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１．死亡診断書と歯科医師

各種資料を通覧した結果，死亡診断書の作成と交
付は，明治以降から昭和に至るまで，診療録や通常
の診断書等と同様に，医師の本来的業務である文書
作成の一種と見なされ，特別扱いはされていなかっ
たものと考えられる。
ヒトの死が紛れもなく厳粛な事態ではあるもの

の，一般社会から見るときわめて日常的な現象であ
ることに違いはない。かつては病院等の医療機関で
はなく，在宅での死亡が圧倒的に多かった。今日の
ような医療の進歩した時代に至る少し前，すなわち
近代においてさえ厳密な死因統計等はなく，その基
礎となる死亡診断書や死体検案書，死産証書，死胎
検案書等の区分も，現場では明確に理解されていな
かったのである。
しかし２０世紀になってからの人口動態調査は国策

上，特に軍事的必要性から文明国家の重要な事業と
なった。医療の終末でもある患者の死は，遺産の相
続等，厄介な問題を惹起する危険性もあって，それ
による混乱を抑制するために，生物学的な「ヒトの
死」と社会的な「人の死」をあわせて管理する法の
整備が求められるようになった。しかし，一般的現
実と法との間に生ずる宿命的な乖離と，現代社会に
おける想定以上の激しい変化や複雑化により，依然
として死をめぐる医事法制や司法の抱える未解決課
題は，増加しても減少することはない。
明治７（１８７４）年に時の政府が太政官通達により発

布，施行した「医制」では，医師と歯科医師の区別
がなかった。せいぜい専門医のような扱いとして，

従来からの口中科の名前が産科，眼科，整骨科と並
んで第１９条，２１条に記されていた程度である。そこ
で死亡診断書を歯科医師が作成しうるかどうかにつ
いては，榊原報告（資料２－１）や工藤論文（日本歯
科医史学会会誌，２７巻１号，p２７－３９，２００７）でも
示されているように，医師法，歯科医師法の立法以
前において行政解釈によって結着していたにもかか
わらず，後年何かと物議を醸す論題になってきたの
はなぜであろうか。
第１は，旧医師法（１９０６年，法律第４７号）の第５条

に記載されていた死亡診断書，検案書に関する詳細
な条文が，旧歯科医師法（１９０６年，法律第４８号）第５
条には単に診断書とあるものについて規定してある
だけで，明確に死亡診断書とは記されていなかった
こと，第２に，歯科医療の一般的現場では診療に関
連する死亡を想定していなかったこと，第３に歯科
医学の進歩と歯科医療の拡大発展に伴い，歯科とし
ても生命に密接となり，直接間接的に死と無関係で
はありえなくなったこと，にもかかわらず死亡診断
書については慣習もしくは行政解釈で処理され，法
制上の問題として意識している歯科医師は長い間少
なかったこと，そして第４に，１９４５年日本の敗戦に
よって米国の社会習慣を占領軍によって強制され，
歯科医師の業務から死亡診断書の交付が排除された
こと，等があげられよう。
明治以降における日本の医学は，ヨーロッパ特に

ドイツ医学の影響を強く受けてきた。一方，歯科医
学の方は，アメリカに学んだ先達によってその多く
を導入してきた歴史がある。しかし口腔外科領域に
関しては，医歯一元制や高度の頭頸部，顎顔面外科
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を研修できるヨーロッパに留学する者が多く，現在
でもその傾向は変っていない。
このように，わが国の歯科医学，歯科医療はアメ

リカとヨーロッパのそれぞれの特長を吸収した独自
の性格をもつようになり，今日に至っている。その
ため，口腔外科は広汎かつ高度の領域を担当してお
り，口腔癌も歯科医療の範囲内として広く認識され
ている。ただ，口腔癌の診断と治療はかなり進歩し
たとはいうものの，生存率が劇的に改善しているわ
けではない。つまり，癌を担当する口腔外科担当医
は多少とも患者の死亡を回避できず，死亡診断書の
作成を行わざるをえないわけである。
ところが実際に死亡診断書を作成する段階になっ

て，当該病院に勤務している歯科以外の医師が，専
門とする診療科の如何に関係なく急遽，歯科医師で
ある口腔外科医の代わりに文書作成を依頼されると
いう奇妙な慣行が，最近まで一部の大学病院を含め
て実在していた。この例などは，適正な医事法制の
教育研修を広く歯科関係者に実施すべきという意見
の正当性を裏付けるものであろう。

２．医師法と歯科医師法とそれぞれの施行規則

法の体系上，法律（歯科医師法）の下に，政令［施
行令（歯科医師法施行令）］がある。しかし，実際に
則した具体的な内容が盛り込まれているのは歯科医
師法施行規則（資料２－２）である。
死亡診断書について昭和２３年に施行された歯科医

師法ではその第１９条第３項に，わざわざ「歯科医師
は死亡診断書を交付してはならない」と追記され
た。占領軍（米軍）の強い干渉に対し，日本が独立を
回復する１９５２（昭和２７）年４月２８日まで，やむなくこ
れに従うしかなかったと思われる。以下に，工藤論
文の内容の一部をそのまま引用する。

３．戦後の新歯科医師法の制定と歯科医師の死亡
診断書交付問題

昭和２０年（１９４５）８月１５日の終戦と共にわが国のあ
らゆる面に混乱と変動が起り，やがてGHQ（連合軍
総司令部）の指導が各行政部門に強く加えられるに
至って，衛生行政部門でもその例外ではなくGHQ
はわが国の保健衛生に関する情報を収集分析した結
果，わが国の保健衛生に関してはまず第一に医師，

歯科医師の資質向上が緊急であったとして早急にそ
の改善方策を樹立するよう示唆した。
政府はGHQの強い示唆の下昭和２１年（１９４６）の国

民医療法施行令の一部改正，同じく２２年（１９４７）の一
部改正，昭和２３年（１９４８）の国民医療法執行令等の改
正によって対応した。
しかし国民医療法の全面的改正の必要に直面した

厚生省は昭和２３年（１９４８）３月医療制度審議会に対し
「医療機関の整備改善方策」について早急にこれを
審議の上答申されたい旨を要望すると共に医薬制度
調査会に対し昭和２３年（１９４８）３月２６日「国民医療法
改正の具体的方針如何」を諮問した。
医療制度審議会は昭和２３年（１９４８）３月から５月に

かけて数回にわたり審議の結果同年５月６日医療機
関の整備並びに医療機関の改善及び運営に関し，ま
た特に公的医療機関の整備について厚生大臣に答申
した。
一方，医薬制度調査会に対する諮問事項の審議で

は３月２６日の第１回総会以来数次にわたり審議し，
同年５月７日，８日の総会の議を経て医師法案，歯
科医師法案等が決定答申された。
この答申を基として政府は医師法等，歯科医師法

等並びに医療法案を国会に提出し，いずれも政府原
案通り両院を通過し昭和２３年（１９４８）７月３０日に制定
公布をみた。
この答申案中の歯科医師法案中に歯科医師は死亡

診断書を交付し得ない規定が盛られていた。
昭和２３年（１９４８）新生社団法人日本歯科医師会長に

就任した佐藤運雄はこの法案に反対し，昭和２３年
（１９４８）６月２０日に開催された日本歯科医師会第２回
代議員会，第１回総会で現在国会に提出中の歯科医
師法案の中で歯科医師の死亡診断書作成案禁止の措
置が盛り込まれたことに反して緊急動議で反対の決
議が採択されている。しかし歯科医師法は国会の審
議を経て同年７月３０日医師法と共に公布された。
歯科医師法については答申の通りその条文に死亡

診断書を交付し得ない旨の規定が設けられた。
法案が制定される前の昭和２１年（１９４６）GHQは厚

生省に衛生局，医務局，予防局，社会局を設置する
ことを指示し，Col，CF，Sames 軍医大佐（後に准
将）局長の下に改善と改革を行い，国民医療法は医
療法となり，歯科医師法を改正し，日本歯科医師会
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も改組され，社団法人としてその定款を定めた。
Sames 大佐は歯科医師が死亡診断書を作成するこ
とを禁じ，医師の歯科専門標榜制度を中止させ歯科
診療科名を歯科にした。
これらのことは医療法と歯科医師法の中に取り入

れられた。この様に昭和２３年（１９４８）７月３０日制定の
歯科医師法（法律２０２号）中の第４章歯科医師の業務
は次の如くである。
第４章 業務

治療に応ずる業務
「第１９条 診療に従事する歯科医師は，診察治療

の求があった場合には，正当な事由がなければ，こ
れを拒んではならない。
２ 診療をなした歯科医師は，診断書の交付の求が
あった場合には，正当な事由がなければ，これを
拒んではならない。

３ 歯科医師は，死亡診断書を交付してはならな
い。」
この第３項の条文は当然乍ら特に口腔外科臨床の

現場では不都合が生じ，省令などで解釈上の注釈を
加えて多少の調整をしたが占領下ではやむをえない
とされていた。
昭和２６年（１９５１）９月対日講和条約，日米安全保障

条約が調印され，１１月には条約批准手続きが終了し
日本は独立国家として再生した。同条約は昭和２７年
（１９５２）４月２８日に発効した。
日本が独立後の昭和２８年（１９５２）７月の改正で歯科

医師法第１９条の（第）３項が削除され，歯科医師の死
亡診断書交付が認定されることとなった。歯科医師
法施行規則の第３章業務として死亡診断書の記載事
項等として第１９条の２に記載されている。

４．林了参議院議員の活躍

戦後の歯科界で，特に死亡診断書問題に関する歴
史的な活躍をした林了（はやしあきら，１９０８－１９５３）
の生涯については工藤論文に詳しく記述されている
ので，本論文では略述に止める。
林は福井県に生まれた。１９２６（大正１５）年９月開校

したばかりの日本大学歯科医学校（夜間）に入学
し，１９２９年７月その第１期生として卒業，１９３２（昭
和７）年に第１９１５０号で歯科医籍に登録されている。
卒業後は母校の附属病院に勤務のかたわら，東京・

中野で歯科医院を開業した。１９３８（昭和１３）年慶応義
塾大学医学部解剖学教室で研究に従事し，１９４３（昭
和１８）年７月医学博士の学位を取得した。同年５月
には恩師の佐藤運雄が日大学長に就任したため，母
校の校長代理となっている。その後も社団法人と
なった日本歯科医師会の佐藤運雄会長に重用され，
同会理事，専務理事等を歴任したが，１９５０（昭和２５）
年６月の参議院選挙で当時良識の会派といわれた緑
風会（全国区）から立候補した。しかしこの時は
１３９，７０１票を獲得したものの落選，１９５３（昭和２８）年
４月の選挙にふたたび立候補し，２０５，６４９票を得て
見事当選している。

５．議員立法で歯科医師法の一部を改正する法律
案を上程

歯科医師の死亡診断書交付を復活させるに当って
その中心として活躍したのは，参議院議員として選
出されたばかりの林了であった。最初に注目される
のは，第１６国会における参議院厚生委員会（１９５３（昭
和２８）年７月１６日）の議事録（資料２－３）である。
このときは林議員による提案理由の説明が行われ

たが，質疑と採決は７月２０日の同委員会に送られ，
その結果全会一致で可決された。
参議院本会議（河井彌八議長）は７月２４日に開会さ

れた。その審議ではまず堂森芳夫厚生委員長が議長
指名により登壇し，歯科医師法の一部を改正する法
律案についての審議経過並びに結果について報告し
た。すなわち本案は参議院議員提出によるものであ
るとし，提案理由および改正点については林議員の
提案理由とほぼ同様の内容が説明された。ここでも
総員起立，全会一致で可決されている。
参議院先議の本法案は直ちに衆議院に送られ，予

備審査に付託されたのちまず７月２４日の厚生委員会
（小島徹三委員長）で審査された。ここで林議員は法
改正の提案理由を述べたが，その後柳田秀一委員か
らの質問を受けている。林議員は曽田長宗厚生省医
務局長とともに応答しているが，かなり苦労した答
弁になっており，今日でも論議の対象となろう（資
料２－４）。しかし最終的には，７月２７日に開会さ
れた衆議院本会議（堤康次郎議長）で厚生委員会委員
長の報告を同委員会の中川源一郎理事が登壇して
行った結果ようやく可決，成立するはこびとなっ
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た。その経過は以下のとおりである。
○議長（堤康次郎君） 日程第八，歯科医師法の一部
を改正する法律案を議題といたします。委員長の報
告を求めます。厚生委員会理事中川源一郎君。

〔中川源一郎君登壇〕
○中川源一郎君 ただいま議題となりました歯科医
師法の一部を改正する法律案につきまして，厚生常
任委員会における審査の経過並びに結果の大要につ
きまして御報告申し上げます。
現行法では，歯科医師は死亡診断書を交付できな

いのでありまするが，歯科医業の口腔外科において
は，その治療中大出血等のため死亡する事実があり
ますので，かような場合，歯科医師に死亡診断書の
交付を認めることといたしたのであります。
本法案は，七月十三日予備審査のため本厚生委員

会に付託せられ，七月二十四日本付託となり，提出
者，参議院議員林了君より提案理由の説明を聴取い
たしました後，審査に入り，同日質疑を終了し，二
十五日討論を省略いたしまして採決に入りましたと
ころ，本法案は委員会において全会一致原案通り可
決すべきものとじて議決いたした次第であります。
右御報告申し上げます。（拍手）

○議長（堤康次郎君） 採決いたします。本案は委員
長報告の通り決するに御異議ありませんか。〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（堤康次郎君） 御異議なしと認めます。よっ
て本案は委員長報告の通り可決いたしました。（後
略）
ここでも示されているように，口腔外科ではその

治療中に大出血等のために死亡することがあるの
で，死亡診断書の交付を認めるべきだと説明されて
いるが，現代とはかなり相違した時代背景である。
同時に，先の衆議院厚生委員会では柳田秀一委員の
質問で，過去に歯科医師の手によって交付されるべ
きものと了承されるような実例が何例くらいあった
か，また直接死因と間接死因というのはどのような
病名になっているか，といった具体的指摘があるの
に驚くが，氏は京都府出身の医師で，舞鶴市長をつ
とめたあと１９５２年の衆議院選挙で京都２区から初当
選し，林議員とは衆参の違いはあるが共に１回生の
医系野党議員であった。１９７２年まで当選８回の経歴
をもち，一貫して社会党に所属するベテラン議員で

あった。
歯科領域で歯科医師が交付する死亡診断書の問題

は，決して過去の話題ではなく，今後も新たな論議
を要する課題である。ちなみに筆者の渉猟した範囲
では，期待した診療科別の死亡統計に関する資料は
入手できていない。
いずれにせよ，このように林議員が文字どおり身

を賭して取り組んだ結果，ようやく昭和２８年になっ
て歯科医師法は改正（削除）された。しかし，林は同
年１２月２０日湯河原で開催中の日歯理事会の席上狭心
症で他界している。すでに昭和１３年頃から糖尿病に
罹患し，視力も減退していたことを思うと，まさに
死亡診断書の復権のために国会議員になったとも考
えられるが，あまりにも大きな代償であった。
余談になるが，今回の調査で工藤論文は実に有り

難い邂逅であった。工藤逸郎教授は千葉大学，日本
大学歯学部時代を通じ口腔外科を専門とされてい
た。また筆者が東歯大市川病院に勤務していたころ
から，また１９８０年から２００５年まで山形大学に赴任し
ていたこともあって，公私ともにご厚誼をいただい
たが，論文の件は全くの偶然である。
歯科医師法については第３項を削除しただけであ

るが，死亡診断書の作成交付の詳細については本則
（歯科医師法）ではなく，医師法施行規則と同様に省
令による施行規則で対応していることは前述の通り
である。すなわち，死亡診断書については医師法も
歯科医師法も本則では診断書として一括し，具体的
詳細はともに施行規則に記述されている点に注意を
要する。医師法と歯科医師法の本則だけを比較して
両者にほとんど差がない，と見るのは表面的な解釈
で，実態を無視したものになる。

６．変化した歯科医師関連の法制

医師法と歯科医師法を比較した場合，条文上その
ほとんどは同じである。すなわち，医師法にあって
歯科医師法にない条項は，昭和５８年２月２３日付けで
日本歯科医師会の山崎数男会長あてに出された答申
（歯科医療構造検討委員会；榊原悠紀田郎委員長）に
よると
１）臨床研修に関する条項
２）死体検案書，出生証明書
３）異常死体等の届出義務の条項
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４）処方箋交付における覚せい剤投与の条項
５）医道審議会設置の条項

とされていた。
このうち，１）の臨床研修制度は２００６（平成１８）年

４月から歯科医師も必修化されたことにあわせて，
歯科医師法第１６条の２以降に条項が追加された。
５）の医道審議会については，歯科医師の諸問題を
医師法の中で取り決められているきわめて特異な例
であるとされている。しかし，これとても歯科医療
が医療法のなかに取り込まれていることを考慮すれ
ば実態に則しており，当時の厚生省の現実的対応で
あったものと考える。結果として医歯の相違は上記
の２），３），４）のみとなる。
ところが，歯科を専門とする医療機関から出て外

部から歯科を展望した場合，実質的にいろいろな格
差のあることに気付くのである。すなわち歯科医師
が不適格とされる具体的職種もしくは業務について
は，次のようなものがある。
１）歯科病院を除く病院の管理者（病院長）：総合
病院，療養型病院等の院長職は医師に限定さ
れ，歯科医師は看護師等とともに資格を持たな
い。

２）保健所長：最近若干の道は開かれたが，事実
上歯科医師の場合多くの障壁がある（資料２－
５，６）。

３）児童相談所長
４）身体障害者福祉法第１５条の指定医師
５）介護老人保健施設（老健）の長
６）法務省法務技官（矯正医官）
７）生命保険会社の嘱託医
８）要介護認定申請に関わる意見書作成担当医
９）訪問看護，訪問リハビリテーション事業所の
提携医

１０）厚労省関係公務員で課長を越える役職（参事
官，医政局長等）

１１）地方行政組織における公衆衛生業務もしくは
審議会委員：一部には歯科医師，歯科衛生士も
参画している

１２）地方行政に関する医療福祉関係諮問会議の委
員（一部を除く）

１３）社会保険診療における差別：例えば禁煙指
導，禁煙補助薬処方は歯科関係者にも充分実績

があるが，社会保険では不可
１４）死体検案書（医師のみ），出生証明書（医師又
は助産師のみ），死産証書（死胎検案書，医師又
は助産師のみ）の作成と医師法２１条に関する報
告

１５）その他（検疫官など？）
この結果，例えば出生証明書を発行する場合，歯

科医は不可能だが眼科医ならばルール上可能，とい
うことになっている。出産の場合，出生届が作成さ
れ本籍地，居住地または出生地のいずれかの役所で
受理される。この出生届の右側は出生証明書で，出
産時の状況（子が出生した年月日時刻，場所，身
長，体重，単胎・多胎，母の名前，妊娠週数，出産
歴）などを医師または助産師またはその他の立会人
が署名して出産の事実を証明するものである。ここ
には歯科医師の名はない。死産の場合も同様で，死
胎（死体ではない）検案書の作成が許されているのは
医師，助産師のみである。
ちなみに日本の人口統計グラフを見ると，１９６６年

の出生数が著しく減少している。これは丙午（ひの
えうま）の年であったためであるが，年末などの出
産例は，新年の１月の日付で届けられた。書類を作
成する産科医には責任上，あるいは種々の理由で忌
避する傾向があったため，子の親の歎願を受けた内
科医などが形式的に記載したこともあったようであ
る。
一方，千葉大学の広井良典氏は１９９８年に開催され

た，老人の専門医療を考える会主催のシンポジウム
の中で「死は医療のものか」と問い，「死は医療
サービスにより一義的に決められるものではない。
個人の判断による死のあり方の『選択』の幅を拡大
すること。それを可能とするような政策的支援が重
要である」と強調した。具体的には，在宅・福祉施
設でのターミナルケア，施設や居宅に孤立しないよ
うな通所型サービスへの支援などをあげるととも
に，「死生観そのものを含めて，ターミナルケアと
いうものを，より広い視点から捉え直す作業がいま
何より求められているのではないか」と問題を提起
している（週刊医学界新聞，１９９８）。この件について
は，次回でも取り上げる予定である。
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７．柳田邦男氏の講演

２０１０（平成２２）年７月３１日に開催された第４２回日本
医学教育学会（日本医科大学主催，東京都千代田
区，都市センターホール）で，特別講演Ⅲを担当し
た柳田邦男氏（ノンフィクション作家）は，「２．５人称
の視点の提言」と題して次のように述べた。
医療者にとっては，患者の死は３人称である。す

なわち豊かな経験と専門性を発揮するためにも，
「感情に流されず，冷静さが求められるが故に，時
には科学主義，視野狭窄症になる」負の側面を指摘
する柳田氏は，「『乾いた３人称』の視点から，『潤
いのある２．５人称』の視点が求められる」と説いた。
「２．５人称とは，足して２で割ったものではなく，
３人称の立場を保ちながらも１人称，２人称の視点
を併せ持つこと」と強調する。
さらに「２．５人称の視点」として例に挙げたのが，

２００５年に起きた JR西日本福知山線の脱線事故であ
る。この時は，１９９５年の阪神・淡路大震災における
経験をもとに，「トリアージ」が実践された。「死亡
した人よりも，医療が必要な患者を一刻も早く搬送
するという点では，確かにトリアージは成功し，医
学的には満点に近かったかもしれない。しかし，そ
れは視点を変えると違う」と柳田氏はいう。「黒
タッグを付けられた遺体は放置され，それを見た遺
族がショックを受け，トラウマになり，いつまでも
癒えない。次第にそうした状況が一般に伝わるよう
になり，医療者がいったいこの問題をどう捉えたら
いいのかを考えるようになった。亡くなった人につ
いても，尊厳が保たれる形で安置する。駆け付けた
遺族に，誰かが事情を説明する。あるいは死亡確認
をした医師のメモを残すことなどが具体的対応とし
て求められよう」と提言した。
以上のように「死」は，今や一片の文書で片付け

られるほど，生易しいものではないことは確かなよ
うである。

（参考文献等は最終回に一括して掲載）

資料２－１

歯科医師の死亡診断書交付についての経過（昭和５８年
２月２３日，歯科医療構造検討委員会（委員長榊原悠紀田
郎）の日本歯科医師会会長 山崎数男あての答申書の中
から）

医業と歯科医業の境界についてきわめて示唆的な事項
として死亡診断書を歯科医師が交付できるかどうかとい
う法的な問題がある。歯科医師が歯科治療中に患者が死
亡したとき，その死亡診断書を作成しうるかどうかにつ
いては，医師法，歯科医師法立法以前に行政解釈として
結着されていた。
明治３６年９月，広島県知事から内務省衛生局長あて
に，この件についての照会が出されたが，これに対し
て，内務省衛生局長は“歯科医師が歯科治療中大出血等
のため死亡に陥りし者ありし場合にありては，歯科医と
雖も死亡を診断して診断書を作成することを得”という
見解でよろしい，と回答している。
明治３９年の両法立法に当っては，文言上はこのことは
そのままうけつがれている。しかし，実態的にはあまり
はっきりしないままにすぎた。
大正８年９月，中原市五郎は重ねて，“歯科医師は歯
科並口腔疾患の治療中，直接又は間接に右疾患のため死
亡したときは，死亡診断書を交付し得る”という見解に
ついて確認をもとめ伺を内務省衛生局長に出し，それで
よい旨の回答を得ている。その後，歯科医学の進歩と内
容の充実によって，歯科疾患の治療中の死亡についての
死亡診断書の作成は定着化した。
しかし，昭和２３年の歯科医師法の立法に際しては，と
くに連合軍総司令部のつよい示唆によって，歯科医師法
の診断書交付義務をきめたその第１９条の（３）にとくに
“歯科医師は死亡診断書を交付してはならない”という
一項が付記された。これは，当時の米国における社会習
慣によったものと考えられるが，これは当時のわが国の
歯科界，とくに口腔外科領域を担当していた歯科医師に
は大きな衝撃を与え，実際にいろいろな混乱も起った。
しかしこれは昭和２８年８月の改正のとき，この条項を
削除して現在に至っている。
この経緯からみて，医業と歯科医業の境界はその対象
の解剖学的部位によるものではなく，国民の健康な生活
確保のために，どのような方向からという点から考えら
れるものであり，それぞれの医師，歯科医師の自由裁量
の巾の大きいことを示唆していると考えられる。

資料２－２ 歯科医師法施行規則

第三章 業務
（死亡診断書の記載事項等）
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第十九条の二 歯科医師は，その交付する死亡診断書
に，次に掲げる事項を記載し，記名押印又は署名しなけ
ればならない。
一 死亡者の氏名，生年月日及び性別
二 死亡の年月日時分
三 死亡の場所及びその種別（病院，診療所，介護老人
保健施設，助産所，養護老人ホーム，特別養護老人
ホーム，軽費老人ホーム又は有料老人ホーム（以下
「病院等」という。）で死亡したときは，その名称
を含む。）

四 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
五 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び
継続期間

六 手術の有無並びに手術が行われた場合には，その部
位及び主要所見並びにその年月日

七 解剖の有無及び解剖が行われた場合には，その主要
所見

八 死因の種類
九 外因死の場合には，次に掲げる事項
イ 傷害発生の年月日時分
ロ 傷害発生の場所及びその種別
ハ 外因死の手段及び状況
十 生後一年未満で病死した場合には，次に掲げる事項
イ 出生時の体重
ロ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には，その出産
順位

ハ 妊娠週数
ニ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
ホ 母の生年月日
ヘ 母の出産した子の数
十一 診断の年月日
十二 当該文書を交付した年月日
十三 当該文書を作成した歯科医師の所属する病院等の
名称及び所在地又は歯科医師の住所並びに歯科医師
である旨

２ 前項の規定による記載は，第四号書式によらなけれ
ばならない。

資料２－３ ０１６国会参議院厚生委員会会議録

（昭和２８年７月１６日第１６号）

○委員長（堂森芳夫君） 次に歯科医師法の一部を改正す
る法律案を議題といたします。提案者から提案の理由を
御説明願います。
○林了君 提案理由を御説明いたします。
只今議題となりました歯科医師法の一部を改正する法
律案の提案理由を御説明いたします。
歯科医業の本質は，歯科領域の疾病の診療にあり，人

体全体を対象としたものではないといわれておりまする
が，歯科医業の一部門であるといわれる口くう外科にお
きましては，その治療中に大出血等のために死亡という
事実が稀に生ずるのであります。かような場合に，現行
法のごとく，歯科医師みずから死亡診断書を交付するこ
とができないということにしておきますると，口くう外
科を担当する歯科医師の責任の所在の明確を欠く虞れが
あるとともに，現代歯科医学がますます一般医学と共に
進歩しつつある現状より我が国歯科医学の発達を阻害し
ておることになるのであります。
更に，歯科医師は，医師と共に国民医療の担当者とし
て，解剖学，生理学及び病理学その他の一般基礎医学に
対しても一定の卓識を修得しており，みずから診療した
者に対して死亡という現象が生じた場合にもその正確な
判断を下す能力を十分有しておるのであります。
従いまして，死亡診断書の交付の能力を十分有してお
りますこの歯科医師に対しましても，その交付を認めま
することは，歯科医療の向上の点から見ましても重要な
意義を有するものであると信じまして，ここに本改正案
を提出した次第であります。どうか，御審議の上，速か
に御可決下さるようお願い申上げる次第であります。
○委員長（堂森芳夫君） 質疑は次回に譲りたいと思いま
すが，御異議ございませんですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（堂森芳夫君） 御異議ないと認めます。
それではこれを以て本日の委員会は閉会いたします。

資料２－４ ０１６国会（衆議院）厚生委員会 第２５号

昭和二十八年七月二十四日（金曜日）
午前十時四十七分開議

出席委員
委員長 小島 徹三君
理 事 青柳 一郎君 理 事 中川源一郎君
理 事 松永 佛骨君 理 事 古屋 菊男君
理 事 長谷川 保君

越智 茂君 田中 元君
山口六郎次君 山下 春江君
萩元たけ子君 柳田 秀一君
岡 良一君 堤 ツルヨ君
亘 四郎君

出席政府委員
厚生事務官 （保険局長） 久下 勝次君
厚 生 技 官 （医務局長） 曽田 長宗君
委員外の出席者
参議院議員 林 了君
専 門 員 川井 章知君
専 門 員 引地亮太郎君
専 門 員 山本 正世君
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歯科医師法の一部を改正する法律案（林了君提出，参
法第三号）（予）

○小島委員長 これより会議を開きます。
まず現在予備審査のため付託になっております歯科

医師法の一部を改正する法律案を議題とし，審査に入り
ます。まず提案者より趣旨の説明を聴取したいと存じま
す。提案者参議院議員林了君。

○林参議院議員 ただいま議題となりました歯科医師法
の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げま
す。
歯科医業の本質は，歯科領域の疾病の診療にあり，人
体全体を対象としたものではないかといわれております
が，歯科医業の一部門であるといわれる口腔外科におき
ましては，その治療中に大出血等のために死亡という事
実がまれに生ずるのであります。かような場合に，現行
法のごとく，歯科医師みずから死亡診断書を交付するこ
とができないことにしておきますと，口腔外科を担当す
る歯科医師の責任の所在の明確を欠くおそれがあるとと
もに，現代歯科医学がますます一般医学とともに進歩し
つつある現状よりわが国歯科医学の発達を阻害しておる
ことになるのであります。
さらに，歯科医師は，医師とともに国民医療の担当者
として，解剖学，生理学及び病理学その他の一般基礎医
学に対しても一定の学識を修得しておるのでありまし
て，みずから診療した者に対して死亡という現象が生じ
た場合にもその正確な判断を下す能力を十分有しておる
のであります。従いまして死亡診断書の交付の能力を十
分有しております歯科医師に対しましてもその交付を認
めますことは，歯科医療の向上の点から見ましても重要
な意義を有するものであると信じまして，ここに本改正
案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上，すみ
やかに御可決くださるようお願い申し上げる次第であり
ます。
○小島委員長 次に本案の質疑に入ります。柳田秀一
君。
○柳田委員 この歯科医師が死亡診断書を交付すること
が法的にできるできないというようなことは，従来の旧
法の場合にはどうなつておりましたか。
○林参議院議員 旧法では，医師も歯科医師も同じよう
な条文になつておりまして，求めがありました場合には
死亡診断書を交付できるというようになつておつたので
あります。しかしこの問題がアメリカの進駐を見まして
から，特に日本人の口腔の状態が，前の方に金冠をかぶ
せたりしてぎらぎらするものを見まして，彼らはこうい
うような方面をまず歯科医学の点で検討すべきではない

かというようないろいろの意見がございまして，この点
をおそらく政府の方へ要請をされまして，こういうこと
をまず第一に取上ぐべきだ，だから死亡診断書というよ
うな問題についてはあまり考えない，こういう方面をよ
く検討してやつて行つたらどうだろうかというような意
見があつたと私は信じておるのであります。従つて従来
そういうものがありましたにかかわらず，さらに歯科医
師は死亡診断書を交付してはならないというふうに，十
九条の第三項でございましたか，それを入れてあるので
ございます。これによりまして，全般的な歯科医という
ことよりも大学あるいは特に口腔外科のこれを専門的に
業としておる人たちが，自分の責任という問題をよく考
えてみましたときに，十分なる自信と責任を感じてやり
得るようにしてもらいたいという意見がずいぶんござい
まして，今日この改正案を提出した次第であります。
○柳田委員 医務局長にお尋ねしますが，従来の法律で
はこの辺のことが少し不明確でなかつたか，別にこうい
うような禁止条項はなかつたが，特にこれに対しては何
ら条文をうたつてなかつた。診断書を出してもよろしい
が，別にそれを出すことができるとも書いてない，出し
てはならないとも書いてなかつたというふうに了解して
おりますが，どうでございますか。今の御説明のように
占領政策の間にならないという禁止条項ができたのはわ
かりましたが……。
○曽田政府委員 旧法とおつしやいましたのはおそらく
戦前のことであろうと私は了解いたすのでありますが，
国民医療法におきましては，仰せの通り死亡診断書につ
いては出さなければならぬとか，出してはならぬとかい
うことを明確に指示してはないのでございますが，この
点につきまして指示照会が県から参つておるのがござい
まして，これに対する本省の回答といたしまして，歯科
治療中に大出血をして死亡したというような場合には，
死亡診断書を出してよろしいということを回答いたして
おります。こういう関係から歯科医師も死亡診断書を書
けるというふうに了解できると考えております。
○柳田委員 提案者あるいは医務局でもどちらからの御
答弁でもけつこうですが，歯科医師が死亡診断書を交付
してはならないというような禁止条項がほかの欧米各国
にも立法上ございますかどうか。さらに歯科医師の死亡
診断書交付に関するこれに類似の立法で，欧米各国の実
情等私は寡聞にして存じませんので，その辺のところを
御明示願えたらどうかと思うのであります。
○曽田政府委員 私どもの方で調査をいたしました限り
におきましては，明確に歯科医師は死亡診断書を書くこ
とができないという禁止条項を設けておりますものは承
知しておらないのでございます。アメリカ等におきまし
てもその辺がはつきりとは現われておりません。ただ実
情といたしましては，歯科医師が作成いたしました死亡
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診断書というようなものはきわめて少い，ほとんどない
といつてよろしい実情にあるというふうに心得ます。
○柳田委員 実際問題として今御説明のように，歯科に
関する限りの死亡診断書というものは非常にその数が少
いと思うのでありまするが，それでは過去をさかのぼつ
た何年でもよろしい，一年でも三年でもよろしいが，ど
れくらい完全に歯科の領域に関するもので死亡した，従
つてこういうような法律の禁止条項がなければ，当然歯
科医師の手によつて死亡診断書が交付せらるべきものと
了承されるような実例が何例くらいありましたか，それ
が非常に少いということでありまするが，過去一年でそ
の事例かなかつたとおつしやいますならば，過去五年で
もよろしい，そういうようなデータをお伺いしたい。
○林参議院議員 今の過去何例あつたかという調査は，
私の方でははつきりとお答えはできません。しかし歯科
疾患が原因でさようなことを起した例は何例かはありま
するが，きわめてまれであります。おそらく一年に一つ
あるかないかじやなかろうかとも私は考えているくらい
であります。
○柳田委員 私は別にこの法案に反対するわけではござ
いませんから，そのつもりでお聞き願いたいのですが，
こういうような，事例がごくまれのまれであるというよ
うなもののために特別に立法するということに，多少私
は疑点もありますと同時に，そういう特例のもののため
にまた禁止条項を設けることも，逆説的に疑問があると
思うのであります。同じことであります。従いまして提
案者においても，立法する以上はもう少し正確な数字あ
るいは資料等をおそろえになつておく必要があるのじや
なかろうかと一応は考えます。さらに死亡診断書は，現
在直接死因と間接死因とにわけて記載することになつて
おりますが，かりに歯科領域に関する限りのこういうよ
うな死亡診断書を出される場合に，直接死亡というもの
はどういうような病名になりますか，その辺のところも
ひとつ御明示を願いたい。間接原因はいろいろとあるわ
けでありますが……。
○林参議院議員 先ほどの，今までに幾つくらいあつた
かということでありまするが，それは大体において民間
開業医のところには比較的少いのでありますが，大学あ
たりの歯科外科あるいは口腔外科をやつている人たち
は，この問題に対してはどうしても深く慎重に取組まな
ければならない問題であります。同時に今御質問があり
ました直接と間接と申されましたが，たとえば抜歯をす
るというような場合に，出血性の疾患があるとかないと
かいうことは，これはわからない場合がございます。そ
ういう場合には非常に迅速に来るために，たとえば歯を
抜く場合でも奥の場合と前の場合と違いますし，また非
常に骨の中に埋つているような複雑なものを抜く場合と
単純なものと違います。そういう場合におきまして，血

管の損傷あるいはその他血液疾患によりまして，大出血
が来るということはよくふだんに見る例でありますが，
これは死亡を見た例もございます。そのほかに間接の問
題が相当ございますが，かような場合には歯科医師とい
たしましても，当然その場合には普通の専門医師を呼び
まして，その処置をお願いするということになつている
のでありますが，大体出血性疾患の場合が多いのじやな
かろうか，かように考えております。
○柳田委員 そうすると大体この提案理由に書いてあり
ますように，出血による死亡とか，そういうものが主に
あろうかと思うのでありますが，たとえば下顎にがん腫
ができる，このがん腫の摘出手術は相当大がかりな手術
になりますが，こういうようなことは現在口腔外科専門
の歯科医師の手でおやりになつてもよろしい。普通の一
般外科医の手でやつてもよろしい。こういうふうになつ
ておりますが，どうですか。
○曽田政府委員 下顎あるいは上顎のがん腫の例をお引
きになりましたが，かような場合には，それが上顎，下
顎に限局しております場合に限つて歯科医師の治療を認
めるということになつております。
○柳田委員 下顎，上顎にがん腫が限局するという判断
は，これはがんの性質上おそらく不可能と思いますが，
そういう場合に，かりに大部分が上顎，下顎の場合にお
いては，当然私は歯科医師がおやりになつているのじや
なかろうかと思いますが，別にそれは立法的な禁止措置
をとられておらぬわけですね。そういうふうに理解して
よろしいか。
○曽田政府委員 私今申し上げましたように今日解釈を
されているのでありますが，実際問題といたしまして
は，仰せの通り，相当な苦痛の訴えを患者が持つている
というような場合には，上顎，下顎に限局せずして，他
の淋巴腺等に転移を生じているというような場合もあろ
うかと思うのでありまして，これはもちろんその患者の
個々の状況によつて違いますけれども，相当のものであ
りますれば歯科医師だけでやらずして，他の外科医に御
相談あつてしかるべきものだと私は考えております。
○林参議院議員 それから先ほどの点でちよつと補足さ
していただきたいのですが，出血ばかりではありません
で，たとえば歯性腫瘍の治療手術をするというような場
合に，あるいはまた普通の単純な注射抜歯をいたします
ときに，心臓麻痺といいますか，精神的障害によるシヨ
ツクによりまして亡くなつた場合もございます。そうい
う場合も想像されます。
もう一つただいま口腔がんをどうするかという問題に
ついて御質問がございまして，政府委員から回答がござ
いましたが，この問題はあとのことを考えなければなら
ぬということが，歯科の医療では非常に重大でございま
して，外科の方がおやりいただきますと，あとの咀嚼の
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機能を回復するのにはどうしたらいいか，あるいは骨を
とりましたあとに，われわれは支柱をつくりまして，骨
を入れますが，入れたあとに義歯をつくつてどういうふ
うにして咀嚼を回復するかということになりますと，外
科医だけがおやりになりましても，あとの措置が非常に
困ることがございます。そういう場合に歯科医の方が立
ち会つてやるという場合もありますし，また歯牙疾患か
ら来ました歯性腫瘍とか，たとえばアダマンチノームの
ようなものがレントゲン診察によつてありました場合に
は，まず歯科でやつている。これは特に大学の方面でや
つている事実でございます。さような理由で，死亡とい
うことはわれわれの方は起きておりません。それから先
ほど今までの例をとおつしやいましたが，ちようど二十
三年にこの法律が出まして，改正になりましてからとい
うものは，われわれは死亡診断書を書いておりませんの
で，おそらくそういうことがあつたかとも思いますけれ
ども，一般の医師によつて書かれているのではなかろう
かと私は考えている次第であります。この提案をいたし
ました理由は，先ほども申しましたように，かような口
腔外科というものは，日本の医科医学の由来が米国から
来たものと，それから欧州ことにドイツを中心にしたも
のとございますが，ドイツから来たものは，基礎医学が
非常に盛んなために，歯科医学におきましても，口腔外
科，特に歯科外科ということに関しましてはかなり日本
は進歩を見つつあつたのでありますが，たまたまアメリ
カの歯科医学の影響を受けたと申しますか，アメリカ歯
科医学の場合にはさようなことはあまり好みませんの
で，この法律が改正になりまして，従来われわれがそう
いうものを明確にうたつていなかつたものが加えられ
た，こういうのが事実でございます。さような点をひと
つ御了解いただきたいと存じます。
○小島委員長 他に本案についての御質疑はございませ
んか。－－質疑もないようですから，本案の質疑はこれ
で終了したものと認めるに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小島委員長 御異議もないようでありますから，本案
の質疑は終了したものと認めます。本案に関する討論及
び採決は後日に譲ります。

資料２－５ 保健所長の医師資格要件に関する見
直し方針（概要）

（厚労省のホームページから）
ポイント
医師と同等またはそれ以上の高い専門性を有する者に
対して，例外を認める。（平成１６年地域保健法施行令の
改正）
１．見直し理由
近年，健康危機管理への対応を始め，地域の安全・安

心の拠点としてより高い管理能力が保健所に求められて
おり，今後より高い水準の保健所長を確保することを目
指す。そのような保健所長医師を確保するために，公衆
衛生医師の養成及び確保に積極的に取り組むが，そのよ
うな努力を行っても公衆衛生に精通した適切な医師が確
保できない場合には，以下の条件の下，例外的措置とし
て，医師以外の者を保健所長とすることを可能にする。
２．見直し概要
１）医師以外の者とは以下の⑴～⑶を満たす者をい
う。
⑴ 公衆衛生行政に必要な医学的専門知識に関し医
師と同等またはそれ以上の知識を有する技術吏員
⑵ 一定期間以上の公衆衛生の実務経験
⑶ 一定の養成訓練の課程（国立保健医療科学院の
保健所長用１年コース）を修了

２）地方公共団体が医師確保に努力したにもかかわら
ず確保が出来ない場合に例外を認める。
３）例外の期間は，概ね２年程度とする。
４）医師を保健所の職員として必置する。

資料２－６ 保健所の所長について

１．地域保健法施行令第４条第１項では，保健所の所長
とは保健所の医師であって，次の各号のいずれかに該当
する技術吏員でなければならないとされている。
１）３年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
２）厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）第１３５条
に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課
程（現行１年，平成１９年度までの例外規定で３ヶ月
コースあり）を経た者
３）厚生労働大臣が，第２号に掲げる者と同等以上の
技術又は経験を有すると認めた者
健康局長通知では「外国において，養成訓練課程に
準じる課程を修了し公衆衛生修士（MPH，MSPH）
の学位を取得した者」とある。国内の公衆衛生大学
院は対象となっていない。

２．ただし，地域保健法施行令第４条第２項では「地方
公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てること
が著しく困難であると認めるときは，２年以内の期間を
限り，次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏
員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも
定められている。
１）厚生労働大臣が，公衆衛生行政に必要な医学に関
する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有す
ると認めた者
２）５年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
３）養成訓練課程を経た者
健康局長通知によると「厚生労働大臣が，公衆衛
生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師
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と同等以上の知識を有すると認めた者」とは，国立
保健医療科学院教育訓練規程
第５条第４項第１号に定める者と同等以上の学力
を有すると国立保健医療科学院長が認め，「専門課
程Ⅰ」の受講資格を得た者とされ，これを認めるに
当たっては，国立保健医療科学院において，次に掲
げる出題範囲の試験を行うとされる。
医師国家試験出題基準において
⑴ 必修の基本的事項に関する事柄
⑵ 医学総論に関する事柄
⑶ 医学各論のうち
ⅰ）健康危機管理関係業務を行う際に必要な感染

症，精神疾患，中毒及び外因による疾患に関する
事柄
ⅱ）健康増進関係業務を行う際に必要な主要な生活
習慣病（悪性新生物，脳血管疾患，心疾患及び糖
尿病）及び関連疾患に関する事柄
ⅲ）その他，公衆衛生行政（特定疾患，小児慢性疾
患等の申請を含む）において関与する可能性の高
い疾患に関する事柄

以上の制約の結果，現在のところ医師ではない者が保
健所長に就いている例は皆無であり，事実上，保健所長
は医師と限定されている状態である。
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