弁護団声明

現在に至るまで︑ 中原利郎
氏が亡くなってから約十一年︑
遺族の方々が労災保険法によ
る遺族補償給付を申請してか
ら約九年の月日が経過して参
りましたが︑本日︑中原弁護団
は︑最高裁の和解勧告により︑
佼成病院に対する損害賠償請
求事件について︑ 佼成病院と
和解し︑これによ
り︑中原利郎氏にか
かる法的請求は全て
終了することとなり
ました︒
最高裁から︑より
よい医療の実現のた
めには︑本件は和解
により解決するのが
妥当であるという考
えが示され︑ 弁護団もそのよ
うな最高裁の意向に賛同した
こと︑そして和解の前提とし
て︑病院側が︑中原利郎氏の死
亡が労災認定された事実を真
摯に受け止め︑ 深く哀悼の意
を表したこと︑ 弁護団も病院
のそのような姿勢を評価した
ことから︑ 和解に至った次第

であります︒
本件は和解をもって終了と
なりましたが︑現在も︑医師
不足や医師の過重労働が社会
問題となっております︒和解
調書の前文にもありますよう
に︑医師自身はもちろん︑国
民の健康と幸福を守るため
に︑日本全体の医師不足の改
善や医師の過重労働の改善が
必要不可欠であることを︑改
めて皆さんに
理解していた
だき︑よりよい
医療の実現に
向けて協力し
ていただきた
いと思います︒
また︑ 長い
期間に亘り︑労
災認定とより
よい医療の実現を目指して精
力的に活動してこられた︑中
原のり子さんをはじめ︑ご家
族の皆様︑本当にお疲れ様で
した︒そして︑中原のり子さ
んやご家族︑我々弁護団の活
動を支えてくださった支援の
会の皆様︑関係者の方々に︑
深く御礼申し上げます︒
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小児科医師

七月八日︑最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長の下で︑故
中原利郎医師の遺族対同医師勤務先病院の民事訴訟の和解
が成立︒病院は中原医師の死に対して深く哀悼の意を表し︑
和解金を支払うこととなった︒ 病院の安全配慮義務違反を
認めない東京高裁判決の見直しと撤回を求め︑ 遺族が最高
裁に上告受理申立を行ってから一年半︒﹁よりよい日本の医
療のために﹂ と異例の和解勧告を行った最高裁の意向に沿
い︑双方が歩み寄った結果が本日の和解成立である︒ 医師
も労働者として守られるべきと実名を明かして司法に訴え︑
多くの医師︑ 医療関係者︑ 一般の方の賛同を得た遺族の長
い闘いは︑ ここに終了した︒

のおかげと心から感謝申し上
げます︒
一方で︑高裁判決の破棄差
し戻しに至らなかったのは︑
私ども﹁支援する会﹂の力不足
とお詫び致します︒
昨年の日本医師会による勤
務医の健康調査でも︑過労か
ら心身の健康を害する医師が
少なくないとの結果が出てお
ります︒医師も︑病院も︑国民
によりよい医療を提供するた
めには︑まず医師自身の健康
を守ることが大切という共通
認識に立つべきです︒
中原裁判が終結しても︑医
師不足︑医師の過重労働がた
だちに解決するわけではあり
ません︒長年︑医師不足を認め
なかった国が︑ようやく医師
の増員に政策転換したことは︑
社会的成果の一つと考えます
が︑一連の運動や裁判の中で
問われたことの多くが課題と
して残されています︒
この和解が︑日本の医療が
変わる初めの一歩となること
を願ってやみません︒
支｢援する会 会｣長 守月 理
〇今後の予定
所期の役割を終えた当会は︑
十月に総会及びシンポジウム
を開催︑ 十一月に最終会報発
行︑年内に会計処理を終えて
解散する予定です︒ 総会詳細
は裏面をご参照ください︒

川人 博弁護士

１ 相手方は、中原医師の死亡が新宿労働基準
監督署長により労災認定された事実を真摯に受
け止め、同医師の死亡に深く哀悼の意を表す
る。
２ 相手方は、申立人らに対し、本件和解金と
して、合計金 700 万円を支払う
３〜６ 略

﹁支援する会﹂声明
本日の和解成立にあたり︑
﹁支援する会﹂は遺族の決断を
全面的に支持致します︒
十 一 年 前 ︑﹁ 小 児 科 医 は 天
職﹂と言い切った中原医師が︑
過重労働から自死に追い込ま
れた当初は︑ 労災であること
さえ認められませんでした︒
医師の過重労働は︑ 世間では
殆ど認知されていなかったの
です︒遺族が労災認定を求め
る訴訟を起こし︑ 当直勤務の
実態や︑過酷な勤務体制を訴
える中で︑ 医師の労働環境の
劣悪さは︑ 多くの人の知ると
ころとなりました︒
行政訴訟では勝訴しました
が︑病院の管理者責任を求め
る民事訴訟では︑地裁︑高裁共
に敗訴︒高裁判決の破棄差し
戻しと安全配慮義務違反の認
定を求めて︑ 遺族は最高裁に
上告受理の申立を行いました︒
受理されるのはごく稀である
と承知した上での申立です︒
受理を求めて遺族が全力を
尽くした結果︑ 最高裁は異例
の和解勧告を行いました︒ こ
れは﹁より良い医療を実現す
る﹂ために︑司法がその良心を
発揮したものと考えます︒
最高裁の重い扉が開いたの
は︑三万三千筆を越える署名
やメッセージ︑ ボールペン作
戦等でご協力くださった皆様

原告は小児科医の過重な勤務条件の改善と、
労働基準法等の法規を遵守した職場の確立、医
師の心身の健康が守られる保健体制の整備を希
求して訴訟を提起したのに対し、相手方病院
は、死亡の具体的原因を発見し、防止措置を執
ることは容易ではなかったという立場で対応。
裁判所は、我が国におけるより良い医療を実現
する観点から、双方に和解による解決を勧告し
た。
当事者双方は、中原医師の勤務状況を改めて
確認するとともに、医師不足や医師の過重負担
を生じさせないことが国民の健康を守るために
不可欠であることを相互に確認し以下の内容で
和解し、本件訴訟を終了させる。
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今年はサッカーのワールド
カップイヤーです︒ サッカー
が大好きだった夫・利郎が元
気でいたら大躍進の日本チー
ムに惜しみない声援を送り続
け︑寝不足の日々だったろう
と思います︒
﹁日韓杯を観なけ
れば死ねない！﹂と言ってい
た彼が突然逝ってから 十一年
経ちました︒
亡夫の書き遺した ﹁少子化
と経営効率のはざまで﹂ を世
に伝えたい一心で活動を始め︑
労災認定を得るまでに八年か
かりました︒ 民事裁判の結果
に納得できず︑ 最高裁判所に
上告受理申立をしてから約一
年半になります︒
今年の春になって︑ 最高裁
判所から﹁より良い日本の医
療を実現するための和解を考
えてみませんか﹂との勧めを
受けた時は驚きました︒ 高裁
判決の破棄のための最高裁判
所の上告受理こそが私の求め
ていたものであり︑ 和解をイ
メージしたことは一度もな
かったからです︒夫がこの場
にいたらどう判断するだろう
かと考えました︒その結果︑夫
が最後に書き遺した文書の中
で﹁わが病院﹂と表現していた
佼成病院との裁判を︑ ここで
終結させようと決心しました︒
この解決こそ︑ 夫が命をかけ
て訴えたかった日本の小児医
療改善︑医療崩壊阻止に繋が
ると信じるからです︒ 過度な
対立は望まないという夫の生
き方に添う結論を︑ 皆様にご
理解いただけたら幸いです︒
裁判所で夫の過重な労働に
よる労災が認められたように︑
いまの日本のたくさんの医療
者は︑いつ生命が終わっても
不思議ではない ﹁異常な労働
環境﹂下にあります︒この働き
方は︑医療者の生命を危険に
晒すと同時に︑ 患者の生命と
安全を脅かすものです︒ 全国
のどこの病院のどの科の医師
が︑いまこの瞬間︑死の瀬戸際
に立つ危機的状況であっても
不思議ではありません︒ 病院
の経営者︑指導の立場の方に
は︑二度と同じ不幸が繰り
返されないよう︑ 最大限ご
配慮くださいますようお願
い申し上げます︒
最高裁判所には︑毎月
通って︑
﹁公正な判決を求め
る﹂署名と﹁高裁判決に異議
あり﹂というメッセージを
届けました︒裁判を応援し
ていただいた皆様からは約
三万三千筆の署名と三五
六名の声が寄せられまし
た︒申立事件の ％以上
が棄却される最高裁判所
の段階での異例の和解勧
告に至りましたのは︑ひ
とえに多くの方々のご支
援のおかげと心より感謝
申し上げます︒
サッカーの楽し
さとワールドカッ
プの醍醐味を教え

てくれた夫でした︒
以前のように家族
五人で応援するこ
とは叶わなくなりました
が﹁終了のホイッスルが
鳴るまで︑諦めずにプ
レーしよう﹂という亡夫
の言葉が︑遺された家族
の合言葉のように響き合っ
ています︒
私たちの裁判はひとまず
終止符を打ちました︒ これ
からは︑この十一年間出来
なかった母への孝行と︑ 小
児医療の現場で頑張る娘の
生活支援をしながら︑ 改め
て﹁より良い日本の医療を
実現するため﹂ に活動しよ
うと思っております︒ 今後
ともどうぞよろしくお願い
申し上げます︒

平(成 年 月〜 年 月
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・十一月一三日 全
= 国厚生連
) 医療研究会
・十一月二九日 長
= 野県厚生
連婦人部
・十二月五日 ﹁
= こころのカ
フェきょうと﹂
・十二月一〇日 鹿
=児島 自死
遺族パネル展
・平成二二年一月二〇日 ﹁=明
日の日本の医療を考える﹂セ
ミナー
・二月三日・一五日 東
= 京福
祉大学
・三月一九日 小
= 諸厚生総合
病院
・五月二三日 ﹁=長野県いのち
と健康を守るセンター﹂総会
・六月二〇日 ﹁=山梨県小児科
を守る会﹂

﹁支援する会﹂の第五回総
電話〇三︱三五六四︱〇
会とシンポジウムを左記の要 八八八
領で開催いたします︒
シンポジウムは﹁中原裁判
終了後︑午後七時〜九時懇
の意義﹂をテーマに︑
︑阿真京 親会を同七階﹁日光﹂で開催
子︵﹃知ろう！小児医療 守ろ いたします︒会費は五千円で
う！子ども達﹄の会代表︶︑川
す
︒
人 博 ︵ 弁 護 士 ︶︑ 川 井 猛
多くの皆さまの参加をお
︵ ジ ャ ー ナ リ ス ト ： 司 会 兼 ︶ 待ちしています︒お申し込み
＝以上敬称略 他
= の方々をシ は︑十月十日までに︑﹁支援
ン ポ ジ ス ト に 予 定 し て い ま する会﹂宛に︑メール・ファッ
す︒
ク
ス
・
はがきでお願いいたし
詳細は後日ＨＰにて発表致
ま
す
︒
します︒
宛先はこのページ左の﹁支
援する会・案内﹂欄に記載し
ています︒
日時：十月十六日︵土︶
午後四時〜六時半
会場：銀座ラフィナート
七階﹁月光﹂
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・平成二一年二月二一日 神
=
奈川県医師会勤務医部会
・三月二二日 山
= 梨民医労女
性部講演会
・五月二四日 岐
= 阜県小児科
医会
・六月二七日 岩
= 手﹁働く者の
健康を考える集い﹂岩(教組︶
・七月一一日 佐
= 久総合病院
労働組合執行委員会
・九月一〇日 浅
= 尾慶一郎議
員勉強会
・十月三日 庄
= 和中央病院地
域医療懇談会
・十月一七日 丹
= 波医療再生
ネットワーク

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
中央区銀座一︱二六︱一
都営浅草線宝町駅Ａ１番出
口から徒歩一分︒
有楽町線銀座一丁目駅７番
出口︑新富町駅２番出口から
徒歩三分︒
銀座線京橋駅２番出口から
徒歩五分︒
ＪＲ有楽町駅から徒歩十
分︒
東京駅からタクシー五分︒

2,485,834

62,064
468,384
795,924
119,576
265,460
172,115
602,311
2,485,834

支援する会施設使用料
支援する会報送付切手代金
第9号・10号会報、封筒等印刷代
各種資料印刷・ｺﾋﾟｰ代、消耗品費
「いのち守る」ボールペン製作費
会費入金時手数料、交通費他

施設利用料
通信費
広報費
消耗品費
活動費
雑費
次期繰越金

出金

支出摘要

入金
1,027,639
1,457,620
575

収入摘要
前期繰越金
会費収入
利息収入

この第 6 期残高と第 7 期収入も、今まで通り、会報発行、総会開催、のり子さんの活動費補助等のため
に有効活用し、ほぼ全額を使い切る予定です（余剰の場合は、過労死弁護団等に寄付予定）。これまでの、
皆様からの会費のご支援に、深く感謝申し上げます。 会計担当役員 高橋 克典

〇「いのち守る」ボールペン作戦報告
ボールペン作戦報告（H22.6.30 現在)
・入金総額…1,245,240 円
・出金総額…1,236,286 円(ボールペン製作費 895,840 円 印刷費・送料・広報費 340,446 円)
・残金…8,954 円
担当 植木 由紀子
・製作本数…12,400 本のうち 12,100 本を配布、残り 300 本は総会で配布予定 （担当
由紀子）

◆問い合せ先
問い合せ先：東京都中央区新川
1‑11‑6 中原ビル「中原支援の
会」 TEL：090‑6133‑0090
FAX：03‑3552‑2888 ﾒｰﾙ：<nth‑
naka@mth.biglobe.ne.jp>
◆ホームペ
ホームページ
ージ：
ホームペ
ージ
http://www5f.biglobe.ne.jp/
nakahara/
◆会報
会報ﾊﾞ
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ
会報
ﾊﾞ
ｯｸﾅﾝﾊﾞｰ：上記ホーム
ページに PDF ファイルを掲載し
ております
◆メ
ーリングリスト：
メーリングリスト
：
参加資格は「支援する会」会員
（会費をお支払いいただいた方）
限定。
お問い合わせは下記アドレスへ。
kuki@medical.email.ne.jp
◆役員
役員
会 長
守月
理
副会長
藤塚 主夫
事務局長
九鬼 伸夫
会 計
高橋 克典
会計監査
郡司
登
幹 事
川島 道美
岩岡 秀明
天野 教之
杉原 正子
植木由紀子
山崎ひろ子
阿真 京子
川井
猛
石井 誠之
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平成二十二年七月八日
中原 のり子

＜ 支援する会
・ 案内
＞
支援する会・
案内＞
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