとられ

ている。もっとも、本判決は、客観的注意義務を過度に強調するもので、かえっ

て医療現場に厳しい対応を迫る場合も予想されるとして、医学的準則は一律に

判断することはできず、決定的でもないため、個別的に具体的予見可能性を基

軸として、判断すべきとの指摘もある156。しかし、医療行為にあっては、大量

出血等の予見が可能な場合があり、他の手段を用いることで事後的に見て結果

を回避することが可能な場合もあり得る。しかし、問題はそのような医療行為

が適切かという点であり、その是非を判断する基準になるのが、臨床医学の実

践における医療水準、判決でいう医学的準則となる157。また事案毎の具体的予

見可能性の設定では、同種事案においても裁判所によって判断が分かれる可能

性があり、個別的な処理よりも客観的注意義務を提示することが望ましいとさ

れる158。

　このように、医師の注意義務の判断には、治療時の医療水準に基づく療法を

臨床の場における具体的な患者に適用することの当否、すなわち医師の裁量性

が問題となるが、これはいくつかの選択肢からいずれを選んでもよいといった、

医師の恣意性を肯定するものではない159。したがって、当該療法が一般の医療

水準を満たしていなければ、裁量の範囲内とはいえず、他の療法によれば悪い

結果が生じなかったことが立証されれば、当該選択は合理性がなかったことに

なり、医師の過失責任は免れないであろう。医師の裁量の範囲を超えた、その

ような療法を選択したことが客観的に見て妥当でなかったとされるものについ

て、過失の責任が問われるべきである160。

　また、複数の治療行為の間の選択が問題となる場合は、患者の自己決定およ

びインフォームド・コンセントに基づいて、当該療法が正当化される場合もあ

り得る161。実施された治療行為がリスクを伴うものであったとしても、高度の

156 甲斐克則「医療と過失責任の限界」法律時報82巻９号（2010）48頁。
157 平岩・前掲注（15）114頁。
158 手嶋豊「医療事故の法的責任をめぐる刑事法と民事法の役割分担」法律時報
82巻９号（2010）53頁。
159 大谷・前掲注（108）170頁。
160 藤木・前掲注（10）305頁。
161 これは、刑法上「危険の引受け」に関わる問題でもある。井田良「医療事
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技術を要する手術の際に偶発的に生じたもの等、医学の現状では必然的に伴う

リスクとして説明できる枠内のものであるならば、これを正当化することも可

能であろう162。

　　第２款　刑事医療過誤判例における過失の判断基準

　ここまで、技術的事項に関する事案と医学的判断を要する事案とに区別して

検討しきたが、初歩的なミスや無謀ともいえるような過誤については、どちら

も比較的容易に医師の注意義務が認定されているといえる。それに対して、患

者の症状がレアなケースであったり、発生メカニズムが解明されていない場合

などには、「医療水準」を基準として、医師の注意義務が判断されているよう

である。

　この「医療水準」に関して、かつて判例は「当該医師に要求される注意義務

の程度は、……特段の事情があった場合は別として、専門医として一般につく

すべき注意義務が基準となる」163とし、医師として具えるべき学問的・技術的

能力の一般水準を基準として定め、医学の進歩によって一般水準が高まれば、

個々の医師が一般水準に追いつけなかったとしても、それは許すことができな

いのであって、高まった一般水準を基準として過失の有無を認定すべきとして、

医師の個人的な知識や技能の差異は考慮すべきでないとしたものがある164。そ

してその後の判例において、「当時のわが国の通常の医師あるいは平均的な医

師の持つべき医学上の知識」165が、施術当時の医学水準として判断されること

が示された。

　しかし、医療行為の中でも、例えば、診断や術式選択については、個々の医

師の臨床的知識・経験を前提とせざるを得ないこともあり、「医師としての治

療上の裁量の範囲」166を考慮して判断されることもある。整形外科医である被

告人が豊胸術を行うに当たり、薬液の注入方法・注入量を誤り、患者を死亡さ

故に対する刑事責任の追及のあり方」『三井誠先生古稀祝賀論文集』（有斐閣、
2012）234頁。
162 井田・前掲注（161）234頁。
163 大阪地判昭38・３・26判時343号17頁。
164 静岡地判昭39・11・11下刑集６巻11＝12号1276頁。
165 神戸地裁姫路支判昭43・９・30下刑集10巻９号948頁。
166 東京高判昭53・11・15刑裁月報10巻11・12号1390頁。
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せたという事案167においては、施術当時の美容整形医一般の技術水準に照らし、

あるいは自己または同業の積み重ねた研究成果や多数の経験に照らして、学問

的技術的能力をもつ医師一般の目から観察して危険でないと判断される手段、

方法により施術が行われたときは、たとえ、後日にいたりその手段、方法に、

施術当時において予測されなかった危険を伴うことが判明したとしても、過失

を認めるべきではないと判示している。

　一般的には「当時一般の医師」168という基準が用いられることが多く、大野

病院事件においては「医学的準則は当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面

に直面した場合に、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じていると

いえる程度の、一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない」169

としている。もっとも、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機

関、所在する地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して判断する必要があ

る170。したがって、高度な医療技術が要求される危険な手術などには、それら

の技術を採りうる能力を具備していることが必要であろうし、僻地の診療所の

ような高度な医療設備を備えていない場合には、専門医や設備の完備した病院

に患者を移送する義務があるといえよう。

　第２節　アメリカにおける刑事医療過誤判例

　次に、アメリカの医療過誤判例において刑事過失がいかなる基準で判断され

るかを検討する。上述したように、コモン・ローでは過失と無謀との間に明確

な境界線がなく、州によっても規定が異なるため、以下では、非故意故殺と過

失殺が問題となった事案が混在することになる。

　　第１款　刑事医療過誤判例

　１．判例の流れ

167 東京地判昭47・５・19刑裁月報４巻５号1007頁。
168 広島高判昭45・５・26判タ255号272頁。
169 福島地判平20・８・20前掲注（13）。
170 萩原由美恵「医療過誤訴訟における医療水準」中央学院大学法学論叢22巻１
号（2009）47頁。
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　かつてアメリカでは、通常の医師であれ、無免許の医師171であれ、医療過誤

のために刑事訴追を受けるということは極めてまれであった。たとえ医師に相

当な注意がなく、また技術・知識に関する適当な基準を遵守しなかったために

医療過誤を引き起こしたとしても、単にそのような一般的な過失だけでは民事

上の不法行為責任を基礎づけるにすぎず、医師の刑事責任が追及されることは

なかった172。コモン・ローでは、刑罰はメンズ・レアに示された道徳的悪を強

く非難するためのものと考えられており173、善意の治療にはメンズ・レアがな

いとされていた。このような善意の原則は、医師の刑事訴追に関する最も古い

判例とされる、Commonwealth v. Thompson174 (1809) に示されている。本件は、

被告人が医師を装い、強力な吐剤を何度も処方し、その結果患者を死亡させた

ものである。上級審は、被告人の重大な無知を認定しながらも、「故殺罪を構

成するには、死亡の結果が違法な行為の結果為されなければならず」、「医師の

無知にかかわらず、その処置によって患者を治す誠実な意図と期待をもって行

動したならば、予期せずに死亡という結果をもたらしたとしても故殺罪にはな

らない」とし、「薬剤についての無知、または病気の性質についての無知、ま

たはその両方の無知のため、医師の期待に反し患者が死亡しても重罪とはなら

ない。医療の有意的な処置から生じた人の死でもって、処置した医師を重罪と

認定することはできない。ただし、彼がその処置の致命的傾向を充分知ってい

るか、その蓋然性のあることを示す情報を充分持っていたために、治療を誠実

に意図し期待して行われた結果ではなく、少なくとも執拗で意図的な軽率

（obstinate, willful rashness）の結果である、と陪審によって合理的に推定され

る場合はこの限りでない」と判示した。

171 なお、アメリカにおいては、医師が無免許であることは、一般的に故
殺罪に影響を与えないが、無免許であることが非難可能な過失（culpable 
negligence）を証明する一つの根拠となる場合もある。See, e.g., Comment 
Professional Negligence, 121 U. Pa. L. Rev. 627, 681-682; State v. Catellier, 63 
Wyo. 123, 179 P.2d 203 (1947).
172 福田雅章「アメリカの医療過誤に関する刑事判例」中山研一＝泉正夫編著『医
療事故の刑事判例』（1983）285頁。
173 Sayre, supra note 50, at 988.
174 Commonwealth v. Thompson, 6 Mass. 134, 1809 WL 1120 (Mass. 1809).
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　Thompson 事件判決は過失の主観説を採用したといわれ175、ここではもっぱ

ら医師の治療する意図と期待がある以上、故殺罪─いわゆる刑事過失は認めら

れないことが示されている176。

　しかし、19世紀後半になると、医師の善意にかかわらず、合理的な慎重さを

欠いた治療は許されないとされ177、次の Commonwealth v. Pierce178  (1884) に

よって過失の具体的な基準が提示された。これは、医師として業を営んでいた

被告人が、患者に対し治療法として灯油に浸したフランネルで身体を包むよう

に命じ、そのため患者が死亡したものである。被告人は、この方法で成功した

例もいくつかあったが、本件のように肌をただれさせてしまった例もあった。

原審は、単なる無知によっては故殺罪とはならず、重大かつ無謀な過失によっ

て死を惹起した場合に有罪となるとして、故殺罪を認めた。上級審において、

ホームズ判事は「もし被告人がその処置の致命的傾向を知っていれば、それは

謀殺に近いことになる」として、灯油が生命に危険であることを認識している

必要はなく、単に灯油を処方することを知っていれば足りるとし、また「善意

のみに基づき、人命を著しく危険にさらす行為を行う特権は認められない」と

して Thompson 判決の善意の原則を拒否し、刑事過失を基礎づける無謀は「外

的基準で判断されなければならず」、「行為者に認識された状況の下において、

通常の経験から考えれば、その行為に伴う危険はどの程度の危険であるか」が

問われると述べた。またこの中でホームズ判事は、適法な行為を無謀に行うこ

とによっても故殺罪が成立しうることを再確認した。

　そして、20世紀前半になると、医師は医業上の注意義務を果たすことが要求

されるようになり、一般の医師を基準とした客観的注意基準からの重大な逸脱

が認められる場合に、刑事訴追が認められるようになった179。

175 Moreland, supra note 75, at 154.
176 Thompson 事件と同趣旨の判例として、Rice v. State, 8 Mo. 561 (1844)、 State 
v. Schulz, 55 Iowa 628, 8 N.W. 469 (1881)、State v. Reynolds, 42 Kan. 320, 22 P. 
410, 16 Am.St.Rep. 483 (1889)。
177 Moreland, supra note 75, at 155. 佐伯仁志 = 于佳佳「英米における医療過誤
への刑法上の対応」刑事法ジャーナル28号（2011）29頁。
178 Commonwealth v. Pierce, 138 Mass. 165, 52 Am.Rep. 264 (Mass. 1884).
179 佐伯＝于・前掲注（177）30頁。
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　Barrow v. State180  (1920) においては、無免許医である被告人が、肺炎の初

期段階に近いインフルエンザにかかっていた患者に対し、按手治療法や祈祷を

施し、豚の蹄の茶を飲ませる等して、患者を死亡させた。裁判所は、医師には

「処方する医薬品や用いる治療法の特質を知る義務があり、そのような義務に

かかる重大な無知と非難可能な過失によって人を死亡させた場合、刑事責任を

問われる」と判示した。

　また、State v. Catellier181  (1947) においては、足治療医であった被告人が、

麻酔を施す資格がないにも関わらず、麻酔を用いたことにより患者を死亡させ

た事案で、裁判所は交通事故事案である People v. Barnes182  (Mi. 1914) を引用

し、過失による非故意故殺罪に要する不注意は、「重大で結果に対する無関心

を示すものでなければならず」、重大な過失とは「結果の惹起に対する悪意

（wantonness）や無視、そして刑事上の意図（intent）に等しい程度の他人の

権利に対する無関心」を意味すると述べた。このように、一般の医師を基準と

した義務からの重大な逸脱が認められる場合に刑事責任が問われるようになっ

たが、非故意故殺罪が認められるためには、さらに非難可能な心理状態が必要

となり183、コモン・ローにおいては、主観的要件として、故意に限りなく近い

ものを要求していたようである。

　20世紀後半になると、認識のない過失がメンズ・レアに当たるかという議論

が盛んになされるようになった。模範刑法典は、コモン・ロー上および制定法

上のメンズ・レアに関する混乱を解消し、過失犯の処罰には「重大な過失」が

必要であるという伝統的立場を維持しながら、行為の危険の認識を必要としな

い犯罪類型を過失として位置づけた184。模範刑法典が各州の刑法に与えた影響

は非常に大きく、刑法の基準となる役割を果たしている185。以下では、第２章

において分類した四類型にしたがって検討する。

180 Barrow v. State, 17 Okla.Crim. 340, 188 P. 351, 9 A.L.R. 207 (1920).
181 State v. Catellier, 63 Wyo. 123, 179 P.2d 203 (1947).
182 People v. Barnes, 182 Mich. 179, 148 N.W. 400 (Mi. 1914).
183 佐伯＝于・前掲注（177）30頁。
184 第２章第２節参照。
185 Sanford H. Kadish, The Model Penal Code`s Historical Antecedents,  19 
Rutgers L.J. 521, 521; 538 (1988).
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　まず、故意のない殺人を無謀に限定する州の判例として、State v. Weiner186 

(N.J.1963) がある。被告人は、肝炎ウィルスに汚染された注射器を他の患者に

不注意に用いて、15人の患者を肝炎に感染させ死亡させたとして、非故意故殺

罪で起訴され、そのうち12件について事実審で有罪とされたが、控訴審は、「刑

事の過失であるためには、通常の過失ではなく、無謀で悪意のあるもの

（wanton）でなければならず、また死を惹起する可能性のある状況下で他人の

安全に対する完全な無視を示すような性質のものでなければならない」と示し

たうえで、事実審ではそのような説示が陪審に行なわれなかったとして有罪判

決を破棄し、差し戻した。

　次に、「重大な過失」を非故意故殺罪とする州の判例として、Commonwealth 

v. Youngkin187  (Pa. 1981) があげられる。被告人は、患者に対し、数週間にわ

たり、鎮静剤を含めた多数の薬を処方し、その鎮静剤が原因で嘔吐時に胃の内

容物を肺に吸い込んだことによって患者が窒息死した。被告人は、非故意故殺

で起訴され、事実審で有罪とされた。控訴審は、非故意故殺罪に必要な無謀ま

たは刑事過失は、「被告人が、自己の行為が死または重大な身体障害を惹起す

るかもしれないという実質的で正当化し得ない危険を意識的に軽視するか、合

理的な注意の基準からの重大な逸脱のために認識しなかった場合に、認められ

る」とし、本件では、処方された薬の量及び頻度が無責任でまったく適切では

ないと思われること、処方箋に書かれた頻度が被害者の薬剤乱用を示していた

こと、薬剤師が被告人に患者の身体状態を報告したこと等の諸事情から、被告

人がこのような乱用の徴候を無視し薬を処方し続けたことが「実質的で正当化

し得ない危険を意識的に軽視し、その軽視は、合理人が遵守したであろう行為

の基準からの重大な逸脱を伴う」とした陪審の有罪判決を維持した。

　模範刑法典に従い、過失殺罪を規定した州における判例としては、State v. 

Warden188  (Utah 1991) がある。被告人は、自宅出産に立ち会った際、生まれ

てきた子どもが未熟児で呼吸障害が見られたにもかかわらず、そのことを母親

らに知らせることなく帰宅し、子どもを死亡させたとして過失殺罪189で起訴さ

186 State v. Weiner, 194 A.2d 467 (N.J. 1963).
187 Commonwealth v. Youngkin, 427 A.2d 1356 (Pa. Super. Ct. 1981).
188 State v. Warden, 813 P.2d 1146 (Utah 1991).
189 Utah Code Ann.§76-5-206.



日米における刑事医療過誤

［400］北法63（6・125）1753

れた。事実審において被告人は過失殺罪で有罪とされたが、控訴審は有罪判決

を破棄して被告人を無罪とした190。最高裁は、医師に刑事責任を認めるために

は、「医師の措置が、患者の死を惹起するような実質的で正当化し得ない危険

を創出し、医師がその危険を認識すべきであったのに認識しなかったこと、そ

の危険を認識しなかったことが注意の基準からの重大な逸脱にあたる性質・程

度であること、が合理的な疑いを超えて立証されなければならない」との一般

論を述べた上で、医療の分野においては、「行為者の立場に置かれた」191医療専

門家の立場から分析する必要があるとした。本件では、被告人が分娩前に診察

をしなかったこと、新生児が未熟児であることを認識しており、子どもが非常

に未熟であることを認識すべきであったこと、また新生児の状態から、分娩後

に集中ケアを受けさせ、もし状態が悪化すれば最も高度な集中ケアのできる病

院へ転院させるべきであったこと等を踏まえ、新生児が受けるべきであったケ

アの基準と実際に受けたケアの間に非常に大きな隔たりがあったことを認め、

新生児の分娩やケアに医師が一般に用いる注意の基準から逸脱していたとし

て、事実審の有罪判決を維持した。本件では、新生児の分娩自体に過失はなく、

患者を入院させなかったこと、あるいは新生児を入院させなかったことに過失

が認められている。

　最後に、連邦法における事案として、United States v. Wood192 (2000) がある。

被告人は、86歳の患者に塩化カリウムを短時間に注射して死亡させた、として

第１級謀殺罪193で起訴されたが、非故意故殺罪194で有罪とされた。控訴審は、

非故意故殺罪で有罪とした点について、被告人の行為が「相当な注意（due 

caution）や慎重さ（circumspection）を欠いているとするのに十分無謀であっ

た」195と認めうるとした。ただし検察側鑑定証人が陪審に不当な偏見を抱かせ

たという連邦証拠規則上の問題から、新たな裁判を命じたものである196。

190 State v. Warden, 784 P.2d. at 1206.
191 Utah Code Ann.§76-2-103.
192 United States v. Wood, 207 F.3d 1222 (10th Cir. 2000). 
193 18 U.S.C.A. §1111 (a).
194 18 U.S.C.A. §1112 (a)
195 Wood, 207 F.3d at 1234.
196 Fed. R. Evid. 704 (b).
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　２．判断の誤り

　アメリカでは、医師の単なる判断の誤りについては、刑事責任が及ばないの

が原則であった197。State v. Hardister198 (1882) において、最高裁は、刑事責任

を認めるためには、患者の治療の際に「相当な注意と慎重さ（due care and 

circumspection）を欠いていることが証明されなければならない。というのは、

起訴状に挙げられた、治療法と器具の選択・利用における単なる判断の誤りに

は、刑事責任が及ばないからである。被告人が実行に移した方法に重大な無知

があったか、治療法の選択や利用が重大な無知によるものかどうか、治療法が

一般的でなかったり、不適当、あるいは軽率になされたかどうか、被告人の重

大な過失、あるいは不注意（inattentive）が証明されなければならない」と述

べた。

　また Hampton v. State199  (1905) において裁判所は、刑事過失は主に程度の

問題であり、正確に定義することはできないとしながらも、そのような刑事過

失は重大な能力不足や重大な不注意、患者の安全に対する刑事上の無関心を示

すときに認められるとし200、また死の結果が、単なる判断の誤りや、不注意な

間違い（inadvertent mistake）による場合、刑事責任は及ばないと示した。同

様に、Feige v. State201  (1917) でも、単純な判断の間違いには刑事責任が及ば

ないとし、単なる判断の間違いと重大な無知・能力不足をはっきりと区別した。

　United States v. Billig202  (1988) においては、心臓外科医であった被告人が

行ったバイパス手術に関して、被告人がとった処置が本来危険であるからと

いって、その処置が不適切であるということはできず、その方法が最も効果が

あり、その状況下で最も満足のいくものであると判断した場合には、医学的に

容認されうる手術技巧を選択した外科医の判断について裁判所が判断を下すこ

とはできないと判示した。そして、効果的で専門的な選択をあと知恵で評価す

るのではなく、その行為が合理的であるいう推定のもと、そのような選択がな

197 Donald C. Barrett, Homicide Predicated on Improper Treatment of Disease 
or Injury, 45 A.L.R. 3d 114, 147 (1972).
198 State v. Hardister, 38 Ark. 605, 42 Am.Rep. 5 (1882).
199 Hampton v. State, 50 Fla. 55, 39 So. 421 (1905).
200 State v. Lester, 149 N.W. 297 (Minn. 1914) 同旨。
201 Feige v. State, 128 Ark. 465, 194 S.W. 865 (1917).
202 United States v. Billig, 26 M.J. 744 (1988).
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された時点における専門的な観点から評価するとも述べている。

　次に判断の誤りに関する事例として挙げられるのが、People v. Einaugler203 

(N.Y. App. Div. 1994) である。本件は、アメリカにおいて最も有名な刑事医療

過誤事件といわれている。被告人が、被害者の栄養補給チューブと誤認して腹

膜透析用カテーテルから栄養液を与えるよう看護師に指示したことにより、患

者の状態が悪化し、被害者を治療していた病院の担当医師が、直ちに転院させ

るよう勧めたにもかかわらず、被告人がこれを遅らせたことにより、患者が死

亡した事案である。

　被告人はニューヨーク州刑法の第２級無謀な危険化（reckless endangerment 

in the second degree）204と公衆健康保健法（Public Health Law）205違反の意識

的放置（willful neglect）で起訴され、有罪とされた。控訴審も被告人が「転

院を遅らせることにより、患者の身体に重大な傷害を及ぼすという重大な危険

を認識していたのに意識的に軽視し、また彼の行為が、当該状況において合理

人が遵守するであろう行為の基準からの重大な逸脱に当たる」として、医師の

刑事責任を認めた。

　本件については、医師の判断に関する事例として挙げられる206。実際に、控

訴審において医療関係者及びアメリカ医師会（American Medical Association）

から提出された意見書（amicus brief）では、本件は刑法違反というよりも臨

床上の判断の相違に基づいており、医師の臨床上の判断を犯罪化することは不

適切であり、判断の誤りに関しては歴史的にも民事の医療訴訟等において補償

されていたと指摘された207。しかし、控訴審において、裁判所は、医療専門家

の「医療判断の偽りのない誤り（honest error of medical  judgment）」に関す

203 People v. Einaugler, 208 A.D. 2d 946, 618 N.Y.S.2d 414 (N.Y. App. Div. 1994).
204 N.Y. Penal Law §120.20 (McKinney 1997)（他人に対し重大な身体障害とい
う重大な（substantial）危険を創出する行為を無謀に行なった者は、第２級無
謀な危険化で有罪とする［Ａ級軽罪］）．
205 N.Y. Public Health Law §12-b, 2803-d (7) (McKinney 1995).
206 佐伯＝于・前掲注（177）34頁。
207 Paul R. Van Grunsven, Medical Malpractice or Criminal Mistake?－An 
Analysis of Past and Current Criminal Prosecutions for Clinical Mistakes and 
Fatal Errors, 2 DePaul J. Health Care L. 1, 48 (1997).
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る刑事訴追を恐れる必要が出てくるという主張を拒否しているし208、また人身

保護令状の申立ての判断において、連邦地方裁判所は、被告人は、誤ったカテー

テルを通して栄養補給されたことを知った後は、患者のケアに関して何らかの

自主的な医療判断を下してはおらず、他の医師の指示を求めており、裁判にお

ける主要な議論は彼がその指示に従ったかどうかであった、としている209。す

なわち、本件では、被告人の医療判断の行使にではなく、被告人が自分より適

格であると信じた他の医師の判断を無視することを選択したことに、実質的で

正当化し得ない危険が認められている210。したがって、被告人が行った軽率な

行為（カテーテルの誤認）に過失があったかではなく、行為をしなかったこと

（早急に転院させなかったこと）が決定的な要因となったのである211。

　以上のように、アメリカにおいては、医師が重い結果を引き起こしたという

ことだけで過失が認められるわけではなく、また複雑な医学的判断を要する事

件においては、医師が合理的なケアや技術を行使する限り、患者の状態や適切

な治療計画に関する意見に違いが見られる場合には、判断の誤りに関しては責

任が認められないようである212。

　３．技術不足

　次に医師の技術不足については、Hampton v. State213 (Fla. 1905) において、

裁判所は医師が、「重大な能力不足、重大な不注意、あるいは患者の安全に対

する刑事的無関心を示す場合に刑事過失が認められ、これは医学や外科学につ

いての重大な無知、また治療法の効果に対する重大な無知から生じ得るが、具

208 Einaugler, 618 N.Y.S.2d 414, 416.
209 Einaugler, 918 F.Supp. 619, 635.
210 Kara M. McCarthy, Doing Time  for Clinical Crime: The Prosecution of 
Incompetent Physicians as an Additional Mechanism to Assure Quality Health 
Care, 28 Seton Hall L. Rev. 569, 610 (1997).
211 Filkins, supra note 4, at 494 (2001). 
212 McCarthy, supra note 210, at 578-579; See, Barry R. Furrow et al., Health 
Law Cases, Materials and Problems, 177 (2d ed. 1991). 民事事件においては「偽
りのなり判断の誤り理論」によって、医師は医療専門家に受け入れられている
幾つかの治療方法の中から選ぶことができる。
213 Hampton v. State, 50 Fla. 55, 39 So. 421 (1905). 
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体的には、治療法の選択に際しての重大な過失、器具の使用に関する適切な技

術不足、あるいは患者に対する薬剤使用についての適切な指示をしなかった場

合に認められる」と示した214。

　State v. Lester215 (1914) において、被告人は X 線装置を用いて患者の臀部の

写真を撮影するのに、熟練して扱わなければ危険であることを認識しながら、

不注意にも患者に適切な対処をせず、X 線を患者の身体に接近させ、また長時

間 X 線を照射し続けたことにより患者に致命的なやけどを負わせ、死亡させ

た。裁判所は Hampton 事件の判決を引用して、非難可能な過失は「被告人が

重大な能力不足、不注意、あるいは患者の安全に対する悪意のある（wanton）

無関心を示す場合に認められ、それらは、被告人の科学に関する重大な無知、

またはその応用に際しての重大な過失、もしくは器具の使用に際しての適切な

技術不足から生じ得る」と判示した。

　また State v. Heines216 (Fla. 1940) は、脊柱指圧療法士であった被告人が、患

者の足を治療するのに、患者が糖尿病であったことを知りながら、患者の治療

に不可欠なインシュリンを使用しないように指示したために患者が死亡したも

のである。裁判所は、刑事過失は「能力不足、不注意、無視から生じた無関心

から起こるものであり、それぞれが重大な程度であることを要する」とし、こ

れらの要素は判断の誤りや軽率な（inadvertent）間違いとは区別されると示

した。

　　第２款　刑事医療過誤判例における過失の判断基準

　ここまでは、アメリカにおける主要な刑事医療過誤判例を概観してきた。こ

れらの判例を分析すると、①過去の経験を軽視したために、危険状況を回避で

きなかった場合、②迅速に危険を抑えるべきであるのに、患者の状態を軽視し

た場合、③医師に堕落した動機が見られる場合217、④医師の重大な技術不足の

場合、に医師の刑事責任が認められる傾向がある。

214 Gian-Cursio v. State 180 So.2d 396 (Fla.App. 1965) 同旨。
215 State v. Lester, 149 N.W. 297 (Minn. 1914).
216 State v. Heines, 144 Fla 272, 197 So 787 (1940). 
217 Filkins, supra note 4, at 495. 星・前掲注（62）では以上に加え、④医師が何
らかの処分を受けている場合、の４つに分類する。
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　①に関する判例として、例えば、Youngkin 事件において、被告人は、処方

箋を繰り返し出していたことから患者の状態を十分認識していたのに、それを

意識的に軽視したという事情が「行為の基準からの重大な逸脱である」と認め

られる根拠とされた。このような事案においては、被告人が過去の経験から危

険が引き起こされるであろうことを十分認識することができたのに、その危険

を無視したと結論づけることで、複雑な医学的判断を避けて判決を下すことが

できる218。日本においても、先に検討した豊胸術の事案219につき、「施術当時の

美容整形医一般の技術水準に照らし、あるいは自己または同業の積み重ねた研

究成果や多数の経験に照らして」判断するとされた例もある。

　②の事案においては、被告人が患者の危険を認識すべき十分な事実があった

にもかかわらず、その危険を抑える手段を採らなかった点に有責性を認めるこ

とで、因果関係や注意の基準といった複雑な議論が避けられている220。例えば、

Warden 事件においては、新生児の分娩自体に過失が認められたわけではなく、

新生児に呼吸困難の症状があったことを認識していたにもかかわらず、入院や

翌朝に子どもの状態を確認するといった積極的措置を全くとらなかった点に過

失が認められている。また、Einaugler 事件においては、腹膜透析カテーテル

と栄養補給チューブを誤認するという過ちを犯してはいるが、ここでも被告人

の有責性が認められたのは、被告人が患者を迅速に入院させなかった点であった。

　これは日本の判例においても当てはまり、当初の医療ミス自体に過失を認め

るのではなく、その後の医師の対応の不備に医師の注意義務を認めているもの

も多く見られる221。

　③が認められる事案としては、例えば、医師が患者の福祉より会社の利益を

優先した場合や222、カルテを改ざんし、死産した胎児を処分するなど自己の過

失行為を隠蔽する行為をした場合223が挙げられる。なお、この類型においては、

218 Filkins, supra note 4, at 493-494.
219 東京地判昭47・５・19前掲注（167）参照。
220 Filkins, supra note 4, at 494.
221 例えば、田川簡判昭33・８・13前掲注（148）等。
222 Filkins, supra note 4, at 487.
223 See, e.g., People v. Klvana, 11 Cal.App.4th 1679, 15 Cal.Rptr.2d 512 (Cal.App. 
1992).
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黙示的犯意による謀殺罪が認められる場合も多い224。

　最後に、④においては、医師の能力不足が重大であり、患者の安全に対する

重大な無関心を示す場合に、刑事責任が認められる傾向がある。

　また、アメリカにおいては、単純ミスに関しては、誰でも犯しうるミスであ

るとして犯罪とはならないとされてきたが225、最近は、単純ミスについて刑事

責任を問う動きが出てきているようである226。

　アメリカの刑事医療過誤における過失の判断基準は、Pierce 判決において、

過失は客観的で外的な基準から判断される、とホームズ判事が示したように、

客観的な基準が用いられ、その判断には合理的医師が基準となる。もっとも、

複雑な医学的争点が絡む医療過誤においては、単なる医療上の判断ミスや不注

意により患者を危険にさらしたこと自体に過失を認めるのではなく、危険を発

生させたことを認識したのに、それを軽視した（無謀）、あるいは認識すべき

であったのに認識しなかったことが注意の基準からの重大な逸脱に当たる場合

に過失が認められる。すなわち、過失が問題となる事案においては、被告人の

行為が同じ状況における合理的で分別のある（prudent）人に期待される行為

と比較して過失が認められるが、医療過誤においては、医師の行為が注意の標

準的レベルに満たない場合に過失が認められ、注意の基準は同じ状況に置かれ

た医師の特別の技術、訓練、知識を比較して決定されることになる227。すなわち、

合理的な医師が同じ状況においてしたであろう行為が基準となる228。

　第３節　医療過誤防止のための措置

　　第１款　アメリカにおける制度

　アメリカにおける刑事医療過誤事件が少ない理由として、刑罰以外の様々な

224 See, e.g., People v. Protopappas, 201 Cal.App.3d 152 (Cal.App. 1988); People v. 
Brown, 91 Cal.App. 4th 256 (Cal.App. 2001).
225 佐伯＝于・前掲注（177）34頁。
226 See, Paul R. Van Grunsven, Criminal Prosecution of Health Care Providers 
for Clinical Mistakes and Fatal Errors: Is “Bad Medicine” a Crime?, Vol.29, No.2, 
American Health Lawyers Association Journal of Health Law 107, 114 (1996).
227 McCarthy, supra note 210, at 577.
228 Filkins, supra note 4, at 491.
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施策が機能していることが挙げられている229。アメリカにおいては、医療事故

を防止するための制度として、①民事裁判による損害賠償責任、②資格審査

（staff privilege review）や同僚審査（peer review）、③行政処分制度などがあ

る。しかし、最近は、これらが必ずしも十分に機能していないと批判されてい

る230。

　事故原因究明のための一般的な情報収集制度として、医療施設認証合同委員

会（JCAHO：Joint  Commission  of  Accreditat ion  for  Healthcare 

Organizations）が挙げられる。JCAHO は、1951年に設立された、病院の機能

を評価・認証するための民間非営利団体で、医療安全に資することを目的とし

て、連邦レベルで医療事故に関する事例を収集しており、JCAHO が病院に課

す報告義務は、事実上の強い強制力を有している231。

　１．州による医師免許などの資格審査

　アメリカの医師免許は、州ごとに付与され、州の資格審査委員会は医師免許

の取消・停止等の行政処分を行う権限を有しており、その具体的な懲戒制度は

州の裁量に委ねられている232。ただ、実際に医師免許が取消・停止される事例は、

不適切な処方箋を出した場合や、薬物・アルコールの濫用など懲戒事由の証明

が比較的容易な場合が多く、医師の能力が問題となる事例は極めて少ないのが

現状である233。また、スタッフや予算が十分でないこと、医師が同業者を裁く

ことに消極的であること、情報の多くが法執行機関や一般人から提供されるた

め情報が極めて乏しいこと、等の問題点も指摘されている234。さらに、多くの

州では、正式な手続をとる代わりに免許や特権の停止を求めるだけで、問題と

229 佐伯・前掲注（５）303頁。
230 McCarthy, supra note 210, at 581.
231 佐伯・前掲注（５）303頁。
232 McCarthy,  supra note 210,  at  583; Kathleen L. Blaner, Physician, Heal 
Thyself: Because the Cure, The Health Care Quality Improvement Act, May 
be Worse Than the Disease, 37 Cath. U. L. Rev. 1073, 1079-1080 (1988).
233 McCarthy,  supra note 210, at 585; Robert S. Adler, Stalking  the Rogue 
Physician: An Analysis of the Health Care Quality Improvement Act, 28 Am. 
Bus. L. J. 683, 693 (1991).
234 McCarthy, supra note 210, at 585-586; Adler, supra note 233, at 693-694.
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なった医師が他の州で開業を繰り返していることも多い235。したがって、州の

資格審査委員会において、能力に問題のあることを理由に厳格な行政処分を行

うことは極めて困難であるとされ、医師の事故防止のために十分機能している

とはいえない、との評価もある236。

　２．医療過誤訴訟

　医療過誤訴訟の件数の多さや賠償額の高騰がしばしば指摘されており、医師

が適切な診療や治療行為をしなかった場合に、医療過誤訴訟が提起されること

で、結果的には患者の医療安全に資するともいえる。しかし、実際には、高額

な損害賠償金の支払いが命じられても、保険によって支払われることが多く、

その場合の保険料は当該医師の経歴ではなく、医療領域ごとに定められている

ため、必ずしも医師に対して医療の質を改善する要因とはなっていない237。もっ

とも、賠償金自体は保険で支払われるにしても、医師にとっては、訴訟に巻き

込まれること自体が、精神的にも経済的にもかなりのコストになるとの指摘も

あるが238、実際に訴訟を提起する被害者は非常に少なく、医師の側が勝訴する

場合も多いといわれ、損害賠償責任が医療過誤に対する抑止措置とはならない、

という評価が一般的である239。

　３．資格審査（Staff Privilege Review）・同僚審査（Peer Review）

　アメリカでは、医療機関に資格審査委員会が設けられ、医師は、そこで診療

などを行う権限（privilege）が付与されなければ、医療機関において医師とし

て働くことはできない。

235 Adler,  supra note 233, at 691; Christopher S. Morter, The Health Care 
Quality Improvement Act of 1986: Will Physicians Find Peer Review More 
Inviting?, 74 Va. L. Rev. 1115, 1125 (1988).
236 McCarthy, supra note 210, at 588.
237 Adler, supra note 233, at 695; Timothy Stoltzfus Jost, The Necessary and 
Proper Role of Regulation to Assure the Quality of Health Care, 25 Hous. L. 
Rev. 525, 575 (1988).
238 Paul C. Weiler et al., A Measure of Malpractice: Medical Injury, Malpractice 
Litigation, and Patient Compensation, 115 (1993).
239 McCarthy, supra note 210, at 581.
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　また、医師の治療が適切であったかどうかについて、当該医療機関に設けら

れた同僚審査が定期的に評価している。しかし、医師は、一般に同僚を批判す

ることに消極的であり、不利益な処分を受けた医師が同僚審査の構成員である

医師に対して損害賠償訴訟を提訴することもあり、審査を行うことに消極的で

あった240。そのため、連邦議会は医療品質改善法（Health Care Quality 

Improvement Act of 1986）を制定し、審査委員会とその構成委員について一

定の要件のもとで損害賠償責任を免除する規定を設けている241。また医療品質

改善法は医療過誤をおこした危険な医師が他の州に移って活動することを防止

するために、医療過誤を行った医師等に関する情報の報告を義務付けている

が242、医療品質改善法は、あくまでも医師の懲戒事由に関する情報を収集する

ことに主眼が置かれ、医師に対する懲戒権は各医療機関および州の資格審査委

員会が従来通り有しており、最終的に懲戒するかは、これらの機関の判断に委

ねられている243。したがって、同僚審査についてもやはり、医療事故の抑止と

して適切に機能していないとする批判がある244。

　この他にも、アメリカの刑事医療過誤事件が少ない理由として、医療過誤事

件の事実関係の複雑さ、因果関係や専門的な注意の基準に関する専門的判断の

必要性、医療判断に関する医師の裁量性、合理的疑いを超えた高度な立証責任、

そして検事が医学的専門判断に容易にアクセスできないことが、指摘されてい

る245。

　しかし、それにもかかわらず、最近は医師の医療過誤における刑事訴追が増

加傾向にあり、その理由として、このような懲戒処分がうまく機能していない

240 Adler, supra note 233, at 697-698; Morter, supra note 235, at 1119. 
241 42 U.S.C.A.§11101; 11112. 医療品質改善法に関する日本の研究として、佐伯・
前掲注（５）307-309頁、我妻学「アメリカにおける医療安全と医療事故情報」
148頁以下参照。
242 42 U.S.C.A.§11132; 11133.
243 Adler, supra note 233, at 737-738.
244 McCarthy, supra note 210, at 600.
245 Robert B Leflar and Futoshi Iwata, Medical Error as Reportable Event, as 
Tort, as Crime: A Transpacific Comparison, 12 Widener L. Rev. 189, 214-215 
(2005).
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ことも挙げられるが246、管理医療の増加や患者と医師の個人的な関係が失われ

たことで、医師が尊敬されなくなり、医師に対して厳しい処罰を要求すること

を厭わなくなってきたと指摘する声もある247。また民事の損害賠償だけでは十

分でないほど衝撃的で重大な結果をもたらした事案があることも事実であ

り248、これらの諸事情から刑事医療過誤事案が増えているといえよう。また、

このような様々な制度があるにも関わらず、むしろ刑事医療過誤事件が増加し

ているということが、やはり、医師に対する過失責任の必要性を物語っている

とも言えるであろう。

　　第２款　日本における制度

　もっとも、日本においても医療事故防止のために様々な対策が行われるよう

になってきている。医師に対する行政処分としては、医師法７条２項により、

医師が罰金以上の刑に処せられた場合、医事に関する犯罪や不正行為があった

場合、医師としての品位を損なう行為があった場合に厚生労働大臣により免許

の取消や３年以内の医業停止の行政処分がなされる。従来、医師等に対する行

政処分は、主に罰金刑以上の刑に処せられた者及び診療報酬の不正請求等によ

り保険医登録を取り消された者を対象として行われていた249。しかし、2002年

12月に発表された医道審議会医道分科会の「医師及び歯科医師に対する行政処

分の考え方について」において刑事事件とならなかった医療過誤について明白

な注意義務違反が認められる場合も対象とする方針が示された。

　また、第三者機関としての、いわゆる医療事故調査委員会の設立に向けた動

きも活発であり、厚生労働省からは2008年６月「厚労省医療安全調査委員会設

置法案（仮称）大綱案」が発表された。これによると、医療事故死等の届出を

受けた主務大臣は地方委員会にこれを通知し、通知を受けた地方委員会は、当

該医療事故死等について、次の３つの場合に該当すると思料した場合は、直ち

246 Thomas Maier, More Doctors Face Prosecution: Crimes Charged in Cases 
of Deadly Error, Newsday, Apr. 18, 1995, at A35.
247 Malpractice or Homicide?, Wash. Post, Apr. 18, 1995, at A16.
248 Malpractice or Homicide?, Wash. Post, Apr. 18, 1995, at A16.
249 医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書（案）（http://www.
mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1201-4a.html）参照。
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に当該医療事故死等が発生した病院、診療所または助産所の所在地を管轄する

警視総監または道府県警察本部長にその旨を通知しなければならないとされて

いる。

「①　故意による死亡又は死産の疑いがある場合

　②　標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡又は死産の疑いが

ある場合

　③　当該医療事故死等に係る事実を隠ぺいする目的で関係物件を隠滅し、偽

造し、又は変造した疑いがある場合、類似の医療事故を過失により繰り返し発

生させた疑いがある場合その他これに準ずべき重大な非行の疑いがある場合」

　それ以前に出された第三次試案では、調査委員会から捜査機関に通知を行う

事例は、以下のように規定されていた。

「①　医療事故が起きた後に診療録等を改ざん、隠蔽するなどの場合

　②　過失による医療事故を繰り返しているなどの場合（いわゆるリピーター

医師など）

　③　故意や重大な過失があった場合」

　しかし、医療界から概念が不明確であるとの強い批判を受けたため、本文の

ように変更された250。このように、大綱案では「重大な過失」という文言の代

わりに「標準的な医療から著しく逸脱」した場合に限定されており、その該当

性の判断においても、「病院、診療所等の規模や設備、地理的環境、医師等の

専門性の程度、緊急性の有無、医療機関全体の安全管理体制の適否（システム

エラー）の観点等を勘案して、医療の専門家を中心とした地方委員会が個別具

体的に判断することとする」、という注が付記されている。もっとも、大綱案

において、主に問題となるのは②の場合と、③の類似の医療事故を過失により

繰り返し発生させた疑いがある場合その他これに準ずべき重大な非行の疑いが

ある場合であると思われるが、その具体的な内容については明らかではない。

第４章　医療過誤における過失判断のあり方

　ここまで、日米における過失論の基本構造と医療過誤における刑事判例及び

その判断基準について概観してきた。日本においては、学説上、旧過失論と新

250 朝日新聞2008年６月13日夕刊２面参照。



日米における刑事医療過誤

［412］北法63（6・113）1741

過失論の対立が見られるものの、判例においては結果予見義務と結果回避義務

から当時の医療水準を踏まえて医師の過失を判断しているといえる。また診断

や手術における過誤については、医学上の判断を要するためか、明らかに医療

水準からの逸脱度合いが大きく、重大な過失と認定されるようなものに医師の

刑事責任が認められているようである。もっとも、医学上の判断を要しない技

術的な事項に関する過誤に関しては、医療関係者の刑事責任が容易に認められ

る傾向があるように見受けられる。

　それに対して、アメリカにおいては、かつて過失の概念が明確に定義付けさ

れていなかったこともあり、民事と刑事における過失の違いを不注意の程度の

違いに求めるか、認識の違いの程度に求めるかといった点に混乱が生じていた。

そのため、判例では、刑事過失そのものよりも、民事過失と刑事過失を区別す

るための基準として刑事の過失に重大さを要求していたように思われる。また、

コモン・ローにおいては、故殺罪に必要な主観的要件として、悪意や、無視な

ど、故意に近いものを要求していたこともあり、その影響として後述するよう

に医師の主観を重要視するようになったと思われる。これらを踏まえた上で、

それではいかなる場合に刑事責任が認められるべきかを検討する。

　第１節　過失の構造と医療過誤

　従来、刑罰を科すべき可罰的過失と単に民事上の損害賠償責任を負わせるだ

けの不可罰的な過失の区別の必要性や251、医療行為は治療目的で患者の肉体に

侵襲行為が加えられ、それ自体生命・身体への危険を孕んでおり、患者のため

の高度な治療技術の使用が、かえってその危険性を増大させる、という医療の

特徴252から医師の刑事過失の限定的な適用が主張されてきた。また刑事過失一

般に関する議論として、刑事制裁の限界という観点から刑事過失を認識ある過

失に限定すべきであるという見解も主張されてきた253。これに対しては、両者

251 米田泰邦「医療と刑事裁判」大阪府医師会編『医療と法律』（法律文化社、
1971）299-301頁。
252 萩原・前掲注（45）125頁。
253 甲斐克則『責任原理と過失犯論』（成文堂、2005）127頁以下参照、田宮裕『刑
事法の理論と現実』（岩波書店、2000）87頁以下。
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の差異は形式的なものであって、どちらの義務に違反する方が重大であるとは

一概にはいえないとする批判254や、結果に対する認識・予見が最終的に欠ける

点では同じであり、両者を区別する理論的根拠が乏しいといった批判もあ

り255、判例・多数説は両者を区別せず、ともに処罰対象としている。アメリカ

においては、当初は主観的無謀に限定して、危険の認識を要求していたが、20

世紀後半以降は、模範刑法典の影響もあり、危険の認識のない過失も重大な逸

脱と認められる限りにおいてではあるが、認められている。

　ところで、第２章で検討したように、アメリカにおいて、過失を理由とした

刑事責任を追及する根拠となる「注意の基準からの重大な逸脱」は、客観的に

判断されるものである。したがって、医療過誤においても、「注意の基準から

の重大な逸脱」は合理的な医師に基づく医療水準を基準に客観的に判断される

ことになる。しかし、判例においては、医師の主観的事情が大きな役割を果た

しているようである256。もっとも、行為者に反道徳的要素が認められるか否か

は、責任判断として比較的明瞭であり、一般的に英米刑法において重要視され

てはいるが257、医療過誤の事案においては、複雑な医学的争点が絡む場合が多

く、陪審が因果関係や注意の基準を評価することが困難なため、悪しき心理状

態が最初に認められれば、刑事に十分な過失があると結論づけることがより容

易となる258。したがって、「他人の安全に対する完全な無視」や「実質的で正当

化し得ない危険を意識的に軽視」した等、医師の主観面が過失の認定において

多く考慮されることになる。

　これに対して、日本においては、医師が結果の具体的予見可能性において危

険を認識していたと認められても、結果回避義務において当時の医療水準から

は結果を回避することが困難であるとして医師の過失が否定されることも多

い。したがって、医師に危険の認識があったと認定されても、それだけで医師

の過失が認められるわけではない。第２章の小括でも述べたように、予見可能

性のみならず、結果回避義務を考慮することは妥当であろう。特に、医療の特

254 西原春夫『刑法総論』（成文堂、1977）184頁。
255 島田・前掲注（30）165頁。
256 Filkins, supra note 4, at 491.
257 星・前掲注（62）215頁。
258 Filkins, supra note 4, at 491.
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質上、医師が危険を認識していることも多く、予見可能性が認められやすいこ

とからも、結果回避可能性を考慮する必要がある。ただ、具体的危険性を認識

した無謀な態度や、自らの技術不足を考慮せず、過信していた場合などには、

医師の過失を肯定すべきであろう。

　第２節　業務上過失と重大な過失

　日本において、医療過誤における医療関係者の過失は、刑法211条１項の「業

務上過失」として刑事責任が問われる。ただ、同後段に「重大な過失」規定が

あることから、以下においては、業務上過失が「重大な過失」とどのような関

係にあるかを検討する。

　「業務上過失致死傷罪」については、「業務上」という文言から、ひとたび「業

務上過失」に組み込まれると、高度の注意義務が必然的に課せられる傾向にあ

る259。しかし、同後段に「重大な過失」規定があることからしても、実質的に

は当該行為が「重大な過失」であるか否かを中心に判断すべきであろう260。し

かし、ここでいう「重大な過失」はアメリカの「重大な過失」とは異なる点を

指摘する必要がある261。アメリカの重大な過失や重大な逸脱における「重大さ」

とは、単なる民事上の過失を構成するにすぎない過失との区別における「重大

さ」であり、重大さが処罰の下限として機能しているにすぎない。

　日本の重過失致死傷罪（刑法211条１項後段）における「重大な過失」とは、

一般に注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、些細な注意を払うことに

よって注意義務を尽くすことができたのに、これを怠って犯罪的結果を発生さ

せたため、重い法的非難が加えられるべき場合を意味する262。旧過失論の立場

からは、行為者が結果発生を容易に予見し得た場合、新過失論によれば、結果

回避義務違反の程度が著しい場合に存在するといえる263。見解によっては、認

259 最判昭26・６・７刑集５巻７号1236頁。
260 甲斐克則「刑事医療過誤と注意義務論」年報医事法学23号（2008）96頁。
261 靑柳文雄「英米刑法における故意、過失」法学研究26巻９号（1953）27頁。
262 大塚・前掲注（38）48頁、東京高判昭62・10・６判時1258号136頁。
263 内藤・前掲注（43）36頁。または、故意の立証はできないが、それに近接す
るような無謀なものであるときに重大な過失を認める見解もある（大谷・前掲
注（42）58頁）。
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識ある過失が重過失にあたるとするものもあるが264、いったん結果発生を予見

しながら、結局それを否定する方が予見さえしない場合よりも常に重大とはい

い切れないとの批判がある265。発生した結果が重大であること、あるいは結果

の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としないとするのが判例

であるし、学説からも支持されている266。したがって、この見解によれば、重

過失と通常の過失の差異は、注意義務違反の程度の差にとどまり、何をもって

重過失とするかは必ずしも明らかではない267。しかし、重過失とは、「過失の程

度と結果の重大性」を含む概念であり、結果の重大性も考慮すべきである268。

　医療過誤における過失の判断基準に関しても、「過失が軽微なものであれば、

行政処分ですませ、過失が重大である場合や再犯である場合など、悪質な事例

に限って刑事手続にのせるという制度を構築することも検討に値する」269と

いった主張のように、過失が重大な場合に限定すべきであるとする見解が多く

見受けられる。重過失と軽過失の区別基準は、初歩的な過失であるか否か、お

よび具体的危険性を認識した無謀な過失であるか否か、がポイントになるとさ

れる270。また「軽過失」ないし「単純過失」にも及ばない「軽微な過失」につ

いては民事の過失あるいは民事にも及ばない過失としてとらえるべきであろ

264 滝川幸辰『刑法各論』（世界思想社、1951）48頁。
265 真鍋毅『現代刑事責任論序説』（法律文化社、1983）340頁。また、行為自体
が定型的に危険である場合、および行為自体は元来定型的に危険でなくても、
具体的事情によっては結果発生の危険性が大である場合に、重過失とする見解
もある（井上・前掲注（23）45頁）。
266 東京高判昭57・８・10刑裁月報14巻７＝８号603頁。須々木主一「重過失─
刑事政策学より見た刑法学の限界序説─」『日沖憲郎博士還暦祝賀 過失犯（２）
具体的問題』（有斐閣、1968）419頁、萩原・前掲注（45）133頁。
267 内藤・前掲注（43）36頁。
268 飯田英男「医療過誤における刑事司法の役割」日本外科学会雑誌第109巻
臨時増刊号（３）（2008）26頁。重過失は結果が重大であることを前提として
いるともいわれ（内田・前掲注（38）61頁）、また実務上は被害の重大性も考
慮に入れているようである（松宮孝明『刑法各論講義［第３版］』（成文堂、
2012）56頁。
269 佐伯・前掲注（５）314頁。
270 甲斐・前掲注（260）97頁。
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う271。

　それでは、医療過誤においていかなる場合に過失が重大であると認められる

のであろうか。一つの例として、単純ミスの場合が挙げられる。新過失論にお

いては、単純ミスの場合の確認義務が「基本的・初歩的義務」であることから、

その違反における過失は重大であると考えられるし、旧過失論の立場からは、

わずかな注意を払うことで気付き得るものとして、過失が重大であると認めら

れるであろう272。

　もっとも、ここでいう「単純ミス」という用語には注意が必要である。今日

の医療は、その作業工程が多岐にわたっており、一つ一つの作業が単純化、容

易化されている反面、そこにおけるミスは重大な結果に結びつく危険性を有し

ている273。単純ミスは例えば初歩的なミス、単純な操作ミスという言葉に置き

換えられることもある。京大エタノール取り違え事件の第一審274においては、

薬剤等の種類及び内容を確認しなければならないという、看護師としての最も

基本的な注意義務を、運び込みと注入という二つの場面において怠ったもので

「初歩的な過誤と言わざるを得ず、本件過失は重大である」と述べており、ま

た宇治川病院塩化カリウム液誤注射事件判決においては、准看護師につき、「塩

化カルシウムと塩化カリウムを取り違えるという初歩的なミス」、「使用する薬

品の種類及び注射方法を確認するという、准看護師として最も基本的な注意義

務を二重に怠ったものであり、自己の職責の重大さを見失った初歩的な過誤と

言わざるを得ない」とし、このような被告人の行為は安易かつ単純な医療過誤

であるとしている275。

　このように、単純ミスとは、およそ医療上の処置をする場合に当然予想され、

271 日本医事法学会・前掲注（７）126頁〔甲斐発言〕。
272 日山恵美「医療の安全確保における刑事過失論の限界」年報医事法学23号

（2008）11頁。
273 日山・前掲注（272）10頁。
274 京都地判平15・11・10飯田・前掲注（１）585頁、被告人である看護師が人
工呼吸器の加温加湿器に注入する滅菌精製水と消毒用エタノールを取り違えて
病室内に搬入して加温加湿器に注入し、その後看護師４名がエタノールである
ことに気付かないまま注入した結果、約53時間にわたり患者にエタノールを吸
入させ急性エタノール中毒で死亡させたという事案である。
275 京都地判平17・３・14飯田・前掲注（１）143頁。



研究ノート

［417］ 北法63（6・108）1736

そのような間違いを生じないよう配慮するのが医師としての最低限の常識と考

えられるような基礎的な事項に関する過誤を指すといえる。これらは、初歩的

でかつ重大である場合が多く、過失が重大な場合に該当するであろう。したがっ

て、基本的な注意義務の懈怠、例えば患者の確認、薬剤の量や種類の間違い、

異物遺残等については、注意義務懈怠の程度が著しく、過失が重大であると認

められよう276。日本においては、このような単純ミスを処罰する傾向が高くなっ

ていると指摘されているが277、アメリカにおいては、誰でも犯しうるミスとし

て犯罪とはならない。例えば、治療可能であった睾丸癌の患者を化学療法薬剤

の過剰投与で死亡させた事例278、健康な肺を摘出し、腫瘍が取り残されたため

患者が死亡した事例279等、日本においては刑事事件となり易い事例において、

刑事事件とはなっていない。この点においても、日米における重大な過失の認

識の違いが現れているといえよう。もっとも、単純な操作ミスのように見える

場合でも、具体的状況によっては回避困難な場合もあるため、初歩的ミスとい

うだけで容易に過失を認定することは危険であろう。

　これに対して、診断や手術においては、医師の専門的な知識や技術、経験に

左右され、広く裁量も認められているため、過失が重大であるか否かを判断す

るには、医学的知識が必要となる場合がある280。すなわち行為時における当該

医師と同じ立場に置かれた平均的な医師のとるべき行動（医療水準）から著し

く逸脱した行為が重大な過失行為といえるであろう。これに対して、「平均人

だとか、行為者だとか、あるいは専門医だとか平均的医師というようなことば

では決して解決がつかない」281とする批判もある。しかし、事案毎の個別的な

具体的予見可能性の設定では、同種の事案においても裁判所によって判断が分

かれることもあり、医療関係者が抱く不安に配慮するならば、客観的な注意義

276 萩原・前掲注（45）147頁。
277 日山・前掲注（272）10頁。
278 Chemotherapy Overdose Kills Patient with Cancer, The Orlando Sentinel, 
June 16, 1995, at A14.
279 Family Accepts $9 Million  In Suit Against Hospital, Austin American-
Statesman, Apr. 2, 1995, at B2.
280 萩原・前掲注（45）147頁。
281 米田・前掲注（251）299-301頁。



日米における刑事医療過誤

［418］北法63（6・107）1735

務を提示し282、当該専門に属する平均的医師を基準に過失を検討することが望

ましいのではなかろうか。

おわりに

　本稿では、第１章において日本における医療過誤の問題点を明らかにし、第

２章及び第３章において日米の過失論体系及び刑事医療過誤判例を検討し、判

例における過失の判断基準について考察した。それに基づいて、第４章におい

ては、医療過誤における過失の判断のあり方について論じた。

　医療行為といってもその必要性、緊急性、危険性は様々であり、これらの差

異を無視して、医療行為一般について過失を判断することは適切ではない。医

療過誤における過失を論じる際には、個々の医療の特質に応じて過失を判断し

なければならないのは当然であるといえる。ただ、医療過誤において刑事責任

を追求する際には、重大な過失があった場合に限定すべきであろう。重大な過

失というのは、あいまいな概念になりがちであるが、過失の程度と結果の重大

性をも考慮して、医学的判断を踏まえて考えるべきであると思われる。例えば、

単純ミスのように見える事案でも、法的判断をする際には、過誤の原因、予見

可能性、回避可能性などの判断において、医学的判断なしには為し得ない。し

たがって、医師の注意義務を結果予見ならびに回避義務としてストレートに法

的なものと構成するのは十分でなく、むしろ、医学・法学の接点に位置する医

療水準に視点を置き、医学上の準則、医療の実際に依拠してなされる医療行為

が、法律上相当とされるか否かによって過失の判断がなされるべきであろ

う283。

　また近年は、医療関係者個人の過失は医療システムから切り離すことはでき

ず、むしろシステム自体に問題がある場合が多いとして、直接のミスを犯した

個人のみでなく、システム的に対処していく必要性も問われている284。また、

単純ミスの場合には重大な過失が認められやすいことから、重大な過失に限定

282 手嶋・前掲注（158）53頁。
283 稲垣・前掲注（107）440頁。
284 西口元＝島田佳子「医師の制度疲労責任─個人責任から組織責任へ─」判タ
1133号（2003）11頁以下。
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しても刑事事件の限定にはつながらず、刑罰によってミスをした当該個人の改

善を期待することはできないという指摘もあり285、行為の危険の認識可能性を

考慮して、危険性を認識した、あるいは十分認識しえた状況で行われた過失の

みが刑罰の対象となるとする主張もある286。しかし、医療過誤防止の観点から

は、過誤を引き起こした原因を解明してその防止策を検討すべきではあるもの

の、そのために直接過誤を犯した者に対する刑事責任を控えるべきであるとい

うことにはならない。医療の安全と個人の責任追及は分けて考えるべきであ

る287。行き過ぎた刑事処罰は不合理であるにしても、過誤を引き起こした者に

対する適正な処罰はなされる必要があろう。

　また、アメリカにおいても、医療過誤に対する刑事責任の追及がまったく行

われていないわけではなく、単純ミスに関する事案においても、最近では刑事

事件として対処する動きもでてきているといわれている。アメリカでは、免許

取消などの行政処分や民事の損害賠償責任が多く行われていることなどから、

日本と単純に比較することはできないし、アメリカの法概念を容易に日本と結

びつけて考えることもできない。特にアメリカにおいては、州によって差異が

見られるなど、一概に比較することも困難である。したがって、アメリカの議

論から直ちに、医療過誤を刑事事件として対処すべきではない、ということに

はならないし、アメリカの「重大な過失」を日本の「重過失」と単純に結びつ

けることもできないが、通常の危険を超えた重大な危険、注意基準からの重大

な逸脱、非難可能性の重大さといった点は、医療過誤を考えるに当たって日本

法においても参考になると思われる。

　本稿の研究は、日米の医療過誤における過失の判断基準及び過失判断のあり

方についての考察にとどまっている。チーム医療における刑事責任のあり方、

医師の過失が認められた際の量刑の妥当性（略式手続で罰金が科せられる場合

が多く、実刑はまれである）288、民事と刑事における医療水準の差異については、

285 日山・前掲注（272）11頁。
286 日本医事法学会・前掲注（７）139頁〔甲斐発言〕。
287 萩原・前掲注（45）148頁。
288 これまでに実刑判決が言い渡された事案としては、ノルアドレナリン静注事
件・禁錮10月（東京地判昭38・７・20飯田・前掲注（10）70頁）、なお、本件
は被告人死亡により控訴棄却となった。ウログラフィン・ビリグラフィン造影
剤誤投与事件・禁錮１年10月（静岡地判昭39・11・11下刑集６巻11＝12号1276頁、
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今後の課題として取り組んでいきたい。

東京高判昭40・６・３下刑集７巻６号1159頁）、宇治川病院塩化カリウム液誤
注射事件（京都地判平17・３・14飯田・前掲注（１）143頁、京都地判平17・６・
13飯田・前掲注（１）155頁、大阪高判平18・２・２飯田・前掲注（１）165頁）、
脊髄造影剤誤用致死事件・禁錮１年（鹿児島地判平１・10・６飯田＝山口・前
掲注（113）９頁）、なお、本件は、福岡高宮崎支判平２・９・13飯田＝山口・
前掲注（113）12頁で執行猶予付となった。準強制わいせつ罪との併合事案と
して、局所麻酔薬過量投与及び準強制わいせつ事件・懲役３年６月（那覇地判
平15・９・29飯田・前掲注（１）181頁）。近時は、禁錮刑または懲役刑で執行
猶予付が多くなっていると指摘される（我妻＝鈴木＝甲斐・前掲注（16）71頁〔甲
斐発言〕）。量刑についての詳細は、飯田・前掲注（１）26-35頁参照。




