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Ⅰ. はじめに 

医療訴訟においては、医療行為自体の過失が問題とされるとともに、医師の説明が不

十分であったとして説明義務1が問題とされることが多々あります。 

医師の説明義務が問題となり得る場面としては、典型的には、侵襲的な治療を実施す

る場面がありますが、他にも、特定の検査を実施する場面、病名及び病状の説明をする

場面、療養方法を説明する場面、医療行為の顛末を報告する場面等様々な場面がありえ

ます。また、説明の内容としても、患者の病状、治療方針、実施予定の検査ないし治療

の内容やその必要性・危険性、他に選択可能な方法がある場合にはその利害得失が問題

となることが多いですが、その他病院の設備や専門的能力等が問題となることもありま

す。 

医師の説明義務の根拠としては、自己決定権2があげられることが多いですが、意思

決定を本質とする患者の自己決定権にとどまらず、それぞれの患者の人生観等をも含む

個別の事情に応じた人格的利益が考えられている場合もありますし、また、診療契約上

の顛末報告義務（民法 645 条）が考えられている場合もあるところです。 

このように、医師の説明が問題となる場面や内容が様々であり、その根拠も様々であ

ることに加え、説明を受ける患者の状況や理解力・判断力等に個人差があることも無視

できないところです。こうしたことから、説明義務の有無・内容については、画一的・

一般的な基準を示すことが不可能と言わざるを得ないところであり、裁判実務において

も、個々の具体的な事実関係の下、当該事案毎に説明の要否やその内容が検討されてい

るところですが、どのように検討がなされているのかについて、ご紹介したいと思いま

す。 

Ⅱ. 裁判例の紹介 

説明義務が問題とされた裁判例は、すでに数多く存在するところではありますが、こ

1 看護師、薬剤師、理学療法士等の医療従事者の説明義務も問題になりえますが、ここでは医師・歯科

医師の説明義務に限定します。 
2 そもそも、自己決定権という概念も、必ずしも一時的・明確ではないものと思われます。 
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こでは 2 つの事例をご紹介します。 

 

1. 最高裁判所平成 13 年 11 月 27 日第三小法廷判決 

 

（1） 本件は、乳がんと診断されて胸筋温存乳房切除術による手術を受けた患者が、

同人の乳がんは乳房温存療法に適しており、同人も乳房を残す手術を希望していた

にもかかわらず、担当医師が、患者に対して十分説明を行わないまま、患者の意思

に反して胸筋温存乳房切除術を行ったと主張した事案です。 

（2） 最高裁は、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たって

は、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断（病

名と病状）、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方

法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があると解さ

れる。本件で問題となっている乳がん手術についてみれば、疾患が乳がんであるこ

と、その進行程度、乳がんの性質、実施予定の手術内容のほか、もし他に選択可能

な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などが説明義務の対象となる。」、「本

件においては、実施予定の手術である胸筋温存乳房切除術について被上告人が説明

義務を負うことはいうまでもないが、それと並んで、当時としては未確立な療法（術

式）とされていた乳房温存療法についてまで、選択可能な他の療法（術式）として

被上告人に説明義務があったか否か、あるとしてどの程度にまで説明することが要

求されるのかが問題となっている。」とした上で、「一般的にいうならば、実施予定

の療法（術式）は医療水準として確立したものであるが、他の療法（術式）が医療

水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負う

と解することはできない。」としつつ、「とはいえ、このような未確立の療法（術式）

ではあっても、医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できない。

少なくとも、当該療法（術式）が少なからぬ医療機関において実施されており、相

当数の実施例があり、これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものに

ついては、患者が当該療法（術式）の適応である可能性があり、かつ、患者が当該

療法（術式）の自己への適応の有無、実施可能性について強い関心を有しているこ

とを医師が知った場合などにおいては、たとえ医師自身が当該療法（術式）につい

て消極的な評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっ

ても、なお、患者に対して、医師の知っている範囲で、当該療法（術式）の内容、

適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該療法（術式）を実施している医療

機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである。そして、乳がん

手術は、体幹表面にあって女性を象徴する乳房に対する手術であり、手術により乳

房を失わせることは、患者に対し、身体的障害を来すのみならず、外観上の変ぼう

による精神面・心理面への著しい影響ももたらすものであって、患者自身の生き方

や人生の根幹に関係する生活の質にもかかわるものであるから、胸筋温存乳房切除

術を行う場合には、選択可能な他の療法（術式）として乳房温存療法について説明
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すべき要請は、このような性質を有しない他の一般の手術を行う場合に比し、一層

強まるものといわなければならない。」として、具体的な状況によっては、当時の医

療水準としては未確立であった療法についても説明をすべきであるとしました。 

 

2. 最高裁判所平成 18 年 10 月 27 日第二小法廷判決 

東京高等裁判所平成 19 年 10 月 18 日判決（差戻審） 

 

（1） 本件は、左内頸動脈分岐部に未破裂脳動脈瘤の存在が確認された患者が、コ

イル塞栓術を受けたところ、術中にコイルが瘤外に逸脱する等して脳梗塞が生じ、

死亡するに至ったことについて、患者の相続人らが、担当医師らは、開頭手術とコ

イル塞栓術の危険性を説明し、保存的に経過を観察する選択もあることを説明すべ

きであったにもかかわらずこれを怠った等と主張した事案です。 

（2） 最高裁は、「予防的な療法（術式）を実施するに当たって、医療水準として

確立した療法（術式）が複数存在する場合には、その中のある療法（術式）を受け

るという選択肢と共に、いずれの療法（術式）も受けずに保存的に経過を見るとい

う選択肢も存在し、そのいずれを選択するかは、患者自身の生き方や生活の質にも

かかわるものでもあるし、また、上記選択をするための時間的な余裕もあることか

ら、患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮の上判断することができるよう

に、医師は各療法（術式）の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について

分かりやすく説明することが求められるものというべきである」としました。 

（3） これを受けた差戻審である東京高裁は、担当医師らが、コイル塞栓術の危険

性や開頭手術に伴う問題点について具体的に説明したことは肯定しましたが、コイ

ル塞栓術では、動脈瘤が破裂した場合には開頭手術と違って救命が困難であるとい

う問題点について、分かりやすく説明したとまでは認められず、また、開頭手術を

実施する予定であったところ、手術の前々日の夕方に、担当医師から、いきなり、

開頭手術に伴う問題点が判明しコイル塞栓術を試す方針に変更となったことを伝え

られたにもかかわらず、手術直前のあわただしい雰囲気の中で、30～40 分程度の説

明を受けただけで、開頭手術とコイル塞栓術のいずれを選択するのか問われ、その

日の夕方のうちにコイル塞栓術を受けることを承諾し、翌日コイル塞栓術を受けた

ものであり、開頭手術とコイル塞栓術のいずれを選択するのか、いずれの手術も受

けずに保存的に経過を見ることとするのかを熟慮する機会を与えられていたともい

えないとして、担当医師らには説明義務違反があるとしました。 

 

Ⅲ. 医師の説明義務 

 

このように、裁判実務においては、個々の具体的な事実関係の下、当該事案ごとに説

明が必要とされる根拠を考察した上で、説明の要否やその内容が検討されているところ

です。この点、患者の人生観や QOL の捉え方が複雑化・多様化していること等から、
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医師に求められる説明の内容も複雑化・多様化しており、それでは、診療行為のあらゆ

る場面において、全ての医療情報を患者に説明すべきであるということになるのか、あ

るいは、全ての医療情報を提供しさえすれば良いということになるのか、ということが

想定されるところですが、説明義務の内容はそのようなものではないと思われます。 

医師に過度の負担を強いるようなことは不合理ですし、患者としても、治療全般にわ

たって全ての医療情報が提供されることを希望しているものでもなく、むしろ、分かり

やすい説明が重要と考えられますし、その上で患者の意思決定の援助が求められる場合

もあり得るところと思われます。 

また、医療行為の専門性、個別性及び予見困難性といった医療行為の特殊性からして、

医師の裁量というべきものが診療契約に内包されており、医師の判断が尊重される領域

があることは、裁判例においても否定されていないと思われるところです。このような

領域は、患者の包括的・黙示的承認がなされている領域であるともいえ、そのような範

囲については逐一説明が必要というわけではないと考えられます。 

説明の要否やその内容は、以上のような考え方も踏まえた上で、当該患者に係る診療

経過に鑑み、説明が必要とされる根拠を考察し、それが法的保護に値するものかを検討

した上で、個別具体的に検討されているところです。 

 

Ⅳ. 留意点  

 

説明義務が問題とされる場合には、説明の要否やその内容自体が問題とされる場合に

加え、医師が行った説明の内容や、そもそも医師が説明を行ったか否かが問題とされる

場合があります。このような問題への対策としては、カルテ等に説明のポイントを記載

しておくことや、承諾書や説明の際に用いた文書等に説明したことの痕跡を残しておく

等の工夫を行うことが考えられます。 

 

Ⅴ. おわりに  

 

法的な説明義務の有無・内容についての考え方は、以上のとおりご紹介したところで

すが、医師の説明や医療行為が紛争に発展するケースは、ある局面の説明や医療行為の

みに問題があるというよりも、全体としてコミュニケーション不足・コミュニケーショ

ン不良が感じられるケースが多いとの指摘もなされているところです。もとより、法的

な説明義務の有無・内容と、あるべき医師と患者のコミュニケーションの姿というもの

は、別の問題と思われるところですが、法的な説明義務の有無・内容がどのように検討

されているのかについてのご理解の一助となりますと幸いです。 
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セミナー情報 

➢ セミナー   『医療機器/非医療機器としてのソフトウェア・プロダクトに係る       

法規制と事業戦略』 

開催日時  2021 年 12 月 1 日（水）15:00～16:30（申込受付：10 月 27 日） 

講師    経済産業省 医療・福祉機器産業室 室長補佐：藤原 崇志 氏 

 経済産業省 医療・福祉機器産業室 係員：新倉 奈々 氏 

    弁護士 堀尾 貴将 

主催     森・濱田松本法律事務所 

 

文献情報 

➢  論文     「Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation 

2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2022 

著者    浦岡 洋、岡田 淳、井上 ゆりか（共著） 

 

➢  論文     「The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law 

Review 2nd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 2nd Edition 

著者    岡田 淳 

  

➢  論文     「改正薬機法に基づく法令遵守体制の整備について」 

掲載誌   PHARM TECH JAPAN 第 37 巻 10 号 

著者    徳田 安崇 

 

➢  論文     「Getting the Deal Through - Healthcare M&A 2021 - Japan 

Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare M&A 2021 

著者    末岡 晶子、浦岡 洋、徳田 安崇（共著） 
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NEWS 

➢ IFLR1000’s 31st edition にて高い評価を得ました 

当事務所と当事務所の弁護士が高い評価を受けております。当事務所のバンコク

オフィス、ヤンゴンオフィスおよびシンガポールオフィスにおいても各分野と各

オフィスに所属する弁護士が上位グループにランキングされ、高い評価を受けて

おります。 

 

Industry Sector 

JAPAN 

Pharmaceuticals & Life Sciences 

Highly Regarded: 棚橋 元、諏訪 昇、河井 聡 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


