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はる

先生と法曹、法学、医療、医学など、それぞれの分野、関係にお

いてつながりの深い先生方が進んで参加し、先生を追悼する企画の１つとし

て本論文集は刊行されました。

平沼髙明先生は1961年に弁護士登録をされ、医療過誤をはじめとして、弁

護士賠償、税理士賠償、建築家賠償等の専門家責任保険事件、交通事件など

多数の事件を処理されてきました。先生は弁護士としてのキャリアを徹底し

て追求し、法曹界を永年先導してこられました。

先生は賠償科学の研究を進め、日本賠償科学会の発展に尽力されました。

本学会は賠償・補償・保険に関する問題、医療に関する問題等について医と

法から学際研究を行う団体として1982年に創立しました。先生は2003年７月

に理事長に就任され、学会史に刻まれる功績を残されました。たとえば、本

学会編『賠償科学概説』（民事法研究会）は2007年に出版され、ここでは賠償

科学を学問として位置づけようとしています。本書は2013年、当時の理事長

杉田雅彦先生のもとで『賠償科学〔改訂版〕─医学と法学の融合』（民事

法研究会）として展開しています。

先生は2001年に母校の中央大学から法学博士の学位を授与され、その論文

『専門家責任保険の理論と実務』（信山社出版）は2002年に出版されています。

本研究は、学問としては未開拓といえる専門家責任と専門家責任保険の分野

を研究対象とし、弁護士実務の実践に基づいて学問として体系化されたもの

です。先生のご研究は法曹、保険実務、学界の各分野に展開、影響を及ぼし、

その一部は2005年に古稀記念論文集（編集代表塩崎勤）『損害賠償法と責任保

険の理論と実務』（信山社出版）としてまとめられています。先生は2009年、

昭和大学から医学博士の学位を授与されました。こうして先生の研究の裾野

は広がり、進化し、賠償科学は一層の発展を遂げることができました。

先生はこの間、法曹教育や大学教育に尽力され、実質的な意味でのリーガ

ルマインドの実践教育に結実しました。
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先生のスタイルは、真実の追求、公正な紛争処理、弱者への配慮という点

で確固とした信念があり、法学の基本となる論理と利益衡量のバランスにお

いて、卓越した識見と技術をもっておられたように思います。在野精神と、

しなやかでスケールの大きい発想は、私たち後進の者に大きな勇気を与えて

くださっています。晩年、先生の知的関心は法や医の枠を超え、宗教、哲学、

芸術などに及び、人間の生老病死に深い関心をもたれたように思われます。

ご一緒された方々にはそれぞれに感慨があるものと拝察します。

民法学は近年、理論の分析化が一層加速し、とりわけ不法行為法の理論は

一部に実務との乖離が目立ちます。しかし、それがいかに精緻であっても部

分的な観察にとどまり、科学的視点や本質を見失っては、法の正義はもとよ

り紛争処理において真に通用する理論となり得ません。科学的、総合的に観

察するために、実務との関連を濃密にし、法と医、法と科学との関係を追求

することが必要であり、賠償科学的アプローチは不可欠ではないかと考えま

す。今日、情報通信技術（ICT）が発達し、情報化、国際化が高度に進んで

おり、賠償科学のテーマは広がっています。精神医療、非器質性精神障害を

めぐる問題、チーム医療、医療ガイドライン、先進医療、医療水準、看護問

題、介護問題、成年後見問題、薬害問題、環境問題、医療ADR、医療倫理、

医学教育、法と医・科学に関する問題など、さまざまです。

平沼髙明先生が蒔かれた種は法曹、保険実務、学界の各所で実ってきてい

るように思います。先生の学恩に対し私ども一同心より感謝申し上げます。

最後になりましたが、本論文集にご執筆をいただいた方々、本書の刊行に

ご配慮をいただいた㈱民事法研究会代表取締役社長の田口信義氏、編集部の

安倍雄一氏（前任）、瀬川雄士氏（後任）、その他関係各位の皆様に深く感謝

します。

　平成31年４月20日

� 中央大学法学部教授　小賀野晶一
� （日本賠償科学会理事長）
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Ⅰ　医と法を統合する試み

１．イコノロジー

医神アスクレピオスは、蛇が巻きつく杖
じょう

をついた姿で表される。ヒポクラ

テス（紀元前460年頃～370年頃）の時代、古代ギリシアの神殿には医神官がお

り、訪問する患者からその見た夢を聴いて、病気の診断をした。患者の夢は、

神殿に住む聖なる蛇がもたらすものであった。脱皮を繰り返す蛇は、再生の

シンボルだった
1

。

正義の女神として知られるテミスは、一方の手に剣、他方の手に秤を持し

ている。註釈するまでもなかろうが、剣は、権力ないし暴力を、天秤は、衡

平ないし中立を象徴する。さらに公平無私を強調して、目隠しをしている正

義の女神像もみられるところである。

ともにギリシア神話の神々でありながら、現代人のわれわれには、２つの

イコンが共に手を携えてある姿をイメージすることができないのではないか。

渋谷駅前のハチ公像とモヤイ像のように、仲が悪いわけではないが、誰かが

待合せ場所を間違ったときに互いにかかわりを感じる程度であろう。

1 　ウィリアム・バイナム（鈴木晃仁・鈴木実佳訳）『医学の歴史』（丸善出版・2015年）９頁。
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２．現　状

医と法のどちらも、人々の生命や生活を守るという大切な役割を担ってい

る。

けれども、医と法を統一的に理解し位置づけるという営為は、なされてい

ない。その試みさえ、寡聞にして知らない。

医学の分野からは、法医学が主として刑事事件において司法解剖を実施す

る立場を通じて法と関係を有し
2

、法学の分野では、医師法や医療法といった

医療関係法規や医療事故紛争・訴訟の研究という方面で医事法学が形成され

ているが、いずれも医と法の相互に部分的なかかわりをもつにとどまり、医

〈アスクレピオス〉
平沼髙明法律事務所にて著者撮す

〈テミス〉
虎ノ門法曹ビル前にて著者撮す

2 　平沼髙明「賠償科学の概念・目的」日本賠償科学会編『賠償科学〔改訂版〕─医学と法学の
融合』（民事法研究会・2013年）３頁。
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と法の両者を全体として統合ないし融合する学問領域は、その萌芽すらみら

れない。

３．目　的

本稿は、端的には、医と法とを統合する試みである。

もっとも、それがめざすのは、一切の知的営為を数学ないし物理学を範型

とする自然科学的方法によって解決しようとした統一科学運動のごとき、勇

ましさやときに愚かしさを伴うものではなく、医と法がバラバラに孤立して

いるような状況に対し率直に疑問を呈し、医と法とを単一の視点から包括的

にとらえ、これをもって両者を１個の有機体として把握せんとする試みの端

緒である。

本稿がその礎とならずとも、そのきっかけともなれば望外の幸せである。

Ⅱ　医と法、それぞれのあり方

１．性　格

ステレオタイプを承知でいえば、医学は、日進月歩の進歩性・革新性が特

徴であり、法学は、過去の判例や文献を渉猟し読み解くという意味で本性的

に訓
くん

詁
こ

学的であり、法的判断というものは、社会的な安定を優先して保守的

となりがちな傾向がある。

医学では、それまで常識とされてきたことが簡単にひっくり返ることがめ

ずらしくない。喘息は、19世紀までヒポクラテスの四
よん

体
たい

液
えき

説
せつ

（血液・粘液・

黄胆汁・黒胆汁）に基づく治療が延々と行われた後
3

、20世紀に入ってしばら

くの間、喘息の病態は気道の収縮反応であるとされ、それゆえ治療方法は気

管支拡張薬の吸入であったが、1990年代初め、喘息は気道の慢性炎症性疾患

3 　東田有智「喘息治療の進歩（特集 気管支喘息診療の進歩2014）」日本呼吸器学会誌３巻２号（2014
年）152頁。
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であるとの理解が確立し、そのため吸入ステロイドが喘息の長期管理治療薬

の第１選択としての位置を占めるに至った
4

。

権威ある学会の診療ガイドラインが、ある治療法を禁忌から推奨に変更す

ることもあれば、その逆もあり、ことのついでに申せば複数のガイドライン

の間で矛盾がみられることも医学界の常識として指摘されている。それゆえ、

ともすると法律家というものは診療ガイドラインをあたかも実定法のように

扱う傾向があるが、この一事をもってしても、これは明白な誤りであり、法

律家のかくなる思い込み、振舞いが医家との間の溝を広げる一因をなしてい

ることを法曹は肝に銘ずべきである。ガイドラインが法律に似た体裁をとっ

ているからというのでは、論理学の初歩とされる類推ないし類比の誤謬を犯

すものである。医療側からもガイドラインを守らせようとする動きが一部に

あるが、模倣によるリーガリズムであれば直ちに斥けられるべきである。

２．修　正

繰り返しになるが、医学は進歩的で法学は保守的だというのは、もちろん、

単純化した話である。

「法の生命が論理であったことはなかった。法の生命は経験というもので

あった」（The life of the law has not been logic : it has been experience
5

）。ホー

ムズ判事（1841～1935）のあまりに有名な言葉である。

医学者は、法律家の没論理性を非難するかもしれないが、法律や判例が時

代にそぐわないものとなってしまった場合には、勇気を振り絞りながら落ち

着いて、経験知や常識に従いながら正義や衡平を実現すべきなのである。そ

うやって法も何とか苦労しながら同時代性を確保してきたのも、また事実で

ある。

それを越えて、法律家が時代を先取りしようとすることには賛否両論があ

4 　田中明彦＝足立満「治療の変遷（特集 気管支喘息：診断と治療の進歩）」日本内科学会雑誌
102巻６号（2013年）1328頁。

5 　Oliver Wendell Holmes, Jr., The common law（New York: Dover Publications, 1991）p.1.
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ろう。

３．政治経済との関係

医療と法は、政治や経済といかなる関係にあるだろうか。

⑴　医師会・弁護士会

わが国の裁判所は、司法権の独立を重んじるあまり、行き過ぎた司法消極

主義に陥っている。最高裁判所は、新憲法によって、違憲立法審査権を与え

られたにもかかわらず（憲法81条）、戦後70年の間に法令を違憲と判断した

ものはわずか10件にとどまっている
6

。議員定数不均衡訴訟において、違憲状

態だが違憲無効判決は出さないという甚だ理解の困難ないわゆる事情判決を

繰り返しているのは、象徴的である。

これに対して日本医師会（日
にち

医
い

）は、もっとも裁判所ではなく対比すべき

は日本弁護士連合会（日
にち

弁
べん

連
れん

）かもしれないが、それにしても政権与党であ

る自由民主党の利益団体として巨大なパワーを誇示してきたことは驚嘆に値

する。医学部の新設や定員の増加に反対し、わが国の医師数をコントロール

してきたことは、需要に応じて供給を増やさなければ価格は上昇するという

アダム・スミスの古典的自由主義経済理論に則って行動した結果にすぎない。

日医とは天と地か、日弁連は、司法改革の美名に酔って踊らされ、やすや

すと弁護士人口の急激な爆発的大増員に応じてしまい、需給バランスが崩壊

しても、ケインズのような助けもなく、その結果、経済的基盤を失った弁護

士は、明治以来あまたの先達が培ってきた社会からの在野法曹たる弁護士に

対する尊敬や信頼までをも手放すという大失態を演じた。

⑵　上部構造

もっとも、医療関係者個々は、その職業倫理として、政治や経済から自由

であろうとし、ときに医療機関の内部は治外法権を許す雰囲気に満ちている。

法律家も、政治・経済からは超然を旨とし、裁判官の一般社会から隔絶され

6 　2015年12月16日付け産経ニュース「夫婦同姓規定は合憲　再婚禁止６カ月は違憲　最高裁が初
判断」。
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た生活ぶりは孤立主義と称すべきものである。

しかしながら、そうした態度は、ニーチェ流に表現すれば、現実を糊塗し

ようとする不健康な精神がなさしむるロマンチシズムにほかならない
7

。

人類の知的遺産・共有財産として、マルクスの思想に習うとき、資本主義

経済体制が堅牢な下部構造をなし、その上部構造として、法制度も医療制度

も色濃く資本家による支配や競争原理を賛美するマインドに包まれているこ

とは否定のしようがない。「政治的支配・国政・統治の根本的基礎は経済的

優越であり、統治の内容は、主として経済的利益に還元される。法律は、か

かる利益の保護・達成のための社会的な規範であり、それ自身、かかる利益

およびかかる利益を中心とする経済的諸関係に規定されている法的関係の反

映・要約であり、かかる法的関係の不文的または成分的表現にほかならない

のである
8

」。「法は、これ（＝「道徳、習慣、風俗等々、いろいろな行為規範」

筆者注記）とはまったく異なった概念である。すなわち、法とは、支配階級が、

自己の支配関係を維持するために、国家権力を用いて被支配階級に強制する

規範なのである。法は、直接国家権力により支持されている点で、行為規範

とははっきり異なっている
9

」。

医療そのものも、宗教的な制約やナチスの優生思想に明らかなとおり、政

治的ないし社会的な性格を帯びている。医療法は７条６項で「営利を目的と

して、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第４項（＝

都道府県知事等は許可を与えなければならないこと：筆者注）の規定にかかわら

ず、第１項（＝病院等開設：筆者注）の許可を与えないことができる」と定

めて、医療機関の営利行為を禁止しているが、現実には医療機関同士の営利

競争が繰り広げられている。医療ツーリズムが国家的経済戦略に取り込まれ

ているように経済的な側面が無視できないこともさることながら、医療の内

7 　清水真木『ニーチェ入門』（ちくま学芸文庫・2018年）103頁。
8 　鈴木安蔵『史的唯物論の研究』（実業之日本社・1948年）174頁。
9 　長谷川正安「マルクシズム法学と法社会学」藤田勇＝江守五夫編『文献研究・日本の法社会学
（法社会学論争）』（日本評論社・1969年）114頁。
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部と外部を精力的に行き来する製薬企業の存在がさらにグローバルな政治・

経済の舞台に各国の医療を引っ張り出す働きを果たす結果となっている。巨

大な経済権力である製薬企業の暴走を食い止めるのに、研究者個人の COI
（conflict of interest ＝利益相反）の自己申告および開示をもって足りるとの発

想は、あまりに貧弱であって、実効性を期待しうべくもない。

⑶　スポーツ

法の一種といってよいかどうか定かではないが、少なくとも法の周縁にあ

るスポーツにおけるルールも、（民放）テレビという民間企業をスポンサー

とする媒体から直接的な干渉を被っている。世間がスポーツに抱くイメージ

は、自律的で純粋なものであろう。

国際陸上競技連盟（IAAF）によって、陸上競技短距離走のフライングが

１発で失格と変更されたのは2010年のことであるが、これは再スタートに時

間がかかることから放送時間の短縮を意図するものであり、国際バスケット

ボール連盟（FIBA）によって、バスケットボールの試合時間が前・後半制

からクオーター制に変更されたのはテレビコマーシャルを入れやすくするた

めである
10

。早くも2020年東京オリンピックの競泳競技の決勝レースを競泳の

強豪国で国民的な人気の高いアメリカの視聴者に合わせよとの圧力が米テレ

ビ局からあり、国際オリンピック委員会も膝を屈している
11

。競技者は通常の

大会で慣れ親しんでいる競技スケジュールの変更を強いられる
12

。五輪競技に

なる鍵の１つがテレビ受けするかで、ルールを簡略化し、試合時間も短くか

つスリリングにすればいいという
13

。

ここには、“ アスリートファースト ” の精神など微塵もない。近代オリン

10　長岡邦子講師・壇蜜出演「スポーツの技術、戦術、ルールの変化とメディアの影響」（ＮＨＫラ
ジオ 高校講座 保健体育・2017年）〈https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_hoken/archive/
chapter005.html〉。

11　2018年７月20日付け読売新聞「東京五輪の競泳、午前に決勝…米テレビ局要請」。
12　許立宏講演（野上玲子＝関根正美翻訳）「スポーツは単なるスポーツではない：ハンス・レン

ク著『S.O.S オリンピック精神を救え』に関する哲学的考察」体育・スポーツ哲学研究38巻２号（2016
年）148頁。

13　2018年８月29日付け朝日新聞「ストライク 新方式で30点」。
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ピックの父、クーベルタン男爵（1863～1937）が掲げたアマチュアリズムの

深淵を、皮肉にも反面教師たちのお陰でのぞき込むことができよう。

Ⅲ　人の営みとしての医と法

１．分　化

あえて自明なことを申せば、医や法というものが先にあって、人々の生活

がそれに沿って営まれてきたわけではない。実際、呪術的な世界では、古今

東西の時空を超えて、医も法も未分化である。

では、いつどこで、医は医として、法は法として、分かれたのであろうか。

２．“法 ”

“ 新解さん ” として親しまれる三省堂の『新明解国語辞典〔第７版〕』（2012

年）で、「法」と引いてみると、おおよそ、法律・規準といった意味と仏の

教えという意味が記されている（その他には、英文法で学習した仮定法といっ

た場合の法、数学で除数つまり割るほうの数の古い表現があげられている）。

禅僧は、朝起きたら顔の洗い方や口のすすぎ方に始まって、日常生活の立

ち居振舞いの規律がこと細かに決まっている。それは、人間の生活のすべて

に仏法があると考えるからである
14

。そして、それは、道元（1200～1253）が

重んじた歯磨きが口腔内疾患の予防に役立ったであろうように、効果的な治

療法のなかった時代の予防医学の役割をもきっと果たしていたはずである。

イスラムでは、信仰も社会規範もコーランという経典を拠り所とする。コー

ランやマホメットの言行録であるハディースの解釈がイスラム法学者の仕事

である。

これに対して、キリスト教では、イエスが “ 書物そのもの ” であるため、

14　立松和平『道元禅師（下）』（新潮文庫・2010年）24頁。
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その始まりから社会規範を欠いていた。戒律よりも愛を説く宗教こそキリス

ト教といえよう。

ところが、中世キリスト教会は、11世紀後半から12世紀にかけて、６世紀

に編纂されたローマ法大全に代表される古代ローマ法を “ 発見 ” し、それら

を継受することによって、信仰と切り離された社会規範を取り込みわがもの

とするに至る。

法制史の教授でラカン派の精神分析家であるピエール・ルジャンドル（1930

～）は、この信仰と社会規範の乖離を “ キリスト教的分裂 ” とよぶ
15

。古代ロー

マ法の構築した技術的領域においては、法学者の合理的な法解釈に従うこと

になった。そのためルジャンドルはこの出来事を “ 解釈者革命 ” と命名して

重要視するのである
16

。

こうした経緯から出来した合理性の追求の先に、近代科学革命が続くと論

じても過言ではなかろう。それはまた、ルジャンドルが分裂（schize）と表

現したように精神分裂病（schizophrènie. 現在は統合失調症と呼称変更されてい

る）を連想させるものであり、西洋近代文明の急激な飛躍は病理的側面を宿

している。

３．不合理

2017年のノーベル経済学賞は行動経済学者のリチャード・セイラー教授（シ

カゴ大学）が受賞した。

伝統的な近代経済学は、“ 合理的経済人 ” をモデルとして人間の行動を数

理的に説明してきた。2002年、行動経済学の創始者のひとり、プリンストン

大学の心理学者ダニエル・カーネマン教授がノーベル経済学賞を受賞した際

の授賞理由は、「不確実性下における人間の判断や意思決定に関して、心理

学の研究成果を経済学の考え方に統合したこと」とされている
17

。不合理に満

15　Pierre Legendre, Le Point fixe（Paris :Librairie Arthème Fayard, 2010）p84.
16　田口正樹「ピエール・ルジャンドルの『解釈者革命』について」北大法学論集57巻２号（2006

年）704頁。
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ちたわれわれの経済活動には神の見えざる手は働かず、バブル経済とその崩

壊の似たような過ちは金融工学がいかに進歩しようとも繰り返されることだ

ろう。

医療健康行動に関する行動経済学からの研究は、近年、急速に進展してい

る。たとえばデフォルト（初期設定）の設定や変更の研究である。何を標準

書式にするかで人々の選択が劇的に変化する。最も有名なのは臓器提供の意

思表示で、“ 提供しない ” をデフォルトにしているわが国のような国々では

臓器提供の意思表示は大体10％前後と低いが、逆に “ 提供する ” をデフォル

ト設定しているフランスのような国々では100％に迫る水準となる
18

。行動経

済学ではデフォルト変更によって行動変容を促すようなことを “ ナッジ ”（原

義は軽く肘でつついてアクションを促すこと）とよぶが、医療行動経済学がリ

バタリアン・パターナリズムの見地から肥満や喫煙に積極的に働きかけるこ

とに意義を見出すことは、一歩間違えれば国民を誤導ひいては洗脳する危険

をはらんでいる。

乳癌検診について、リスク回避的でない人のほうが検診を受ける傾向があ

るという意外な結果が海外の先行研究で報告されており
19

、日本人女性の乳癌

検診でも同様の結果が得られていて
20

、一筋縄ではいかない人間心理が垣間み

える。

法律の世界でもごくわずかだが、行動経済学に言及するものが現れている
21

。

そこでは主に消費者契約において、約款がデフォルトとして意思決定を歪め

17　多田洋介『行動経済学入門』（日経文庫・2014年）４頁。
18　大竹文雄・平井啓編『医療現場の行動経済学　すれ違う医者と患者』（東洋経済新報社・2018年）

61頁。
19　Gabriel Picone, Frank Sloan, Donald Taylor, JR. Effects of risk and time preference and 

expected longevity on demand for medical tests, The Journal of Risk and Uncertainty, 
28:1;39,2004.

20　佐々木周作＝平井啓＝大竹文雄「リスク選好が乳がん検診の受診行動に及ぼす影響：プログレ
ス・レポート」行動経済学９巻（2016年）132～135頁。

21　西内康人「行動経済学が契約法に受容されるまで～法学・経済学・行動経済学の進化と融合～」
ビジネス法務2017年６月号137～140頁。
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ていること、消費者心理としての楽観主義バイアス、現状維持バイアス、近

視眼バイアスなどが指摘されており、こうした行動経済学の消費者行動的な

知見は、早急に立法や裁判実務に取り込まれることが望まれる。消費者の近

視眼的性向は、脳科学の知見とも整合的である
22

。

４．科　学

行動経済学の成果は、しょせん神ならぬ身のなすことゆえ、と考えるべき

であろうか。

ニールス・ボーア（1885～1962）は、1913年、電子が “ 粒 ” でもあり “ 波 ”

でもあるという二重性に注目し、原子モデルを築き上げた。その理論的背景

には、ボーアが東洋哲学に大きな関心を寄せていたことがあるのではないか

といわれている。物事が１つに定まらないという二重性を彼は「相補性」と

よんだ。それは、大天才アインシュタイン（1879～1955）ですら呪縛された

ニュートン物理学以来の決定論との対決・訣別であった。

そして、ボーアの弟子であり、やはり東洋哲学に触発されたヴェルナー・

ハイゼンベルク（1901～1976）は、粒子の位置と運動量を同時に厳密に測定

することはできないという量子力学の金字塔である「不確定性原理」を打ち

立て、もはや決定論の退場は争いようがなくなったのである
23

。

５．パラダイム

およそ科学なるものは、理論と観察を峻別する二段階説を所与のものとし

てきたが、トーマス・クーン（1922～1996）を旗頭とする科学哲学の新潮流は、

観察の理論負荷性、つまり理論的枠組みに則って事実を解釈してしまうもの

であることを明らかにした。

このことは、「自然科学の社会科学化」を意味する。

22　オレン・バー＝ギル（太田勝造監訳）『消費者契約の法と行動経済学』（木鐸社・2017年）44頁。
23　三田一郎『科学者はなぜ神を信じるのか　コペルニクスからホーキングまで』（講談社ブルー

バックス・2018年）189～198頁。
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人文社会科学を遅れた学問として自然科学化することを要求した統一科学

運動は、こうして正反対の結末をみたのである。

まさに大いなるパラダイムの転換であった
24

。

Ⅳ　相互に学ぶべきもの

１．方　途

医が法に学ぶべきこと、法が医に学ぶべきことがある。

それが医と法を統合する１つの道となる。

２．EBM

EBM とは、いわずと知れた Evidence-Based Medicine ＝根拠に基づく医

療のことである。

そこで思うのは、実務法曹は、なんと思いつきで、エビデンスのない仕事

をすることがあるのだろうか、ということである。EBM には学ぶべきもの

がある。

もっとも、EBM ほど誤解されているものはないともいわれる。それは本

家の医療者においてすらそうであり、ましてや法律家は聞きかじりの浅薄な

理解にとどまり、あろうことか臆面もなく誤った理解を振りかざしている。

その最たるものが「EBM とは医療をレシピ（料理本）化することである」

という誤解とされる
25

。

EBM の代名詞的な人物であるデビッド・サケット（1934～）は、EBM とは、

「個々の患者のケアについて決定を行うために、最新で最良のエビデンスを

誠実に明確に慎重に用いること」と定義している（“Evidence based medicine 

24　野家啓一『科学の解釈学』（新曜社・1993年）１～10頁。
25　斎藤清二『医療におけるナラティブとエビデンス〔改訂版〕─対立から調和へ』（遠見書房・

2016年）164頁。
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is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in 

making decisions about the care of individual patients.”
26

）。

つまり、臨床の現場において医師が治療法を選択する際の意思決定を支援

するツールが EBM なのである。

EBM に対する誤解のうち、わが国における最も深刻な誤解は診療ガイド

ラ イ ン に 関 す る も の で あ る。EBM の 理 解 と し て、RCT（Randomized 

Controlled Trial ＝ランダム化比較試験）を重視し、臨床疫学的な知見に則っ

た診療こそ EBM の主旨であるととらえる見解である。いわばガイドライン

を診断・治療のルールブックとみなす立場である。

その判例版がガイドラインに違反すれば過失を推定するとの規範を定立す

るものである。東京地判平成23・12・９判タ1412号241頁・裁判所ウェブサ

イトは、急性肺血栓塞栓症の事案につき、「予防ガイドラインは、日本血栓

止血学会等の10学会又は研究会が参加して作成され、また、治療ガイドライ

ンも、日本循環器病学会等の７学会が参加した合同研究班により作成された

もので、その公表後、被告病院を含む多数の医療機関等において、現に予防

ガイドライン等に準拠した静脈血栓塞栓症発症の予防措置が講じられている

ことが認められているのであって、このような予防ガイドライン等の作成経

緯、その実施状況等に鑑みると、少なくとも本件において、予防ガイドライ

ン等に従った医療行為が実施されなかった場合には、このことにつき特段の

合理的理由があると認められない限り、これは医師としての合理的裁量の範

囲を逸脱するものというべきである」と判示している。

しかし、診療ガイドラインは専門家委員会の意見であって RCT ではなく、

専門家委員会の意見は最も低いエビデンスに位置づけられている以上、

EBM ＝ RCT ＝ガイドラインとの上記見解は、甚だしい自己矛盾に陥って

いる
27

。

上記予防ガイドライン自体は、「本ガイドラインは医療行為を制限するも

26　David Sackett et al., Evidence based medicine : what it is and :what it isn’t, BMJ312; 71, 1996.
27　斎藤・前掲書（注25）35頁。
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のではなく、本ガイドラインで推奨する予防法を医療従事者に義務づけるも

のではないことを明記しておく。本ガイドラインを基本にして、各施設が各々

の実情に応じた独自のマニュアルを作成して実践することが理想である
28

」と、

「本ガイドラインの解釈に関する重要な留意事項」を記している。

診療ガイドラインは、「実際には学会が規定するものではなく、あくまで

標準化であり、『別段の理由がない限り従うべき』ほどのものとは考えられ

ていないのが実情である
29

」という医療側の状況は、実務法曹が裁判所や弁護

士会の示したマニュアルや書式を参考程度にしか利用していない状況と共通

するものがある。

３．インターン

医師法は、昭和43年に改正されるまでは、戦後、アメリカの例に倣って、

大学医学部卒業後、さらに１年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練、

いわゆるインターンを経ることを、医師国家試験の受験資格としていた。し

かしながら、実地修練性の地位や生活基盤について問題が指摘され、現在は、

医師の免許を取得した後、臨床研修という形で行うこととなり、実地修練（イ

ンターン）制度は、廃止されている。その後、医師の研修制度は紆余曲折を

経ているが、必ずしもうまくいっていないことは周知のとおりである。

これに対して、法曹三者すなわち裁判官・検察官・弁護士の実務法曹とな

るためには、司法試験に合格するだけではなく、２年間の司法修習を経た後、

世間では全く知られていないが、司法修習生考試いわゆる二回試験に合格し

なければならない（司法制度改革で修習期間が１年間に短縮されているのは誠に

残念である）。

少し考えればわかることだが、医学部でいくら臨床実習があるからといっ

28　「本ガイドラインの解釈に関する重要な留意事項」肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓
塞栓症）予防ガイドライン作成委員会『肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防
ガイドライン ダイジェスト版第２版』〈http://www.ja-sper.org/guideline2/index.html〉。

29　高瀬浩造「医師から見た医療と法曹との相互理解の現状と課題」高橋譲編著『医療訴訟の実務』
（商事法務・2013年）19頁。
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て
30

、大学医学部を卒業して医師国家試験に合格すれば、医師免許がとれて、

その日からでも法律的には開頭手術だって精神療法だってできるというのは、

あまりにも乱暴である。

プロフェッションは、師匠・先生・先輩からの学びが存在の中核をなすも

のである。特に言葉にできないノンバーバルな部分を盗んでこそ一人前とい

うものであろう。専門資格がその資格付与にあたって研修を軽んじるようで

は、やがて AI にすべてをとって代わられることを自ら進んで行っているよ

うなものではないか。

Ⅴ　医と法の架橋

１．幻　肢

幻肢ないし幻影肢とは、手腕や足肢の切断後に失ったはずの手足が存在す

るかのように感じられることで、その幻肢が痛むのを幻肢痛とよんで、不思

議な現象とされている。メルロ＝ポンティ（1908～1961）をはじめとして多

くの哲学者が思索してきた問題である
31

。

幻肢については、最先端の脳科学をもってしてもいまだ解明されていない

ようであるが、では脳科学の進歩を待っていればそれでよいかといえばそう

ではない。

なぜなら、仮に脳科学によって完全に幻肢の病態が解明されて治療法が開

発されたとしても、それが直ちに自分の手足を失った者の気持を理解するこ

とにならないのは当然であり、あるいは、患者が幻肢を感じなくなっても自

分の手足が戻ってくるわけではないからだ。

フッサール（1859～1938）が創始しメルロ＝ポンティらが発展させた現象

30　医政発0730第84号平成30年７月30日厚生労働省医政局長「医学部の臨床実習において実施可能
な医行為について」。

31　澤田哲夫『メルロ＝ポンティと病理の現象学』（人文書院・2012年）135頁。
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学（Phänomenologie）は、事象そのものへと意識を向けるものである。

この現象学とは何かを説明することは、哲学上の１つの難題とされている

が、現象学は、一人称の観点から私たちの経験を探求する
32

、誤解されるおそ

れが強いが、つまり経験の哲学といっても間違いはなかろう。

医療の世界では、看護の領域において現象学的なアプローチが積極的に導

入され、1990年代以降、現象学的看護研究が導入され定着するに至っている
33

。

精神科医の間ではある程度現象学の思潮が浸透していたが、救急医療の大

家が現象学を究め、現代のわれわれが相変わらずデカルト的な「正しい判断」

があり得るのだと誤解していることを指摘し、診療の過程では誰も「正しい

判断」を得ることはできず、「正しいと確信する判断」のみが可能だと説い

ている
34

。

現象学の立場から医学を見通すことは、大いに示唆に富むところがある。

２．現象学的法学

これに対して、法学にあっては、全くといっていいほど現象学の影響がみ

られない。僅かに法哲学の分野において、いささかの関心が示される程度で

ある。

カントの用語に従ってはいるが、法は理論理性の対象とはならず、実践理

性を要請するものであり、法の生成過程はあまりに複雑であるため、適切な

記述ができない以上、因果的システムではないと説く
35

のを、現象学的還元と

とらえるのは飛躍であろうか。現象学的還元とは、現象学の中核をなす概念

であり、たとえば自然科学的説明であれば正しいものと受け入れるような日

常的な態度をいったんカッコに入れ（これを判
エ ポ ケ ー

断中止とよぶ）、物事を意識に

現れるがままに受け入れることとされている。

32　植村玄輝＝八重樫徹＝吉川孝編著『現代現象学　経験から始める哲学入門』（新曜社・2017年）
６頁。

33　松葉祥一＝西村ユミ編『現象学的看護研究─理論と分析の実際』（医学書院・2014年）36頁。
34　行岡哲男『医療とは何か─現場で根本問題を解きほぐす』（河出ブックス・2012年）94～101頁。
35　駒城鎮一『法的現象論序説』（世界思想社・1985年）78～81頁。
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交通事故や医療事故で不幸にして被害者の手足が奪われた場合、それを填
てん

補
ぽ

賠償と称して直ちに金銭に換算するのは資本主義経済下の法律学において

は至極もっともなことであるが、被害者に真っすぐ眼差しを向ければ、それ

が最善の解決策でないことは明らかである。一方で、加害者側の謝罪のみを

求める被害者からすれば、金銭的な補償の話をもち出すのはかえって失礼な

ことであろうし、他方で、余命いくばくもないご老人の命を重大な過失とは

評価できない軽過失で奪った場合に遺族に葬儀費を支払うことは、本来的に

遺族が負担すべき出捐を漫然と形式的に判例に従って遺族に生じた損害とし

て填補することであって、違和感を拭えない。

平井宜雄（1937～2013）をその人たらしめている保護範囲説は、事実的因

果関係・保護範囲・損害の金銭的評価の各要素からなるが
36

、相当因果関係論・

差額説という通説に対して、現象学への親近感を覚えるものがある。

損害賠償の分野で医学と法学の融合をめざす賠償科学という学問領域は
37

、

医学的・法律的にいかなる賠償が適切であるかを追究しており、最も現象学

的アプローチに近いところにいる。

３．悟　り

ヴィトゲンシュタイン（1889～1951）の曰
のた

まうように、歯痛の経験ほど他

人に伝えるのに絶望を伴うものはない。

他人の痛みを理解することは、医療においても、法的救済においても、基

本となるべきものであろう。

他人の痛みを分かち合うという営為は、仏教の悟りに似ている。悟りは個々

の修行者に訪れるもので、いわば個人的な経験である。その悟りを分け与え

たり、共有したりするすべはない。これは、歯痛がその人だけのものである

のと一緒である
38

。

36　平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』（弘文堂・1992年）109～161頁。
37　日本賠償科学会・前掲書（注２）は、サブタイトルに「医学と法学の融合」をうたっている。
38　橋爪大三郎『仏教の言説戦略』（サンガ文庫・2013年）95頁。
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キリスト教のような啓示宗教と違って、仏教では教えは伝道の過程で不確

実なものとならざるを得ず、経典の始まりが「如
にょ

是
ぜ

我
が

聞
もん

」つまり「是
か

くの如

く我聞けり」という受け身というか控え目に表現されるのも必定なのである。

そうした状況で、仏教者は、悟りを開き、悟りを伝え、悟りに導き、あるい

は、仏陀の教えを聞き、仏陀の教えを広めることに務めている。

そうしてみると、NBM（Narrative Based Medicine ＝物語（と対話）に基づ

く医療）や、さらに進んで物語能力を身に付けた医療者によって実践される

ナラティブ・メディスン（物語医療）が EBM にとって代わろうとし
39

、対話

を基本的技法とする ADR（Alternative Dispute Resolution ＝裁判外紛争解決手

続）が紛争解決において訴訟の前置的な段階を獲得しつつあって、院内医療

メディエーターに注目が集まるのも必然であろう。ただし、たとえば医療メ

ディエーションについては、「非常に憂うべき」現状にあり、「きちんと議論

し検証する必要」があると指摘されているようなありさまであって
40

、これら

の思想・制度は遠い未来の時点からみればまだまだ発展途上の初めの初めの

段階なのであろう。

４．芸　術

外科手術においては、メスなどを手渡すいわゆる器械出しの看護師の手際

やタイミング次第で手技のリズムやハーモニーがうまくいったりいかなかっ

たりするという。

そもそも手術室で音楽を流していることが多いという事実はあまり知られ

ていない。

音楽は、言語学的には非言語的な記号であるとともに、神秘的でもあり、

アンビバレントなことに科学的なものでもあった。古代ギリシア時代にはす

39　斎藤・前掲書（注25）124～136頁。
40　畔柳達雄「医療事故紛争と ADR ─日本の医師会医師賠償責任保険制度とドイツ州医師会が

設立した医療事故鑑定委員会・調停所制度との比較─」日本弁護士連合会　ADR（裁判外紛
争解決機関）センター編『医療紛争解決と ADR』（弘文堂・2011年）13頁。
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でに、振動数が整数比になる２音が協和することが知られていた。すなわち、

１：１は同度、１：２は８度（オクターブ）、２：３は５度、３：４は４度と

なり、これら４つの音程が協和音程として認識されていた。音楽が数比とし

て理解されたことで、音楽は、代数学、幾何学、天文学と並ぶ、ヨーロッパ

中世では大学で教えられる理数系の科目の１つとなった
41

。

音楽と法学の関係については、いまだほとんど研究されていない。しかし、

マリー・テレーズ・フェーゲン（Marie Theres Fögen 1946～2009）は、詩や

歌のリズムや音色ほど、われわれの自然な規律感覚に似通ったものはなく、

歌は、死せる文字と音なき言語よりもすぐれているという
42

。語り得ないこと

については歌わなければならないのである。

絵画について、メルロ＝ポンティは、沈黙せる言語があり、絵画はそれ自

体の流儀で語っているという
43

。知覚を基礎に産出された絵画は、誰か他人の

目にふれることで、それを製作した主体から時空を超えて、間主体性をもつ

ようになる
44

。そこには絵画によってしか成立しないコミュニケーションがあ

る。教会に飾られた宗教画は文盲の教化のためにあるという理解は、あまり

に皮相である。

裁判所の和解室や準備室の壁には、たいてい複製画とは思うが、10号くら

いのほどよい大きさの絵がかかっている。そのことを意識化している法曹関

係者は少ない。

５．コミュニティ

観念的にではなく物理的な仕方で、医と法を合体させてみよう。

広井良典教授のアンケート調査によれば、人々が地域コミュニティの中心

41　久保田慶一ほか『決定版 はじめての音楽史─古代ギリシアの音楽から日本の現代音楽まで』
（音楽之友社・2017年）34頁。

42　ベルンハルト・グロスフェルト（楢崎みどり訳）「音楽と法 Musik und Recht」比較法雑誌50
巻２号（2016年）214頁。

43　村上靖彦『治癒の現象学』（講談社選書メチエ・2011年）57頁。
44　廣松渉＝港道隆『メルロ＝ポンティ』（岩波書店・1983年）85～86頁。
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として特に重要な場所と回答したものは、１位が学校、２位が福祉・医療関

連施設、３位が自然関連施設、４位が商店街、５位が神社・仏閣であった
45

。

であれば、地域センターというものに公立病院と裁判所を同居させてみる

のはどうだろうか。弁護士ビルと医療モールを組み合わせるのは、より現実

的である。

広井教授の看破するように、高齢化問題は実は少子化問題であるから、ア

ンケート１位の学校をも地域センターに組み込むことも面白い。

高度経済成長は、“ カイシャとマイホーム ” に二極化し、それ以外のコミュ

ニティを辺縁化するものであったが、学び、病み、争う人々を集約するコミュ

ニティの再建が望まれる。

６．希　望

行動経済学にまず関心を示したのは、医療の現場である。医療専門家の直

感を疑問視する態度は、疫学的な研究を重視する EBM が産声をあげたのに

呼応するところがあった。大腸内視鏡検査を実施する際に苦痛を最短化する

ために即手技を中止するよりも、苦痛が和らぐのを待ってスコープを引き抜

いたほうが苦痛の総量は増えているのに苦痛の印象は小さかったのである
46

。

このピーク・エンドの法則は、患者の苦痛そのものに目を向ける現象学的な

アプローチである。心理学、医学、哲学は、いつの間にかもう融合し始めて

いる。

医と法を本気で融合しようとするのであれば、表面的で形ばかりのペアリ

ングでは意味がない。

私は、とりあえずは、近代社会の自由主義、民主主義、価値相対主義、世

俗主義といった共通の価値観の下に、医と法をある程度までは統合できるの

45　広井良典『持続可能な医療─超高齢化時代の科学・公共性・死生観（シリーズ ケアを考える）』
（ちくま新書・2018年）140頁。

46　Redelmeier DA, Kahneman D, Patients’ memories of painful medical treatments :real-time 
and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures, Pain 1996 jul;66（1）:3-8.
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ではないかと考えている。

医と法を統合しようなどという試みは、確かに突拍子もないことかもしれ

ないし、その緒につけたのかさえ、定かではないのだろう。

それでも、私には、大天才が現れるのか、人工知能が計算してくれるのか、

はたまたわれわれのような凡才とは卑下しないまでも秀才程度の者が血の滲

むような努力の末か知れないけれど、あたかもコロンブスの卵のようにいと

も簡単な仕方で、医と法が一つになっている光景が不思議なことに目に浮か

ぶのである。
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Ⅰ　はじめに

１．何に挑戦したか

私の父平沼髙明が、法律家として、弁護士として、何に挑戦したのかと問

われれば、それはやはり、医療事故の分野と専門家責任（プロフェッショナル・

ライアビリティ）およびその保険の分野であるというのが、父を知る大方の

人の意見ではないかと思われる。本稿でも、この２つを中心に論じてみたい。

２．キャリアと研究対象

医療事故、専門家の責任・専門家賠償責任保険という２分野が中心的な研

究対象となった所以には、父の弁護士としてのキャリアが大いに関係してい

る。

父の弁護士登録は1961年４月であるが、モータリゼーションの急速な進展

を背景に、また父の叔父が損害保険会社に在職していたことも手伝って、独

立開業後の1963年から交通事故を専門として、父は弁護士人生をスタートさ

せた。父から聞いたところでは、当時、損害保険会社では交通事故の賠償問

題を扱える若手の弁護士を募集していたとのことである。父は、終生にわた

り自動車を運転した自動車好きであったため、喜んでこの募集に手を挙げた
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ものと思われる。

このように、父は弁護士人生の当初から交通事故案件を通じて賠償責任保

険に関わっていた。そして、交通事故の損害論、賠償問題の処理を通じて医

学に興味をもち、やがて、医療過誤事件の医療側代理人としての仕事を手が

けるようになっていった。さらに、医療過誤事件を処理するうちに、医師の

みならず専門家全般の責任に興味が広がっていったのではないかと思われる。

弁護士賠償責任保険の発売が1976年、税理士職業賠償責任保険が1987年で

あるが、父はこれらの専門家賠償責任保険にその発売当初から審査会などを

通じて関わっていた。また、1994年の日本私法学会のシンポジウムでは「専

門家の民事責任」が取り上げられたが、同シンポのための専門家責任研究会

のメンバー（オブザーバー）に加わり、「医師の責任からみた専門家責任
1

」を

発表した。そこで、弁護士、建築士など専門家の責任を深く考察する機会を

得たことで、後年、専門家賠償責任保険の研究を本格的に開始し、学位請求

論文「専門家責任保険の理論と実務」により博士号（法学）を授与されるこ

とにつながったと考えられる。

以上に述べたとおり、交通事故の損保弁護士からスタートして、医療過誤

事件の医療側代理人となり、また、損害保険会社が設置する専門家賠償責任

保険の審査会への関わり、学会での研鑚というキャリアを通じて、
交通事故の賠償問題⇒医学・医療⇒専門家の民事責任⇒専門家賠償責任保険

というように、興味、考察の対象が展開していったものと考えられる。

３．挑戦の軌跡

では、医療事故、専門家の責任・専門家賠償責任保険という２分野におい

て、何に挑戦したのか（というより、どのような視点、方法論によって挑戦をし

たかといったほうが適切と思われる）。私なりの答えを先にいってしまうと、

それは法律学の分野における諸科学の融合であったと思われる。

1 　平沼髙明『専門家責任保険の理論と実務』（信山社出版・2002年）83頁。
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1982年、昭和大学の法医学担当であった渡辺富雄教授の主唱のもとに日本

賠償医学研究会（現・日本賠償科学会）が設立され、父は当初からのメンバー

であった。同学会の設立趣意の詳細については、「第２編　賠償科学の挑戦」

所収の別稿に譲るが、その主たる目的は医学と法学の融合にある
2

。さらに、

父は、医学のみならず、哲学、思想、宗教、経済学、工学など広く諸科学と

法学との融合を常に念頭においていたと思われる。父の著作には、随所に哲

学、中国古代思想、医療倫理、職業倫理などの系統の文献が引用され、法と

経済学にも関心を示すなど、法律学以外の知見の導入に積極的であった。比

較法的考察が多用されているのも特色かと思う。

父が、法律学の枠に閉じこもっていては適正妥当な紛争の解決を導き得な

いと考えるようになったきっかけは、おそらく交通事故事案におけるむち打

ち損傷問題であったと思われる
3

。そこでは、まずは法学と医学の相互理解が

求められるのであり、さらに、医学的、工学的アプローチの融合、そして被

害者の心因、社会的要因にまで考察を加える必要がある。むち打ち損傷がマ

スコミでも報じられ社会的問題となったのは1960年代である
4

が、当時、青年

弁護士であった父が、被害者からのむち打ち損傷の主張に対し、説得的な反

論・反証を行い裁判所を説得するには、法律学の知識だけでは足りないと痛

感したであろうことは容易に想像できる。

父の著作には、科学によればいかなる事象でも解明可能とする近代合理主

義的思考への批判、また、法律家的な思考過程に対する自省が多くみられる

のであるが、これも交通事故、医療事故などの事件に遭遇する中で、医学は

決して対象を客観的に観察して得た解に基づく自然科学ではなく、これまで

の経験と伝承に基づく１つの実践に過ぎないこと、医学上の常識は変化し現

在の知識が必ずしも絶対ではないことなど、そういった事柄をいかに上手く

2 　日本賠償科学会編の教科書『賠償科学〔改訂版〕』（民事法研究会・2013年）のサブタイトルは、
「医学と法学の融合」である。
3 　平沼・前掲書（注１）はしがき。
4 　前田均・前掲書（注２）116頁。



608

第７編　４　弁護士──平沼髙明の挑戦

裁判所へ伝えるか、呻吟した末のことであったと思われる。

専門家責任の分野では、ことに専門家の倫理性やその職務の愛他性に強い

関心を寄せていた。「よきプロフェッションの多く存在する社会は理想的な

社会である
5

」と断言しており、専門家の社会にとっての有用性についてはあ

まり疑いをもっていなかったと思われる。

そして、日本においても、医師、弁護士、税理士、建築士といった専門家

が損賠賠償請求に頭を痛める時代の到来をみて、専門家賠償責任保険のあり

方という視点から、専門家の社会的使命、より良き専門家とは何かを常に模

索していたと考えられる。

４．その他の業績

医療事故、専門家責任・専門家賠償責任保険以外の分野についても、交通

事故刑事事件や日照権、建築紛争、手形小切手などに関しての著作を遺して

いる。これについても、後ほど簡単に紹介したい。

５．経歴・人となり

父の経歴と人となりについて、息子として接し見聞きした範囲で、ご紹介

したいと思う。

Ⅱ　医療事故

１．はじめのころ

現在では、当平沼髙明法律事務所が医療事件を専門とする事務所であると、

ある程度知られていると思われるが、父がいつから医療事件を手がけるよう

になったのか、正確な時期ははっきりしない。私が中学・高校生であった

5 　平沼・前掲書（注１）84頁。
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1980年代に、雑誌「日経メディカル」が自宅に届けられるようになり、近頃

は医療関係の仕事をしているのだと漠然と感じていた。そして、1993年ころ、

司法修習生であった大学の先輩が父の事務所を訪問したことがあり、その先

輩から、「君のお父さんの事務所は医療事件専門の事務所だよ」と聞き及び、

父が医療事件を専門的に手がけていることを知った次第であった。

判例検索で調べたところ、浦和地判昭和56・７・22判タ451号119頁（架工

義歯の方法によらなかった歯科医師につき、説明および治療上の義務違反がない

とされた事例）が父の名前をみる最初の医療事件のようである。

それにしても、まだパソコンおよびインターネットというツールがなかっ

た時代、カルテを解読するだけでもひと苦労であり、医学文献の調査などは

本当に大変であったと聞いている。この時代、医療訴訟に対応できる法律事

務所は東京でもかなり限られていたようである。医療訴訟では、カルテのコ

ピーに逐語的に赤字で翻訳を付すのが実務での作法となっているが、この方

法は父が医療訴訟を担当する中で生まれたものと聞いたことがある（父が考

案者であるかははっきりとしないが）。

２．医学と法学の融合

以前にまとめられた父の経歴
6

によれば、1983年に雑誌「循環科学」にて「脳

死をめぐって」を発表したのが、医療に関する初の論稿のようである。

すでに述べたとおり、父は、交通事故の損害論との関係で医学の重要なこ

とを認識し、その縁で日本賠償医学研究会に参加、その後、必然的に医療事

件に関係するようになった。したがって、医療事件に関わった当初から、医

学と法学の融合、臨床医学と賠償の問題を念頭に研究を行っていたものと思

われる
7

。

父は、医学と法学の融合について、賠償医学創刊号にて「賠償医学とは何

か」を発表しているが、ここでは1987年発刊の賠償医学５号「法律学と賠償

6 　『平沼髙明先生古稀記念論集　損害賠償法と責任保険の理論と実務』（信山社出版・2005年）425頁。
7 　平沼髙明『医事紛争入門』（労働基準調査会・1997年）はしがき。
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医学」から引用したい。

まず、「従来の日本の医学は自然科学的色彩が濃く、人文としての側面が

没却されてきた。しかしながら、医学は社会科学であり、疾患中心主義では

なく、患者中心主義でなければならない」といい、医学と法学の両側面から

の学際的研究の必要を説いている。そして、「損害賠償と言う観点から後遺

障害をみたときに、単に疾病としてでなく、障害を負った者を中心とするな

らば、その人のおかれた社会的不利こそ最も重視されなければならない」と

して、被害者中心の後遺障害の理解を提唱している。

さらに、脳死の問題にも触れ、「これからの社会は、医学上の問題を医学

のみの狭い知見で解決することは許されない。医学が社会科学である以上、

法的思考にさらされざるを得ないのである」といい、学際的研究の本質は、

二元主義ではなく多元主義にあるのであり、法学も医学も相互に影響し合う

ことで新しい価値観が生み出され、賠償医学のあり方もそこにある、と結ん

でいる。

翻って医学の現状をみると、ゲノム解析やゲノム編集などの遺伝子工学・

遺伝子治療、臓器移植、幹細胞研究と再生医療、終末期医療、生殖補助医療

など、医学・医療の進歩によって新たな問題が生起し、それらが提起する課

題に対処するための医療倫理・生命倫理が求められている。そのため、医療

にかかわる法令、ガイドラインが乱立状態となり、医療に法や法律家が関与

する場面は著しく増大している（医療の法化現象）。

現代はまさに、医学と法を分けては考えられない社会となっている。父が

医学と法学について述べるところを改めて読んでみると、医学は社会科学で

あることを強調していて、医療の法化現象を予期していたのではないかと思

わせるところがある。

３．『医事紛争入門』について

⑴　概　要

1997年に発行された『医事紛争入門』は、父のとって初めての医療、医事
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紛争を題材とした単行本である。本書は、1983年から労災病院を開設する労

働福祉事業団（現・独立行政法人労働者健康安全機構）の機関誌「ろうさいフォー

ラム」に連載された「医事紛争シリーズ」、「続・医事紛争シリーズ」をまと

めたものである。

テーマは、「医事紛争増加の背景」、「医療水準」、「医療行為と因果関係」、「期

待権侵害理論」など、医事紛争の重要な部分をおおむねカバーしたものとなっ

ているが、医療側代理人の著作としては意外にも「患者の立場を強調
8

」した

内容となっており、「患者の権利と医療行為」というテーマに１章を当てて、

「患者の自己決定権」、「ガンの告知」、「インフォームド・コンセント」、「誓

約書の効力」、「手術説明・同意書」などが取り上げられている。

また、プロフェッションとしての医師の職業倫理、愛他的精神で社会のた

めに奉仕すべきことが強調されているのも既述のとおりである。

以下、同書より私が興味を持ったところを紹介したい。

⑵　自己決定権の重視

父は、患者の自己決定権を重視した解釈論を随所で展開している。たとえ

ば、専断的治療行為が患者にとっての利益性のゆえに正当化されるかという

問題において、次のとおり述べている。

「ただ考えていただきたいのは、医師と患者とは個人として対等な関係に

あること、人間にとって生存することそのことが神聖なる絶対的価値ではな

いのではないか、そうでなければ、あらゆる時に、あらゆる民族、種族、宗

教において、ひとびとが生命よりも偉大と考える何ものかのためによろこん

で生命を犠牲にしたことがまったく理解できないだろうということ、医学的

見地と言うけれども、医学は単なる自然科学ではなく、社会科学であること、

患者の自己決定に対して、それが『不合理』であると誰が判断しうるのかと

いうことです」。

その他の箇所でも、ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』（「幸福にな

8 　平沼・前掲書（注７）はしがき。
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るから、賢明だから、正義だから、といってそれだけで人に強いることは正当と

はいえない」）なども引用し、患者の自己決定を重視する姿勢を強調している。

最近では、ユヴァル・ノア・ハラリが、中世の人々について、「死後には

永遠の至福が訪れると信じていたのならば、彼らは信仰を持たない現代人よ

りもずっと大きな意義と価値を、自らの人生に見出していただろう」といい、

「中世の人々が人生に見出した死後の世界における意義も妄想であり、現代

人が人生に見出す人間至上主義的意義」も同じく妄想に過ぎないと看破して

いる
9

。

誤解のないよう断っておくと、父は死ぬ権利まで認められると主張したも

のではない
10

。「人間は『死』というものに対して、死自体を知ることが出来ず、

理性的には死は解くことのできない、死は永遠の謎である。ハイデッガー流

に云えば、人間とは最後に必ず来る死という不可知なものを伴って存在して

いる存在である。したがって、人の生命について、死を選択することには、

慎重にならざるを得ない
11

」との見解に立っていたものである。

ただ、合理主義、人間至上主義を絶対視する考えに対し、患者の人生観、

価値観はそれぞれであり、その自己決定を不合理と判断する権利は、医師は

じめ誰にもないという当たり前のことをいいたかったのだと思われる。

⑶　医療行為の特質

医療行為の特質につき、①病的過程と医療行為の拮抗競争関係、②危険性

の内在、③基準の不明瞭、④個体特性の分散性、をあげている。

そして、「法律家の多くは、上の特質に無関心であり、医学は自然科学であっ

て、すべての究明は可能であるとか、医学的原因と結果との間には明確な方

式があるはずであるとの医学に対する理解の不十分なものが多いのです。こ

のような立場に立つ人々は、過失を推認することに大胆であったり、細心の

9 　ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史（下）』（河出書房新社・2016年）233頁。
10　平沼髙明「尊厳死・安楽死」野村好弘＝小賀野晶一編『人口法学のすすめ』（信山社出版・

1999年）299頁。
11　平沼・前掲書（注10）308頁。
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注意をすれば薬物ショックや手術中の事故は起こらないとしやすいのです」

として、医学を自然科学と理解する法律家の判断過程を戒めている。

⑷　「期待権侵害論」に関して

本書が執筆された当時、患者は医師に対し、診療時の医療水準による医学

知識・技術を駆使して診療してくれるという期待を有しており、この期待を

裏切ったとして、「期待権」侵害の主張が医療訴訟で増加傾向にあった。

この「期待権侵害論」につき、父は、従来の法理論からは認められないで

あろうとしつつ、「期待権の内容を、患者の生活（生命）の質であり、患者

の人生の可能性の侵害とみるときは、自己決定権とも密接に関連してくる」

として、不法行為で保護されるべき正当な利益にあたるとしている。

その後、平成12年９月22日に最高裁判所は「相当程度の可能性」の侵害が

不法行為となることを認めた
12

。父の意見はこれに近いものと考えられる。

４．中国訪問

日本賠償科学会は、その活動の一環として1986年から毎年中国を訪問し学

術交流を行っていた。父に頼んで人民服（中山装）をお土産に買ってきても

らったことをよく覚えている
13

。この中国訪問で築いた交友関係は父の晩年ま

で続き、中国からお客さんが来ると、父は喜んで訪日旅行に連れだって出か

けていたように思う。

学術交流の成果は、『渡辺富雄還暦記念　賠償医学・日中学術交流抄録集』
（非売品・1988年）にまとめられており、父のものとしては、巻頭言「法律学

と賠償医学」、「賠償医学からみた中国法医学」、「日本における賠償医学への

法律家の対応」が収められている。「賠償医学からみた中国法医学」を読むと、

中国古代法医学の歴史は古く、世界的に最も早く発達していたこと、法医学

12　「けだし、生命を維持することは人にとって最も基本的な利益であって、右の可能性は法によっ
て保護されるべき利益であり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによっ
て患者の法益が侵害されものということができるからである」。

13　イエロー・マジック・オーケストラ（YMO）の着ていた「赤い人民服」が実は人民服ではな
いことを、本稿執筆のため調べてはじめて知った。
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は医学部の必修科目であり、法学部には法医学の教授が常勤していることな

どが指摘されており、中国における法医学の意外な充実ぶりに驚かされる。

Ⅲ　専門家責任・専門家賠償責任保険

１．専門家責任研究会への参加

冒頭に述べたとおり、1994年の日本私法学会におけるシンポジウム「専門

家の民事責任」の準備のため、父は、専門家責任研究会に参加した。

同研究会は、川井健帝京大学教授（元一橋大学学長）が責任者となり、メ

ンバーは、民法の浦川道太郎早稲田大学教授、鎌田薫早稲田大学教授、下森

定法政大学教授、能見善久東京大学教授、森嶌昭夫名古屋大学教授、商法の

落合誠一東京大学教授、西嶋梅治法政大学教授、弥永真生筑波大学助教授、

民事訴訟法の小林秀之上智大学教授（以上、肩書は当時のもの）という錚々た

る顔ぶれであった。父にとって大変な栄誉であったことと思われる。

ここで、父は、「医師の責任からみた専門家責任
14

」と題する論文を発表し

ている。内容は、医師の責任、注意義務（医療水準）の評価基準について論

じたうえで、弁護士の責任、建築家の責任との比較を行った内容となってい

る。詳細は原典にあたっていただきたいが、この論文の結論部分で引用され

ているメイソンの言説が興味深く、父の考えとも一致すると思われることか

ら、引用させていただく。

「医師と患者間のような相互関係を法律を主体とした見地から捉えること

は、相互関係に多かれ少なかれ微妙な、しかし重要な変化をもたらすことに

なる。法が医師に要求するものは、医療倫理法則が要求することとかなり似

通ったことがらの反映ではあろうが、それらに従うべき理由は双方で根本的

に異なる。信頼と尊厳は道徳によって支配された関係には芽生えるが、法律

14　平沼・前掲書（注１）83頁。
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規則の下での関係では芽生えにくい。法は他の生活場面の事件に対してはい

かに正しくあろうとも、過剰な警告つきの形式性を医師と患者の関係に導入

することは、それがお互いを潜在的な敵とみることを意味するなら、結局患

者の利益にはならない
15

」。

患者と医師の関係を契約関係とみることを批判し、「信認関係（fiduciary 

relation）」とみる見解
16

も、ほぼ上記と同一線上の見解と思われる。

私自身もメイソンの指摘に同意するところであるが、とはいえ、法律規則

や契約関係を離れて患者・医師関係を考えるとしても、実際の訴訟など紛争

処理の場で、具体的にいかなる帰結の違いをもたらすのかがよくわからない。

われわれ法律家がどのような道具立てでどのように考えればいいのか、あま

りはっきりとしないというのが率直な印象であるが、父にいうと怒られそう

である。

⑵　専門家賠償責任保険

専門家の民事責任の研究は、いわば当然に専門家賠償責任保険の研究へと

父を駆り立てたようであり、2001年、父は学位論文「専門家責任保険の理論

と実務」により、中央大学より博士号を授与された。もっとも、父が、弁護

士賠償責任保険など専門家賠償責任保険と業務上のかかわりをもったのは、

学位取得より以前のことであった。

学位論文では、専門家賠償責任保険のうち、弁護士賠償責任保険、医師賠

償責任保険、建築家賠償責任保険、税理士賠償責任保険について、保険の特

色、審査会制度、主な免責事由についての解釈、裁判例などが論じられてい

る。

このうち、当事務所が担当した弁護士賠償責任保険の免責条項の解釈が争

われた東京高判平成10・６・23金判1049号44頁を紹介する。

この事案は、弁護士が訴訟の相手方の建物取壊しおよび動産類の破棄・処

分を自力で行ったことが、賠償責任保険の弁護士特約条項にいう「他人に損

15　J.K. メイソンほか『法と医の倫理』（勁草書房・1989年）15頁。
16　樋口範雄『医療と法を考える』（有斐閣・2007年）17頁。
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害を与えるべきことを予見しながらした行為」にあたるかが争われた事案で

ある。

被保険者弁護士である控訴人は、同条項は故意免責条項と同趣旨のもので

あると主張したのに対し、判決は、「『故意』とは、第三者に対して損害を与

えることを認識しながらあえて損害を与えるべき行為に及ぶという積極的な

意思作用を意味するのに対し、『他人に損害を与えるべきことを予見しなが

らなした行為』とは、他人に損害を与えるべきことを予測し、かつこれを回

避すべき手段があることを認識しつつ、回避すべき措置を講じないという消

極的な意思作用に基づく行為を指すものであり、故意による行為とは別個の

行為を意味する」として、控訴人の主張を斥けた。同条項は、「認識ある過失」

を定めたものと理解されるのである。

その趣旨につき、父は、「認識ある過失の場合は、弁護士の倫理観と相容

れないことから、故意免責とは別に定められたものである
17

」と説明している。

現在でも、専門家賠償責任保険に関する文献、研究は多いといえない状況

であり、父の論稿は専門家賠償責任保険につき、その制度を知るうえでまず

は参照されるべき文献であると思われる。

Ⅳ　その他の業績

医療事故、専門家責任・専門家賠償責任保険以外の分野の著書、論文とし

ては、手形小切手法や交通事故の法律相談もの、失火責任、工作物責任、ス

ポーツ事故、学校事故、交通事故被害者の素因減額や割合的認定論、製造物

責任、名板貸責任などがある。

１．日照権

『日照 私道 境界の法律相談』（学陽書房・1973年）は、当時、父の事務所に

17　平沼・前掲書（注１）24頁。
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勤務されていた安藤一郎先生、服部訓子先生との共著であり、父は日照部分

の執筆を担当している。同書のはしがきに記されているように、まだ日照権

に関する判例、学説が少ない時代のものであり、その執筆に労力を注いだと

語っていた。出版された1973年の夏休みに、一気に原稿を書き上げたといっ

ていた記憶がある。

２．交通刑事事件

父の著作としては異色のものに、交通刑事事件に関する「〈証言でゆがめ

られた事実〉人は、その外見・過去・社会的身分からの偏見を超えられない

か
18

」がある。

事案は、被告人が、首都高速道路において、長さ約46メートルの非常駐車

帯を利用して、無理な追い越しをかけようとし、その結果、他車を巻き込む

事故となったという業務上過失傷害事件である。自動車を運転する人であれ

ば、わずか46メートルの首都高の非常駐車帯を利用して追い越しをかける者

などいないことはすぐにわかることであり、父は、公判における弁護活動に

より、検察官の公訴事実の立証は失敗し、無罪判決が出ると喜んでいた。と

ころが、結審直前に、裁判所が訴因変更を検察官に指示するという思わぬ事

態が発生し、被告人は有罪となってしまう。被害車両の助手席に現職の検察

官が同乗しており、同人の供述がそのまま公訴事実となっていたり、捜査官

が医師に診断書の偽造を教唆した疑いがあるなど、非常に問題の多い事件で

あった。父は、この論稿のはじめに次のように記している。

「『ある国民がもつ文化の性格は、その国の刑事裁判のあり方によって、お

およそは判断することができる』とあるアメリカの学者がいっています。戦

後38年、新刑事訴訟法が歩んできた道は、日本の文化の性格を表しているの

でしょうか」。

この事件は、その後に漫画化もされ、父は「弁護士　高岡英明」として登

18　弁護実務研究会編『弁護始末記14』（大蔵省印刷局・1986年）115頁。
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場している。高岡先生は実際の父よりも50％増しくらい、渋く、深妙な人物

として描かれている
19

。

Ⅴ　経歴・人となり

１．経　歴

父は、1933年５月17日、私の祖父の赴任地であった長野県松本市天白町に

て出生した。天白で生まれたことに父は愛着を持っていて、ゴルフボールに

「天白」とのネームを入れて満悦であった。

その後、幼少期から司法修習で大阪に赴任するまで、東京都品川区の実家

暮らしであった。東京の東部ではないが、下町育ちといってよいと思う。『医

事紛争入門』のはしがきにあるとおり、幼少期より病弱で生死の境をさまよっ

たこともあったようである。戦中戦後の食糧難も重なり、健康面では恵まれ

た人生ではなかった。

小学校６年生の時に終戦を迎え、非常にがっかりしたと、父から何度か聞

かされている。旧制の東京都立第一中学校に合格し、その後、新制の都立日

比谷高校へと進学している。旧制中学校の最後の学年であり、中学校時代は

下の学年が入学して来ず、寂しかったと聞いている。高校卒業後、父の兄と

同じく中央大学に進学した。

1958年10月に司法試験に合格し、1961年４月、弁護士としての人生をスター

トさせた。交通事故の損保弁護士としてのキャリアを積み重ね、1984年に東

京三弁護士会交通事故処理委員会委員長となった。父の話では、損保側の弁

護士が委員長となるのは当時珍しく、父が初めてであったかもしれない。

2004年７月に日本賠償科学会の理事長に就任している。

大学関係では、昭和大学医学部客員教授、中央大学法学部講師を歴任し、

19　今風にいうと、かなり「盛ってある」のである。



Ⅴ　経歴・人となり

619

また、2001年３月に中央大学にて法学の博士号を、2011年３月に昭和大学に

て医学の博士号を授与されている。

以上が父の略歴である。

２．人となり

幼少期の私の記憶に残る父は、日曜日はゴルフに行って家におらず、平日

の夜にはいつも書斎でクラシック音楽を楽しんでいたように思う。何といっ

てもモーツァルトが大好きであった。幼い私が父の書斎に行くと、「これは

誰の曲？」とクイズを出すのであるが、「モーツァルト」と答えておけば、

だいたい正解であった。

日本モーツァルト協会と日本ヴェルディ協会に加入し、その交友関係で海

外旅行に行くなど、生涯を通して音楽に親しむ人生であったと思う。私が中

学３年生の1982年暮れから翌1983年初めに、音楽の友社主催のツアーに連れ

て行ってもらい、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートを聴いたことは

よい思い出として残っている。

父は大変な読書家であり、ベッドの周りは常に蔵書で囲まれているような

状態であった。また、テレビが好きで、ベッドサイドの小さなテレビを朝か

らよく見ていたのを思い出す。

非常に明朗快活な人で常に冗談を口にしていた。当事務所に勤務していた

堀井敬一先生は、父がいつも話しかけてきて仕事の邪魔をするので大変で

あったと私におっしゃっていた。気づけば今、私も事務所のイソ弁に父と同

じことをしている。

大学受験、司法試験受験の時期において、私は父から一度も勉強しろとい

われたことがない（反面、司法浪人の私があまりにも勉強せず何の憂いもなく生

活しているので、感心されたことはあったが）。予備校の本などではなく、本格

的な論文を読めというだけであった。私も今、若い法科大学院生などに勉強

のことを問われると、同じように答えている。

小さいころはよくドライブに連れて行ってもらい、海外旅行にも行った。
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夏の軽井沢では毎年のようにゴルフに連れ行ってもらったものである。

父との思い出は尽きないが、私にとってはとにかく優しい父であった。

Ⅵ　結びに

先に述べたとおり、父は、医学が社会科学であることを強調していた。そ

の認識に現在でも誤りはないと思うが、一方で目覚ましいテクノロジーの発

達により、医学はますます純粋な客観的科学の方向へ進んでいるようである。

その他の学問も、たとえば心理学などでは自然科学的手法によることが当然

となりつつある。父が熱心に赤鉛筆で線を引いた蔵書にクロール・アンブロ

セリ『医の倫理』（白水社・1992年）があるのだが、その冒頭にすでに次の記

述があることをみつけ、引き付けられた。父はどう思っていたのであろうか。

「今や医学は、科学と技術という武器を手に入れた
20

。したがって、医学を

神聖視することを一切止めなければならない。今日の医師が法廷に立たねば

ならないとすれば、厳密に職業的観点から、つまり患者との関係において、

その意志決定についての責任を問われるためで、良心を裁くためではないし、

まして、単なる医師会評議員会でもない、ごく普通の法廷である。

 ─ジョルジュ・カンギレム、1959年─」

かつて、専門家は、自らを無知な大衆の保護者・指導者とみなしていたと

思われるが、やがて大衆は消費者とよばれ、専門家と消費者はあくまで対等

な立場にあるとされた。父もそう強調していた。その専門家も、いまやＡＩ

に取って代わられて消費者から見捨てられる時代の到来に怯える存在となっ

ている。

今回、本稿執筆のため父の著作を紐解き、その考えを知ったが、この先行

き不透明で困難な時代に弁護士はどうあるべきか、父と話してみたいと思い

ながら、擱筆することとしたい。

20　下線部は父が赤線を引いていた箇所である。
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ここに故平沼髙明先生を追悼して貴重な論文集が編纂されました。医と法

とをめぐる諸々の課題と、それらに対する多くの論考とが述べられています。

まずは執筆にあたった先生方や、編集に携わった代表編者の方々、関係の各

位に厚く御礼を申し上げます。

さて、故平沼髙明先生は、法律の実務にあってはまことに多くの有意な後

進を導かれてきたことは周知でありますが、御自身は同時に昭和大学医学部

において医学博士の学位も授与されています。最近では弁護士と医師の両資

格を有して、いわばダブルライセンスを利用した活動も少なからず見受けら

れますが、先生は医と法のはざまで、おそらくは医学の側に立ったものの考

え方を学ぼうとされたプロセスにおいて、正に向上心が高じて学位取得へと

なったのではないかと想像いたします。

ここで医師である筆者自身にこのことを置き換えてみると、法曹における

ものの見方が、医学のそれとはやはり異なることを感じざるを得ません。た

とえば、医師によるヒューマンエラーは医療過誤としてしばしば問題とされ、

その原因が荷重労働にもあるだろうと「医師の働き方改革」が俎上に載って

います。労働時間の長い外科系医師、救急科医師等をはじめ、臨床研修医（国

家試験合格後の２年間）を含む医師全体の４割以上が週あたりの労働時間に

ついて60時間を超えているようです。一般的に「当直勤務とは睡眠に時間を

割くことができるもの」とされますが、医師は救急外来を訪れる患者に少な

からず忙殺されるので、このような当直は労働ととらえ、当直明けの勤務を

いかに軽くできるかが重要とされます。しかし、これとて小規模病院や医師

数の少ない地域の病院などでは、思うような時間配分はままなりません。そ

もそも勤務医の絶対数について、また診療科による医師数の違いや、医師数

の地域差などと、この問題は人的資源を確保するための診療報酬にも絡む困

難なテーマです。いずれにせよ、医師が好んで労働基準法を破っているので

はなく、守っていては患者を救えないという実態があります。法律の世界と
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われわれ医師の世界との乖離をまざまざと実感します。

また、医療事故で訴訟になる理由を考えてみると、実は患者・家族へのグ

リーフケアの遅れにより、残された家族の悲しみが恨みとなり、不幸な経過

をたどることがあり得ます。グリーフケアについては、医療がそもそも不確

実なこととも関連していて、医療の提供側に何らの過失がなかったとしても、

生物学でもある医学の実践においては、そもそも予想のつかない展開がある

など、すべてにわたってあらかじめ説明できているなどまずは不可能です。

したがって、重大な合併症や偶発症が起こり得て、また密かに進行していた

病気が診療行為の前や後で生じることもあります。そこで、患者やその家族

にとって、このことへの理解が充分になされていなければ、またたとえそれ

なりの理解があったとしても、悲嘆に責められることは否めません。この悲

嘆は、患者やその家族のみならず、関与していた医療者も同じです。ここに

グリーフケア、つまり「近しい人と死別した人が悲嘆（グリーフ）から立ち

直る過程を支援する」取組みの真髄があります。しかし、このような支援の

しくみがわが国では未熟であるといわざるを得ません。

以上のように２つの例を示しましたが、いずれも医と法の立場が協働して

社会を動かすなど、大きな目的を共有してそれに向かっていくなら、必ずや

良い方向への歩みを進めていけそうに思います。かつて日本賠償科学会は「損

害賠償に関する諸問題を医学と法学の両側面から学際的に研究し、人身傷害

の認定並びに民事責任の認定の適正化に資することを目的とする学会であ

る」として1982年に創設されました。このことに長らく尽力され、その黎明

期において、故平沼髙明先生は医と法のいずれの価値規範についても御自ら

の中にそれらを具現化すべく、特に前者について医学博士にもおなりになっ

たのではなかろうかと想像することができます。

しかし、偉大な先生でもお一人では医と法にまたがる課題を克服すること

は容易ではなかったはずで、そのことがこの追悼論文集の編纂に至った大き

な理由のようでもあります。そのようであるなら、ここに寄稿された方々は

もちろん、日本賠償科学会の会員はこぞって、つまり皆で協力し合いながら、
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医と法にまたがる諸課題へ挑戦し続けていくことこそ追悼の本旨と心得ます。

先生は、私たち会員皆に切磋琢磨を課しておられるというわけです。ですか

ら、私たちは皆できっとそのようにして行きたく思います。

以上の次第により、故平沼髙明先生にはどうか安らかにお眠りください。

ここに先生のご冥福を切にお祈り申し上げます。

平成31年４月吉日

� 独立行政法人労働者健康安全機構理事長　有賀　徹
� （前日本賠償科学会理事長）
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