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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する研究  
（主任研究者 溝口 史剛） 

 

総括研究報告書 

研究代表者 溝口史剛 群馬県前橋赤十字病院 

 

研究要旨  

【目的】一人の子どもの死から学び、社会にその情報を生かしていくチャイルド・デス・

レビュー(CDR)は、いよいよ本邦においても認知は少しずつ深まり、社会実装に向けた取

り組みを試行し始めた地域は増えつつある。 

本研究は大きく CDR の社会実装に向けた諸問題を整理し、施策反映の基礎資料とするた

めの研究と、フィールドを使った実践的研究である「医療機関を主体とした全国版後方視

的小児死亡登録検証」の 2つに大きく分かれるが、いずれの研究も少しずつ形が見えてき

た。これら２つの研究は互いに相補的に CDR の社会実装に向けた実現可能性を高めるもの

である。本報告書では、本年度に行った各種の分担研究の内容や作成したコンテンツにつ

いて概説する 

【結果】これまでの結果を受け、CDR を社会実装する上での論点整理を行い、現時点の

CDR 社会実装の研究班案を提示した。また同じく社会実装する上で、もっとも実践の進ん

だ英国の CDR の手法を深く学ぶために、英国法定ガイダンスやその他の社会的資材につい

て翻訳を行い、英国の CDR の制度設計を担っている専門家へのヒアリングを行い報告書に

まとめた。英国以外の国々の状況についてもインタビュー結果をまとめ、提示した。本邦

での地域の実践を開始し深める契機としての「医療機関を主体とした全国版後方視的研

究」の現状の進行につき報告し、CDR 実践の際に重要なウェイトを占める事故事例の検証

例を提示、各地の実践例として、新生児の新たな死亡登録検証の取り組みと、法医-臨床

医連携の取り組みの報告を行った。また現状の損傷を伴わない検査手法である死後画像の

問題点とその解決の方法を提示するとともに、適切な剖検がなされていくために医療現場

における剖検の現状と認識についてのアンケート結果報告を行った。また死亡事例を詳細

に検討することが施策に結びついた一例として、東京都のアウトカムについての報告も行

った。また社会実装研究を進めるうえで、我々の進むべき羅針盤を確認し修正するため、

子どもを亡くした遺族の方との座談会を実施し報告した。また、医療機関におけるグリー

フサポートの在り方についても、実践からの方向をまとめるともに、全国的な状況を調査

し、その結果についても報告した。 

【考察】CDR の社会実装を進めていくための基盤整備をさらに進めた。CDR を真に有効な

ものとするための課題をまとめ提示した。最終年度に向けて、さらなる議論を進めガイド

ラインとしてまとめ上げるとともに、実践研究の報告を受けたエビデンスを提示するため

の準備は整いつつある。 
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Ａ．研究目的 

昨年度、CDR を社会実装段階に移行する

ために本研究班が立ち上がり、そのため

の諸問題を整理し、施策反映の基礎資料

とするための研究と、フィールドを使っ

た実践的研究である「医療機関を主体と

した全国版後方視的小児死亡登録検証」

の登録準備作業を行った。 

本年度は、CDR 社会実装の実現性をさら

に高めることを目的とし、引き続き上記

の対応を進めた。 

 

Ｂ．研究方法 

研究代表者である溝口は、各分担研究

者の研究のサポートを行うとともに、CDR

の論点整理を進め、研究班班会議の場や

日本小児科学会子どもの死亡登録検証委

員会（以下、委員会）の場で、班員や委

員の意見を吸収し、CDR 社会実装の委員会

案をまとめた。 

研究を通じ、英国の CDR 実践と本邦と

の親和性を確認し、英国の CDR 法定ガイ

ドラインや、遺族へ提供するための各種

コンテンツの翻訳を行い、英国の制度設

計を行っている立場の人物へのヒアリン

グ作業を行った。 

分担研究者の柳川も、諸外国の CDR 立

ち上げ段階を学ぶため、各国の関係者へ

のインタビューを試行し、その状況を報

告書にまとめ上げた。 

 分担研究者の沼口は愛知県における後

方視的研究から得た方法論をパッケージ

ング化し、全国を飛び回りその普及に努

め、その実践経過につき報告をまとめ

た。研究代表者の溝口も本実践研究の普

及のため、医療者向けの啓発ツールを各

種作成し、研究班の HP

（https://www.child-death-

review.jp/）を充実させた。またその他

の研究班員や、委員会メンバーも自身の

地域や周辺地域への参加を呼びかけ、多

くの都道府県での研究参加協力者との協

力関係を結んでいった。 

分担研究者の小林は、日本医師会との

協力関係の下、いわゆる警察協力医師の

検案実務に関する調査を行い、地域住民

の信頼の高く、かつ発言力のある医師会

の、CDR 社会実装における重要性を明確化

した。 

分担研究者の藤原は、CDR の社会実装に

おいて重要な役割を発揮しうる保健所を

対象とした調査を行い、保健所の CDR に

果たす役割の可能性と限界につき明示し

た。 

分担研究者の神薗は、成人救急分野に

おける小児死亡と、小児科医との連携体

制についての調査を行い、乳児の 10％、

幼児の 15％、学童の 20％が、死亡の際に

救急医と小児が連携しえていないことを

明らかにした。 

 分担研究者の山中は、CDR 実践の際に重

要なウェイトを占める事故事例の検証例

を提示した。事故による死亡は、すべて

の国民に等しく可能性のありうる事象で

あり、国民啓発のきっかけとして、本事

例をシンポジウムなどで報告し、マスコ

ミに多く取り上げられている。 

 その他に各地の実践例として、分担研

究者の森は、新生児の新たな死亡登録検

証の取り組みを紹介した。新生児分野に

特化した死亡登録検証制度の模索は、CDR

システムとしての CDOP(専門家によるパネ

ルレビュー)の在り方を模索する上で極め

て重要である。 
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分担研究者の岩瀬は、千葉県の研究会

の場を活用した、法医-臨床医連携の取り

組みの報告を行った。現状で多機関連携

が連携したうえで法医情報を活用しうる

実践として、各地にこのような取り組み

を知っていただくことは情報共有の障壁

を如何に取り払うのかを考察する上で極

めて有意義である。なおこのような活動

を通じ、死亡児対応ガイドラインの作成

も行われている。千葉県の研究会の最終

的な確認にまで至らなかったため、本年

度の報告書に記載することはできなかっ

たが、協力関係のもと全国版としても

launch できるように準備していきたい。 

分担研究者の小熊は、CDR における重

要な側面である「死因究明」における、

小児を対象とした死後画像の現状につき

調査し、問題点を提起したうえで、適切

な対応方法についての提言を行った。 

分担研究者の小保内は、適切な剖検が

なされていくために医療現場における剖

検の現状と認識についてのアンケート結

果報告を行った。また死亡事例を詳細に

検討することが施策に結びついた一例と

して、東京都のこども救命センターの実

例を挙げ、概説している。また社会実装

研究を進めるうえで、我々の進むべき羅

針盤を確認し修正するため、子どもを亡

くした遺族の方との座談会を実施し報告

した。 

分担研究者の菊地はまた、医療機関に

おけるグリーフサポートの在り方につい

ても、自身の勤務する東京都立小児総合

医療センターの実践の報告を行うととも

に、全国の病院小児科を対象としたグリ

ーフケアの提供状況についての調査を行

い、その結果を報告した。 

また我々の本年度のための成果報告

と、合同研究へのさらなる参加を促進す

るために、日本小児科学会と共同開催の

形で、「小児死亡時対応講習会」を開催

した。その経過や内容については、委員

会副委員長で本研究班の研究協力者であ

る仙田昌義医師に、報告書としてまとめ

ていただいた。 

それぞれの詳細については、各分担研

究報告書をご参照いただきたい。 

 

Ｄ．考察、および E.結語 
 CDR の社会実装を進めていくための基盤

整備をさらに進めた。CDR を真に有効なも

のとするための課題をまとめ提示した。最

終年度に向けて、さらなる議論を進めガイ

ドラインとしてまとめ上げるとともに、実

践研究の報告を受けたエビデンスを提示す

るための準備は整いつつある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

 

分担研究  地域における連携構築に関する研究 

「小児死亡事例の包括的検証システム構築の課題に関する研究 

－現時点における CDR 社旗実装モデル提示－」 

 

主任研究者 溝口 史剛 前橋赤十字病院 小児科 

分担研究者 沼口 敦 名古屋大学医学部附属病院 救急科 

研究協力者  尾角光美 一般社団法人 リヴオン  

内山健太郎 賛育会病院小児科 

 

研究要旨 

チャイルド・デス・レビューの社会実装に向けた議論は、近年急速に進みつつある。しかし、犯

罪性の有無が問われる外因死や、高度の医学判断が求められる内因死や不詳死を含めたあらゆ

る小児死亡の詳細な検討を行う CDR を実際に社会実装するためには、解決すべき論点は膨大に

存在する。当研究班に属する各研究者は、本邦で CDR が議論され始めた初期から、社会実装に

向けた実践的なパイロット研究を含めた様々な取り組みを行い、議論を深めてきた。これらの議論

は主に医療者が中心になり行ってきたものではあるが、今後は社会実装に向けた種々の論点の

存在をより多くの人々と共有し、議論を深め、社会的実装を実効性のある形で成し遂げる必要が

ある。 

本報告書はこれまでの議論を、まとめ上げ提示するものである。報告書の末尾には、これらの議

論を踏まえた、CDR 社会実装モデル（研究班/小児科委員会案）を提示している。本報告書をた

たき台として、専門家・行政府・立法者・国民間で CDR に関しての議論が深まり、実効性のある

CDR の制度設計に繋がることを期待する。 

なお本モデルはあくまで中間的なモデル提示であり、本研究班の最終年度で発行予定のガイ

ダンスとは当然異なる可能性があるものであることを明記しておく。 

 

Ａ．研究目的 

 チャイルド・デス・レビューの主たる目的は、

予防可能性のある新たな死亡の発生を予防す

ること、ならびに子どもを亡くした遺族に対して

確実なサポートを提供することである。 

 

 

Ｂ．研究方法 

A.の目的を達成するための枠組みについ

て、研究班の班会議の場や、当研究班の研究

者の多くが属する日本小児科学会子どもの死

亡登録検証委員会の委員会会合の場で、自

由闊達な意見を行ってきた。本報告書はこれ

らの意見をまとめ上げたものである。なおこれ
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らの意見はあくまで討議中のものであり、日本

小児科学会の理事会を正式に通したものでは

なく、今後の議論の活性化のために提示する

ものである点に留意されたい。 

 

Ｃ．研究結果、ならびにＤ．考察 

討議してきた論点は膨大である。いささ

か冗長であるが、これまで議論してきたこ

とを踏まえ、以下に目指すべき方向、明確

化すべき課題につき列記する。 

 

各項目リスト 

1. 多機関連携で実施することの困難性

と重要性の解釈 

2. CDR と死因究明との関係性 

3. CDR の各種プロセスについて 

4. CDR のタイプ（前方視的/後方視的） 

5. 悉皆性（全数把握）の重要性と困難性 

6. CDR を社会実装する上での根拠法 

7. CDR のケーススケール 

8. 小児死亡の原因の多様性について 

9. 詳細検証事例抽出のための一次スク

リーニングについて 

10. 二次スクリーニングのための詳細情

報収集について 

11. 現行法制化で実施されている、個別的

小児死亡調査制度について 

12. 現行法に基づく個別事例検証とCDRと

の関係性について 

13. 二次スクリーニングの在り方につい

て 

14. 二次スクリーニングの場のケースロ

ード（対応可能な検討事例数）につい

て 

15. 二次スクリーニングのための事例要

旨の作成について 

16. パネルレビューの必要性について 

Ⅰ：医療情報中心パネル 

A:新生児医療パネル 

B：小児医療パネル 

＊医療過誤事例とCDRの関係性について 

Ⅱ：行政情報中心パネル 

C：事故パネル： 

D：自殺パネル 

＊民事紛争と CDR の関係性について 

Ⅲ：司法情報中心パネル 

E：虐待パネル 

F：不詳死パネル 

＊刑事紛争と CDR の関係性について 

Ⅳ：その他のパネルレビューの枠組み 

17. 予防施策提言の発出について 

18. 検討された貴重なデータの積み上げ

について 

19. 予防施策のトラッキング 

20. 情報の公開について 

21. グリーフサポートについて 

22. CDR における遺族関与について 

 

 

1.多機関連携で実施することの困難性と

重要性の解釈 

子どもの死亡に対し、地域の各機関の相

互の連絡と連携を促進し、協調的な取り組

みが行われる必要があることを具現化す

るためのものが CDR である。CDR を履行す

る上で生じた、連携を行う上で生じた阻害

要因こそが、その地域における改善すべき

優先順位の高い要因とされるべきもので

ある。 

 

2.CDR と死因究明との関係性 

死因究明制度が如何に発展しようと、そ

れのみで小児の予防可能死を減少せしめ

る社会が速やかに実現できるわけではな
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い。一方で死因究明がおろそかなままで予

防可能性の検討を行うことは、非効率的で

あり、かつオーバートリアージとアンダー

トリアージを招くことは必定である。すな

わちCDRは死因究明制度改革の一環として

とらえるべき性質を帯びたものであるが、

CDR 自体は死因究明制度そのものではない

点を共通理解として持つ必要がある。制度

の設計にあたってはその不可分性を十分

に理解したうえで、既存の法制度や、成人

を含めた死因究明制度改善のための取り

組みと齟齬が生じないように十分な検討

がなされる必要がある。 

 

3.CDR の各種プロセスについて 

CDR のプロセスは、①死亡事例の登録→

②詳細に検証すべき事例の抽出（スクリー

ニング）→③検証すべき枠組みへの振り分

け（グルーピング）→④検証→⑤提言の作

成→⑥情報の収集・解析→⑦情報の公開→

⑤提言遂行状況のトラッキングに分けら

れる。 

いうまでもなくこのプロセスの中に「＃

情報の収集」は含まれるが、これがどこに

含まれるのかは、どのような事例であるの

か、どのような枠組みとして CDR を社会実

装していくのかによって可変的といえる

し、必要時にはどの段階でも再度行うこと

が必要となるものであるし、得られた情報

によっては再度の検証が必要になるなど、

互いに影響を及ぼしあうものである。 

 

4.CDR のタイプ（前方視的/後方視的） 

CDR は、発生した時点で迅速に把握し、

死因究明のための情報収取を含めた多機

関連携体制が同時に発動される「前方視的

検証(Investigative CDR)」と、死亡後一定

時間が経過したのちに後方視的に情報を

収集した後に検証を行う「後方視的検証

(Prospective CDR)」の大きく 2 つにわけ

ることができる。後者は社会実装する上で

よりハードルが低く、まずはこの「後方視

的検証」を可能にする体制整備を優先して

行うことが現実的であろうが、本来の CDR

の目的である予防可能死を減少するため

には死因究明の質の向上は不可分であり、

また確実なグリーフサポートの提供の趣

旨からは、将来的には「前方視的検証」の

導入を目指す必要がある。「後方視的検証」

の社会実装を急ぐあまり、「前方視的検証」

の社会実装の可能性が遠のくことは本末

転倒であり、制度の設計にあたっては「前

方視的検証」を行う余地を残した設計にす

る必要がある。 

 

5.悉皆性（全数把握）の重要性と困難性 

CDR の社会実装にあたっては、子どもの

死亡が全数漏れなく把握され、登録される

必要がある。現行の死亡届・死亡小票の活

用が考慮されるところではあるが、個別事

例の検討を目的としてこれらを二次利用

することは、現行法上は不可能であり（統

計法の改正により二次利用の促進が図ら

れてはいるものの、調査を実施した府省自

身が利用する場合（統計法 32条）であって

も、統計の作成と統計的利用にその目的は

限定されている）、それを可能せしめる法

的根拠を明確にする（①CDR を目的とした

二次利用を認めることを明記するか、②

CDR として死亡を把握するための届け出

を、死亡届とは別に別途行うように定め

る）必要がある。 

①の枠組みとして整理を行う場合には、

市町村や保健所が担うことで確実な把握
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が可能となるが、統計法の根幹となる概念

を変えることはハードルが極めて高いと

言わざるを得ない。法解釈として、CDR を

あくまでも「プロセスとして個別事例の討

議を行う過程を経るが、その目的は我が国

の正確な小児死亡統計を出すためのもの

である（予防可能性の検討や、予防施策の

検討も、最終的に小児死亡統計を出すため

のものである）」との解釈で進めることが

できうるか、法的側面から検討する必要が

あり、またそれが可能と判断するのであれ

ば、その旨を通知などで明確化する必要が

あるであろう。もちろん死亡事例の発生と

死亡診断書記載医療機関を把握し、二次的

調査の端緒とすることに、死亡小票を活用

する統計的利用に関しては現行の統計法

上も可能と思われるが、煩雑な手続きを毎

年行う必要があり、そのような形で死亡小

票を利用するような、制度設計をするにせ

よ、手続きの簡便化が図られるように、通

知などでCDRの事業への活用につき明示化

されることが望ましい。 

②の枠組みとして整理を行う場合には、

そのような届出の発出先と提出先をどの

ように定めるのか（提出を受けた機関はそ

れをどのように取り扱うのか）、どの法令

根拠に基づいてそのような届け出のやり

取りを行うのかを明確化する必要がある。 

実務的観点から述べるとすれば、CDR を「前

方視的検証」として行うか「後方視的検証」

として行うかにより届出を行いうる人物・

機関は異なる。例えば「前方視的検証」の

場合には調査を兼ねるため、迅速性が求め

られるものであり、死亡診断を行った医師

に届け出の責務を課すことは最も理にか

なっている。しかし届け出の制度を整える

ことが、死因究明の質向上に直接つながる

わけではない。臨床現場の医師の異状死の

届け出の励行や、犯罪死の見逃し防止のた

めの諸検査の実施の励行や、不詳死の医学

的精査の質向上などは、あくまで医師や検

視官の資質向上により達成しうるもので

ある。ただ、現状ほとんどなしえていない

臨床医－法医学者の剖検前カンファラン

スの実施を可能せしめる法的根拠を明確

にすることや、死亡診断を行うために必要

と医師が判断し、医師の求めを拒否する明

確な根拠がない場合には、その求めに応じ

て、警察や児童相談所などが事前に知り得

た情報を共有しうるように法的明確化を

図ることは、直接的に CDR の質向上につな

がる。 

後方視的検証として行う場合には、死亡

事例の全数把握の方法論の選択肢は広が

るが、死亡診断をした医師が届け出を行う

か、死亡届を受理した市町村や、死亡診断

書が転記された死亡小票の送付を受けた

保健所か、さらに保健所から小票の送付を

受けた段階で都道府県が、（死亡届の個別

検討への二次利用が困難である以上）、死

亡診断書/死体検案書の記載を行った医師

か死亡届を提出した遺族に、何らかの形で

調査権限が付与された状態で、照会をかけ

る形となるであろう。前者の、医師に届け

出義務を課す場合には、全数把握をしえな

い可能性が生じ、後者の、行政機関に調査

権限を持たせ対応する場合、全数把握の問

題は解決できるが、結局医師の負担は変わ

らず二度手間なだけコストがかかるとい

う問題がある。将来的な前方視的検証の実

施も視野に入れるならば、現時点では医師

や市町村が関与する形での整備がなされ

ることが望ましいであろう。 

なお英国では、死亡発生時にその死亡確
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認を行った医師に、別掲の FormA の提出を

義務付けている。また不詳死の場合、院内

チ ー ム ・ コ ロ ナ ー ・ 警 察 ・ SUDI 

pediatrician(突然の予期せぬ死亡の対応

に対しトレーニングを受け、資格を得た小

児科医)に迅速に連絡を取る旨が法で定め

られており、将来的に目指したい方法の一

例として参考になる。 

 

 

6.CDR を社会実装する上での根拠法 

CDR を社会実装するための法令根拠とな

りうる現行法としては、「児童福祉法」、

「母子保健法」、「地域保健法」、「死因

身元調査法」が挙げられる。 

 

＊「児童福祉法」では、「児童及び妊産婦

の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、

相談、調査、指導、関係機関との連絡調整

その他の必要な支援を行う」とされている

が、対象が児童福祉に関する事項に限定さ

れること、ならびに CDR の結果は児童福祉

の向上に資すると解釈できるが、それをも

って全小児死亡事例の検証まで同法で包

含しうるのかは不明瞭であり、CDR の実施

そのものの根拠としうるのは困難である。 

 

＊「母子保健法」に関しては、第二十条三

項で「国は、乳児及び幼児の障害の予防の

ための研究その他母性並びに乳児及び幼

児の健康の保持及び増進のため必要な調

査研究の推進に努めなければならない」と

されており、少なくとも乳幼児期に関して

は CDR の実施そのものの根拠としうるが、

大きな問題点として対象が乳児および幼

児に限定されてしまう点が挙げられる。第

八条三項で、「学校保健安全法・児童福祉

法やその他の法令に基づく母性及び児童

の保健及び福祉に関する事業との連携及

び調和の確保に努める」旨記載されている

が、単独で CDR の根拠法とはしえない可能

性が高い。また全死亡事例の検証まで同法

で包含しうるのかはやはり不明瞭である。 

 

＊「地域保健法」に関しては乳幼児に限定

せずに、保健所に以下に掲げる事項につ

き、企画、調整、指導及びこれらに必要な

事業を行うことと定めている。 

 人口動態統計その他地域保健に係る統

計に関する事項（第 6条 1項） 

 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関

する事項（第 6条 8項） 

 その他地域住民の健康の保持及び増進

に関する事項（第６条 14項） 

および必要があるときは、 

 地域保健に関する情報を収集し、整理し、

及び活用すること（第 7条 1項） 

 地域保健に関する調査及び研究を行う

こと（第 7条 2項） 

 

このうち、CDR の根拠法に転用しうるの

は第６条 14 項、ならびに第 7 条 1 項であ

るが、第６条 14 項では保健所の業務は企

画調整にとどまり情報収集権限は付与さ

れず、第 7条 1項であれば情報の収集と利

活用が可能となるが、全死亡事例の検証ま

で同項で包含しうるのかは不明瞭である。

また「必要があるときは」という条件付け

があるが、何をもって必要があると解釈す

ればよいのか（予防可能性のあったと判断

しうる死亡に限定するのか、小児が死亡し

たことをもって必要があると判断しうる

のか）不明瞭である。 
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＊「死因身元調査法」に関しては、正式名

称の「警察等が取り扱う死体の死因又は身

元の調査等に関する法律」が示す通り、本

法律体系を CDR の根拠法とした場合、警察

対応となる死亡事例に検証が限定されて

しまう。同法には「公衆衛生の向上」につ

き言明されているが、法の理念として「市

民生活の安全と平穏を確保することを目

的」としており、「予防可能な死亡の減少」

という CDR の根幹理念は含まれていない。 

 

＊「死因究明推進基本法（案）」は現時点

で法案作成され、提出がなされたものの、

成立に至ってはいない。その目的は「安全

で安心して暮らせる社会の実現」および

「生命が尊重され個人の尊厳が保持され

る社会の実現」に寄与することとされてお

り、第三条 2項で、「死因究明の推進は、

高齢化の進展等の社会情勢の変化を踏ま

えつつ、死因究明により得られた知見が疾

病の予防及び治療をはじめとする公衆衛

生の向上及び増進に資する情報として広

く活用されることとなるよう、行われるも

のとする」と定めており、CDR 実施の法令

根拠になりうると思われる。ただし「高齢

化の進展等の社会情勢の変化を踏まえつ

つ」との前提記載内容から、即座にこれを

もってCDRの実施体制の整備に直結させる

ことは困難である。 

 

結論としては、現行法のままでは CDR を

実施するためには「法律の弾力的運用」を

しなくてはならならない点に変わりはな

く、多くの機関が関与し、かつ関係法規と

のバッティング（刑事訴訟法、個人情報保

護法など）が生じることが容易に想定され

るセンシティブ情報を扱うその性質上、

「チャイルド・デス・レビュー」という文

言そのものを法令に記載し、根拠を明確に

しない限り、既存情報を活用することや、

新たに情報を収集したり、他の法令根拠に

基づき収集された情報を共有することは、

困難である。 

本研究班は、新規の立法の要否などにつ

いてまで踏み込んだ言及をする立場では

ないが、立法・行政府にはここで掲示した

観点を踏まえて、十分な検討を行っていた

だきたい。 

 

7.CDR のケーススケール 

ここでまた社会実装の観点に立ち戻る。

現在の小児死亡は年間約 4000 名であり、

一般人口 100 万人当たり年間 32.3 名程度

である。全小児死亡のうち、予防可能性が

中等度以上の事例と不詳死事例を含めた

「要詳細検討事例」は先行研究からはおよ

そ 30％程度であり、一般人口 100 万人当た

り年間約 10 名程度発生している。CDR の制

度設計にあたってはこの数字を念頭に置

いたうえで、各都道府県・政令市が実行可

能な形の検討がなされるようにする必要

がある。 

例えば、標準的な人口 200 万人規模の都

道府県では年間 65 名程度の小児死亡事例

が発生し、うち 20名程度が「要詳細検討事

例」に該当する。把握された全小児死亡を

多機関で検討するとなると、1 例当たりの

検討時間を最小に見積もって平均 20 分と

設定した場合にも、検討時間の累計は22時

間要する。これは、1 回の会合を 2 時間と

設定した場合には毎月検討を要する見立

てとなる。ただし、これまでの個別事例の

検討経験からいって、十分な検討を行うた

めには事例によっては 60 分を超える時間
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を要することもざらではなく、現実的に小

児死亡全数を多機関で検討することはお

よそ困難であり、「要詳細検討事例」を抽

出する適切なスクリーニング体制の整備

は不可欠である。 

 

8.小児死亡の原因の多様性について 

小児の死亡原因は極めて多岐にわたる

もので、十把一絡げにしてシステム論を語

ることはもとより困難である。先行研究で

は小児死亡を「１：虐待/ネグレクト」「２

：自殺」「３：事故」「４：悪性疾患」「５

：急性疾患」「６：慢性疾患の増悪」「７

：先天異常」「８：周産期/新生児」「９：

感染症」「１０：不詳死」に分け検討した。

先行研究は事例数が疫学的検討に耐えう

るほど多くなく、特に 5歳以上の事例数は

わずか 27 例であり、あくまで参考にすぎ

ないが、その頻度とそれぞれの PD 割合は

下表の通りである。 

 

 
 5 歳未満の死亡事例

における頻度（うち

PD の割合） 

5 歳以上 15 歳未

満の死亡事例に

おける頻度（うち

PD の割合） 

人口 200 万規模

の都道府県の年

間発生頻度(要詳

細検討事例数) 

１：虐待/ 
ネグレクト 

2.3％(100％) 3.7％（100％） 2 人（同） 

可能性があるとされた事例：7.3％ 5 人(同) 

２：自殺 0% 3.7％（100％） 1 人(同) 

３：事故 4.1%(100%) 18.5%(100%) 6 人(同) 

４：悪性疾患 4.1%(7.1%) 29.6%(0%) 8.5 人(0.1 人) 

５：急性疾患 2.9%(30%) 14.8%(0%) 4.5 人(0.4 人) 

６：慢性疾患 
の増悪 

3.5%(8.3%) 11.1%(0%) 4 人(0.1 人) 

７：先天異常 46.3%(2.5%) 11.1%(0%) 22 人(0.5 人) 

８：周産期/ 
新生児 

18.8%(15.6%) 3.7%(0%) 9 人(1.2 人) 

９：感染症 5.1%(62.5%) 7.4%(0%) 4 人(1.3 人) 

１０：不詳死 13.2%(--%) 3.7%(--%) 6.5 人（同） 

右記の発生頻度は 0.5 人単位で切り上げた為総計は多く算出されている 70 人（24 人） 

 
 表：小児死亡事例の死因別割合、および死因別の予防可能死の割合、 

ならびに死因別の詳細検討事例に占める割合 

外
因
死 

(20%)

内
因
死 

(70%) 

不詳死(10%) 

詳
細
検
討
事
例 

に
占
め
る
割
合 

全
小
児
死
亡
に 

占
め
る
割
合 

外
因
死 

(58%)

内
因
死 

(15%)

不詳死(27%)
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 現実的な CDR 体制の社会実装のために

は、表に提示した概算数値を参照に、各都

道府県・政令市の人口規模も勘案したうえ

で、検討を行う必要がある。 

ただし、これらの概数は limitation の

多かったパイロットスタディーの結果か

ら得られた、あくまで参考程度の者であ

り、より詳細な真の疫学傾向は今回、当研

究班と日本小児科学会子どもの死亡登録

検証委員会で合同実施中の、医療機関を中

心とした全国版後方視的研究の結果で、明

確化されるであろう）。 

一次スクリーニングの段階では、その後

の詳細検討（二次スクリーニング）を見越

したうえでこの 10 の疾病群への振り分け

と、オーバートリアージを原則とした予防

可能性のトリアージとを行うことが、効率

の観点から必要となる。 

 

9.詳細検証事例抽出のための一次スクリ

ーニングについて 

ここで一次スクリーニングを行うタイ

ミングや至適機関につき考察を行う。この

問題も、どの枠組み（「前方視的検証」か

「後方視的検証か」）で実施するかや、ど

の疾患群が対象となっているかにより、お

のずと異なるものであり、また死亡診断書

/死体検案書や死亡小票の CDR の二次利用

が可能と解釈しうるかによっても異なる

ものである。 

二次利用が可能な場合には、その記載内

容から一次スクリーニングを行いうる可

能性がある。しかし、1 歳未満事例に限定

して検証したものではあるが、先行研究で

は、死亡診断書/死体検案書に記載された

死因病名と、より詳細な情報を収集し、複

数の医療者で検証した結果の死因病名と

の間には、かなりの乖離が確認され、乳児

死因簡単分類上の変更を要した事例は

27%、分類変更を要さないものの、Ⅱ欄への

追記を含む何らかの修正が望まれる事例

や死因の明確化のためにさらなる情報の

記載が望まれる事例も 22%、計 49％の事例

が死亡診断書/死体検案書情報では、真の

情報が読み取れない状態であった。死後対

応の混乱期に情報もそろわぬ中で正確な

死因記載を行うことは困難で、またこれら

の書類は遺族に手渡しするものでもあり、

PD スクリーニングを死亡診断書/死体検案

書情報のみから実施することは、不正確と

なる可能性が現実的に無視しえないほど

には高いと推察される。そのため、単一機

関（市町村もしくは保健所）がスクリーニ

ングを行う場合であっても、医師や関係者

から正確なスクリーニングを行うことが

できる程度の追加情報収集は不可欠とな

るであろう。 

二次利用が不可能な場合には、６．で記

載した問題点を解決したうえでの、法的根

拠に基づく小児死亡の届け出を受けた後

に、やはり正確なスクリーニングを行いう

る程度の追加情報収集を施行する必要が

ある。 

ただし、小児死亡の 20%を占める外因死

は、PD であると判断される可能性が極めて

高く、また 10%を占める不詳死はそのよう

に判断されたこと自体が「要詳細検討事

例」とトリアージされる適応となる。それ

ゆえ一次スクリーニングにおいては、外因

死・不詳死と判断されたことのみをもっ

て、「要詳細検討事例」とトリアージする

ことには妥当性がある。 

とするならば、小児死亡の 70%を占める

内因死に関して、正確に PD であったか否
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かの一次スクリーニングをいかに行うか

が、本質的な焦点となる。正確な一次スク

リーニングのための追加情報収集の実施

をどの機関が担うのかについては、権限を

付与し実効性を持たせる意味では、行政機

関（市町村・保健所・都道府県）が形式上

担うことが望まれるが、内因死の主たる情

報源は医療である。内因死と一時的に判断

された事例に予防可能性があったか否か

の判断は、高度の医学的判断が求められる

ものであり、かつ医療者であっても現場で

対応した医師にしか判断しえない要因も

少なくはない。一方で、結果が「死亡」で

あった事例に対しての医師への他機関か

らの調査照会を行うことは、医療現場の結

果責任が問われることの危惧をあおるこ

とにもなりかねない。 

しかしこのようなデリケートな問題を

忌避するあまりに、現場の医療者に意見聴

取することなく、一部のスクリーナーのみ

が、限定的な情報のみでスクリーニングを

行うシステムを構築することは推奨され

ない。 

内因死であっても PD は、人口 100 万人

当たり、2 名弱の発生が推察されるもので

あり、決して CDR システムの中で棄却して

いいものではなく、このような事例の中に

救急医療/小児医療提供体制上の解決すべ

き課題を浮き彫りにしてくれる事例や、医

療機関が見逃してはならない犯罪死をは

じめとする「要詳細検討事例」が含まれて

いるのであり、現場の医療者同士の議論を

通したスクリーニングがなされることが、

医療現場の実践を改善することになる。実

際、本報告書記載者の属する施設で行った

死亡事例の一次スクリーニング検証でも、

最終的に PD と判断しなかった事例の検討

からも、小児医療提供体制上の課題は複数

持ちあがり、有意義な学びが得られた。こ

のような検討は法的に位置づけることが

できない性質のものであるかもしれない

が、CDR の理念の根幹であるように思う。

このような実践を進めていくためには、関

連学術団体がそれを促進する枠組みを整

理したり（専門医の取得・維持を行う上で、

CDR の検討会に参加することを要件にす

る。専門研修施設の認定要件とする、な

ど）、病院機能評価における評価項目に加

えるなどの整備が望まれる。 

いずれにしろ、一次スクリーニングの主

体は行政に置くとしても、70％の内因性疾

患を的確にスクリーニングし、詳細検証事

例を抽出したうえで、効率よく多機関連携

での検証を行うためには、医療者との緊密

連携体制は欠かすことができず、その点が

考慮された枠組みの整理が求められる。言

うまでもないがここで述べた医療者とは

病院/診療所内で診療にあたった医療者の

みならず、病院/診療所外で死亡が確認さ

れた事例の検案を行った医療者を含む。本

邦で死体検案対象となった小児の実数は

明らかではないが、医師会へのアンケート

調査の結果からは、人口 100 万人当たりの

小児検視件数は 7.3 名/年と決して少なく

ないことが示唆されている。なお検案対象

となった事例は、実務上全例「要詳細検討

事例」に該当するとして差支えはないと思

われる。 

 

10.二次スクリーニングのための詳細情報

収集について 

一次スクリーニングの結果、「要詳細検

討事例」に該当するとされた事例について

は、二次スクリーニング実施のためのより
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詳細な追加調査を行う必要がある。このよ

うな調査の実施主体もまた、権限を付与し

実効性を持たせる意味では、行政機関（市

町村・保健所・都道府県）が形式上担うこ

とが望まれる。 

 このような追加情報収集の対象となる

事例は、外因死が 58%、内因死が 15%、不詳

死が 27%を占めるが、予防可能性の検討の

ためにどのような情報の収集が求められ

るのかは、個々の事例により千差万別であ

り、二次スクリーニング実施前に見極める

ことは困難であり、この段階での情報収集

は一定のフォーマットを用いた画一的な

フォーマットを用いることが現実的であ

る。 

英国のCDR実施のための法定ガイドライ

ンでは、死亡を把握した機関（実質的には

ほとんどが医療機関）にスクリーニングの

ための情報収集として、各死因別に FormB

（新生児[B2]、予期された死亡[B３]、不詳

死[B4]、交通外傷/転落[B5]、溺死[B6]、火

災[B７]、違法薬物[B8]、その他の事故

[B9]、中毒死[B10]、虐待/殺人[B11]、自殺

[B12]）という書式を用いて死亡情報を報

告することと定めている（参考資料として

FormB を本報告書末尾に添付した）。 

 

11.現行法制化で実施されている、個別的

小児死亡調査制度について 

ここで、現行法に根拠のある個別具体的

な死亡事例調査について、８．で掲示した

グループ別に言及する。 

 

①虐待/ネグレクト・殺人   

これらは犯罪死に該当し、「警察法」「警

察官職務執行法」「刑事訴訟法」などが法

令根拠となるが、虐待死の行政調査に関し

ては「虐待防止法第 4条第 5項」が根拠と

なる。これらに該当する事例に関しては、

刑事訴訟法 47条「訴訟に関する書類は、公

判の開廷前には、これを公にしてはならな

い。但し、公益上の必要その他の事由があ

って、相当と認められる場合は、この限り

でない」に基づき、CDR に資する情報を警

察から得ることは、現行法では困難である

（但し書きの「相当」の範囲が不明瞭であ

り、実運用はほとんどなされていない）。

公判を前提としない不起訴事例に関して

も、現状では情報の共有はほぼなされてい

ない。 

 

②自殺 

死亡の背景に、生前に犯罪に該当する被

害の存在が疑われた場合には、①と同様の

法令根拠のもと、調査がなされるが、その

存在が明確ではなくとも、自殺事例の場合

には、「自殺対策基本法第 15条」が根拠と

なりうる。ただし、本法はあくまでも公衆

衛生学的調査を定めたものと解釈される

もので、CDR で求められる個別事例検証に

関しては、いじめによる自殺であれば、「い

じめ防止対策推進法第 28 条第 1 項」が根

拠法になる。いじめの存在が明確でなかっ

た場合であっても、小児の自殺事例の場合

には、文科省通知「子供の自殺が起きた時

の背景調査の指針」があり、原則として全

例が詳細検討の対象となるが、調査義務が

課せられているわけではないため、現実的

には全例がごく一部の事例のみしか調査

対象となっていない。 

 

③その他の外因   

保育事故による死亡に関しては、「平成

26 年内閣府令第 39号」「平成 26 年厚生労
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働省令第 63 号」「平成 29 年厚生労働省令

123 号」が根拠となる。航空・鉄道・船舶

事故死に関しては、「運輸安全委員会設置

法」が、交通事故に関しては「道路交通法

第 108 条 14 項」が根拠となる。 

なお道路交通法では第 108 条 16 項で「警

察署長は、分析センターの求めに応じ、分

析センターが事故例調査を行うために必

要な限度において、分析センターに対し、

交通事故の発生に関する情報その他の必

要な情報又は資料で国家公安委員会規則

で定めるものを提供することができる」と

規定されており、かつ同 24 項では「警察庁

及び都道府県警察は、分析センターに対

し、国家公安委員会規則で定めるところに

より、その事業の円滑な運営が図られるよ

うに必要な配慮を加えるものとする」と記

載されており、CDR 実施において警察の把

握している情報の提供の法令根拠を付与

する上で参考となる。 

その他の事故に関しては、「消費者安全

法第 23 条」が根拠となりうる。なお消費者

安全法では「消費者安全の確保の見地から

必要な事故等原因を究明することができ

ると思料する他の行政機関等による調査

等の結果を得た場合又は得ることが見込

まれる場合においては、この限りでない」

とその他の法令根拠に基づく調査によっ

て代替しうる旨が明記されており、また同

法第4条 5項では「国及び地方公共団体は、

消費者安全の確保に関する施策の推進に

当たっては、基本理念にのっとり、独立行

政法人国民生活センター、消費生活センタ

ー、都道府県警察、消防機関、保健所、病

院、教育機関、消費生活協力団体及び消費

生活協力員、消費者団体その他の関係者の

間の緊密な連携が図られるよう配慮しな

ければならない」旨が明記されており、や

はりCDR実施において各機関の把握してい

る情報の提供の法令根拠を付与する上で

参考となる。 

 

④-⑧の内因死   

医療過誤の可能性がある場合には「医療

法第 6 条 11 項」に基づいた調査が根拠法

となるが、それ以外では剖検実施に関して

の「死体解剖保存法」以外には、「がん対

策基本法」「難病の患者に対する医療等に

関する法律」「肝炎対策基本法」「アルコ

ール健康障害対策基本法」「アレルギー疾

患対策基本法」など調査研究を推進する各

種法が存在するが、個別事例の詳細検討を

規定するものではなく、個別死亡事例の検

討は臨床病理検討会（CPC）と同様、臨床研

修制度や専門医制度でそれを促進する枠

組みはあるものの、医療者の専門性向上の

ための自己研鑽として任意に実施されて

いるものである。 

 

⑨感染症    

「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律」、食中毒に関して

は「食品衛生法」、検疫に関しては「検疫

法」が法令根拠となる。 

 

⑩不詳死   

解剖実施に関しては「死体解剖保存法」

が根拠となる。異状死と判断された場合に

は医師法 21 条に基づき、警察に届け出を

行う必要があり、犯罪死の可能性が否定で

きれば①の根拠をもとに、非犯罪死体と判

断された場合でも「死因身元調査法」に基

づく調査対象としうる。 

いずれの場合であれ刑事事件となりう
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る場合には、やはり刑事訴訟法 47 条に基

づき、CDR に資する情報を警察から得るこ

とは、現行法からは困難である。死因身元

調査法に基づく解剖結果に関しては、犯罪

捜査の手続に付されていないものに関し

ては、「検案を行った医師」もしくは「死

亡時画像の読影を行った医師」から「解剖

等の結果の提供の求めがあった場合」に、

「医学研究目的に限り、死者を識別できる

方法で第三者に提供することのないこと

を条件に」提供すべき旨が通達されている

（丁捜一発第 117 号）。つまり実際の死亡

に対応した臨床医が死体検案を行わなか

った場合には、情報は還元されない。なお

本通知では「別途の手続が既に確立されて

いる都道府県警察にあっては、その提供方

式（含、司法解剖）を継続して差し支えな

い」との記載や、「司法解剖結果等の提供

を求められた場合は、犯罪捜査への支障や

刑事訴訟法第 47 条の規定を鑑み、必要に

応じて検察庁とも協議を行い可否等につ

いて個別に検討する」旨記載されており、

一律に司法解剖結果の提供を妨げるもの

ではないとされてはいる。 

 

12.現行法に基づく個別事例検証と CDR と

の関係性について 

１１．で言及した、現行法に根拠のある

個別具体的な死亡事例調査と、CDR の関係

性につき言及する。CDR は究極の死因究明

制度と位置付けられるものでは全くなく、

これまでの死因究明制度のはざまで検討

されるに至らなかった事例に対しても漏

れなく全数に検証を行うことを目指す制

度であり、その対象数は多く、むしろ既存

の死亡事例調査のほうが時間と人員をか

けて検証することが可能ともいえる。 

一方で、CDR はこれまで個々の機関が別個

に行い、散逸してしまっている将来的な予

防を防ぐための知見を、多機関で統合し蓄

積していくためのものである。つまり CDR

は既存の死亡事例調査制度とバッティン

グするものではなく、協働し情報共有を図

るものであり、既存の死亡事例調査で得ら

れた予防のための情報を共有化できると

する法的担保が求められる。CDR では、個

人や個々の組織の有責性を追求すること

はなく、あくまで同様の状況における死亡

事例の発生を防ぐためのシステム上のピ

ットフォールを同定し、その穴を塞ぐ施策

を提言することのみにfocusするものであ

り、場合によっては CDR の検証の場で、「既

存の死亡事例調査制度の下で検証が行わ

れるべき事例である」との勧告を行うこと

が可能な制度にもする必要がある。ただこ

のことは、例えば「警察の調査が不十分で

あり、再調査をしてほしい」旨の遺族の要

望を受け付ける役割を担うべきものでは

なく、当該分野の所管官公庁の影響が及ば

ないことを保証し、また、刑事責任の訴追

等の他の要因に劣後することなく、独立し

た立場で勧告が行えるように、その立場を

明確にする必要がある。 

 

13.二次スクリーニングの在り方について 

二次スクリーニングはあらゆる機関が

参画した状態で行われるべき、CDR の中核

をなすステップである。ただし、その参加

すべき人数は議論の実効性を考慮するな

らば、討議に直接参加すべき人数は各施設

代表者１-２名、最大で２０名程度までに

限定する必要がある。毎回参加者が変動す

ることは、スクリーニングの質の均霑化に

問題が生じ、かつ経験の蓄積という観点か
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らも、望ましいとは言えない。実質的には

行政機関に事務局を置いて委員会形式と

し、委員を委嘱する形で実施する形以外で

の実施は困難であろう。そのような委員会

を置くことを法的に明記し、その運営体制

を確立していく必要がある。 

では、どのような形でそのような委員会

を置くべきかについては、多くの議論があ

りうる。保健所を対象に実施た、以下の枠

組みのいずれが望ましいかについてのア

ンケート調査では、下図に示す通り、見事

といっていいほど、その見解は分かれてい

た。 

 

 

a.要保護児童対策地域協議会(市町村) 

b.児童福祉審議会(都道府県)。 

c.児童虐待防止医療ネットワーク（医療） 

d.保健所業務に CDR を位置づけ（保健所） 

e.死因究明等推進協議会（司法） 

f.新たなCDR法で委員会を位置づけ（新法） 

g.その他 

 

図：保健所を対象としたアンケートで回答

された、CDR を実施する上で望まれる枠組

み 

このような現場の意見が分かれる状況

下で、どの枠組みが望ましいのかをここで

断定的に言及することは困難である。６．

で言及した問題や、１１．で言及した問題

を含め、統合して実効性を持たせる方向

で、法的整備の議論を進めていただきた

い。 

一方、どのような枠組みで委員会を会合

するにしろ、参加できる委員のメンバーの

最大数は限られる。メンバーを固定するこ

とによる経験の蓄積のメリットと、固定メ

ンバー外の人物が参加しえないために生

じる議論の質低下のデメリットがトレー

ドオフの関係にならないように、守秘義務

を明確化したうえで、積極的にオブザーバ

ー参加を認めるなど、その運営には配慮が

求められる。 

 

14.二次スクリーニングの場のケースロー

ド（対応可能な検討事例数）について 

二次スクリーニングの場は、予防可能性

についての最終的な結論をだし、提言を発

出する場と位置付けられる場所であり、ま

た一次スクリーニングによって「要詳細検

証事例」に絞られた場ではあるが、それで

もその対象事例は人口１００万人当たり、

年間１０名と推察されるものの、一次スク

リーニングの場ではオーバートリアージ

を容認しており、また病院外死亡事例はそ

のまま二次スクリーニングの場で対応を

行うとすると、人口１００万人当たり年間

１2 名程度と見越したうえで、年次計画を

立てる必要がある。人口 200 万人程度の標

準的な都道府県で試算するならば、年間 24

名の対象事例を検討する必要がある。多機

関の都合を合わせ、頻繁に CDR 委員会を会

合することは実質困難であり、年間の会合
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を無理のない範囲で4回に設定するとする

としても各回6名の死亡事例の検討を行う

必要があり、年 2回に設定するならば各回

12 名の死亡事例の検討を行う必要がある。

加えて、二次スクリーニングの場は一次ス

クリーニングの妥当性をレビューする役

割を果たす必要があり、そのための時間を

確保する必要がある。各会合に咲くことが

できる会議時間の設定は、現実的には 3時

間程度で、途中の休憩時間も考慮するので

あれば、1 例にかけられる時間はならば、

年 4 回会合としても 30 分弱、年 2 回会合

では 15 分弱ということになる。 

 

15.二次スクリーニングのための事例要旨

の作成について 

上述の限られた時間の中で結論を出す

ためには、CDR 会合の場で生データを初見

で討議する形は不可能といえ、あらかじめ

事例の経過や問題点・討議事項を端的に記

載した要旨作成を必要時には行うことが

求められる。そのような要旨作成をどの機

関が行うべきであるかを法的に明記する

必要があるとは思えないが、CDR 座長（委

員会形式であれば、通常は委員の互選で決

められることとなるであろう）や SUDI 

Pediatrician のような立場の医師の協力

の元、事務局には論点整理を行うことが実

務上は求められることとなるであろう。 

 

16.パネルレビューの必要性について 

一方で、どんなに論点整理をしてもこの

ような短時間で拙速に結論を出すべきで

ない事例や、より高度の専門性を持つ有識

者の知見を反映すべき事例や、広く当事者

と共有を図り事例を掘り下げることが啓

発教育効果の高い事例においては、そのよ

うな掘り下げの場であるパネルレビュー

を実施することが求められる。パネルレビ

ューは８．で提示した 10 のカテゴリーで

設置することが望ましいが、その求められ

る専門性や、情報を保持している機関など

を考慮し、以下のパネルとして立てること

が現実的であろう。パネルの設置は法的に

義務付ける性質のものではないであろう

が、その設置が励行されるように制度設計

が行われることが望ましい。どの程度の事

例まで、パネルレビューの実施を CDR 委員

会が求めるのかは、地域の CDR に対する理

解や体制の成熟度によって異なるであろ

うが、それらの実施状況も含めて各都道府

県は年次報告書に記載することを求める

必要がある。 

 

Ⅰ：医療情報中心パネル 

A:新生児医療パネル 

 周産期・新生児医療者、助産師、病理医、

救急隊などを中心として、８．のカテゴリ

ーのうち、⑦先天異常/遺伝疾患および⑧

周産期/新生児疾患に該当する事例の詳細

レビューを、CDR 委員会の委託を受け実施

する。⑦のうちの希少疾患への対応が予防

施策の中核をなす事例の検証を行う場合、

外部有識者を招聘するなどの対応が望ま

れる。 

 

B：小児医療パネル 

 小児医療者、小児対応を行う関連他科専

門医、救急科医師、救急隊、かかりつけ医、

病理医などを中心として、８．のカテゴリ

ーのうち、④－⑥・⑨に該当する事例の詳

細レビューを、CDR 委員会の委託を受け実

施する。予防施策立案に高度の専門性が求

められる場合、外部有識者を招聘するなど
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の対応が望まれる。 

地域の規模によっては、A/B のパネルを

同時開催するなど、その管理は地域の実情

にゆだねられる。 

 

＊医療過誤事例と CDR の関係性について 

ここで改めて、医療過誤と CDR の関係に

ついて言及しておく。医療過誤の可能性が

ある事例については、原則として原因究明

・再発予防のための医療事故調査制度が存

在しており、そこに全例が委ねられるべき

ものであり、原則として CDR の対象とはな

らない。ただし医療事故調査制度の対象と

はならないと当該医療機関の管理者が判

断した事例に関してはこの制度から外れ

るため、CDR の対象となりうる事態は発生

する。この場合に、CDR において討議する

としても、CDR 自体は当事者の秘匿性、非

懲罰性が原則となる。民事・刑事の紛争に

なりうると当該医療者が判断する場合に

は、その詳細な検証は裁判などで担保され

ることとなるため、CDR の対象とはしない

選択肢は考慮されうる。ただし CDR の実施

趣旨からは、恣意的に対象事例から外すと

いうことは本来望ましいこととは言えず、

CDR で討議した内容は、民事・刑事にかか

わらず係争事例の証拠として用いられな

いこと、また CDR で討議した内容で公務員

に課せられる告発義務が発生することは

ないことを、法的に明記する必要がある。

紛争当事者になりうる人物・機関であって

も忌憚のない意見を言うことが可能な環

境を可能な限り整備する必要があり、その

うえで憲法第三十八条で「何人も、自己に

不利益な供述を強要されない。」と規定さ

れている以上、当事者が望まない場合には

CDR の実施の可否（当事者の臨席しない状

態で実施する、もしくは紛争の懸念が消失

するまで実施を pending にする、など）は

パネルの座長（パネルの座長が紛争当事者

になりうる場合には、別の人物）にゆだね

られるべきである。 

 

Ⅱ：行政情報中心パネル 

C：事故パネル： 

 外科系医師、救急医、救急隊、警察、児

童福祉司、行政（危機管理係など）、教育

・保育関係者（学校/保育下の事故の場合）、

SUDI Pediatrician としての専門性を有す

る小児科医師（家庭内事故の場合）などを

中心として、８．のカテゴリーのうち、③

に該当する事例の詳細レビューを、CDR 委

員会の委託を受け実施する。予防施策立案

に高度の専門性が求められる場合、外部有

識者を招聘するなどの対応が望まれる。 

また本パネルに該当する事例は、各地域に

専門家が少なく、かつ工学的検討など高度

な予算を要する検討を行うことが効果的

となりうる場合には、地域の枠組みを超え

て類似事例を集めての検討が望まれる場

合も想定される。既存の法令根拠で検証を

実施しえない事例を地域が検証すること

に加え、類似事故検索体制を整え、国から

地域へ情報提供を求めるなど、国家による

パネル検証体制の整備を行うなど、「当事

者の学び」「地域の学び」「専門家の学び」

「国の学び」が CDR のもとで有機的につな

がるような体制整備がより求められる。 

 

D：自殺パネル 

教育機関、児童福祉司、かかりつけ医、

児童精神科医などを中心として、８．のカ

テゴリーのうち、②に該当する事例の詳細

レビューを、CDR 委員会の委託を受け実施
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する。本来、②に該当する事例は、原則と

して全例が既存の死亡事例調査の対応と

なるが、遺族が望まない場合、社会的擁護

下の小児であった場合、不登校であった事

例や学校に籍を置いていない事例で、学校

設置者が調査の実施主体になることが困

難な事例、調査組織が平常時から設置され

ておらず、組織立ち上げに相応の時間がか

かると予測される事例で、基本調査・詳細

調査が実施されない事例の場合には、CDR

パネルの対象となりうる。 

 

＊民事紛争と CDR の関係性について 

行政機関中心パネルに該当する事例は、

ほとんどが突然の予期せぬ死亡として発

生するため、親権者の監護下に置かれてい

ない状況下で発生した場合には、民事紛争

に発展しうる可能性が高い。CDR で討議し

た内容は、民事・刑事にかかわらず係争事

例の証拠として用いられないこと、また

CDR で討議した内容で公務員に課せられる

告発義務が発生することはないことを、法

的に明記する必要があることを改めて強

調しておきたい。 

また紛争となりうる状況下で死亡が発

生した場合には、より慎重なグリーフサポ

ートの提供が求められるものである。遺族

への情報開示はグリーフサポートの一つ

に位置付け、体制整備を図る必要がある。 

個々の事例の CDR のプロセスについては、

遺族に適切な説明がなされるべきであり、

また遺族がCDRの場へ伝達したい事項など

を聞き、確実にその場へ届けることは担保

されるべきであり、また CDR の結果、我々

が学んだ教訓は遺族へフィードバックを

行う必要はある。しかし、そのことがいた

ずらに新たな係争の引き金にならないよ

う十分な配慮を図る必要がある。 

また CDR は、警察などが実施する死因究

明に対する疑義申し立てを受け付ける制

度ではなく、あくまで新たな死亡を防ぐた

めの教訓を得るための制度であり、紛争化

した事例に対して解決する場所ではない

点を十分に理解してもらうための市民啓

発を、CDR の社会実装をする際には並行し

て実施する必要がある点を強調したい 

 

Ⅲ：司法情報中心パネル 

E：虐待パネル 

小児科医、外科系医師、救急医、救急隊、

かかりつけ医、法医学者、警察、検察、児

童福祉司、市町村、教育・保育関係者など

を中心として、８．のカテゴリーのうち、

①に該当しうる事例の詳細レビューを、

CDR 委員会の委託を受け実施する。 

①に該当することが明白な事例であれば、

警察・検察主導のもと公判準備が進むこと

となる。このような公判を前提としている

事例の場合には、当然、刑事訴訟法 47 条

「訴訟に関する書類は、公判の開廷前に

は、これを公にしてはならない」に該当し、

司法側からの情報は得られないが、このよ

うな事例は「虐待防止法第 4条第 5項」に

基づく調査の対象となるであろう。公判で

判明するのは八何の原則（「何人が（犯人）」

「何人とともに（共犯）」「何時（日時）」

「何処で（場所）」「何人に対し（被害者）」

「何故に（動機）」「如何にして（手段）」

「何をしたか（結果）」）がすべて明快で

有責性を問えるか否かと、問える場合のそ

の懲罰の程度であり、同種事例を予防しう

る可能性を探求する場ではないため、行政

が独自に検証する意義は大きい。 

しかし実際には生前に関与がなかった
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場合や、司法により八何の原則を満たすこ

とが困難と判断され起訴に至らない事例

は、検証がなされない事例が大多数である

のが現状である。CDR はこのようなギャッ

プを埋めるために大いに期待されるもの

ではあるが、やはり本来的に CDR で討議し

た内容は、民事・刑事にかかわらず係争事

例の証拠として用いられないこと、また

CDR で討議した内容で公務員に課せられる

告発義務が発生することはないことが前

提であるため、CDR が施行されることは子

どもの真の最終的な権利擁護たり得ない

可能性のあるものである。あくまでも通常

の生きている子どもの虐待対応における、

医療の診断/治療スキル、司法機関の捜査/

保護安全実現能力、行政の調査/支援能力

を最大限に発揮できる多機関連携体制を

成熟させることが最優先課題であること

に変わりはない。 

一方で、現状では検証対象になっていな

い不起訴処分となった虐待事例を検証す

る手段に、CDR はなりうる。ただしそのた

めに整理しなくてはいけない課題は多い。

まず CDR を実施することが刑事訴訟法 47

条の但し書きである「但し、公益上の必要

その他の事由があって、相当と認められる

場合は、この限りでない」に該当しうるこ

とを明示し、「相当ではないと認める場合」

以外には、CDR の実施に限り、原則として

警察に対して証拠物や実況見分調書、供述

調書を共有しうること、及び検察庁に対し

て不起訴記録の開示をしうることを、運用

の中で明示することが求められる。 

さらには逮捕・送検にすら至らない事例

の捜査情報に関しては、情報開示請求の対

象外に置かれているため（情報公開法 5条

4 号）、とりわけ共有は困難となる。この

場合であっても、予防施策の検討に必要な

情報に限り共有しうる余地を旨が明記さ

れることが、公益上は望まれる。いずれに

しろ、進行中の司法プロセスの情報管理の

責任は、公判中を除いて主として検察庁が

その責任を負うことになっている。地検の

担当検事は早期から虐待事案には関わっ

ている可能性は高い。個々の事例で予防施

策を検討するために必要な情報は何かに

つき議論したうえで、どうしても捜査情報

がなければ判断できない場面に限定して、

担当検事と警察を交えてCDRに供すること

が可能な範囲を相談したうえで、個別に判

断していただくことになるであろう。 

ただ、CDR の目的は個人の有責性を問う点

にはないため、現行法規で入手しうる情報

の取得に尽くしたうえで、欠落する情報は

「たら・れば」で構わないので議論し予防

施策を打ち出すことは、たとえ不正確にな

ろうとも一定程度の意味はあり、このよう

な活動を通じてCDRの有益性が地域で共有

でき、実績が積みあがることで状況も変わ

りうるものである。そのため、少なくとも

検察・警察の担当者がたとえ一般的事項の

みしか話せない立場であっても、参加する

ことには大きな意義があり、地域の CDR に

積極的に参加することを推奨する旨の通

知だけでも、整備していくことは重要であ

る。 

 

F：不詳死パネル 

小児科医、救急医、救急隊、かかりつけ医、

法医学者、警察、検察、児童福祉司、市町

村、教育・保育関係者などを中心として、

８．のカテゴリーのうち、⑩に該当しうる

事例の詳細レビューを、CDR 委員会の委託

を受け実施する。 
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これらの事例は、そのほとんどは異状死と

して警察に届け出がなされ、検視対象とな

っているものと思われるが、1 割程度の事

例では警察の届け出がなされていないの

が実態である。多くの事例は病院で死亡宣

告を受けると推察されるが、これらの事例

のうち 15%程度は病院外で検視に回ってい

ると推察される。このカテゴリーの事例に

関しては、医療者が詳細に検査を行ってお

らず、かつ解剖の情報がない（解剖がされ

ていない、もしくは解剖されていても情報

が共有されない）場合には、集まって議論

したところで、「何が何だかわからない」

が結論で、何らの予防施策も打ち出せない

可能性がある。そのような場合であって

も、その不詳性がどの程度であるのか（典

型的な SIDS であるのか、SIDS とすること

に躊躇する何らかの欠落情報があるのか、

社会的ハイスクな状況など疑義ありと判

断すべき状況があったのか）、診断しえな

い何らかの内因疾患であった可能性や、外

因が否定しえない状況はなかったのか、な

ど様々な観点から検討を行うべき余地は

ある。ただし理想的であるのはやはり、臨

床医は臨終の際に検査を尽くし、警察官は

積極的に解剖実施すべきとの判断を行い、

解剖を行う前後で臨床医と法医・病理医は

学究的観点から検討を行う、臨床医－解剖

医連携体制を明確にする必要がある。先に

１１．で触れた通り解剖情報を共有しうる

余地はあるものの、特に司法解剖実施例に

関してはその枠組みは曖昧な状態にとど

まっていることから、この連携を促進する

枠組みを法的にも明記していく必要があ

る。 

また、死亡確認を行った以降に、臨床医

は死因究明のための検査を行う権利が一

切消失してしまう現状の枠組み（死後画像

診断の施行は、病院の持ち出しである。死

後の採血や皮膚断片などの検体採取は死

体損壊になりうるし、保険診療としては一

切できない）は、死因究明の大きな阻害要

因になっているといわざるを得ない。「死

亡直後の死後硬直が始まる 2-3 時間まで

に、救急救命対応の流れの一環として死因

究明のために実施された各種検査は、遺族

への十分な説明と同意を得たうえで、もし

くは検視検案業務を通じて必要とされた

範囲内で、保険診療で実施しうる」などの

抜本的改革が求められるところである。 

いずれにしろ現状の Don’t Know(わからな

い)から Can’t Know（現状行いうる最善の

死因究明対応を行ったので、これ以上はわ

かり得ない）にまで死因究明を尽くすこと

は、子どもの権利擁護にあたるものであ

る。解剖を実施することを「かわいそうで、

できればさせないほうがいいこと」と医療

者であっても考えている現状に関して、議

論を深めることは重要であり、小児死亡時

に対応すべき事項についての講習会など

の啓発の機会を増やしていくことも、CDR

の社会実装を行う上で重要であり、そのこ

とも明記される必要がある。 

 

＊刑事紛争と CDR の関係性について 

司法情報中心パネルであっても、CDR で

知り得た情報は、民事・刑事にかかわらず

係争事例に用いられるべきではなく、公務

員に課せられる告発義務などの免責も明

記されるべきである。ただし一方で、CDR を

実施することで点と線が繋がり、犯罪死で

あることが明確化した場合に、子どもの権

利擁護活動としての「告発する権利」まで

消失すると解釈するべきではないであろ
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う。そうであるならば CDR を行うことが、

死亡した子どもの権利を著しく阻害する

ことに繋がってしまう。パネルごとに細か

くこれらの条件を整理する必要があるの

か、そのような法の立て付けが可能である

のかについても、議論をしていく必要があ

るであろう。 

いずれにしろ CDR で議論された内容は、

法で非開示であることが定められた「法令

秘等情報」に位置付けるか、県・国・他の

地方公共団体の内部又は相互間の審議・検

討等に関する情報で、公にすることにより

率直な意見の交換や意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれなどがある「審議

等情報」に位置づけ、参加者・議事録含め

すべて情報開示請求上の非開示情報に位

置付ける必要がある。 

 

Ⅳ：その他のパネルレビューの枠組み 

上記のどのパネルで討議すべきか判然

としない事例や、複数のパネルに該当すべ

き事例の検討をどのように行うのかも検

討をしておく必要がある。ただしこれらは

法的に明記する必要はなく、CDR 委員会が

主体となってパネルを行う、複数のパネル

で複数回の検証を行う、など地域ごとに実

情に応じて運用を整理すればよい。 

 

17.予防施策提言の発出について 

CDR が可能な限りの PD を減らすことを

主目的とするならば、予防施策提言の発出

はまさにその手段としての第一義的なゴ

ールである。たとえ一次スクリーニングで

予防可能性に乏しかった死亡と判断され

た場合であっても、PDを減らすうえで有効

となる提言は、積極的に発出されるべきで

あるし、そのことが CDR 委員会に伝えられ

るべきである。また直接 PD 減少のための

施策とは言えない意見であったとしても、

CDR の実践を改善することに繋がったり、

多機関の連携促進につながるような意見

は積極的に採用されるべきである。提言は

一定の様式にまとめられ、事例の概要とと

もに整理された形で保管される必要があ

る。 

 英国においてはFormCの形で上位組織に

通達することが定められている（参考資料

としてFormBを本報告書末尾に添付した）。 

  

18.検討された貴重なデータの積み上げに

ついて 

各都道府県・政令市単位で、もしくはそ

の他のあらゆる単位で施行されたCDRの結

果については、ナショナル CDR データセン

ターのような情報集約センターに、容易に

連結することが不可能な形で提出し、国家

としても小児死亡の実態や傾向・銃だなリ

スク要因の把握をし、予防可能死の減少と

施策についての関連性などについても解

析したうえで、８．の各疾患カテゴリーご

とに完全に個人情報を排したうえで、国民

にも公表されることが望まれる。 

 

19.予防施策のトラッキングについて 

各地域で発出された予防施策提言は、優

先度について評価を行ったうえで、実際の

履行の状況が把握できる形で関係者に開

示されることが望ましい。そのような状況

の把握は、二次スクリーニングを実施する

CDR 委員会が職責を果たすことが望まれ

る。 
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20.情報の公開について 

CDR で議論された内容は、法で非開示で

あることが定められた「法令秘等情報」に

位置付けるか、県・国・他の地方公共団体

の内部又は相互間の審議・検討等に関する

情報で、公にすることにより率直な意見の

交換や意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれなどがある「審議等情報」に位

置づけ、参加者・議事録含めすべて情報開

示請求上の非開示情報に位置付ける必要

がある。 

 ただし、CDR は国民の協力の元行う事業

であり、一般市民に対しては、ナショナル

CDR データセンターのような情報集約セン

ターが完全に個人情報を排除した形の情

報として、情報を HP 上で公開できること

が望ましく、またそのような HP で予防施

策のトラッキングが可能な制度とするこ

とが、行政の施策を推進することになり、

CDR の有用性の理解を進めるうえでも重要

となるであろう。 

 

21.グリーフサポートについて 

複雑悲嘆化した、心理精神医療の専門家

の加療を要するグリーフケアと区別する

意味で、一般医療者や一般行政職員や司法

関係者が提供すべき死後対応上の配慮や

情報提供をグリーフサポートと呼称し、こ

のグリーフサポートに関してはCDRの実施

と合わせ、提供できるような体制の整備が

望まれる。（グリーフサポートの体制整備

には、解剖実施に際しての説明文書や CDR

制度の説明などの説明文書の配布と説明

なども含まれる） 

 グリーフサポートについては原則とし

てすべての事例に提供するべきものであ

り、たとえ虐待による加害者の可能性があ

る場合であっても例外ではない。ただし対

応車が怒りや恐怖などの感情感情に支配

されている場合には、対応当事者からの提

供は pending とし、そのような場合にサポ

ートを提供できる民間団体などに相談を

行う体制整備も考慮される。また遺族に対

してだけではなく、子どもの死と関わりを

持ったスタッフに対してのグリーフ反応

への対応を行う体制の整備も考慮される

ことが望ましい。 

 

22.CDR における遺族関与について 

CDR はあくまで公衆のための枠組みで、

未来の子どもの死亡を防ぐ未来志向の枠

組みである。CDR は民事・刑事を含め紛争

を助長するものではなく、紛争を解決する

手段として使用されるものではない点は

明示するべきである。一方で国民の理解

や、特に子どもをなくすという苛烈な経験

をした遺族に理解されるものでなくては

ならない。亡くなった子どもの代諾権者と

しての遺族の要望は、子ども自身の声とし

てCDR委員会やパネルの場に届けることが

できる旨を伝達し、実際に責任をもって届

けられる制度とするべきである。そのうえ

で、自由闊達な意見交換を担保するため

に、実際の審理には遺族参加はできないも

のの、CDR の結果、我々が学んだ教訓は遺

族へ園こそ自信が新たな紛争を生まない

ように配慮しつつ（例えば保育事故の遺族

に、直接的に予防可能性のあった事故と判

断した、という予防施策立案のための判断

は、法的責任とはまったく別個の判断であ

り、そのことを十分に説明のない状況で結

果のみを伝達するようなことはあっては

ならない）、その概要についてフィードバ

ックを行う必要はあるであろう。そのため
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に継続的に遺族が、そのことがいたずらに

新たな係争の引き金にならないよう十分

な配慮を図る必要がある。 

 

Ｅ．結論 

最後に以上の議論を踏まえた、CDR 社会

実装モデル（研究班/小児科委員会案）を、

次ページに提示する。本報告書をたたき台

として、専門家・行政府・立法者・国民間

で CDR に関しての議論が深まり、実効性の

あるCDRの制度設計に繋がることを期待す

る。 

 なお本モデルはあくまで中間的なモデ

ル提示であり、本研究班の最終年度で発行

予定のガイダンスとは当然異なる可能性

があるものであることを明記しておく。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

 

書籍発刊 

なし 

学会発表  

なし 

シンポジウム  

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
 

分担研究 地域における連携構築に関する研究 
「本邦の CDR 社会実装の方向性を模索するための、英国 CDR 制度についての評価研究」 
 
研究代表者 溝口史剛  群馬県前橋赤十字病院小児科 
分担研究者  柳川敏彦  和歌山県立医科大学保健看護学部 
研究協力者  山岡結衣  オクラホマ大学児童虐待センター リサーチフェロー 

小穴慎二  西埼玉中央病院小児科  
内山健太郎 賛育会病院小児科 
石倉亜矢子   函館中央病院小児科  
杉立玲  群馬県前橋赤十字病院小児科  
沼口敦  名古屋大学救急科 
尾角光美     一般社団法人 リヴオン  
白石裕子     東京工科大学医療保健学部看護学科  
生塩加奈     群馬県前橋赤十字病院小児科  

 

 
 
Ａ．研究目的 
本邦の CDR の社会実装に向けた実際の

動きは、「小児医療者」により「後方視的」

な「研究」の形で、パイロットスタディーと

して行われた。そして現在進行形で、各地域

での CDR の社会実装の動きを模索すると

いう現実的な動きに繋がることを期待しな

がら、このパイロットスタディーを拡充す

るスタイルで「小児医療者」により「後方視

的」な「研究」が続いている。 
本邦における CDR の社会実装がどのよ

うに展開されていくかは、立法者と行政府

の意向にもよるものではあるが、これらの

研究活動を通じて、少なくとも小児医療者

研究要旨  
本邦における CDR の社会実装がどのように展開されていくかは、立法者と行政府の意向

にもよるものではあるが、先行研究や本研究班の研究活動を通じて、「現場の学び」「地域

の学び」「専門職の学び」「国家の学び」が有機的につながることの重要性が見えてきた。 
そのような折、英国から 2017 年 10 月に CDR の法定ガイダンスが発刊された。本ガイ

ダンスはこれらの需要なポイントを網羅しており、本邦の CDR の社会実装を考えていくう

えで有用となると思われ、翻訳作業を行った。併せて CDR の過程の遺族説明のためのパン

フレットの翻訳と、英国の事例情報の収集と登録の共通 Form の翻訳を行った。これらの

成果は本報告書の他、研究班の HP 上にも up している。 
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の間では CDR という用語は少しずつ広が

り、具体的な検討が始まっている。現場の医

療者が「先ず隗より始めた」研究ではあった

が、実際の検証を通して、「現場の学び」「地

域の学び」「専門職の学び」「国家の学び」

が有機的につながることの重要性が見えて

きた。 
そのような折、英国から 2017 年 10 月に

新たに CDR の法定ガイダンスが発刊され

た。本ガイダンスで定められた英国の CDR
の手法は、現場の医療者が死亡事例の発生

を知らせる端緒となり情報を収集し、CDR
会合の場で検討を行うとともに、各死因病

態ごとのパネルレビュー（CDOP）を行い、

ナショナルデータセンターに登録を行う、

というまさに我々の実践から見えてきた重

要なポイントが体現されたものであった。 
日本と英国では、文化・法体系・医療制度

など異なるものではあるが、本ガイダンス

を翻訳することは、本邦の CDR の社会実装

を考えていくうえで有用となると思われ、

翻訳作業を行うこととした。 
 
Ｂ．研究方法 
研究協力者により、本ガイドラインの各

章の翻訳がなされ、研究代表者による監訳

作業を実施した。英国 CDR がグリーフケア

に力点を置き、遺族への説明を重視してお

り、その説明のためのパンフレットを用意

していることから、今回、英国のララバイ・

トラストというグリーフケアの NPO の用

意するパンフレットの翻訳作業を行った。

また併せて、英国が実際に使用している、統

一フォーマットの登録フォームである、事

例発生時の FormA、詳細情報収集のための

FormB、検証による提言をまとめるための

FormC についても、翻訳した。 
また英国 CDR の導入の過程につき

Jenny Gray 氏の概説を末尾に添付した。

CDR 法定ガイドラインの策定に関わった

NHS イングランドの Lucy Ellis 氏へのヒ

アリング結果についても末尾に添付した。 
 

C.研究結果 
本報告書の末尾に、これらの翻訳成果物

を添付する。当初英国法定ガイドラインに

ついては、別途印刷を行うつもりであった

が、暫定版であり平成 30 年度初頭に改めて

正式版が出されるとのことであったため、

研究班の HP 上に up するにとどめること

とした。また原著のナンバリングのずれも

目立ってはいたが上記の予定のためにあえ

て修正せず、原著の通りとしている。 
 
D.考察および E.結語 
翻訳作業を通じ、英国の制度の深い理解

に繋がった。正式版が出された際には、修正

作業を行い、HP 上に掲示する予定である。 
 
Ｆ．健康危険情報、およびＧ．研究発表 
なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
 なし 
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英国におけるチャイルド・デス・レビュー導入の過程についての概説 
Jenny Gray 

 
 
1. ケーススタディ：イギリスにおける全国チャイルド・デス・レビュー（子どもの死

亡登録・検証制度）の開発および実施 
 
2. 方針の焦点 

チャイルド・デス・レビューの方針は、国家レベル、地域レベル、および地方自治体

レベルに焦点を合わせている 
 
3. アプローチ 

アプローチの焦点は、イギリスにおけるすべての子ども死亡例（出生から 18 歳まで）

をレビュー（再検討）し、これらの死亡例に関するデータを収集して集約した匿名化デ

ータを公表し、可能な場合には将来の同様な子ども死亡例を予防するための行動を明ら

かにするために得られた教訓を使用し、データにおけるパターンや傾向を特定して報告

することである。 
 
4. 設定 

チャイルド・デス・レビューの法定プロセスの開発および実施がイギリスで行われた。 
 
5. 対象者 

この法律は、Local Safeguarding Children Board（LSCB、地方児童保護委員会）お

よび子ども死亡に関する機能を持つすべての主要な法定組織および団体を対象とした。

その方針では、子どもの死亡および子どものウェルビーイング、さらに親や養育者自身

に関連する機能を持つすべての専門家も対象としていた。 
 
6.  予算 

政府から地方自治体に、新しいチャイルド・デス・レビューのプロセスの構築および

実施のために最初の 3 年間にわたり 2,230 万ユーロの助成金が、それに続く 3 年間に

わたりその半額が提供された。さらに、各子どもの死亡例に関するデータを収集するた

めのテンプレートの開発、訓練用の資料および親や養育者のための情報パンフレットの

作成および発行、および一部の初期チャイルド・デス・レビュー開発者の評価のために

も資金が提供された。政府は、チャイルド・デス・レビューのデータを毎年収集し、収

集したデータを毎年公表するための資金を継続的に提供している。 
関与するすべての当局や団体および各 LSCB に対する継続的コストに関する情報は得

られていない。 
メインケーススタディ 
エビデンスベース 

多数の異なる情報源から得られたエビデンスが、新しいチャイルド・デス・レビュー

のプロセスを構築するという 2003 年の政府の発表へと導いた。 
チャイルド・デス・レビューのプロセスが構築されている期間中、イギリスでは毎年約

5,000 名の子どもが死亡しており（情報源：国家統計局）、そのうち 90～100 例は虐待

またはネグレクトが原因であった。イギリスでは、1988 年以降、虐待やネグレクトに

よる死亡例は Serious Case Review（深刻なケースのレビュー、SCR の対象となってお

り、それ以前の法定調査については 1940 年代まで遡って対象とした。2000 年、Victoria 
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Climbiéという少女が彼女の「叔母」とそのボーイフレンドにより殺害された。Victoria
は、親が彼女のためにはイギリスにいる方がよいと考えたため、叔母によってコートジ

ボワールから連れてこられていた。この事件に対して、政府は法定調査を開始し、2003
年に報告書を作成した（Cm 5730、2003）。この調査の結果は、専門家だけでなく国民

の間にも非常に大きな懸念を引き起こし、今後はこのような子どもの死亡をどのように

予防できるのかということが問われた。また同時に、子どもの生活への介入は子どもの

健康や発達が損なわれるのを予防するには遅すぎたのではないかということも懸念さ

れた。これらのことが、早期介入および効果的な保護に取り組むための政府による大規

模なイニシアチブ Every Child Matters（すべての子どもが大切）（Cm 5860, 2003）の

構築につながった。 
また、子どもの死亡に対する保健的対応の質に関する懸念もあった。Ian Kennedy 教

授は、1984 年から 1995 年の間、Bristol Royal Infirmary において子どもの心臓手術

に関する重要な公開審問の議長を務めた（Cm 5207、2001）。2000 年 5 月、その審問

で明らかになってきたことに関する懸念に応えて、審問では『Removal and Retention 
of Human Material（ヒト由来試料の除去および保持）に関する中間報告書』が作成さ

れた。その後 2003 年には、母親らが各自の乳児の死亡を引き起こしたとして起訴され

た 3 件の刑事事件が注目を集め、これより予期せぬ乳幼児突然死（Sudden Unexpected 
Deaths in Infancy、SUDI）の管理に関する懸念が高まった。これに対して、イギリス

にある 2 つの Royal College が Baroness Helena Kennedy QC を議長とするワーキン

ググループを設立し、SUDI 事例の管理および調査に関する Multi-Agency Protocol（多

機関連携プロトコル）を公表した（RCPath and RCPCH、2004）。 
政府は、アメリカやその他の国で得られたエビデンスについても把握しており、これ

らの国で実施されたようなチャイルド・デス・レビューの公式プロセスは将来の子ども

の死亡を予防するためのエビデンスに基づく介入の開発につながる可能性があること

を示唆した（Durfee et al., 2002、Bunting and Reid, 2005、Rimsza et al., 2002、
Onwuachi-Saunders et al., 1999、Gellert et al., 1995）。このエビデンスは「イギリス

において実施される同様のシステムが子どもの死亡のパターンに関する最新かつ包括

的な情報を提供する上で貴重な公衆衛生の機能を果たし、子どもの死亡を予防する行動

を促進し、子どもの福祉の保護と増進のための多機関連携を幅広い側面でサポートする

可能性があることを示唆した（Sidebotham et al., 2008、p. 4）。」 
 
背景 

政府は、『Inquiry into the death of Victoria Climbié（Victoria Climbiéの死に関する

調査）』（Cm 5730, 2003）および『グリーンペーパー：Every Child Matters』（Cm 5860, 
2003）に対する応答（Cm 5861、2003）の第 117～121 段落において、上記のような新

しいチャイルド・デス・レビューのプロセスを構築することを発表した。これらのプロ

セスの目的は、「アクシデントにより、または養育者の手にかかって」死亡する子ども

の死亡例から、「このような形で被害者となる子どもの数を減らす」（p. 25）ために教訓

を得ることであった。この取り組みは当時労働党が主導していた、予防および早期介入

に焦点を当てた子どものためのサービスの内、主要な国家イニシアチブ Every Child 
Matters の一環であった。 

当時の子ども・学校・家庭省の政府関係者は、当時の児童・青少年・家族担当副大臣

の下で法案および政策の起草、そしてチャイルド・デス・レビューのプロセスに関連す

るデータの統計収集を指揮した。この業務は、その他の関連政府機関、そして保健（公

衆衛生、小児科、小児保健、救急科、病理学者、看護師、助産師）、社会事業、警察、検

視官、教育および学校、死亡登録機関、少年司法、刑務所および保護観察所、検察庁、
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職能団体、関連 NGO（子どもを亡くした親の代理人など）、LSCB などの分野からの多

数の主要な利害関係者との密接な連携の中で進められた。 
法定指針は、公開諮問された後、2006 年に初めて公表された。これは、政策変更に

対して政府が求める通常の要件に従っていた。 
新しいチャイルド・デス・レビューのプロセスは広く支持された。新しいプロセスは、

非常に長期間にわたり実施されていた関連研究を基礎としていた。 
イギリスでは病院内死亡レビューが長年にわたり実施されており、そこから得られた知

見が地方の慣行を改善し、乳児死亡率低下のための幅広い公衆衛生アプローチを推進し

ている。Sidebotham ら（2008、p. 15）は、初期のチャイルド・デス・レビュー・チー

ムの評価報告をしたという経緯において、以下のように報告している：「周産期死亡レ

ビューの全国プログラムは、Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths in 
Infancy（死産および乳児死亡例に関する秘密調査：CESDI）を通して 1992 年に確立

された。この秘密調査の目的は、妊娠 20 週目から生後 1 年までの胎児期後半および乳

児期における死亡リスクをどのように低減できるのかについての理解を深めることで

あった（CESDI, 2001）」。 
イギリスにはまた、虐待やネグレクトが原因の死亡例の再検討が長年の慣行として実

施されており（Tudor and Sidebotham, 2007）、最初に実施されたのは 1944 年であっ

た。そこから得られた知見は、法定調査（Department of Health, 1991、Department 
of Health and Social Security, 1982）および SCR（Sinclair and Bullock, 2002、Brandon 
et al., 2008、Rose and Barnes, 2008、Brandon et al., 2010、Brandon et al., 2012）
を概説した公表文献の中で要約されている。1988 年から実施されている SCR の主な目

的は、子どもの福祉を守り、増進するための多機関連携を改善するために教訓を得るこ

とである（HM Government, 2006、2010、2015）。 
2003 年までに、虐待またはネグレクトが原因であると考えられた深刻なケースの再

検討のための長期的プロセスに関して、地域レベルや地方レベルで質に差が生じており、

教訓を得るより非難することが重視されるようになっており、虐待やネグレクトによる

将来の死亡を予防する行動が導かれていないのではないか、という懸念が生じていた。

さらに、多数の専門家、特に小児保健の分野の専門家からは、アメリカと同じような方

向性を持ってチャイルド・デス・レビューのプロセスを構築すべきであるという声があ

った。 
チャイルド・デス・レビューシステムの構築に関する主な懸念は実践的なものであり、

財源確保に関する懸念や仕事量の増加に対する不安に関する懸念であった。この懸念に

対しては、システムの実施をサポートするための財源を政府から確保した。そして重要

であったのは、チャイルド・デス・レビューのプロセスは、専門家が子どもの死亡に応

えて通常の職務を実施する際に従うことができるように作成したことである。これは、

地方の慣行を一部変更する必要があり、専門家は新しいまたは少し異なる連携方法を学

ばなければならないということを意味していた。全員が各自の役割および責務を理解で

きるようにするために、政府の委託により訓練資料が作成された。 
子どもの死亡例をレビューする新しい方針は、2003 年に政府から発表され、Children 

Act 2004（2004 年児童法）の成立に伴い 2004 年に法で定められるものとなった。LSCB
規制（2005）の規則 6 では、子どもの死亡に関する LSCB の義務機能が規定されてい

る。これらは 2008 年 4 月 1 日に施行された。2006 年には Working Together to 
Safeguard Children（子どもの保護のためのワーキング・トゥギャザー）の第 7 章にお

いて、チャイルド・デス・レビューに関する新しい法定指針が規定された。LSCB は、

2008 年に義務化される前に任意ベースでチャイルド・デス・レビューを構築するプロ

セスを開始するように奨励された。この法定指針は 2010 年に改訂され、指針の実施に
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おいては LSCB とその他による経験が考慮された。Working Together to Safeguard 
Children はその後、2013 年と 2015 年に改訂された。 

2008 年、Children and Young Persons Act 2008（2008 年子どもと若者法）が可決

された。この法律は Registrars of Births and Deaths（出生・死亡の登録機関）に子ど

もの死亡に関する情報を LSCB に提出することを義務付け、Registrar General（登録

機関長官）が国務大臣に情報を提供できるようにした。 
 
同年、Coroners Rules 1984（1984 年検視官規則）は以下のように改正された。 
 子どもが死亡した地域を担当するLSCB に審問または検視の事実を伝える義務を検視官

に負わせる。 
 LSCB がその任務（子どもの死亡のレビューおよび SCR の実施など）を遂行する役に立

つように検視官に LSCB と情報を共有する権限を与える。 
子どもの死亡に関する情報の提供に関する検視官および LSCB のための新指針は 2010
年に公表され、以下で入手可能である。 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32706
6/guidance-concerning-death-children.pdf   

 
上記の 2008 年に実施された 2 つの法改正は、子どもの死亡に関する情報が合法的に

LSCB と共有されるようにするために必要であることが確認されている。 
政府は、2006 年の指針を実施することにした LSCB を対象とする研究試験を委託し

た。この試験は、母子保健に関する秘密調査Confidential Enquiry for Maternal & Child 
Health（CEMACH）によるイギリスの 5 つの地域におけるチャイルド・デス・レビュ

ーのプロセスを対象として健康にさらに焦点を合わせて実施された試験（Pearson, 
2008、CEMACH, 2006）を補完するためのものであった。具体的には、初期に実施さ

れた LSCB から得られた教訓うち他の地域でも使用できるものを特定し、地方レベル

および国家レベルで政策展開の情報を提供することを目的としていた。その結果は、公

表後、実施段階において政府が定期的に開催していた一連の地域会議などを通して広範

囲に広められた。  
各 LSCB には、チャイルド・デス・レビューから得られた教訓とそのレビューにかか

った費用が記載されている年次報告書の発表が義務付けられている（HM Government, 
2015、第 16、17、19 段落）。その意図は、この年次報告書が「子どもの死亡を予防し、

子どもの健康、安全、およびウェルビーイングを促進するための公衆衛生対策を推進す

る強力なリソースとなるべきである」ということであった（HM Government, 2010、
第 7.95 段落）。 

2008 年 4 月 1 日には新しい全国データ収集システムも登場した。データは LSCB か

ら収集され、政府により毎年、解析および発表される。これらのデータからは、子ども

の死亡および LSCB と CDOP の活動に関して全国レベルの情報が得られる。 
 
目的および目標 

第一の目的は、予防可能な子どもの死亡発生率を低下させるサポートとなり、多機関

連携を改善し、子どもの福祉を守り促進することである。 
 
介入・戦略・作業における主なステップ・行動 
法律、規則、および法定指針 

チャイルド・デス・レビューのための新しいシステムが設立されるという政府の発表

に続き、この作業の法定基盤となる法律を起草し、可決させる必要があった。次に、関
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連規則および関連指針は政府関係者により起草され、公開諮問された。これらの規則や

指針には LSCB の職務や多数のさまざまな団体や専門家たちの役割や責任がさらに詳

細に明記されている。 
Children Act 2004 には、イギリスの地方当局が制定法に基づく LSCB を設置しなけ

ればならないことが明記されており、LSCB の目標、そして国務大臣が規則の中で

LSCB の職務を規定する権限を持つということが明記されている。 
LSCB 規制（SI No 2006/90）の中で、LSCB には個々の小児期の突然死に迅速に対応

するための手段（‘The Rapid Response Team’）およびすべての小児期の死亡例を系統

的にレビューするための手段（‘The Child Death Overview Panel’）を備えていること

が求められると明記されている。その担当地区に通常居住する子どもの死亡に関する

LSCB の職務を以下に挙げる： 
(a) 以下を特定することを目的とした各死亡例に関する情報の収集および解析。 

(i). 規則 5(1)(e)に記載されているレビューの必要を生じさせるケース 
(ii). 管轄地区における子どもたちの安全と福祉に影響を与える懸念事項 

(iii). 特定の死亡例またはその地区における死亡例のパターンから発生する公衆衛生また

は安全に関する幅広い懸念 
(b) 手段の確立、または突然死に対して当局、LSCB 内のパートナー、およびその他の 

関係者の間で責任に関して連携が取れていることの確認。 
 

Working Together to Safeguard Children（2006）において規定された最初の法定指

針は、SUDI の管理に関する Kennedy Report に規定されるガイドラインに基づいてい

た（RCPath and RCPCH, 2004）。この指針案は、公表前に公開諮問に応えて改正され、

さらに 2010 年にもこの指針を使用した相談員の経験を踏まえて再度改正された。この

指針はその後、より効率化された指針文書を作成するという現政府の政策に従って

2013 年と 2015 年にも改正された。 
このガイドラインには、子どもの死亡に関する LSCB の職務がより詳細に記載され

ている： 
 子どもの全死亡例に関する入手可能な情報のレビューを担当し、LSCB 委員長への説明

責任を負う小委員会「Child Death Overview Panel（CDOP）」の設置 
 担当地区における子どもの全死亡例に関する情報の収集および解析 
 子どもの突然死に対して機関間および複合領域間で連携して対応できるようにするため

の手段の確立 
 得られた提言や教訓に関する報告書を CDOP から受領 
 個人情報が含まれない年次報告書（公文書）の作成 
 得られた教訓の普及、地方計画への知見の確実な反映、および政策、専門的実務、およ

び多機関連携を改善するための提言に基づく行動の実施 
 
採択、実施、および監視に対する促進因子・障壁因子 
採択 
- 2003 年までに、政府内および主な利害関係者の間では、全国的なチャイルド・デス・

レビューのプロセスを設立すべきであるということで合意が得られていた。 
- 合法的に LSCB と情報を共有できるのかという検視官から挙げられた懸念につい

ては、新しい法律および関連指針により対処した。 
- 子どもの突然死に多機関および複合領域が迅速に応答できるようにするために、実

用的定義への合意を得る必要があった。この実用的定義では以下のように定義され

ている： 
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乳児または小児（18 歳未満）の突然死は以下のように定義される。 
 例えば死亡 24 時間前には、大きな可能性として予測されなかった死亡、または 
 死亡に至った事象の原因または促進要因となった、上記同様に予期されなかった虚脱ま

たは出来事があった場合（『Working Together to Safeguard Children, 2010』第 7.21 段

落）。 
- 予防可能な子どもの死亡の定義に関しても合意を得る必要があった。Working 

Together（2006）において規定された最初の定義は、その後改正され、現在の定義

は以下のとおりである： 
- 予防可能な子どもの死亡とは、修正可能な因子がその死亡に寄与した可能性があったも

のである。これらの因子は、全国または地方レベルで達成可能な介入という手段により、

将来の死亡リスクを低下させるために修正することができたものと定義される。 
 各死亡例のレビューにおいて、CDOP は、例えば家族や環境、育児能力、またはサービ

スの提供における修正可能な因子を検討し、その地方ではどのような行動を取ることが

できたか、そして地域や国のレベルではどのような行動を取ることができたかを検討し

なければならない（『Working Together to Safeguard Children, 2010』の第 7.23～7.24
段落）。 

- また、チャイルド・デス・レビューのプロセスにより非難される親や家族に関する懸念

もあり、先入観を持たないこと、そして決定を証明するために高品質のデータを収集す

ることが強調された。したがって、以下の総合的な家族関与の原則について、法定指針

に含めるということで合意が得られた。 
 子どもの死亡はその子どもの家族にとって悲劇である。 
 家族には常に配慮と敬意をもって慎重に対応しなければならない。専門家は先入観を持

たずに彼らの質問に対処しなければならない。 
 致死的な状況または生命が脅かされる状況にある子どもの死に対応する専門家は、各自

の対応が適切かつ支援的であるようにしなければならない。 
親および家族に対しては、レビュープロセスが責任や非難のためではなく、以下のこ

とを目的とするということが約束されるものとした： 
 子どもの健康、安全、およびウェルビーイングを向上するための教訓を得る 
 同じような子どもの死亡が今後発生するのを予防する。 

 
レビュープロセスにおいて、親に対する対応は以下のとおりとした。 
 レビュープロセスにコメントや質問を寄せるように奨励した。 
 すべてのケースは CDOP による議論の前に匿名化され、収集された情報は厳重に保管さ

れ、匿名化されたデータのみが地域的または全国的に照合されることになると伝えた。 
 関連する専門家や、例えば家族の知り合いなどに会って、彼らの疑問に答えることがで

きるようにした。 
 
実施 
- 障壁因子：情報共有およびデータ収集の合法性 
- 促進因子：新たな授権法規の可決 

 
- 障壁因子：子どもが別の管轄区域から来た場合、その子どもの死亡ついて誰に連絡す 

るかを知ること 
- 促進因子：すべての子どもの死亡通知に関する CDOP の連絡先のリスト（2015 年 3 月

更新） 
 

- 障壁因子：新しいレビュープロセスがどのように機能し、各自の役割がどうなるかを理

解していない LSCB、専門家、団体 
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- 促進因子：政府の委託により作成された訓練資料 
 

 
 『Why Jason Died (DCSF, 2007)（ジェイソンはなぜ死んだか）』：LSCB が負う

責任の枠組みにおいて、突然死に対応する人の役割と責任を説明した訓練用

DVD。 
 『Responding when a child dies (DCSF, 2008)（子どもが死亡した場合の応対）』：

チャイルド・デス・レビューのプロセスの実施において LSCB をサポートするた

めの多機関訓練用リソース。 
 『Reviewing child deaths: Advanced training for rapid response teams (DCSF, 

2009)（子どもの死亡のレビュー：Rapid Response Team［緊急対応チーム］用上

級訓練）』：子どもの突然死に対する迅速な対応の実施をサポートするリソース。 
 
- 障壁因子：新しいシステムの構築にかかる費用 
- 促進因子：チャイルド・デス・レビューのシステムの構築および実施をサポートするた

めの政府から地方自治体への資金提供。 
 

- 障壁因子：共通のデータ収集システムの使用 
 

- 促進因子：それぞれの子どもの死亡例に関する情報を記録するためのテンプレートお

よび全国データ収集システムが開発された。 
 

- 障壁因子：死亡した子どもからのヒト組織が Human Tissue Act（ヒト組織法）に認可

されていない施設において調査されることに関する懸念。この懸念は、チャイルド・デ

ス・レビューのシステムに先立って実施されたヒト組織の除去、保管、および使用に関

する大規模な公的調査に続いて生じた。 
- 促進因子：政府ウェブサイト上での『Removal of Human Tissue from Deceased 

Children: Briefing Note』の公開。これにより、ヒト組織の除去、保管、および使用を

規制する Human Tissue Act 2004 に従って、死亡原因または死亡に寄与した因子が不

確定である場合に採取される調査サンプルは、到着し、死亡が確認された直後に採取す

べきであること、さらにこの調査は HTA で認可された施設で実施されなければならな

いことが明確になった。 
 
監視 
- LSCB レベルまたは全国レベルで子どもの死亡に関するデータを収集するシステム

は存在していなかったため、ゼロから作りださなければならなかった。データは継

続的に LSCB から収集され、担当政府部署である教育省により年 1 回発表されてい

る。 
 
- 2007 年から 2010 年の期間、政府の監視は地方当局との公共サービス協定（Public 

Service Agreements）の 1 つである「Preventable child deaths as recorded through 
child death review panel processes」を介して実施された。LSCB のための自己評

価ツールキット「 Monitoring the effectiveness of the child death review 
arrangements」（DCSF, 2009）は、LSCB が各自のチャイルド・デス・レビューの

プロセスがどのように実施されているかを内部監視する際に使用するために開発さ

れた。またこのツールキットは、これらのプロセスが効果的に機能しているように
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するにはその他にどのようなことを行う必要があるか、そして必要となる可能性の

ある追加サポートがどのような性質のものであるかという情報を得るためにも使用

できた。地方レベル、地域レベル、および全国レベルでチャイルド・デス・レビュ

ーのプロセスをサポートするために他に何をしなければならないかを検討するため

に、LSCB はこのツールキットを使用し、関連知見を各地域の官庁にいる担当者と

共有することが奨励された。 
 
評価・監視 
子どもの死亡：データの公表 
 LSCB が子どもの死亡データを収集するという政府が定めた要件は 2008 年 4 月 1 日に

導入された。この要件は、LSCB の代わりにそれぞれの CDOP がレビューした子どもの

死亡数、および修正可能な因子があったと評価された子どもの死亡数に関する情報を収

集することが目的であった。 
 2010 年 3 月 31 日までは、CDOP に死亡例が予防可能であったのか、あるいは潜在的に

予防可能であったのかを評価することを求めていたが、この 2 つのカテゴリーを区別す

ることが困難であったため、ひとまとめにして「修正可能な因子：」と再定義した。し

たがって、2010 年 4 月 1 日以降は、LSCB にレビューを行う際に子どもの死亡において

修正可能な因子があったかどうかを判断するように求めている。 
 政府が初めて公表した統計データは 2009年 3 月 31 日に終了した年に関するものであっ

た。最近では 2014 年 7 月 10 日に教育省が 2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の

間に完了したレビューに関する統計データを発表している。これには、子どもの死亡例

の特性、例えば子どもの年齢や性別、そして死亡原因などに関して LSCB が収集したデ

ータが含まれている。   
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33261
9/SFR21_2014_revised.pdf  

 この発表のための情報収集で使用されたデータ収集フォームおよび関連指針は以下のサ

イトで確認できる：https://www.gov.uk/child-death-data-collection  
 
子どもの死亡：2014 年 7 月 10 日時点の重要な数字 
 2014 年 3 月 31 日に終了した年において、CDOP は 3,658 件のチャイルド・デス・レビ

ューを完了した。これは、子どもの死亡例合計数の 82%に相当すると推定される。 
 完了したチャイルド・デス・レビューのうち、CDOP は修正可能な因子があったとして

823 件（22%）を特定し、これは 2011 年 3 月 31 日に終了した年における 20%からわず

かに増加していた。 
 外傷およびその他の外的要因（溺死や交通事故など）、故意に加えられた傷害、虐待また

はネグレクトが原因の死亡例および原因不明の予期されなかった乳児の突然死の半数以

上は修正可能な因子があると特定された。 
 3 月 31 日に終了した年におけるチャイルド・デス・レビューの 66%は 1 歳未満の子ど

もであった。この割合は、過去 3 年間で一定している。 
 有用性を最大限にするにはさらなる作業が必要である 
 収集されるデータが確実に関連性のあるものであるようにするために継続的にデータ項

目を絞り込む 
 政府が重要な教訓を抽出して広め、国策開発の情報として使用できるようにするために、

チャイルド・デス・レビューからの教訓を全国レベルで向上させるためのオプションを

探索する 
 Fraser ら（2014）は、その国際的レビューの中で以下のように述べている。「イギリス

では、チャイルド・デス・レビューの標準プロセスからの教訓はまだ大規模な政策イニ

シアチブには変換されていない。チャイルド・デス・レビューのプロセスから得られた
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結果は、地方、地域、および国家レベルで数値化することができる。地方レベルでは、

個々の子どもの死亡例に対して公式なプロセスで取り組むことにより診断能力が向上

し、修正可能な因子をさらに特定することができるようになった。」 
 
得られた教訓 
- 国家レベルですべての子どもの死亡例をレビューすることは、将来における子どもの

死亡を予防するにはどのような行動が必要なのかということに関して教訓を得るため

の非常に貴重な手段である。 
- 新しいチャイルド・デス・レビューのプロセスの実施には、レビューの実施を義務付け、

検視官や死亡登録担当機関などの多数の情報源から関連情報を収集できるようにする

第 1 次立法による裏打ちが必要である。 
- チャイルド・デス・レビューのプロセスの実施は、チャイルド・デス・レビューのプロ

セスおよびさまざまな時点における専門家や団体のそれぞれの役割および責任を定め

た多機関連携ガイドラインや複合領域に関わるガイドライン、これらのガイドライン

の実施をサポートする訓練リソース、親や養育者にプロセスを説明するためのリソー

ス、およびすべての専門家や団体が各子どもの死亡例に関する情報を収集するのに使

用し、地方、地域、および国家レベルでのデータ集約を容易にする共通のデータ収集ツ

ール（できれば電子的ツール）により裏付けられるべきであり、集約データは地方、地

域、および国家レベルで定期的に公表されるようにすべきである。 
- プロセスが親や養育者を非難するためではなく子どもの死亡のレビューをサポートす

るものとなるように、プロセスの進捗を伝えるために子どもに先立たれた親や養育者

を関与させる。 
- 継続的な実施コストだけでなくプロセスの進展と実施をサポートするための資金提

供。 
- 一貫したガイドライン準拠のための継続的な訓練機会。 
- 個々のケースをレビューし、例えば家族や環境、養育能力やサービスの提供などにおけ

る因子の中で将来の子どもの死亡のリスクを低下させるために修正が可能な因子を特

定する際、および将来の子どもの死亡リスクを低下させるために地方、地域、または国

家レベルでどのような行動を取るべきかを検討する際には厳密に取り組む。 
- 法的要件や政策要件に沿ったすべての子どもの死亡例のレビューを継続し、毎年子ど

もの死亡例のデータを解析して公表し、将来の子どもの死亡リスクを低下させるため

に特定した行動を実施することに、継続的に取り組む。 
- 全国電子データ収集システムは、政府が機密個人情報を収集するためのシステムの構

築にかかる費用を懸念したことから構築できなかった。 
 
他の国へのアドバイス、移行可能性 
重要なメッセージ：教訓が得られ、子どもの死亡が予防される効率的な全国チャイル

ド・デス・レビュー・システムを構築することは可能である。 
しかしながら、チャイルド・デス・レビューのシステムの構築を実現するには政府と

主な利害関係者の両方がその構築に力を注ぎ、全国的なシステムを開発し、完全な実施

にかかる時間（5～10 年）と持続的な資金提供が必要であることを認識しなければなら

ない。理想的には、このプロセスは第 1 次立法により裏付けられるべきである。イギリ

スなどで使用されている開発プロセスは、他の国で全国的なチャイルド・デス・レビュ

ーのシステムを構築するために何が効果的で、何が必要になるのかを検討するための道

しるべとなる。実施をサポートするために作成されたリソースについては再検討し、異

なる状況において使用するために変更したり、プロジェクト計画を開発する際のチェッ

クリストとして使用したりすることができる。 
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開発プロセスの各段階では、得られたものが目的に適っており、学びのプロセスをサ

ポートするものであることを確実にするために、親や養育者および彼らの擁護者を含め

た重要な利害関係者すべてに相談することが欠かせない。チャイルド・デス・レビュー

のプロセスには多数のさまざまな人びとが関与し、その中には普段連携しない人たちも

いるが、全員が開発段階において関与し、レビューのプロセスとプロセスにおける各自

の役割や責任に満足しなければならない。 
予備試験を実施し、そこから得られた知見を評価して、その後法律を再検討して、必

要に応じて変更し、法定指針と実施計画を練り直すことが、実施成功のカギであった。 
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英国におけるチャイルド・デス・レビューの見直しの過程についての概説 
 

NHS イングランド  Lucy Ellis 
 
 
英国では 2017 年に「子どもとソーシャルワーク」法が改訂され、子どもの死亡事例検証

（Child Death Review、以下 CDR）制度自体が見直されている。今後の日本の CDR 制

度、ガイドラインの策定に資するよう、2018 年 5 月に発行される CDR 法定ガイドライン

の策定に関わった NHS イングランドの Lucy Ellis 氏にヒアリングした行ったので、以下

にその内容をまとめた。 
 
 

教育省から保健省への担当省の移行 

 Alan Wood Rebiew によって、2016 年から 2017 年にかけての子どもの死亡は 8 割以

上が医療的な原因であることがわかった。子どもの福祉としてというよりは保健省が担当

する方が適切であると提言があった。また、子どもの死亡の多くが、生後 28 日以内に起

きることもわかった。先天的なものや、早期死亡であった。結局、子どもの福祉というよ

りは、むしろ公衆衛生の分野にあたる。DV や喫煙といった、母親の健康が子どもにとっ

て多大な影響になっている。 
2017 年度以前の状況としては、2008 年に CDR ははじまったので 10 年近くなる。け

れど、アラン・ウッド・レビューによれば、十分ではないと報告されている。それで、変

更しなければならなくなった。教育省のウェブサイトには現行のプロセスが説明されてい

る。 
 
死亡検証の発展の背景 
元々死亡検証が発展してきたのは、シップマン事件が契機となっている。シップマン事

件とは、英国の開業医ハロルド・シップマンという人物が、1975 年から 98 年にかけてシ

ップマンが見た患者が直前までに元気だったのに死亡するケースが頻発。司法解剖はされ

ていなかった。2002 年に警察によって「シップマンによって少なくとも 215 人以上の患

者が殺害された」と発表されている。この事件が契機となって、ただ GP（一般医師）が

死亡届にサインするだけはいけないということになり、非届出死体に対するチェックの不

徹底を改定するべく、2009 年コロナー法が改訂されることになった。 
 また、それとは別に、子どもの死亡に関心が寄せられた大きな理由の一つに、英国が他

国とくらべて子どもの死亡率が高いということもある。バランスをとることが大事で、ま

た難しい。大部分の死は何も間違ったことはなくて、ただ悲しい出来事である。95～99%
のそうした出来事を経験した遺族をサポートすることと、隠された殺人がないかどうか正

しく見極めるという両面を満たしていかないといけない。 
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医師会と CDR 
イギリスでも英国医師会（British Medical Association,以下 BMA）はとても政治的に

力を持っている。過去の CDR の制度では医師に対して、特に何かを強く求めているもの

ではなかった。今回のガイドラインは医師に対して、これまでより多くのことを求めてい

る。その背景として、政治的意思がある。“Learning from death”（死から学ぶ）政策と

いうのがあり、これもまた大きな複数の事件から生まれたもので、その文書の中に、政府

が「私たちはこれまで NHS が、起きてきた死から十分に学んでこなかったことを懸念し

ている」と書かれている。政治的意思があり、国民も賛同するものなので、医師たちはあ

らゆることに対してノーとは言えない。 
 また、CDR 制度と RCPCH(Royal College of Paediatrics and Child Health)や
RCPath(Royal College of Pathologists)の関係性にいて尋ねたところ、医学会との連携

について回答があった。まず、BMA は労働組合であり、医師らの代表組織でもある。そ

れぞれの専門性に応じて、各医学会（小児科学会、GP 学会など）が下部に存在する。こ

のガイドライン（英国 CDR 法定ガイドライン）によって最も影響を受けるのは、専門小

児科医、救急医、それから地域の一般小児科医であるが、これらの関連する専門分野のグ

ループからは、概ね支持が得られている。 
 複雑なのが、CDR 制度は保健省が責任を持っているものではあるが、NHS イングラン

ドと保健省との関係性の問題で、NHS イングランドはデータベースの予算をつけて、ガ

イドラインの作成にも深く関わっている。しかし 2018 年４月から、CDR の政策責任が

教育省から保健省に移行したら、保健省がリードし、NHS イングランドは一歩ひく形に

なることが予想される。NHS イングランドは RCPCH と連携しながら、RCPCH とも密

接に関わっている主に２人の小児科医の手でガイドラインを作成してきた。今後も継続的

に関係を築いていくということだけは明言していた。 
 医師たちとどのようにして合意に至ったのかという問いには、はじめにそのプロセスを

サポートする予算があったこと、そして過去 10 年間かけて、そのプロセスがより確立さ

れたものになってきたことをあげていた。 
  
予算の確保 
 スタートアップは国が、後は地域が予算を確保する形で行われている。ゆえに担当者

や、人々の優先順位によって、地域によってどうしても差が生まれている。CDR 制度が

スタートした時、CDOP（Child Death Overview Panel、死因病態別のパネルレビュ

ー）の設立のために補助金が各地に対して出された。国としては最初のスタートアップの

ところに対しては予算を割いたけれど、もうその補助金は現在存在しておらず、各地域は

自分たちで予算を確保しないといけない。過去８年に渡って、緊縮政策が続き、あらゆる

ことに対して政府の財政は削減されてきたので、地方もそうした状況自体にはもう慣れて

きている。ただ、今回の改革にあたって予算を確保することはなかなか難しいのが現状で
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ある。そのため、国の予算が全くないことから各地域がリソースを十分に投入できずに、

良い結果を出せないのではないかということが懸念される。 
 
予算執行に係る権限 
 2017 年に法律が変わったので、権限をもっている人も変更された。以前は、地方自治

体が CDR 制度の予算に関して責務があった。現在は、地方自治体と NHS に共に責任が

あり、それぞれの組織内に、どのように予算立てするのかを決めて交渉するための責任者

がいることになっている。 
 望ましいのは、ほとんどの地域で「現状こうして予算づけが出来ているので、続けてい

きますと言ってくれること」である。私たちは、それぞれの地域につき一人、

responsible lead という役職の担当者を置き、その人が予算を練って、財務担当の人たち

と交渉を行うように求めている。しかし多くの場所から、そこまで財務の部署が引っ張り

出されるのは難しい、との声が上がっている。 
 
多機関連携について 
多他機関連携は成功していると認識されているが、医療的な情報のインプットは不足し

ている可能性がある。CDOP を設立した 2008 年には、国のデータベースが生まれ、そこ

にパネルからデータを入れ込んでいくものだと想定されていた。けれど、結局予算が足り

なくて、データベースの委託までしか至っていない。CDOP という仕組みを持つには至

ったけれど、過去を振りかえると、病院がそうしたプロセスに十分に関わることはなかっ

た。NHS イングランドとしては、必ず病院に関わってもらうことを地域の会合では重要

視している。例えば、新生児死亡においては、NICU で、関わってきた医師たちが最も情

報を持っているので、必ず彼／彼女らに関わってもらえるようにする必要がある。 
NHS イングランドが最初からデータベースを揃えて初めていたら、会合は一回で済むと

思われるかもしれないけれど、元々すでに、子どもと乳幼児のパネルミーティング自体は

存在しており、そこをさておくことは難しい。それに加えて、医療的関与の詳細を知るこ

とと、多機関連携をはかることとのバランスをとらなければいけない。多機関連携という

観点でみると成功してきたと考えているけれど、医療的なインプットが不十分であるとい

う代償は払っているのかもしれない。  
 そこでバランスをとるためにも、医師らが地域レベルで集まり意見をまとめて、多機関

連携の会合で報告をしてもらうようにしないかと呼びかけてきた。そうすることで、かな

り詳細な医療的な情報も確保できるので、多機関連携のパネルでは、異なる観点から共有

することができる。医師は医師で、臨床的に何が起きていたのか、臨床マーカーが何であ

ったのかといったことに集中できるであろう。しかし、警察官は立場的にも「〜という理

由から、私には疑わしく思える」などと言うかもしれない。警察官やソーシャルワーカー

は、虐待の要素についてより焦点を絞りパネルに参加するであろうが、両者の側面をバラ

ンスよく見ていく必要がある。データベースが構築され、長い時間ケースを積み重ねてい
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くことができるならば、パターンが見えてくるであろうし、それを活かすことができるで

あろう。 
 
CDR 会合と CDOP について 

CDR 会合と、CDOP の違いは、CDR は直接関わった医療者が参加し、CDOP はもっ

と仕組みのレベルで影響力のある人、より上の立場の人たちに入ってもらうということ。

例えば、地域の CDR 会合には助産師さんが入り「NICU と地域の病院のコミュニケーシ

ョンの仕方に問題があった」といったとする。けれど、その助産師さんは変化を生み出す

ほど影響力を発揮することができない。しかし、CDOP では、看護部門のディレクター

や、より上位の誰かがいて、そのケースで何が起きたかを読み解き、仕組みのレベルで、

地域の病院と、NICU のコミュニケーションを改善していくことができる。CDR 会合は

地域で、チームや病院にとって何が必要かを考えるためのものであり、一方で CDOP は

仕組み全体として何が必要かを考えるためのものである。これについてはみんな理解して

いると思われるが、同じことを繰り返して議論するだけじゃないかと思っている人も中に

はいる。 
 
小児死亡対応指定医について 
“Designated doctor for a child death”（小児死亡対応指定師）というのは、絶対ではない

けれど、通常は小児科医である。特に、特別な資格を有しているということではないが、

トレーニングコースが存在していて、Peter Sidebottom 先生がトレーニングコースを担

っている。 
 
保健師の参加 
まず、英国には District Nurse（地域看護師）がいて、その人たちは、子どもや高齢者を

担当する。Health Visitor（保健師）は出産後に巡回し、問題がないかどうかを確認す

る。もし亡くなった子どもやその家庭に関与していた場合、地域レベルの CDR 会合に参

加してもらい、CDOP に情報を提出する責任がある。地域看護師か、保健師の誰かが、

CDOP のパネルメンバーとして出席することもある。 
 
市井の人の参与 
  英国では元来、医療関係の政策において、患者の声を聴くために、患者会代表や、家

族会の代表をその場に招き入れるように積極的にしている。特定の団体によらず、専門家

でない人をいれることで、公平な意見をもらうことができるため、市井の人が CDR 会合

に参加することを明示している。もちろん、適切な人を見つけるのはとても難しい。時に

は、強く関わりたい意思をもっている、かつて子どもさんを亡くされた親御さんに入って

もらったこともある。ただ市井の人にサポートを行うのは難しい。トレーニングをした

り、他の時間でミーティングを確保したりすることは、なかなかできていない。市井の人
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に限らず、パネルのメンバーたちも同様に、ミーティング以外の時には、サポートは十分

に得られない状況である。多くの人が、CDOP パネル会合には誰か、スーパーヴァイズ

をする専門家がいると思っているであろうが、実際には、例えば警察官であればパネルに

参加した後、ただ帰っていき、パネルで抱えた気持ちは個人でなんとか処理している。 
 守秘に関しては、ミーティングの冒頭で、守秘義務の紙をまわし、一筆サインをしても

らう。もし、子どものケアに関わっていた専門家たちが同じ部屋にいることで利益相反が

あるという声が上がれば、利益相反についても話をする。それについてはまだ解決できて

いない。 
 
データベースの構築について 
 NHS イングランドは本当につい最近、子どもの死亡に関するデータベースの構築を委

託した。2 年くらいかけて運用が始まる予定である。研究者からなるチームが形成され、

小児科医と疫学者がリーダーシップを発揮している。これからの２年では、どんなデータ

セットを集めるかを決め、技術を確立し、パイロット実施を行い、機能的にデータを確実

にアップロードできるようにする予定である。2020 年の 1 月には運用可能にする予定

で、データベースの運用は、ある大学のチームと契約を結んでいるところであるが、大学

名は現時点では未発表である。 
 また、HQUIP(Healthcare Quality Improvement Partnership)とも連携する予定であ

る。HQUIP は私達の医療的な監査を行う組織で、例えば、医療行為の成果についてのデ

ータを集めている研究チームも存在している。それぞれの組織と、プロジェクトごとに異

なる契約が締結されている。 
 
遺族のサポート 
 遺族のサポートについては、実際の遺族に意見を聞いてみたところ、「CDR のプロセス

や会合について理解することができない」とのことであったので、遺族がこのようなこと

を尋ねやすくする為に、担当のワーカーを置く必要があることを、ガイダンスの中に組み

いれた。ただ、資金面が難しい。大きい病院であればグリーフケアのチームがあるけれ

ど、地域の小さな病院では十分な支援がない場合もある。 
 
文化的、宗教的配慮 
 その他、補足として、文化的、宗教的配慮についての言及があった。今回の改訂で、ガ

イダンスに一つ重要な追記することがあるという。それはユダヤ教とイスラム教の家族ら

に対する文化的な課題についてで、彼らの文化では亡くなったらすぐに埋葬することにな

っていることに対しての配慮である。コロナーが検死が必要と判断する場合にはほとんど

問題は生じないが、コロナーも 24 時間体制で働いているわけではないので、もし子ども

が週末に亡くなった場合で、医師が検死が必要だろうと思っても、家族は早く埋葬したい

と思ってしまう。医師が「子どもを連れていくことはできません」といっても、家族は
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「あなたはコロナーではない」と言って、いざこざが生じかねない。イギリス人の場合に

は待つことを気にすることはないため、ほとんどこうした問題はない。 
 

以 上 
 
 

（インタビュアー：尾角光美） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
分担研究 諸外国の、CDR 法制化前の体制整備に関する研究 
「Child Death Review（CDR）の社会実装の準備に関する研究 
―諸外国におけるチャイルド・デス・レビューの実施状況について―」 

 
分担研究者 柳川敏彦 和歌山県立医科大学保健看護学部 

研究協力者 山田不二子  やまだクリニック 

山岡祐衣 オクラホマ大学ヘルスサイエンスセンター 

石倉亜矢子  函館中央病院小児科 

小穴慎二 埼玉西部病院小児科  

 

研究要旨  

子どもの死は社会にとって大きな損失であり、その予防は公衆衛生上の大きな課題であ

る。2016 年の小児科学会の子どもの死亡登録・検証委員会の報告では、小児死亡の包括的

な検証による虐待死の特定や予防に向けた施策提言の必要性が指摘されている。世界的に

は、国際子ども虐待防止学会 ISPCAN の児童虐待の世界的展望（WP）の第 10版（68 か

国,2012）、第 11 版（73か国, 2014）、第 12 版（74 か国, 2016）の経年調査では、CDR

チームの存在はそれぞれ 31%, 40%,49%であり、法制化は 15％, 19%, 36 % と年次ごとに

増加していた。本研究は、諸外国の CDR 法制化に至る経緯を明らかにし、わが国の CDR シ

ステム構築に向けての方略に反映させることを目的とする。 

ISPCAN の WP 調査に基づき、CDR チームの存在ありとした国に対し、法整備・情報共有

・検証の対象症例などについてアンケートを作成し、ISPCAN のメーリングリストを通じて

調査票への協力を依頼し CDR 制度について比較調査を行った。また、ISPCAN ヨーロッパ地

域会議（オランダ・ハーグ,2017 年 10 月）と台湾・香港（同年 11 月）に、上記アンケー

ト項目を元に、より詳細な直接面談によるインタビュー調査を行った。結果、死亡検証方

法には、全死亡を対象とする CDR と、死因別に実施する SCR があることが認識され、1. 

対象症例の選び方（全国／地域の全症例か、抽出か）2. 収集する情報の包括度（提供す

る関係機関の多様性、情報の質の確保） 3. 検証・予防策提言のプロセスの確立・標準化

の 3点について考慮していく必要があると考えられた。 

今後の日本において CDR 体制を構築していく上で、対象の選定方法（統計的に抽出する

か、一部の地域で全例とするか、全国規模で全症例を対象とするか）、捜査機関情報も含

めた幅広い情報収集を可能とする法的整備の必要性、さらに各機関から収集する情報の量

と質の担保と、その標準的な検証ならびに予防策を実現させるプロセスを確立するために

検証委員の研修制度や関係機関との意見交換制度などについて議論を重ねていき、日本の

実情に合わせた制度設計を行うことが必要である。 
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Ａ．研究目的 

子どもの死は社会にとって大きな損失

であり、その予防は公衆衛生上の大きな

課題である。2016 年の小児科学会の子ど

もの死亡登録・検証委員会の報告では、

小児死亡の包括的な検証による虐待死の

特定や予防に向けた施策提言の必要性が

指摘されている。米国では 1970 年代から

チャイルド・デス・レビュー（Child 

Death Review: CDR）の活動が始まり、現

在では全ての州で実施が法的に義務付け

られている。英国では 2008 年に立法化さ

れ、各地域で CDR とさらに詳細に検証す

る重大事例検証（Serious Case Review: 

SCR）が実施されている。 

日本子ども虐待防止子学会（JaSPCAN）

国際活動委員会で ISPCAN(International 

Society for the Prevention of Child 

Abuse and Neglect)の加盟国に対し、児

童虐待全般に関する調査を 2年毎に行

い、結果を世界的展望（World Perfect 

on Child Abuse:以下 WP）として刊行して

いる。WPの経年調査では、第 10 版（68

か国,2012）、第 11版（73 か国,2014）、

第 12版（74 か国,2016）の経年調査で

は、CDR チームの存在はそれぞれ 31%, 

40%,49%であり、法制化は 15％, 19%, 36 

% と年次ごとに増加していた。 

本研究の目的は、どのように CDR を導

入し、運営しているか、また法的整備や

関係機関との連携など、CDR 法制化した海

外の動向を明らかにすることである。そ

して、わが国において包括的・総合的に

予防的観点から子どもの死亡を検証する

システムを構築し、CDR を社会に実装する

ための過程を検討する方略につなげた

い。 

Ｂ．研究方法 

本年度の研究では、B-1 アンケート調

査、および B-2 インタビュー調査を実施

した。 

 

B-1 アンケート調査の背景 

 国内で CDR 体制を整備していく際に現

在課題となっているのが、情報共有の問

題（特に、警察からの捜査情報が得られ

ない）や法的枠組みが整備されていない

ことなどが挙げられる。そのため、法整

備・情報共有・検証の対象症例などにつ

いて、調査を実施した。 

 

B-1 方法 

 質問票は、米国の CDR センター（The 

National Center for Fatality Review 

and Prevention: NCFR）が各州からデー

タを収集するためのオンライン上の報告

システム（National CDR Case Reporting 

System）で用いられている調査票 1）の項

目や、欧州連合（EU）で 2000 年に設立さ

れた European Child Safety Alliance

（ヨーロッパの子どもの安全に関する同

盟）がヨーロッパ諸国を対象に実施した

CDR の実施調査で用いた調査票 2）を参考

に、添付の質問票（添付資料１・２）を

作成した。ISPCAN の WP 調査に協力した国

からメーリングリストを作成し、調査票

への協力を依頼した。 

 

C-1 結果 

ニュージーランド、イギリス（イングラン

ド・北アイルランド）、南アフリカ、香港

のメンバーから回答を得たが、インタビュ

ー実施のできなかったニュージーランドを
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除いた 4カ国（地域）の状況につき、本報

告書の末尾に表１として結果をまとめた。 

 

B-2 インタビュー調査 
B-2 方法 
 2017 年 10 月にオランダのハーグで開催

された ISPCAN ヨーロッパ地域会議への参

加、並びに 11 月に台湾・香港を訪問する

機会があり、上記アンケート項目を元に、

インタビュー調査を行った。インタビュー

は事前に許可を得て録音し、帰国後に書き

起こしを行って、内容を整理した。インタ

ビューは 10 月 1 日－4 日： ISPCAN ヨー

ロッパ会議（15th ISPCAN European 
Regional Meeting , Child Death Review 
Working Group）にて、調査協力を依頼

し、インタビューを実施した。米国 1、イ

ギリス、ドイツ、南アフリカ、北アイルラ

ンド、インド、ポーランド、米国 2 の 8 地

域、また 11 月 17 日：台湾、11 月 28 日：

香港にて、現地インタビューを実施した。 
 

C-2 結果 
インタビューの概要を下記に記す。 
【アメリ合衆国】 
1. Ms. Terri Covington 
（ミシガン州、公衆衛生専門家。2017 年ま

で CDR の国立センター（The National 
Center for Fatality Review and Prevention: 
NCFR）の責任者（Director）を務めてい

た） 
 ミシガン州では CDR は約 30 年の歴史が

あり（1996 年開始）、警察からの情報は

必ず（事故だと判断された場合でも）提

供される。刑事裁判になる場合もならな

い場合でも関係なく CDR の検証は開始

している。 

 死亡届は、州の登録局（State 
Registry）に集められる。病院での自然

死以外は検察医（Medical Examiner: 
ME）に報告される。病院以外の死亡

は、ME が来るまで、触ったり動かして

はいけない。 
 検討症例の情報を、各関係機関が CDR
会議の日に持ち寄って検討する（事前の

サマリーは作成していない）。 
 CDR 国立センター（NCFR）に報告する

オンライン上のフォーマットの記入は、

専門の入力者が実施している。 
 医療機関の情報提供は多いが、不正確な

情報が含まれていることもあるので、必

要な医療情報の取り出し方をトレーニン

グする。（アブストラクター） 
 １回の検討会で、５−10 ページ／１事

例、１０人分くらいを検討する。ミシガ

ン州では全部で 78 の CDR 検討するチー

ムがあり、１チームに３人の検討委員が

いる。 
 ディスカッションの際には、子どもの写

真を前におき、子どもの尊厳を尊重する

（症例の検討が繰り返されていくと、そ

の感覚が麻痺するため）。子どものストー

リーを共有するスペシャルな時間だと認

識する。 
 CDR 検討会のスタッフは情報を集めるだ

けでなく、人と人とを繋ぐ関係性を維持

できる人が必要。 
 今のアメリカの課題は、データの質の保

証とそのトレーニングである。 
 
2. Ms. Liz Oppenheim, JD  
（ワシントン DC の弁護士、児童虐待死の

削減のための委員会（Commission to 
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Eliminate Child Abuse and Neglect 
Fatalities3）の委員を務めていた） 
 CDR は労力の割に提言の有効性の検証が

不十分であり、コストパフォーマンスが

高いとは言い切れない現状がある。今後

日本が導入するにあたり、盲目的にアメ

リカ・モデルの CDR を追従すべきでは

ない。米国では州ごとに子ども虐待の定

義が異なっていて、比較・効果検証に対

する困難さを抱えている。 
 CDR が全米で法制化されたため、どの州

もその報告書やデータを出すことに求め

られており、その労力が大きく、本来の

目的である予防可能な死亡を予防するこ

とにあまり貢献できなくなっている。基

礎データを集めることの意味はあるが、

詳細すぎることも問題であり、むしろ、

選別した症例を深く検証して、そこから

学んだ教訓を現場に活かすという方法も

検討すべきである。 
 CDR が目指すゴールを明確にして、始め

るべきである。 
 
【イギリス連合王国】 
1. Mr. Peter Sidebotham  
(イングランドの小児科医、小児死亡・

SIDS などの研究 4 を多数行っている) 
 2000 年から子どもの死亡事例全数対象

CDR を実施してきていたが、子ども法の

全面改正を受けて、2004 年からは全数調

査に加えて、日本の児童虐待重大事例検

証に近い Serious Case Review  (SCR)を
並行実施している。重複はあるが、CDR 
(全数検証)と SCR（重大事例検証）は検

証する側面に違いがあるので、それぞれ

が重要とのこと。特に、SCR は子ども虐

待対応の質向上に役立つ。 

 2008 年に CDR が立法化され、警察から

の情報提供も行われるようになった。

CDR 発足以前より、小児科医と警察によ

る合同捜査が SUDI 症例に対して実施さ

れており、小児科医が協力することによ

って子どもを亡くした家族への配慮も生

まれるようになった。2008 年の法制化後

３年かけて（国より３年間の金銭的支援

があり）地域に浸透させていった。 
 子どもに関する職業についている専門家

は、子どもの死亡に遭遇した際には必ず

CDR に連絡しなければいけないことにな

っている（例えば医療機関の小児科医、

救急搬送した救急隊なども）。死亡診断書

は Coroner が記載する。 
 全ての死亡例に CDR を実施するとき

は、 
１）虐待がないと判断されたケースでは各

地域で 5-6 例/月で 各機関からの報告

書をもとに各地域の CDR のマネージ

ャーが 15 ページほどの報告書にし、

検討委員のメンバーが集まって、簡単

にレビューする。 
２）虐待があったか疑われたケースは

Serious Case Review  (SCR)にまわ

り、それぞれは 3-6 か月ほどかけてレ

ビューを行うが、この場合には数回会

合を開かれる。独立したマネージャー

が関係機関にインタビューをしにいっ

て情報を集める。SCR で対象となる

症例の定義は法律の中に明記されてい

る。 
 重要なのは、この調査の結果として何ら

かの政策がとられたか？（例えば Safe 
Sleep のメッセージや、医療機関受診窓

口の問題や低所得家族へのサポートなど

何らかの政策に結び付けることができた
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か？）ということであり、改善点がみつ

けられ、それぞれの行動変容がみられた

か、ということである。 
 イギリスの課題は、地域ごとの実践の差

異と継続的に実施するための資金面、そ

して予防策の提言をしっかりと根付かせ

ることができるか、という点である。 
 
2. Mr. John Devaney 
（北アイルランド、クイーンズ大学ベルフ

ァストのソーシャル・ワークの講師。CDR
の実践・研究に携わっている 5） 
 CDR のシステムは北アイルランドと基本

的にイングランドと同じである。医療・

保健・福祉情報と捜査情報の共有につい

ては、法律に「can be shared」と記述さ

れているだけだが、情報の共有に困るこ

とはない。すべての公共機関に対して

Data Protection Act という法律が制定

されているため、公共機関どうしではシ

ェアすることが可能である。情報提供を

したくないという関係機関があった場合

は、CDR の重要性に関する啓発と CDR
委員会メンバーに対するトレーニングで

連携が改善し、情報共有の障壁はなくな

っている。 
 北アイルランドにおいて年に 1 回 CDR
の報告書を出さないといけないが、もし

ある特定の関係機関が情報を出し渋るよ

うなことがあれば、それについて報告書

内に明確に記載し、地方議会においてそ

の関係機関の担当政府関係者が注意をう

け、指摘をうける。 
 提言された予防策については、1 年後の

フォローアップを行う。提言が実際の改

善につながっているかを確認する。 
 

【ドイツ】 
Ms. Christine Gerber （ソーシャル・ワー

カー、ドイツの若者のための研究機関

（Research at German Youth Institute）に所

属している） 
 ドイツでは全国規模の CDR はまだ実施

されていないが、2008 年に深刻な死亡事

例が発生した後から CDR への関心が高

まり、国立の早期介入センター

（National Center for Early 
Intervention）によって、一部の地域に

てパイロット・スタディーとして検証が

始まっている。方法はイギリス・モデル

を採用している。パイロット・スタディ

ーの聞き取り調査時には、必ず親から、

関係機関から情報を集めて検討するため

の承諾を得ている。 
 検証は２チームに分けて実施し、①ケー

ス・グループ（家族や関係者から聞き取

りを行って、検証を行う）と②レビュー

・チーム（各関係機関の専門家から構成

され、改善点を検証する）が存在する。

専門家の分析結果とケース担当者のチー

ム分析結果が、同じような見解を出す結

果となった。 
 情報収集を行う際には、「なんで、このと

き（この情報を得たとき）に〇〇をしな

かったのか？」という質問の仕方ではな

く、「この情報を得たときに、その限られ

た情報でどういうことを考えた（どうい

うアセスメントをした）のかを教えてほ

しい」というアプローチをしたことで、

「個人攻撃や責任追及をされているので

はない」ということを現場の人が感じ取

ってくれたのだろう。 
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【ポーランド】 
Ms. Szredzinska Renata 
(Nobody’s Children Foundation という児童

虐待に関連するサービス提供やシステム構

築を行う NGO に所属している) 
 ポーランドでは、数年前に体罰禁止の法

律が成立したり、裁判所で子どもが何度

も質問されないようにするための法律

（Friendly interview for kids）が成

立した。 
 子どもが外傷を受傷したとき、医師はそ

の病態は診断するけれども、その受傷機

序は診断しないため、まず子どもの受傷

機転をきちんと知らなければというニー

ズが起こっていたところ、メデイアが注

目するような子ども虐待死事件が起こ

り、子どもの死因についても調査の必要

性が認識されてきている。しかし、まだ

保守的な意見も強いうえ、捜査情報と医

療・保健・福祉情報との情報共有の体制

もできていないため、全数調査はもちろ

んのこと、重大事例についての実践もま

だ始まっていない。 
 
【南アフリカ】 
Ms. Shanaaz Mathews 
（ケープ・タウン大学の教授、小児政策

（Child Policy）のリサーチ・ユニットを率

いている。） 
 CDR は制度化されておらず、当然、それ

を担保する法律もない。 
 最初に行った調査では、不慮の死亡

（Unexpected death）が運ばれる

Mortuary（死体安置所南を層別化ランダ

ムサンプリングを行って、小児の死亡事

例で事件性の可能性があるすべてのケー

スを調査に入れた。その疫学的調査を通

して、全国規模での殺人による死亡数の

推計を行った（参照論文）6（追記：その

後の研究として、地域における死亡事例

の検証も実施されている 7）。 
 ISPCAN を通じて、北アイルランドの

John さんから検証方法を学んだが、南ア

フリカの場合は子どもの死亡数（病気な

どによる内因死）が非常に多く、全数を

対象とする CDR は非常に困難である。 
 来年 Children’s Act が改正される予定

で議会への働きかけをする予定であり、

CDR を義務化することにしたいと思って

いる。 
 
【インド】 
Mr. Rajeev Seth（ニューデリーの小児科

医、ISPCAN 理事） 
 CDR の体制はなく、医療機関（小児科）

にてケース・カンファレンスを実施して

いる程度である。捜査機関が持つ捜査情

報と医療・保健・福祉・教育等が持つ諸

情報との共有はない。 
 下記の CDR のガイドラインについて、

Dr. Seth はその存在を知らなかった。

http://pbhealth.gov.in/Operational%20G
uide%20of%20Child%20Death%20Revie
w.pdf 
ガイドラインの内容は、乳幼児の感染症

死の多さを反映して、虐待しより感染症

などの自然死の方が重要視されており、

ASHA と呼ばれるソーシャルワーカーや

ANM と呼ばれる助産師が調査を担当し

ている。 
 
【台湾】 
Ms. Fu-Wen Liang 
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（台湾の国立成功大学の研究員、小児死亡

の研究 8 やパイロット・スタディー研究に

携わっている） 
 国立台湾大学の公衆衛生学部の教授が主

導して、イギリス・アメリカ・日本・台湾

での CDR 国際シンポジウムを 11/17 に国

立台湾大学にて開催した。そのシンポジウ

ムの内容を元に以下に記録する。シンポジ

ウには、母子保健分野、自殺対策分野、事

故予防分野、など、様々な政策・研究に関

わる公衆衛生に関連する専門職がシンポジ

ウムに参加していた。 
 現在、CDR 導入に向けて整備中であり、

研究主導のパイロット・スタディーを実

施している段階である。その研究内容

は、行政レベルでのデータを利用して、

以下の内容を比較していた。 
1. 人口動態統計（死亡票）を用いた、

年齢別・地域別・死因別の小児死亡

率を比較 
する 

2. 複数の二次データ（死亡票、出生

票、交通事故データベース、児童福

祉データベース、医療保険情報のデ

ータベース）を統一 ID でリンケー

ジし、死因と関連する背景要因を分

析する 
 これから地域での事例検証を行い、上記

の疫学的な研究結果を擦り合わせて検討

していきたい。現時点では、警察と解剖

記録の情報は得られていないが、今後は

地域内で関係性ができれば提出してもら

えるかもと期待している。 
 
【香港】 
Mr. Hui (Herman) 現在の CDR 委員会の議

長 

Ms. YEE Ka-wing (Karen) 現在の CDR の事

務運営スタッフ（常勤） 
Mr. Wong (Karen の前任の CDR の事務運営

スタッフ) 
 香港は中国本土との関係性があり、法律

を新たに作成することが困難であるた

め、CDR を法制化はしていない。しかし

現実的に開始することが重要であると考

え、関係機関の合意に基づいて実施して

いる。CDR の必要性については、虐待の

死亡事例があり、世間で何かをしなけれ

ばならないという声が高まり、Social 
Welfare Department（社会福祉局）がこ

の動きを始めた。（CDR の事務局は

Social welfare department に所属してお

り、CDR の常勤スタッフは Social 
welfare department に所属しているフル

タイムの職員である）社会的な有名な

Professor Lu（小児科医の教授）が

Social welfare department のコンサルテ

ーションを受けて、３年間の CDR パイ

ロットプロジェクトを実施することがで

きた。 
 レビューしている症例は、検死裁判所

（Coroner’s court）を通った後の症例

である。香港では、すべての小児死亡事

例は内因死（Natural death）でも外因死

でも、検死裁判所に届け出られる。（香港

では、検死裁判所が取り扱うと定められ

ている死亡が 20 種類あり、その中の一つ

が小児死亡である。死亡後、Coroner が
その死に至る経過を調査し、解剖の必要

性を最終的に判断するのは検死裁判所、

である。その判断を待つため、火葬まで

２週間程度待つのが通常とのこと。） 
 CDR 委員会は検死裁判所から情報をもら

っているため、検死裁判所が集めた情報
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は全て手に入る。機密情報を守るため、

ファイルにアクセスできるのは、事務局

の常勤スタッフ（Karen）のみであり、

検討委員も会議にきてその場で書類を読

み、持ち帰ってはいけない、という仕組

みにしている。常勤スタッフ（Karen）
が匿名化し、委員はそのサマリーを読

む。 
 議長の任務は、コーディネーターであ

り、多数の専門職、専門機関が集まっ

て、多様な情報を読む際に、公の視点

（public perspective）も持ってコメント

を出していく必要がある。検証委員の参

加は交通費・謝金などの支払いはなく、

ボランティア参加であるため、委員が参

加したくなるような雰囲気作りも重要で

ある。ほかにも、政府や官僚にどのよう

にメッセージを伝えるべきか、特に重大

事例・緊急事例の場合、どのように素早

く世間一般に情報を伝えるか。時間がか

かりすぎては意味がない。 
 検証対象は全ての１８歳未満の死亡で、

裁判となった場合の死亡は裁判終了まで

待ってから検証を開始する（検証の開始

が遅くなるため、検証結果から得られた

提言は素早く行うようにしている）。

CDR パネルの検討会は年４回、その間に

サブグループ会議（外因死、自殺、事故

死、その他、内因死のサブグループが５

つある）を１−２回行う。 
 検討後に報告書に載せる提言を作成する

が、関係機関にその内容を伝えてコミュ

ニケーションを取ることを大切にしてお

り、その提言に対する関係機関の反応

(Responses)を入れているところが工夫さ

れている点である。 

 詳細は、香港の CDR 報告書（英語）参

照 
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/p
age_family/sub_fcwdocument/id_cfrp/  
 
D 考察 
上記のアンケート・インタビュー結果を

元に、乳幼児の死亡率と合わせて、以下に

各国の実施体制についてまとめた表を示す

（表 2-4）。ここでは、全死因の検証をチ

ャイルド・デス・レビュー（Child Death 
Review: CDR）、特定の死因の検証をパネ

ルレビュー（CDOP：Child Death Overview 
Panel）と呼ぶこととする。 
今回の調査協力国のうち全国的な法的基

盤を有して実施しているのはアメリカ・イ

ギリスのみであり、ドイツ・オランダ・ポ

ーランド・台湾では地域的にパイロット調

査を開始していた。香港は法的基盤を新設

していないが、関係機関の相互合意のもと

実施しているのが特徴的である。日本は特

定事例（いじめ自殺、虐待死など）で重大

事例検証が行われており、英国の CDOP に

近い形であると考えられるが、今後 CDR
とどのように連携して実施していくかが課

題である（表２）。 
 イギリスは CDR と CDOP を並行してい

るのが特徴的であり、アメリカは州法によ

って定められた虐待の定義・CDR の運営

規定に則って実施しているため、各州で実

施形態は様々であるが、全国 CDR センタ

ーにオンラインで検証結果を報告するデー

タベースシステムを有している（現時点で

45 州が活用している）。ドイツは、家族に

関係した現場の実践家によるレビューと、

専門家によるレビューの２つに分かれてい

る特徴があり、家族に検証の同意を取って
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いる。香港では予防策を提言するだけでは

なく、関係機関とのコミュニケーションを

密に取っており、報告書を公開する前に関

係機関がその提言をうけてどのように考え

たか（今後どのように対応するか）のコメ

ントをもらい、報告書に含めている点が優

れていると考えられた。日本では、捜査機

関からの情報共有と、検証プロセス・予防

策提言プロセスの確立が必要である（表

３）。 
 今後国内で検証制度を構築していく際

に、どのように症例を抽出するか、どれだ

けの情報（質・量）を必要とするのか、ど

のような関係機関から情報収集を行うのか

を検討していく必要がある。特に、アメリ

カの症例登録データベースで用いられてい

る報告フォーマットは 1,700 項目（全ての

項目に回答する必要があるわけではない

が、死因別に詳細な内容を記載する必要が

ある）を超える膨大なものであるが、その

情報収集の仕方は事前に提出する、会議に

持参する、事前にサマリーを作る・作らな

いなど州によって様々である。イギリスの

情報収集は、フォーム A（共通）とフォー

ム B（死因別）によって関係機関から提出

された情報を検討会に利用している。どの

ように収集した情報を検討会に活かすかを

検討していく必要がある。また子どもの死

の尊厳に対する気持ちを忘れないために、

検討会中に顔写真を見える位置においてお

くという工夫や、委員がその児の死亡に直

接関わっていた場合に検討会に含めるかど

うかの議論など、実際に実施していく場合

は様々な点に配慮していく必要がある（表

４）。 
 
 

Ｅ．結論 
今回の調査を通じて、検証方法には、そも

そも全死亡を対象とする CDR と、死因別

に実施する CDOP があり、諸外国の導入・

実施状況から、以下の点について考える必

要があることを認識することができた。 
1. 対象症例の選び方（全国／地域の全症

例か、抽出か） 
2. 収集する情報の包括度（提供する関係

機関の多様性、情報の質の確保） 
3. 検証・予防策提言のプロセスの確立・

標準化 
  
今後の日本において CDR 体制を構築して

いく上で、対象の選定方法（統計的に抽出

するか、一部の地域で全例とするか、全国

規模で全症例を対象とするか）、捜査機関

情報も含めた幅広い情報収集を可能とする

法的整備の必要性、さらに各機関から収集

する情報の量と質の担保と、その標準的な

検証ならびに予防策を実現させるプロセス

を確立するために検証委員の研修制度や関

係機関との意見交換制度などについて議論

を重ねていき、日本の実情に合わせた制度

設計を行うことが必要である。 
 
Ｆ．健康危険報 
該当なし 

Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 

学会・シンポジウム発表 
なし 

書籍発刊 
なし 
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表１. CDR の制度および体制の比較 

調査項目 イングランド 北アイルランド 南アフリカ 香港 

実施制度に関して 
CDR 導入範囲 全国・地域 全国 地域 香港のみ 

（中国なし） 
検証チーム数 地域チーム(約

90) 
１チーム ３チーム １チーム 

地域の定義 地方自治体
（LSGB） 

記載なし パイロット研究
に参加地域 

香港全体 

CDR 導入時期 
（選択肢） 

2005-2009 2010-2014 2010-2014 2005-2009 

法的整備 あり Children’s 
Act (2004) 

あり なし 法制度を変更せ
ずに実施 

個人情報利用の
正当性 

法的根拠あり 法的根拠 (Data 
Protection Act) 

なし（参加者全
員が守秘義務に
サイン） 

司法(Judiciary)
から承認あり 

捜査・裁判中の
情報利用の有無 

得られる（状況
による場合もあ
る） 

大抵は得られる 大抵は得られる 得られない 

情報非公開時の
罰則規定 

なし なし なし なし 

CDR 導入の障
壁 
(3 つまで選択 

多機関からの情
報共有 
合意形成・協力
体制構築 
運営予算の確保 

多機関からの情
報共有 
合意形成・協力
体制構築 
委員への研修 

多機関からの情
報共有 
合意形成・協力
体制構築 
委員への研修 

多機関からの情
報共有 
合意形成・協力
体制構築 
 

上記障壁に対す
る対策 

全国のガイドラ
イン作成 
研修 

CDR 原則への合
意を得る 
研修とメンター
制度 
明確なガイドラ
イン 

会議を重ねるこ
と（顔をあわせ
ること） 

報告書の公開、
関係機関とのコ
ミュニケーショ
ン 

委員に対する研
修の内容 

全国的なトレー
ニングプログラ
ムがある 

研修への参加、
継続学習あり 

ワークショップ
マニュアル 

作業の流れを明
確化 
知識の共有 

統一化された検
証プロセス 

全国であり あり なし なし（１チーム
なので） 

CDR 以外の検証
制度の存在 

Serious Case 
Review（虐待関
連死亡に関する
検討会） 

CDR と並行し
て、虐待関連死
の検討会が存在
する 

医療機関で独自
のケース検討会
をしている 

なし 

実施体制に関して 

検証対象 全死亡 全死亡 全死亡 全死亡 

検証対象年齢 １８歳未満 １８歳未満 １８歳未満 １８歳未満 

検討会の開催頻
度 

１−４ヶ月毎 毎月 毎月 年４回、他にサ
ブグループの検
討会あり 

開催までの時間 平均１年未満 平均３ヶ月未満 平均１ヶ月未満 平均１年以上 



 60

表１. CDR の制度および体制の比較（続き） 

調査項目 イングランド 北アイルランド 南アフリカ 香港 

検討委員の職種 公衆衛生 
精神保健 
小児科医 
救急関係 
法医学・検死官
児童福祉 
警察・検察 
疫学 
アドボケイト 

公衆衛生 
精神保健 
小児科医 
児童福祉 
警察・検察 

公衆衛生 
精神保健 
小児科医 
法医学・検死官 
児童福祉 
警察・検察 
アドボケイト 

精神保健 
小児科医 
児童福祉 

利用可能な情報
・書類 

死亡診断書 
解剖記録 
薬物・血液検査 
診療記録 
児童福祉記録 
救急搬送記録 
捜査資料 
現場検証写真 
（関係機関が入
力するフォーム
あり）* 

死亡診断書 
解剖記録 
薬物・血液検査 
診療記録 
児童福祉記録 
救急搬送記録 
捜査資料 
現場検証写真 
教育関係 

解剖記録 
薬物・血液検査 
診療記録 
児童福祉記録 
捜査資料 
現場検証写真 
（毎回得られる
とは限らない） 

死亡診断書 
解剖記録 
薬物・血液検査 
診療記録 
児童福祉記録 
救急搬送記録 
捜査資料 
現場検証写真 
裁判記録 

解剖時に家族の
承諾の有無 

小児の予期しな
い死亡では同意
は不要 

数日以内の受診
歴がある児の死
亡では同意不要 

内因死では同意
が必要 

回答なし 

予防策提言のプ
ロセス 

あり あり あり 報告書を関係機
関に送る 

過去に実施され
た改善策 

メディア・キャ
ンペーン 
学校プログラム 
地域プログラム 
プロバイダーへ
の教育 
市民公開講座 
関係機関におけ
るポリシーの制
定や改定 
関係機関におけ
る新しいプログ
ラム・サービス
の構築、サービ
ス拡大 

メディア・キャ
ンペーン 
学校プログラム 
地域プログラム 
プロバイダーへ
の教育 
関係機関におけ
るポリシーの制
定や改定 
関係機関におけ
る新しいプログ
ラム・サービス
の構築、サービ
ス拡大 
新しい法律や条
例の制定・変更
・強化 

教育プログラム 
関係機関におけ
る新しいプログ
ラム・サービス
の構築、サービ
ス拡大 

地域プログラム 
プロバイダー・
専門家への教育 

改善策の実現頻
度 

まあまあ 結構多い 結構多い しばしば 

現在の課題 予算 
ガイドランの改
定 

検討終了するま
での時間の長
さ、専門家への
サポート、改善
策の実現性 

予算、警察との
協力体制、他の
公衆衛生上の課
題 

包括的な情報収
取 

* イギリスにて用いられるフォーマットは、添付資料３・４（英語・日本語）参照 
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表２. 諸外国の実施体制について 

国 法的 

基盤 
CDR CDOP 登録データ 

ベース 
イギリス あり あり あり 準備中 
アメリカ あり 州による 州による あり 
ドイツ なし パイロット調査 なし なし 

オランダ なし パイロット調査 なし なし 
南アフリカ なし パイロット調査 なし なし 
ポーランド なし なし 計画段階 なし 

インド なし なし 計画段階 なし 
香港 なし あり なし なし 
台湾 なし パイロット調査 なし なし 
日本 なし パイロット調査 特定事例で実施 なし 

 
 

表３ 諸外国 CDR/CDOP における情報共有・法整備・検証方法について 

 

  

国 個人情報保護の法律

根拠 

警察と 

情報共有 

レビュー方法 

イギリス連合
王国（北アイ
ルランド含
む） 

あり (working 
together to 
safeguard children, 
Data Protection 
Act) 

あり ①CDR→関係機関がフォーマット
を提出、死因・予防可能性・改善
策を提案 
②虐待事例の SCR→複数回 3-6 ヶ
月かけて検証 

アメリカ合衆
国 

州の CDR 法内に記
載あり 

あり CDR 委員会が情報収集し、委員会
で検討後、全国データベースに登
録、報告書作成 

ドイツ パイロット調査に対
し親の承諾を得て実
施 

なし ①家族に関与した関係機関での話
し合い 
②専門職のレビュー・チームでの
話し合い 

南アフリカ なし（関係機関は、
情報の秘密保持の同
意書にサインして実
施） 

あり パイロットサイトの全ての死亡を
多職種でレビュー、死因の究明と
予防策の提言が目的 

香港 なし 裁判時には
終了後に公

開 

常勤スタッフが関連機関から集め
た情報を匿名化し、検討委員は会
議の場でのみ情報を見ることがで
きる。報告書には提言と、その提
言を受けた関係機関からの反応を
含めている。 

日本 なし なし 重大ケースレビュー（児童虐待、
自殺、保育園事故など、テーマ別
にそれぞれ実施） 
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表４. アメリカ・イギリス・日本における CDR と CDOP の比較   
アメリカ イギリス 日本 

CDR（全死
因を含むも
の） 

制度化さ
れている
か？ 

法整備あり
（州によって
差異あり） 

法整備あり 法整備なし 

全例か抽
出か？ 

全国の全死亡
例 

全国の全死亡
例 

パイロット地域での死
亡例（小児科学会調
査） 

CDOP（特
定の死因を
対象とする
もの） 

制度化さ
れている
か？ 

法整備あり
（州によって
差異あり） 

法整備あり 法令や勧告に基づく制
度化 

全例か抽
出か？ 

目的別に実施 虐待疑い事例 
（対象症例の
定義が法律に
記載あり） 

いじめ自殺、虐待死亡
など、目的に別に実施 
 

CDR・CDOP に活用さ
れる情報 

医療、保健、
福祉、司法解
剖、教育、捜
査情報など 

医療、保健、
福祉、司法解
剖、教育、捜
査情報など 

医療、保健、福祉、司
法解剖、教育、捜査情
報が入手困難 

検証の方法 統一されたフ
ォーマットあ
り 1 

統一されたフ
ォーマットあ
り* 

レビュー方法・情報量
に地域間格差あり 

*添付資料３（英語）・添付資料４（日本語）参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



諸外国におけるCDR導入および実施状況の調査について  

JaSPCAN 

XX/XX/2017 
 

    それぞれの国では異なる歴史やCDR導入のプロセスがあるため、本研究は

諸外国における医療・福祉・司法分野におけるCDRの導入プロセスを調査する

ことを目的として実施します。CDRとは定期的な小児死亡事例の検討システム

を指します。あなたの国（又は地域）においてCDRを導入する際にどのような

問題が生じたかについて回答してください。回答には20-30分かかります。 

    回答はXXXXX@XXXXあてに、XX/XX/2017 までにメールで送ってくださ

い。さらに、追加の調査項目についてインタビューに回答していただける場合

はその旨もご回答ください。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

回答者名: 

職業（分野）: 

所属: 

肩書き: 

住所: 

電話番号: 

E-mailアドレス: 

 

追加の調査項目についてインタビューに協力してもよいかどうか: 

1. 直接面接またはインターネット面接で回答してもよい 

2. 直接面接なら回答してもよい 

3. インターネット面接なら回答してもよい 

4. 協力はできない 

 

※もし ISPCAN regional meetingに参加される場合は、その学会期間にインタビ

ューを実施させてください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



当てはまる項目にチェック、または回答欄に記述をしてください。 

 

A. CDRの導入について  

1. あなたの国（または地域）では、全国的に、または地域レベルで、多職種
が参加して、小児死亡に関する多職種の情報を利用して検討する、CDRシ

ステムは導入されていますか？ 

1. はい、全国でも、地域レベルでも導入している 

2. はい、全国レベルのCDRのみ導入している 

3. はい、地域レベルのCDRのみ導入している 

4. どちらも導入していない 

 

 

2. CDR委員会でレビューするのは、以下のどの死亡を対象としていますか？ 

当てはまるもの全てを選びなさい 

1. 全死因（病死も含む） 

全死因ではない場合、 

2. 不慮の事故 

3. 児童虐待による死亡 

4. 故意の事故（殺人） 

5. 自殺 

6. 交通事故死 

7. 重大事故（死亡はしていないニア・デス事例） 

8. 過去に児童福祉関与歴があった児の死亡 

9. その他：（記述してください） 

                    

 

 

 

 

 

 

 



3. CDRの検討チームは、いくつ存在しますか？地域レベルの定義も記載して

ください（例：州ごと、郡ごと、地方ごと、など）。 

全国レベル  

地域レベル  

地域レベルの定義  

 

 

4. あなたの国（または地域）ではいつからCDRは開始されましたか? 

1. 1990-1994 

2. 1995-1999 

3. 2000-2004 

4. 2005-2009 

5. 2010-2014 

6. 2015- 

 

 

5. CDRの開始は、法的根拠に基づいていますか？ (例：新しい法律・条例を制

定した、または既存の法律・条例を改定した、等) 

 

 

6. CDRは、どのような組織の命令に基づいて実施されていますか？  

 

 

7. CDRの実施予算はどこから出ていますか？また年間の予算はどれくらいで

すか？ 

 

 

 
 

 

全国レベルのチーム： 
地域レベルのチーム： 



8. CDRチームには専属のスタッフがいますか？（フルタイム、パートタイム

のスタッフの人数を下に書いてください。） 

全国チーム: フルタイム ____________  パートタイム ____________ 

地域チーム: フルタイム ____________  パートタイム ____________ 

 

 

9. CDRを実施している目的はなんですか？  

当てはまるもの全てを選びなさい。 

1. 公衆衛生のため (小児死亡の予防) 

2. 研究のため (リスク要因の解明など) 

3. 死因究明のため 

4. 関連機関の機能を評価するため 

5. その他（記述してください） 

 

 

10. CDRの中でどのように個人情報を利用することが正当化されていますか？

(個人情報を収集することに法的根拠がありますか？) 

 

 

11. CDRチームは、捜査中・裁判中の情報も得られますか？ 

1. 必ず得られる 

2. 大抵は得られる 

3. 時々 

4. 滅多には得られない 

5. 決しては得られない 

6. 状況による 

 

 

 

 

 
 



12. CDRに要求された情報を関連機関が提出しなかった場合、法的罰則は規定

されていますか？ 

 

 

13. CDRを導入する際に障壁となったことは何ですか？ 

当てはまるもの３つを選んでください。 

1. 多機関からの情報収集 

2. 関連機関の同意形成や協力体制の構築 

3. 検討委員の集まる日程の調整 

4. 法律や条例の改正・制定 

5. 検討委員のトレーニング 

6. CDRを実施していくための予算確保 

7. 一般市民からの懸念・不安 

8. 死亡事例を取り扱うことへの文化的障壁 

9. その他（記述してください） 

 

 

14. 上記13で挙げた障壁に対して、どのような対策が取られましたか？ 

 

 

15. 子どもの異状死に対する解剖制度（強制的な制度, 同意の必要なし）はあり

ますか？ 

1. はい 

2. いいえ 

3. その他：（記述してください） 

 
 

 

 

 



 

16. どのような死亡に対し、解剖の際に家族の承認・同意が必要になりますか？ 

 

 

17. あなたの国で CDRが導入を強く進めた要因は何でしたか？ 

３つ選んでください。 

   1. 医療関係者からの要求 

   2. 児童福祉関係者からの要求 

   3. 司法関係者からの要求 

   4. 一般市民の声 

   5. メディアによるキャンペーン 

   6. その他：（記述してください） 

 

 

18. CDR委員会では、どのように委員をトレーニングしていますか？ 

 

 

19. CDR以外の制度化された定期的な他職種によるレビュー体制もあります

か？(胎児乳児死亡事例検討会、家庭内暴力による死亡事例検討会、など) 

 

 

 

 

必要でないケース： 
 
必要なケース： 

 

 
 

 
 



B. CDRの運営状況について  

20. CDRチームは全国で同じ手順で検討会を実施していますか？ 

1. はい 

2. いいえ、場所によって異なる 

   

 

21. CDR委員会では、何歳の子供を対象に検討会をしていますか？ 

   

 

22. あなたのCDR委員会では、どのような職種の人が参加していますか？ 

当てはまるもの全てを選びなさい 

参加者 

 警察 

 公衆衛生 

 精神保健 

 小児科（その他の医者） 

 検察官 

 救急関係者 

 児童福祉	  

 司法関係者（検察、弁護士） 

 疫学、研究者 

 子どものアドボケイト 

 その他：（記述してください） 

 

 

23. どのくらいの頻度で、検討会は開催されていますか？（毎月、年に４回、
年に１回、など） 

全国レベル  

地域レベル  

 

年齢: 

 



 

24. CDR委員会では、どのような情報を収集していますか？ 

当てはまるもの全てを選んでください。 

 死亡診断書 

 出生票 

 解剖記録 

 薬物や血液検査結果 

 診療記録 

 児童福祉の記録 

 救急隊の記録 

 警察の捜査資料 

 現場検証の写真 

 裁判記録 

 その他の組織からの記録（記述してください） 

 その他の情報（記述してください） 

 

 

 

25. 子どもが死亡してから、検討会を実施するまでの期間は平均してどれくら
いですか？ 

1. １ヶ月未満 

2. ３ヶ月未満 

3. 半年未満 

4. １年未満 

5. １年以上 

6. その他（記述してください） 

 
 

 
 

 



 

26. CDRでは検討後、改善策の提言を実践に移す具体的なプロセスを持ってい

ますか？ 

1. はい 

2. いいえ 

3. その他（記述してください） 

 

はいの場合、 

27. 検討後、どのような改善策が実施されたことがありますか？ 

当てはまるもの全てを選んでください。 

1. メディアによるキャンペーン 

2. 学校でのプログラム 

3. 地域での安全対策プログラム 

4. プロバイダーへの教育 

5. 市民公開講座 

6. その他の教育プログラム 

7. 関係機関における新しいポリシーの制定 

8. 関係機関におけるポリシーの改定 

9. 関係機関における新しいプログラム 

10. 関係機関における新しいサービス 

11. 関係機関におけるサービスの拡大 

12. 新しい法律や条例の制定 

13. 法律や条例の拡大 

14. 法律や条例の強化 

15. 消費者製品の修正 

16. 消費者製品のリコール 

17. 公的空間の修正 

18. 私的空間の修正 

19. その他（記述してください） 

 

 
 



 

 

28. その改善策が実際に実現している頻度はどのくらいですか？ 

1. 結構多い 

2. しばしば 

3. まあまあ 

4. まれである 

5. 実現度に関する調査がない 

6. 不明 

 

 

29. 現在、CDRチームが直面している課題とは何ですか？ 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。JaSPCANより感謝申し上げます。 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

分担研究  地域の小児死亡登録検証体制の構築支援に関する研究 

 

「医療機関を主体とした後方視的研究の展開を通じた、地域の小児死亡登録検証体制 

の構築支援に関する研究」 

 

主任研究者 溝口 史剛 前橋赤十字病院 小児科 

分担研究者 沼口 敦 名古屋大学医学部附属病院 救急科 

 

研究要旨 

東京都，群馬県，京都府，北九州市における 2011 年の 15 歳未満の死亡事例（うち東京都は 5

歳未満事例）を対象に，小児死亡の予防可能性を主眼に置いた後方視的検証（パイロットスタディ

ー）が実施された(日児誌 120(3) 662-672)。このような小児の死亡の検証（CDR; チャイルド・デス・

レビュー）は，死因究明のあり方を客観的に評価し，死亡に対する虐待の関与を明らかにし，防ぎ

うる死亡を予防するための施策立案の基礎資料を提供するため有用であることが示された。そこ

で本分担研究者らは，同研究を全国的に拡充した新たな研究（「全国研究」）を，日本小児科学会

子どもの死亡統計検証委員会との共同事業として開始した。 

また本分担研究者らは，愛知県周辺で小児の死亡事例の統計検証を行う別研究（「愛知研

究」）を実施中である。地域内の研究体制の構築に際して得られた知見を叙述的に解析し，全国

研究に応用するべき方法論について考察した。 

 愛知研究では，臨床医（小児科）と法医学者との共同研究として実施しており，これが研究参加

施設にとっての動機付けの一助となった。全国研究においても，研究参加を促すために具体的

なメリットを示すことが有用と考察された。研究参加のために必要な事前手順は，研究の典拠とな

る倫理指針の改正によってより厳密に求められることになったため，これを補助軽減する支援が

必要と考察された。また，研究参加に伴う不安感を解消するための支援も必要と考察された。さら

に，全国研究が試行錯誤的に行われるのに随伴して，各地域の取り組みについてリアルタイムに

情報共有できる体制を構築することが必要である。 

 今後，子どもの死亡から学ぶべきを学び，次の防ぎうる死亡を予防するために，CDR は欠かせ

ない制度であることは論を待たない。そこに求められる支援の内容を明らかにすることで，今後よ

り有効な制度設計がなされることが期待される。 
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Ａ．研究目的 

 死因を究明する社会的意義は，医学の発展

･公衆衛生の向上，犯罪死の見逃し防止，遺

族の真実の希求，など様々である。しかし，子

どもの死亡を詳細に検証する意義は，第一義

的には予防可能死（PD: preventable death）を

減らすことにある。死ぬ蓋然性がない子どもを

死なせないことは社会の責任であり，不幸にし

て亡くなった場合に議論を尽くすことは，死亡

した子どもに対しての最低限の礼儀である。予

防可能の観点で今後なしうることを議論するこ

とは，その死を無駄にしないという社会の覚悟

の表れでもあり，遺族に対して行う最大のグリ

ーフケアの１つともなる。 

 現状の死亡小票のみから正確な子どもの死

亡の実態把握をすることはおよそ困難である。

先行研究としての，日本小児科学会の子ども

の死亡登録検証委員会の実施したチャイルド・

デス・レビュー（CDR）のパイロットスタディーで

は，多くの予防可能な小児死亡が潜在してい

ることが示唆されている。その比率は諸外国の

研究報告と同程度であり，諸外国が CDR を法

的に整備することで，多くの施策が提供される

こととなったのと同様に，本邦でも小児医療提

供体制に CDR を組み込むことは，それらの死

亡を防ぐための施策を促進することになると期

待される。法制化の進んでいない現状で，

CDR の実施を妨げる障壁はいくらでも探すこと

が出来るのが実情であるが，防ぎうる子どもの

死を可能な限り減らしていくための CDR の導

入の可能性を根気強く模索し，社会的に実装

していく必要がある。 

 主任研究者および本分担研究者らは，日本

小児科学会子どもの死亡統計検証委員会と共

同で，「小児死亡事例に関する登録・検証シス

テムの確立に向けた実現可能性の検証に関

する全国版後方視的調査（2014-2016 年）」

（以下「全国研究」と略）を開始した。これは，先

行研究で提唱された検証方法を国内でより広

く追試行し，情報収集のための新たな方法論

を示した上でその有効性を検証し，ひいては

有効な CDR の社会実装が可能であるかを検

証することを目的とした研究である。今後の行

政事業を制度設計する上での重要な基礎資

料を提供できれば，本邦全体の児童福祉に対

して大きく貢献できるものと期待される。また，

このような研究活動へ参画して，地域で死亡事

例を検証する枠組みが整備されることで，将来

的な法制化に際して，速やかに施策協力でき

る体制が構築されることが期待される。 

 本研究は，全国研究の最初段階である調査

対象施設の登録に焦点をあて，地域の統計検

証体制の構築をいかに支援するかを考察する

ことを目的とした。 

 

 

Ｂ．研究方法 

 本分担研究者らは，愛知県を中心とした地域

で「わが国における小児死因究明制度の導入

に関する後方視的調査」（以下「愛知研究」と

略）を実施している。この詳細については別稿

で報告する。本研究では，この愛知研究にお

いて調査対象施設に対する協力依頼とその対

応状況について調査し，併せて調査開始まで

に必要とされた手続についての実態把握を試

みた。また，これとともに得られた意見を叙述

的に収集した。 

 さらに，図 1 のように実施中の全国研究につ

いて，最初段階である調査対象施設の登録に

関して現状を解析し，愛知研究に関する本研

究結果を参照しながら，叙述的に考察した。こ

れらを基に，全国研究を推進する上で留意す

べき点を抽出し，考察を加えた。
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（図 1：全国研究の研究方法の模式図） 

 

Ｃ．研究結果，および Ｄ．考察 

1. 愛知県における研究体制の構築 

 愛知研究は，県内 4 医学部の小児科および

法医学講座および県医師会，県立小児病院

を共同研究施設とする医学系研究として，中

央研究組織である名古屋大学の生命倫理委

員会で倫理審査を受け，承認された。 

 愛知研究の研究体制は，以下のようにデザ

インして構築した。すなわち， 

①本分担研究者の所属する名古屋大学は，
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中央研究組織として全体を統括：研究計画の

策定，倫理審査，研究体制の構築，収集情

報の取りまとめ，検証 

②愛知県医師会および県立小児病院は，共

同研究施設として事務手続きと検証の一部を

担う 

③名古屋大学以外の県内 3 医学部小児科

も，共同研究組織として調査の中継および検

証の一部を担う 

④県内 4 医学部法医学講座も，共同研究組

織として各講座における調査および検証の一

部を担う 

⑤愛知県内のその他の病院は，情報提供施

設として既存情報の提供のみを行う 

という形態とした。なお上記以外，特に医師以

外の者の研究参加については，研究者として

の要件を満たさない（医学系研究への参加に

ついて，事前の十分理解を保証できない）と

解釈されることから，あくまでもオブザーバー

としての出席のみを認めるものとした。 

 愛知研究は，「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働

省，平成 29 年 2 月 28 日一部改正）」（以下

「指針」と略）に準拠して計画実施された。研

究実施の途中に同指針の改正が行われ，特

に情報提供施設に新たな手続き（情報公開，

情報提供の事実につき施設長報告と管理）が

求められた。このことについて中央研究施設

の新たな倫理審査を経て，各施設に通知・依

頼した（次ページ図 2）が，中央研究施設にお

ける一連の手続きに半年以上を要したうえ，

院内体制の整備などに時間を要して完了して

いない施設も散見された。指針の改正前に

は，共同研究機関として研究計画をたてた 4

施設を含む 8 施設で院内倫理審査が実施さ

れた（うち 1 施設では承認保留）のに対して，

改正後には，指針で求められた「情報公開＋

施設長報告」の手順（のみ）に従ったものは 7

施設にすぎず，必須とは明記されなかった院

内倫理審査を実施した施設が 15 施設（その

他 11 施設で各種手続き中）であった（表 3）。 

 

指針改正前の研究参加手続（30 施設） 

特に手続きを実施しなかった施設 20 

情報公開のみを行った施設 2 

倫理審査を経て実施承認された施設 7 

審査の結果「承認保留」となった施設 1 

指針改正後の研究参加手続（33 施設） 

情報公開＋施設長報告のみを実施

した施設 

7 

倫理審査を経て実施承認された施設 15 

（2018.3.31 現在，各種手続き中） 11 

審査の結果「承認保留」となった施設 0 

（表 3：愛知県医療機関での研究参加手続） 

 

 その後，調査手法と項目が類似する本研究

に分担研究組織としての参加を決定したこと

から，愛知研究の研究結果を本研究に供出

する内容の新たな研究課題を策定し，再度中

央研究施設の倫理審査を受け，各施設にお

ける各種手続きを追加した。 

 これらの手続を経て，2018.3.31 現在で対象

施設の 100%（2014 年死亡），78.8%（2015年死

亡），24.2%（2016 年死亡）の研究参加を得ら

れ、死亡例の把握率は 64.0%となった（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 4：愛知県内の研究参加状況） 
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（図 2：愛知県内医療機関への協力依頼の詳細） 
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 このように高率の研究参加を得られた要因と

して，①県医師会および大学小児科学教室

から公的に参加を呼びかけたこと，②特に県

医師会は愛知研究の前段階調査ともなりうる

死亡事例調査を数年前から手がけ，この結果

報告を繰り返すことで調査協力に対する不安

感の解消の一助となったこと，③法医学講座

との共同研究であったため，臨床医と法医学

者の双方にとって新たな情報共有の道筋が

確立されるという具体的なメリットが提示され

たこと，が挙げられた。 

 

2. 他地域への研究体制の提案 

 近隣地域に対して，県単位で愛知研究との

共同研究施設群を策定することを提案した。 

 前述のとおり，愛知研究は小児科学講座と法

医学講座の共同で実施され，小児科および法

医学の双方から有用と評価された。特に法医

解剖結果と臨床情報とを照合して双方へのフ

ィードバックを行いえた点について評価を得

た。そこで 1 県につき 1 大学医学部のある近隣

3 県において，該当法医学講座に対して，小

児科との共同研究を開始することを提案した。

愛知研究の結果から法医学者と臨床医の間で

情報交流が促されることが期待されるとして，

それぞれの法医学講座とも，各大学で小児科

講座との共同研究に前向きであった。 

 次いで，各大学小児科学講座に対して改め

て共同研究への参加を打診した。法医学との

情報交流に加え，小児死亡に関する全県的な

疫学情報を得られることに興味が示された。こ

こで，新たに研究計画を立案実施することに比

較して，すでに中央倫理審査を通過して実施

中の（愛知）研究に共同研究として組み込まれ

る形式のほうが，計画立案が容易で，かつ生

命倫理委員会で理解を得やすいとの意見を得

た。これに応じて，愛知研究の研究計画書を，

各県の小児科講座，法医学講座等を共同研

究施設とするように適宜変更を行った。 

 報告書執筆の現在（2018.3.31），各大学に

おける生命倫理審査を待機している。 

 遠隔地域等に対しては，共同研究機関であ

る日本小児科学会から，日本小児学会の認定

する小児科専門医研修施設（全 508 施設）に

対して研究協力の可否を問う調査用紙を郵送

し，うち 334 施設からの回答を得た。ここで，参

加のあり方として「研究協力施設」「共同研究

施設」「分担研究施設」の 3様態を設定した（次

ページ図 5）。ここで研究協力施設とは，診療

に際して記録された既存の診療録（既存情報）

を匿名化（どの研究対象者の試料・情報である

かが直ちに判別できないよう，加工又は管理さ

れたものに限る。）あるいは匿名化（特定の個

人を識別することができないものに限る。）の状

態で，本研究に対して提供する施設とした。ま

た共同研究施設とは，自施設の保有する既存

情報を用いて自ら研究を実施し，加えて本研

究に対して同情報を提供する施設とした。さら

に研究分担施設とは，これらに加えて地域の

統計検証組織を策定し，特に CDR 制度を社

会実装する部分について本研究を分担する施

設と定義した。 

 複数回の広報および調査の結果，研究協力

施設として本研究に情報提供しても良いと回

答したものが 194 施設（全体の 38.2%，回答施

設の 58.1%），共同研究施設として本研究に参

加しても良いと回答したものが 36 施設（全体の

7.1%，回答施設の 10.8%），分担研究施設とし

て本研究に協力しても良いと回答したものが

36 施設（全体の 7.1%，回答施設の 10.8%），本

研究に不参加と回答したものが 68 施設（全体

の 13.4%，回答施設の 20.4%）となった（次ペー

ジ図 6）。 
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（図 5：本研究への研究協力の態様：告知内容） 
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（図 6：本研究への研究協力態様：調査回答） 

 

 研究協力施設として回答した病院に対して，

本研究の事務局から，調査開始のための具体

的な手順を記したメールを発信し，必要な各種

書式をウェブページ上に掲載して自由にダウ

ンロードして使用できる状態にした。 

 共同研究施設および分担研究施設として回

答した病院に対しては，本研究の事務局と順

次面談を行って，今後の研究開始の手順につ

き協議を開始した。 

3. 研究協力を促進するための方策 

 子どもの死亡について詳細を検証するべきと

いう総論に疑問の余地はない。しかし，だから

といって，子どもの死亡についての検証を試行

する本研究に対して，必ずしも全ての病院が

参加を表明する訳ではなかった。この理由に

ついて，愛知研究で経験された事象や得られ

た意見から，以下のように考察した。 

 はじめに，本研究で行う死亡検証は，これま

でなされてこなかった試みであるため，その得

られる成果について具体的なイメージを持ち

にくいことが問題であった。先行研究はすべて

匿名化情報に基づいて行われたことから，個

別のフィードバックをなし得ない。このこともあ

って，研究に参加することでより網羅性の高い

疫学調査の一助となることは理解されても，参

加側にはどのような具体的な利点を得られるか

が想像しにくい。逆に研究に参加しなかったと

しても，それによって何かしらの決定的な結果

誤認につながることも想像しにくい。 

 次に，研究参加のためには複数の手続きが

要求されることも問題であった。中央研究組織

で必要書類の雛形は準備したものの，参加施

設ごとに書式を揃えなおす必要がある。また倫

理審査の要否など，文部科学省・厚生労働省

から指針は示されるものの，実際には判断基

準が施設毎に異なり，必要な対応も異なる。そ

れぞれに応じた手続きを参加者が自ら請け負

わなければならないため，その負担（感）は相

応のものになる。 

 さらに，死亡例について詳細を調査する研究

であるため，その情報を提供することに関して

不安感が生じて警戒されることも問題であっ

た。まずは死亡状況の再調査の結果，医療過

誤の恐れが新たに指摘されるなどで裁判沙汰

になる不安感，虐待その他の犯罪事象の見落

としなどが新たに指摘され，通報通告義務違

反などに問われる不安感，適切でない個人情

報の取り扱いであると追求され責任を取らされ

る不安感，私的な研究に情報を提供すること

で，組織的な利益供与であることを追求される

という不安感，その他漠然と情報を何に使用さ

れるか分からない不安感，などが挙げられた。 

 以上の 3 点の阻害要因のそれぞれに具体的

に対処することで，今後の研究協力が得られ

やすくなると予測された。すなわち，(1)具体的

に想定される研究参加のメリットを分かりやすく

示すこと，また(2)研究参加の手続きを可及的

に軽減すること，最後に(3)研究参加に伴う不

安感を解消すること，が必要と考察された。 

 

4. 共同研究・分担研究を促進するための方策 

 既存情報を収集して提出する作業に加え

て，これを独自に解析して新たな仮説を検証
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する場合に，共同研究を新たに計画して実施

する必要がある。すなわち，研究計画策定に

際して，前もって「何を研究するのか」「どのよう

な仮説を検証するのか」が定められなければな

らない。この点について，各種の先行研究の

結果を参照しながら，中央研究組織と各地域

の研究施設の間でよく討議できる体制が必要

と考察された。 

 また今後，本研究が広く行われて CDR の実

装に到達するためには，各地域において情報

収集を取りまとめ，またそのデータを元に検証

を行う組織を構築することが望まれる。前例の

ない模索が，各地域で試行錯誤で行われるこ

とになるため，それぞれの取り組みについて可

及的に同時進行的に解析し，相互に情報共有

のできる体制を構築する必要があると考察され

た。 

 

Ｅ．結論 

 先行する愛知研究を叙述的に解析し，全国

研究に応用するべき方法論について考察し

た。 

 愛知研究では，臨床医（小児科）と法医学

者との共同研究として実施しており，これが研

究参加施設にとっての動機付けの一助となっ

た。全国研究においては，参加施設に対して

個別のフィードバックを行うことは困難であるも

のの，研究参加を促すために具体的なメリット

を示すことが必要と考察された。 

 また，医学系研究は倫理指針に沿って行わ

れるが，その改正によって，参加のために必

要な事前手続きがより厳密に求められるに至

った。全国研究の参加施設に対しても，これ

を補助軽減するための支援が必要と考察され

た。 

 このような内容の研究への参加には不安感

が伴う。これを解消するための支援も必要と考

察された。 

 前例のない研究・検証であるため，全国研

究は試行錯誤的に行われざるを得ない。そこ

で，各地域の取り組みについてリアルタイムに

情報共有できる体制を構築し，積極的に情報

提供を行って実施を支援することも必要であ

る。 

 今後，子どもの死亡から学ぶべきを学び，次

の防ぎうる死亡を予防するために，CDR は欠

かせない制度であることは論を待たない。そこ

に求められる支援の内容を明らかにすること

で，今後より有効な制度設計がなされることが

期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

（投稿準備中） 

 

書籍発刊 

なし 

 

学会発表  

1) 第 120 回日本小児科学会学術集会

（2017.4.16 東京） 

 

シンポジウム  

1) 第 121 回 日本小児科学会学術集会シン

ポジウム（2018.4.22 名古屋） 

2) 第 42 回 日本子ども虐待防止学会シン

ポジウム（2017.12.2 千葉） 

3) 第 45 回 日本集中治療医学会学術集会

シンポジウム（2018.2.21 東京） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究  地域の小児死亡登録検証体制の構築支援に関する研究 

「地域で求められる小児死亡登録・検証の具体的な内容についての研究」 

 

分担研究者 沼口 敦 名古屋大学医学部附属病院 救急科 

研究協力者 高橋 義行 名古屋大学大学院 小児科学 

 齋藤 伸治 名古屋市立大学大学院 新生児・小児医学分野 

 吉川 哲史 藤田保健衛生大学 小児科学 

 奥村 彰久 愛知医科大学 小児科学 

 石井 晃 名古屋大学大学院 法医・生命倫理学 

 青木 康博 名古屋市立大学大学院 法医学 

 磯部 一郎 藤田保健衛生大学 法医学 

 妹尾 洋 愛知医科大学 法医学  

 岩佐 充二 愛知県医師会 小児救急連携体制協議会 

 池山 貴也 愛知県医師会 小児救急連携体制協議会 

 山崎 嘉久 あいち小児保健医療総合センター 保健センター 

 梅本 正和 うめもとこどもクリニック 

 

研究要旨 

本分担研究者らは，東京都，群馬県，京都府，北九州市における 2011 年の 15 歳未満の死亡

事例（うち東京都は 5 歳未満事例）を対象に，死亡の予防可能性を主眼に置いた後方視的検証

（パイロットスタディー）を行った(日児誌 120(3) 662-672)。この検証は，死因究明のあり方を客観的

に評価し，死亡に対する虐待の関与を明らかにし，防ぎうる死亡を予防するための施策立案の基

礎資料を提供するため有用であることが示された。そこで本分担研究において，パイロットスタディ

ーの方法論に内包される問題点，今後解決されるべき課題点を具体的に抽出することを目的とし

て，愛知県全域を対象とした多施設共同の後方視的疫学研究を計画し，愛知県内における追試

および考察を行った。 

平成 28 年度には中間報告を行い，平成 26 年に愛知県内で死亡した 15 歳未満のものに対す

る統計を行った結果，各種データがパイロットスタディーに代表される先行研究に近似すること，

本方法論が安定して行いうるものであることが示された。併せて，この研究から推測された CDR の

備えるべき要件，今後の社会実装の進め方の手順について考察した。 

本研究は，前回報告からさらに例数を重ねてデータの正確度を上げること，異なる年の調査に

おける再現性を確認すること，また調査・統計の次段階である検証について方法論を具体的に整

理することを目的とした。 
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 県および県医師会の呼びかけによる一次調査によって，本方法論で把握しうる小児死亡例の

割合は 96.3%高く、また医療記録の叙述的な収集による二次調査は，従来検証できなかった懸念

や問題点を表出する契機となり，医療者の潜在的な要求を満たすものであった。このように，本研

究で用いた情報収集の方法論は有効であることが，再現性をもって示された。 

 愛知県において，小児の死亡を取り巻く現況が先行研究と近似することが確認されるとともに，

今後解決するべき医療体制上の問題点が複数指摘された。また，収集された情報をもとにさらに

具体的な検証を行う道程が示された。 

 その一方で，研究として CDR を実施することによる限界も明らかにされた。法的根拠を欠く実施

であることから，従来言われていたような (1) 研究参加（情報提供）の任意性から症例把握の選

択バイアスにつながり，(2) 匿名性の確保のため他機関情報との照合が不可能で検証の具体性

に欠くことに加え，新たに (3) 検証結果の還元のための手段を整備することにも困難を伴うことも

明らかになった。 

 今後，子どもの死亡から学ぶべきを学び，次の防ぎうる死亡を予防するために，CDR は欠かせ

ない制度であることは論を待たない。その制度設計において，予期される問題点を可及的に洗い

出しておくことが，十分な有効性を担保するために重要である。今後さらに試行経験を重ねること

によって，これを追求することが望まれる。 

 

Ａ．研究目的 

 本邦において，人の死亡に際してその死因

を究明する体制整備が望ましいと指摘されて

久しい。こと小児に関して，すでに死亡の統計

と検証制度（CDR; Child Death Review）を確立

し運用している欧米諸国に比して，取り組みが

未だ十分とはいえない。そこで，日本小児科学

会は小児死亡登録・検証委員会を組織し「子

どもの死に関する我が国の情報収集システム

の確立に向けた提言書」を平成 24 年に発表し

た。 

 本分担研究者らは 4 自治体（東京都，群馬

県，京都府，北九州市）における平成 23 年の

15 歳未満（ただし東京都のみ 5 歳未満）の死

亡事例を対象として，その予防可能性を主に

検証する後方視的疫学研究（以下「パイロット

スタディー」）を行い，日本小児科学会雑誌に

報告した(1)。同研究においては，先行研究の

方法を踏襲して死因を 10 のグループ（表１）に

再分類し，予防可能性のトリアージ，虐待関与

の可能性カテゴライズを経て，予防施策の有

効性と不詳死の再分類に至る検証を行った。

この手法による死因検証が実態把握のため有

用であることが確認されたが，同調査で把握で

きた死亡数は，5歳未満のもので78.6%（38.2〜

93.8%），5 歳以上 15 歳未満のもので 67.5%

（61.1〜75.0%）と，自治体によって把握率に大

きな差が見られた。一般に疫学調査におい

て，回答の質と回答数が逆比例することが指

摘されるため，一定の調査の質を担保しながら

CDR を全国に広く普及させて調査の量を担保

するためには，その方法論についてよくデザイ

ンされたものでなければならない。 

 本研究は，CDR における疫学調査部分につ

いて方法論を検証するため，愛知県において

先行研究に準じた形式の CDR を試行し，愛知

県の子どもの死亡を取り巻く現状を評価すると

ともに，研究経過中に同定された方法論上の

問題点と今後の課題を同定することを目的とし

て行ったものである。 
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（表１：日本小児科学会パイロットスタディーにおける，予防可能性検証のための疾病グルーピン

グ表） 

 

Ｂ．研究方法 

 愛知県において子どもの死亡を取り巻く状

況，特に①死因不詳死において死亡を取り巻

く状況，②虐待の関与しうる可能性，③特に外

因死（事故等）において予防の可能性とその

具体策，を確認することを目的とし，以下の 3

種類の調査を行った。対象施設ごとに調査担

当者を設定し（あるいは設定を依頼し），該当

する調査票に個人を識別同定できる情報を含

まないデータを記入のうえ，直接受領・郵送・

暗号化通信による配信などにより回収した。そ

の後データ整理と集計した。 

調査対象期間： 平成 26 年 1 月 1 日から平成

28 年 12 月 31 日までを調査対象期間とした。 

調査対象： 対象期間に愛知県内で死亡し

た，死亡時年齢が 15 歳未満のもの。 

調査： 該当年を調査対象期間とした重症小

児患者の診療実態に関する調査（愛知県医師

会が平成 27-29 年度に実施，以下「先行調

査」）で「調査対象期間に 15 歳未満の死亡診

断書あるいは死体検案書を発行した」と回答し

た小児科標榜病院に対して，下記内容の調査

を行った。これは愛知県医師会の「先行調査

につづく二次調査」と位置づけられ，各施設の

長に対して調査協力の依頼を行った。また，大

学小児科より各施設の小児科部長に対して，
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調査協力（研究へのデータ供出）の依頼およ

びこれに必要な事前準備の依頼を行った。各

施設の小児科医，あるいは許可があった場合

に各施設に定められる手続きを経て研究代表

者あるいは共同研究者により，調査票の記入

が行われた。またこれとは別に，調査対象期間

に 15 歳未満の死亡例を診療したことが新たに

確認され，調査への参加を希望した施設も併

せて対象とし，同内容の調査を追加施行した。 

(1) 該当する小児死亡例について 

①患者基本情報（死亡時年齢，家族構成，

医療保険の種別など），②出生歴，③家族

歴，④既往歴（予防接種歴，検診歴を含

む），⑤現病歴，⑥死亡の状況（救急搬送の

状況，診療内容など），⑦虐待可能性およ

び対応の有無，⑧死亡診断書情報，⑨剖

検や死亡時画像検査の有無と結果。 

(2) 病院の体制について 

①虐待対応の委員会が存在するか 

(3) 調査者による評価 

上記内容をもとに，調査者によって①死因

再分類コード，②予防可能性トリアージの番

号，③虐待可能性カテゴライズの番号，の 3

項目の評価が行われ，調査結果に追記し

た。 

データ整理： 調査票は研究代表者のもとに回

収された後，注意深くオーバーリードされた。

記載内容に含まれる個人名・施設名などの固

有名詞（ただし傷病名を除く），生年月日・発症

日・死亡日などの日付など，個人を識別同定し

うる情報が記載されている場合に，これを削除

した。併せて，調査者による上記 3 項目の評価

結果についてもオーバーリードを行い，基本的

には調査者による評価を優先するものの，他

調査結果と比して明らかに評価基準が異なる

場合には適宜追記を行い，整合性を確保し

た。 

データ集計： 調査の結果を電磁的に集計し

解析した。具体的な手順は以下の通りとした。 

(1) 小児の死因について，特に不詳と再分

類された死亡例を抽出した。 

(2) 養育不全の関与した可能性が中等度以

上と判定された死亡例を抽出した。 

(3) 予防可能性が中等度以上と判定された

死亡例を抽出した。 

(4) その他疑義があり，多職種による検討が

望ましいと思われた死亡例を抽出した。 

(5) これらの抽出をもとに，次に行われるべ

き検証内容を選定した。 

倫理事項等： 本調査は，APeCS（愛知県小児

臨床研究会）によって，名古屋大学を中央研

究施設，名古屋市立大学・藤田保健衛生大学

・愛知医科大学・あいち小児保健医療総合セ

ンター・愛知県医師会を共同研究施設とする

多施設共同疫学研究として計画実施された。

調査に前だって中央研究施設において倫理

審査を予め行い，実施承認を得た（承認番号

2016-0037〜2016-0037-4「愛知県における小

児死因究明制度の導入に関する後方視的調

査」，2018 年より表題変更「わが国における小

児死因究明制度の導入に関する後方視的調

査」）。また共同研究施設および他の調査対象

施設においても，必要に応じて倫理審査など

の手続を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 回答数，回答率 

 先行調査で小児死亡例があると回答した県

内の小児科標榜施設は 28 施設（2014 年），31

施設（2015 年），29 施設（2016 年）であった。

別途聞き取り等によって，先行調査には未回

答であるものの小児死亡例があることが判明し

た施設を加え，31 施設（2014 年），33 施設

（2015 年），30 施設（2016 年）を本調査の対象
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施設とした。うち，2016 年につき一般病床数に

よる層別に小児死亡のあった割合を示した（図

1）。 

 人口動態調査票（死亡票，死亡個票，死亡

小票）によると，該当期間に小児死亡のあった

施設数は公統計上 33 施設（2014 年），33 施

設（2015 年），30 施設（2016 年）であったことか

ら，本調査では，対象とされうる施設のうち

94.0%，100%，100%をカバーしていると計算され

た。 

 これらの調査対象施設から回答された小児

死亡数の合計は，208 例（2014 年），230 例

（2015 年），170 例（2016 年）であった。人口動

態調査票によると，各年の小児死亡数は 246

例（2014 年），261 例（2015 年），211 例（2016

年）であったことから，本調査で把握しうる小児

死亡の割合は，84.6%，88.1%，80.6%と計算され

た（図 2）。 

 これらのうち，本報告の時点（2018.3.31）まで

に二次調査が完了したものは，208 例（2014

年），183 例（2015 年），54 例（2016 年）であり，

上記に示した理論上の把握可能例の 100%，

79.6%，31.8%に相当した。本報告以降にも二次

調査は継続中であり，最終的には 2015-2016

年死亡例においても，理論的に把握可能なも

の（一次調査等で把握完了したもの）の100%の

二次調査完了を目標としている。 

 

（図 1：一般病床数と小児死亡の有無，2016

年） 

 

（図 2：調査の進行状況，死亡分類別） 

 

 

2. 死因不詳の小児死亡 

 二次調査で収集された計 445 例のデータに

ついて，別の先行研究の方法（表 1）に準じ

て，死因の再分類を行った。その結果，先天

異常に再分類される死亡が 135 例（30.3%）と最

多であり，以下，不詳 97 例（21.8%），周産期 61

例（13.7%），悪性疾患 58（13.0%）等の順であっ

た（図 3）。 

 死因が不詳と再分類された 97 例のうち，病

理解剖がなされた記録があるもの 5例，司法解

剖がなされた記録があるもの 11 例，調査法解

剖 24 例，詳細不明であるものの法医解剖が行

われた記録があるもの 7 例， 30 例は剖検が行

われなかった。残りの 20 例は，異状死として検

視がなされたが，その後の法医解剖の有無が

診療録上不明であった。結果として，死因が不

詳である小児死亡例のうち 48.4-69.1%に剖検

が行われた。 

 2014 年死亡例については，前回報告のとお

り，法医学講座における解剖記録調査が完了

している。これら全 37 例のうち，死亡診断書・

死体検案書を含む診療録に法医解剖がなさ

れた旨の記載があるものは 14 例（37.8%）であり

（図 4），日本病理学会の編纂する「剖検輯報」

に挙げられた病理解剖例すべて（17 例中 17

例）に関して診療録に記載があるのとは，対照
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的な結果であった。 

 2015 年および 2016 年死亡例について，現

在までのところ正確な剖検率の算定ができな

いことから，前述のとおり剖検率が未確定とな

っている。今後の法医解剖記録との照合が必

要である。 

 死亡診断書・死体検案書を含む医療記録に

法医解剖に関する記載が正確に行われない

現状について，対策が必要と考察された。 

 

 

（図 3：診療録の後方視調査をもとにした死因

再分類） 

 

  

（図 4：法医解剖につき，診療録上の記載の有

無） 

3. 養育不全の関与しうる小児死亡 

 診療録等の記録をもとに，調査者が一定の

基準（次ページ表 5）で養育不全の関与した可

能性を評価した。なお，従来の研究結果から，

調査者が主治医として該当診療に携わった場

合等において，養育不全の関与について過小

評価される場合が指摘されることから，研究方

法に示したとおり，研究代表者による画一的な

基準によるオーバーリード・再評価の結果も加

味した。 

 カテゴリーI「養育不全の関与した可能性な

し」に分類されたものが 327 例（73.4%），カテゴ

リーII「養育不全の関与した可能性は低い」に

分類されたものが85例（19.1%），カテゴリーIIIA

「養育不全の関与した可能性は中等度」に分

類されたものが 24例（5.4%），カテゴリーIIIB「養

育不全の関与した可能性が高い」に分類され

たものが 5 例（1.1%），カテゴリーIV「養育不全

が関与した可能性は確実」に分類されたもの

が 3 例（0.6%）であった（図 6）。すなわち，養育

不全について十分な検証を要すると判断され

るカテゴリーIIIA 以上のものは計 32 例（7.1%）

であって，いくつかの先行研究と概ね近似した

頻度を示した。 

 

 

（図 6：養育不全の関与した可能性）
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（表 5：養育不全の関与した可能性カテゴライズの一覧） 

 

 

 養育不全の関与した可能性が中等度以上と

最終判定された小児死亡例について，調査結

果を基に意見交換が行われた。2014 年度の

厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の

検証」に対して，愛知県より虐待死例として報

告されたのは 2 例であり，現実に比して過小評

価である可能性について討議された。ただし，

匿名化され個人の同定ができないデータを集

計し検証する研究デザインのため，児童相談

所，保健所，警察など他機関情報との照合が

できないことは，本調査の大きな問題点である

ことが指摘された。 

 

4. 小児死亡の予防可能性 

 パイロットスタディーで用いた分類（次ページ

表 7）に準じて診療録等の記録から予防可能

性を調査者が評価し，トリアージを行った。A

「予防可能性が高い」に分類されたものが 44

例（9.9%），B「予防可能性あり」に分類されたも

のが 51 例（11.5%），C「予防可能性は低い」に

分類されたもの 297 例（66.7%），D「判断不可」

とされたものが 52 例（11.7%）であった（図 8）。

予防可能性が B 以上（トリアージレベル 6 以

上）を抽出すると 21.4%であり，従来の先行研

究と近似した結果であった。 

 

 

 

 

 

 

（図 8：予防可能性トリアージの結果） 

 

 

5. 検証対象の抽出 

 ここまでの作業により，疑義のない内因死を

対象外として，死因不詳のもの，養育不全の

関与した可能性があるもの，予防可能性がある

と判定されたものを中心として，死亡およびそ

の周辺事象に関して多職種検証が望ましい例

を抽出した。 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 7：予防可能性トリアージの区分） 
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これに該当するものは，2014 年死亡のうち 96

例，2015 年死亡のうち 75 例，2016 年死亡のう

ち 16 例であり，これら何らかの検証が望ましい

とされた例は，合計 187 例（42.0%）であった（図

9）。 

（図 9：検証が望ましいとされた例） 

 

Ｄ．考察 

本研究方法の有効性について 

 ここまでに示したとおり，本研究によって追試

中の CDR では，昨年度の本報告に示したもの

と大差ない疫学統計結果が確認された。調査

年度による測定誤差が少ないことから，方法論

として不安定な点が少ないことが示唆される。

今後は，異なる調査対象地域でも同様の有効

性が確認できるかを追試検証されることが好ま

しい。 

 以後，本研究の方法論に関して，図 10 に示

した CDR に整備されるべき特徴に沿って検証

を加え考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

（図 10：CDR に整備されるべき特徴） 

本研究における疫学調査の方法論 

 本研究における情報収集は，県医師会によ

る病院調査を基盤とした。一個人あるいは研究

を目的とした任意組織ではなく，より公共性が

ある実施母体が協力を要請したことが，本研究

にとって極めて有効であった。施設ごとに任意

に参加・不参加を決められる研究でありながら

も，対象の 84.7%に相当する一次調査結果を

得られたのは，このことに起因する。 

 人口動態調査票の解析によると，愛知県内

の小児死亡のうち県内の病院調査によって把

握可能なものは約 88%であり，残り 12%は国外

あるいは県外で死亡したか，病院に搬送され

ず死亡確認に至った者であるため，この形態

の調査手法ではもとより把握できない。すなわ

ち本研究の一次調査では，このように計算され

る把握可能な理論値のうち 96.3%（= 84.7(%) 

/88.0(%)）に相当する例を把握したことになる。

全数調査の観点からは，死亡届を基盤とした

人口動態調査票が最も確実な情報源である

が，これと比較して遜色のない網羅性が確保さ

れた。この点については，別の報告書により詳

細を報告する。 

 有効な CDR のために，収集しやすい症例に

関してのみ検証するのではなく，可及的に全

数調査であることが望ましい。本方法論は，選

択バイアスを低減し「より現実に即した」検証の

基盤を提供できるものと考察された。 

 

 また本研究は，もともと日本小児科学会を中

心として行ったパイロットスタディーの手法を再

検証することを目的として行った。すなわち，

対象施設に現存する医療記録を，定まった書

式に沿って系統的に，また叙述的に収集する

方法である。 

 診断，各種検査ののち治療，医学的管理を

経て死亡に至る経過の中で，従事した医師ほ
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か医療従事者は多くの考察を行う。しかしこれ

まで，死亡診断書に記載しきれない懸念や考

察について，意見を表出・検証する手段がほと

んどなかった。本調査は，この「隠れた意見」を

吸い上げるのに非常によく機能し，また従来な

されなかった「診療に対する客観的なフィード

バック」を提供する素地も有する。 

 この潜在的な需要を満たすものとして，本研

究は医療者によく受容された結果，このように

高い回答率につながったものと考察された。

CDR の制度設計にあたって，「知らないところ

で知らないうちに情報が収集・処理される」もの

ではなく，情報提供者により分かりやすい形で

施行されるよう工夫されることが望ましい。 

 

本調査における症例検討の方法論 

 上記のように，情報を収集する方法について

は，先駆的な研究などにより確立されようとして

いる。しかし，検証のあり方について，わが国

には未だ定まった意見・推奨はない。そこで，

本調査研究の結果をもとに，検証の方法論に

ついて以下に考察した。 

 本調査研究では，詳細につき検証が望まし

いものが以下のように抽出された。その検証に

求められる具体的な内容や組織は次のように

分類された。 

 

（1）CDR 全体についての検証 

 該当しうるもの：187 例（全体の 42.0%） 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医，法医

学者，警察（，検察），消防，児童相談所，保

健所，県行政官，医師会等。 

 医療者の役割：CDR に対して医学的背景の

提供 

 連携が望ましい既存組織：特になし 

 検証内容の例：検証必要とされた症例の抽

出の妥当性や記載分類内容について，簡単

なスクリーニング。以後の専門パネルへの振り

分け。CDR 全体のあり方について俯瞰的な検

討。 

 愛知県における実績：2014 年症例に関して

実施済，また 2015-2016 年症例に関して計画

中。 

部署横断的な意見交換が多くなされ，非常に

有意義であったことが出席者に認識された。今

後も，実データを基にした実務者レベルの検

討が継続して行われるべきと提案された。ま

た，他自治体に比しても先進的な取り組みで

あって，本邦で他地域に先駆けて行われる「モ

デル事業」たりうる試みであろうとの意見が出さ

れた。本研究について，積極的な情報公開が

望ましいと意見が出された。また将来の継続性

を鑑みると，今後は行政主導で取り組むありか

たを模索するべきとの意見が出された。 

 

（2）不詳死の原因検索に関する検証 

 該当しうるもの：95 例（全体の 21.3%） 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医（小児科

医，救急科医ほか），法医学者，病理学者，警

察（，検察），消防等。 

 医療者の役割：本検証における中心的な立

場 

 連携が望ましい既存組織：死因究明等対策

協議会 

 検証内容の例：症例ベースの検証（現場検

証結果・剖検結果のフィードバックと検証，特

に基礎疾患が存在する場合など具体的な死

因（原死因と直接死因）の再検討，虐待関与に

関するスクリーニング）。また，死因究明制度に

ついてのシステム論など。 

 愛知県における実績：2014 年症例に関して

実施済，また 2015-2016 年症例に関して計画

中。個々の法医解剖に際して，必要に応じて

臨床医との意見交換を開始した。法医 CPC の
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創設について提言され，これに沿って 2 大学

（講座）で試験運用が開始された。臨床医と法

医学者の情報授受を仲介するシステムの創設

について，行政に提言した。 

 

（3）事故関連死に関する検証 

 該当しうるもの：28 例（全体の 6.3%），うち交

通事故 12，溺水 11，ほか 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医（勤務医

（小児科，救急科医ほか），開業医），保健所，

警察（，検察），消防，該当する場合に保育所

や教育関係者等。 

 医療者の役割：死亡診断（死体検案）した立

場として問題提起。特に医療関連事故（在宅

管理中の事故を含む，ただし医療過誤訴訟事

例等は含まない）について医学的知識の提

供。 

 連携が望ましい既存組織：特になし 

 検証内容の例：症例ベースの検証（現場検

証結果のフィードバックと検証，過失の度合い

・虐待関与の可能性につき再評価）。 

 愛知県における実績：2014 年症例に関して

実施済，また 2015-2016 年症例に関して計画

中。ただし，交通事故については既に警察が

中心となって取り組まれており，医療者がさら

に介入を加える余地は少ない。特に在宅医療

に関連した事故事例（気管切開管理中の事故

など）について中心に意見交換を行い，在宅

医療を導入の際の家族教育について具体的

な提案が行われた。 

 

（4）自殺に関する検証 

 該当しうるもの：10 例（全体の 2.2%） 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医（小児

科，救急科，（小児）精神科ほか），該当する場

合に教育関係者等。 

 医療者の役割：死亡診断（死体検案）した立

場として問題提起。医学的知識の提供。 

 連携が望ましい既存組織：特になし 

 検 証 内 容 の 例 ： 症 例 ベ ー ス の 検 証

（Psychological Autopsy 等）。 

 愛知県における実績：計画中。 

 

（5）小児医療に関する検証 

 該当しうるもの：33 例（全体の 7.4%） 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医（勤務

医，開業医），医師会，保健所，警察，消防

等。 

 医療者の役割：本検証における中心的な立

場 

 連携が望ましい既存組織：学会・医師会等，

各種の医療職専門集団 

 検証内容の例：症例ベースの検証（医学的

あるいは医療内容に関する討論，虐待関与に

ついてスクリーニング），医療連携のありかた，

在宅医療のありかた（医療機器等について，患

者教育について，事故情報のフィードバック，

緊急時対応の体制について等）。 

 愛知県における実績：2014 年症例に関して

実施済，また 2015-2016 年症例に関して計画

中。前項の事故関連検証も兼ねて，在宅医療

に関する具体的な介入計画について討論され

た。また該当症例がある場合に，学会等にお

いて複数の専門医師による検討を行うことを提

言した。 

 

（6）周産期医療に関する検証 

 該当しうるもの：13 例（全体の 2.9%） 

 検証に参加が望ましい職種：臨床医（小児科

医，新生児科医，産婦人科医），助産師，保健

所，消防等。 

 医療者の役割：本検証において中心的な立

場。医学的知識の提供。 

 連携が望ましい既存組織：要保護児童対策



94 
 

地域協議会，周産期医療協議会など 

 検証内容の例：症例ベースの検証（医学的

事項：未診断疾患の診断とスクリーニング，新

生児仮死に対する治療について，医療的事項

：基礎疾患のある児の医療適応について等），

医療連携のありかた，虐待関与に関するスクリ

ーニング，新生児医療体制について。 

 

 愛知県における実績：計画中。該当症例に

関して，周産期医療協議会において検討を行

うことを提言した。 

本調査の結果を還元する方法論：CDR につい

て未解決の問題 

 本研究のように，CDR が医療者間で完結す

る研究として行われるとすると尚更，研究結果

を一般に還元する方法が十分に模索されなけ

ればならない。言うまでもなく，子どもの死亡は

医療者ではなく社会の損失なのであって，そこ

から得られた知見は確実に社会に還元されな

ければならないからである。しかしながら現状

では，そのための根拠や道筋など方法論が提

示されない。 

 医学系研究としての CDR に「研究者として」

非医療者を招聘するのであれば，研究の拠り

所となる「人を対象とする医学系研究の倫理指

針（文部科学省・厚生労働省）」についての理

解を促す必要がある。が，そこまでの労力を要

請するのは困難であり，CDR 開催そのものが

危ぶまれうる。 

 一方で，オブザーバーとして招聘するのであ

れば手続きは簡単ではあるものの，検証討議

において発言する，結果を自組織に持ち帰っ

て次段階の発議を行うなどにあたって，その根

拠の担保に困難が生じる。すなわち，参加を

目的とした参加は得られるものの，その後の社

会への還元への具体性に欠くことになる。 

 このように，医学系研究として CDR を実施す

ることと，その検証結果を社会に具体的に還元

することの間には隔たりが大きい。そのための

方法論を整備するために， CDR を研究として

ではなく，行政事業として行わなければならな

い。 

 

Ｅ．結論 

 愛知県において，パイロットスタディーの方

法論に準拠して，多施設共同の後方視的疫

学研究による CDR を施行した。県および県医

師会の呼びかけによる一次調査，小児科医を

主軸とした二次調査によって，回答率の高い

情報収集が可能であった。また医療記録の叙

述的な収集は，これまで検証できなかった懸

念や問題点を表出する契機となることから，医

療者の潜在的な要求を満たすものであった。

このように様々な理由から，本研究で用いた

情報収集の方法論は有効であることが，再現

性をもって示された。 

 愛知県において，小児の死亡を取り巻く現

況が先行研究と近似することが確認されるとと

もに，今後解決するべき医療体制上の問題

点が複数指摘された。また，収集された情報

をもとにさらに具体的な検証を行う道程が示さ

れた。 

 その一方で，研究として CDR を実施するこ

とによる限界も明らかにされた。法的根拠を欠

く実施であることから，従来言われていたよう

な (1) 研究参加（情報提供）の任意性から症

例把握の選択バイアスにつながり，(2) 匿名

性の確保のため他機関情報との照合が不可

能で検証の具体性に欠くことに加え，新たに 

(3) 検証結果の還元のための手段を整備す

ることにも困難が残されることも明らかになっ

た。 

 今後，子どもの死亡から学ぶべきを学び，次

の防ぎうる死亡を予防するために，CDR は欠
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かせない制度であることは論を待たない。そ

の制度設計において，予期される問題点を可

及的に洗い出しておくことが，十分な有効性

を担保し，かつ実務者に受け入れられるため

に重要である。今後さらに試行経験を重ねる

ことによって，これを追求することが望まれる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

（投稿準備中） 

 

書籍発刊 

なし 

 

学会発表  

1) 第 120 回日本小児科学会学術集会

（2017.4.16 東京） 

 

シンポジウム  

1) 第 121 回 日本小児科学会学術集会シン

ポジウム（2018.4.22 名古屋） 

2) 第 42 回 日本子ども虐待防止学会シン

ポジウム（2017.1.29 千葉） 

 

参考文献 

1) 溝口史剛，森崎菜穂，森臨太郎ら．パイロ

ット 4 地域における，2011 年の小児死亡登録

検証報告 ―検証から見えてきた，本邦にお

ける小児死亡の死因究明における課題．日

本小児科学会雑誌.120 巻 3 号．p662-672 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

分担研究  地域の小児死亡登録検証体制の構築支援に関する研究 

「公的統計との統合の可能性についての研究」 

 

分担研究者 沼口 敦 名古屋大学医学部附属病院 救急科 

研究協力者 松田 直之 名古屋大学大学院 救急・集中治療医学 

 高橋 義行 名古屋大学大学院 小児科学 

 青山 温子 名古屋大学大学院 国際保健医療学・公衆衛生学 

 松本 一年 愛知県 健康福祉部保健医療局 

 根路銘 安仁 鹿児島大学医歯学総合研究科 離島へき地医療人育成センター 

 

研究要旨 

本分担研究者らは，東京都，群馬県，京都府，北九州市における 2011 年の小児死亡事例を対

象に，死亡の予防可能性を主眼に置いた後方視的検証（パイロットスタディー）を行った。この検

証は，死因究明のあり方を客観的に評価し，死亡に対する虐待の関与を明らかにし，防ぎうる死

亡を予防するための施策立案の基礎資料を提供するため有用であることが示され，わが国でチャ

イルド・デス・レビュー（CDR）制度を整備すべきことが示された。ただし死亡把握率に関して，パイ

ロットスタディーでは 38.2%ないし 93.8%であり，本分担研究者らによる愛知県での追試でも 78.4%

にとどまった。医療機関を対象とした後方視的調査では，このような把握漏れは避けられない。 

そこで今回，医療機関調査で把握漏れが発生する要因を明らかにし，今後の CDR の制度のあ

りかたを考察するため，愛知県における 15 歳未満の死亡について，人口動態調査票（死亡票お

よび死亡個票）の閲覧研究を行った。 

 2014-2016 年の 15 歳未満死亡の 96.8%について，死亡票と死亡個票の照合を行った。死因は

先天性，不詳，周産期の順に多かったが，年齢群によって傾向は大きく異なった。ただし診断傷

病名による再分類と医療情報を加味した再分類には 15%程度の相違があるとされるため，解釈に

注意を要する。死亡したところは県内の小児科標榜病院が大多数であることから，現行の CDR 研

究の方法論は妥当であるが，残りをいかに CDR に組み込むかの検討の必要性が示された。 

 人口動態調査は，CDR の対象を同定するための疫学調査部分として有用であった。また，CDR

の網羅性をはじめとする精度検証のための客観的な指標となりうることが考察された。今後の

CDR の制度設計において，十分な注意のもとで組み込みを考慮することが望ましい。 

Ａ．研究目的 

 わが国において，小児死亡の統計と検証制

度（CDR; Child Death Review）の確立を望む

機運が高まっている。日本小児科学会は小児

死亡登録・検証委員会を組織し，2012 年に

「子どもの死に関する我が国の情報収集シス

テムの確立に向けた提言書」を発表した。また

4 自治体（東京都，群馬県，京都府，北九州
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市）における平成 23 年の 15 歳未満（ただし東

京都のみ 5 歳未満）の死亡事例を対象として，

その予防可能性を主に検証する後方視的疫

学研究（以下「パイロットスタディー」）を行い，

2016 年に報告した (1)。 

 同研究では，収集した調査対象の医療情報

をもとに，死因を 10 のグループ（表１）に再分

類し，予防可能性のトリアージ，虐待関与の可

能性カテゴライズを経て，予防施策の有効性と

不詳死の再分類に至る検証を行った。この手

法による死因検証は実態把握のため有用であ

ることが確認され，今後のわが国の制度設計

に大きく貢献した。ただし，同調査で把握でき

た死亡数は，5 歳未満のもので 78.6%（38.2〜

93.8%），5 歳以上 15 歳未満のもので 67.5%

（61.1〜75.0%）と，自治体によって把握率に大

きな差が見られた。本来 CDR では，選択バイ

アスのかからない検証のため可及的に全数把

握が望ましいとされるため，これを目指すため

の情報収集がどうなされるべきか，検討が必要

であった。 

 本研究は，悉皆統計である人口動態調査が

CDR に対してどのように有用たり得るか，CDR

の疫学調査部分に対する貢献と CDR の方法

論の検証に対する貢献の 2 面から検討するこ

とを目的として行ったものである。 

 

（表１：日本小児科学会パイロットスタディーにおける，予防可能性検証のための疾病グルーピン

グ表） 
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Ｂ．研究方法 

 愛知県においてどのような子どもの死亡がど

こで発生しているかを悉皆調査することを目的

として，統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33

条に規定される「統計資料の目的外閲覧申

請」を行い，人口動態調査票（死亡票，死亡個

票，死亡小票）を閲覧した。 

 愛知県内の 2014 年から 2016 年の 3 年間の

15 歳未満の全死亡について，閲覧資料から

「死亡したところの属性（国外，県外，県内の非

医療機関，県内の小児科標榜でない医療機

関，県内の小児科標榜病院のうち一般病床数

による群別）」，「死因再分類（死亡診断書に記

載された死因から先行研究に準じて再分類）」

を解析し，その関係を比較検討した。 

調査対象期間： 2014 年 1 月 1 日から 2016 年

12 月 31 日までを調査対象期間とした。 

調査対象： 死亡票調査の対象を，住所地が

愛知県（県別コード 23）であり，死亡時年齢が

15 歳未満であるものとした。また死亡個票及び

死亡小票調査の対象を，届出保健所の所在

地が愛知県（県別コード 23）であり，死亡時年

齢が 15 歳未満であるものとした。 

調査と解析： 上記閲覧資料から以下の要領

で中間生成ファイルを作成し，解析を行った。 

(1) 住所地が愛知県である死亡時年齢が 15

歳未満の例につき，死亡票によって全数把握

をした。うち愛知県内の保健所に届出られたも

のについて，保健所番号・事件簿番号等によ

って，死亡個票と照合し，死亡個票の存在しな

い（オンライン登録がなされなかった）事例を抽

出して，死亡小票（原本）の閲覧申請を行っ

た。 

(2) 死亡個票あるいは死亡小票に記載された

死因簡単分類（乳児死因簡単分類），死因傷

病名，罹病期間，解剖が行われた場合にその

主要所見，新生児死亡例にあっては在胎週

数，出生時体重および死亡時日齢分類などを

総合的に勘案し，パイロットスタディーはじめ各

種先行研究で用いられた再分類表（表 1）に沿

ったコードを付与した。 

(3) 死亡個票あるいは死亡小票に記載され

た，死亡施設の名称，施設の所在地又は医師

の住所及び氏名などから，一定の基準によっ

て死亡したところの属性に関するコードを付与

した。ここで属性として，①日本国外，②愛知

県外，③愛知県内の小児科標榜病院以外のと

ころ，④愛知県内の小児科標榜病院のうち，

一般病床数が 500 床未満のもの，⑤同じく一

般病床数が 500 以上 700 床未満のもの，⑥同

じく一般病床数が 700 床以上のもの。なお死

亡したところ（住所）と医療機関名の照合は，愛

知県医師会の提供する医療機関情報に依っ

た。 

(4) 上記手順で新規に得られたコードにつき，

関連を解析した。 

 

倫理事項等： 本調査は，名古屋大学生命倫

理委員会による倫理審査を予め行い，実施承

認を得た（承認番号 2017-0163「愛知県におけ

る小児の死亡場所と死因の関係についての後

方視的研究」）。また閲覧申請については別

途，厚生労働省による所定の審査を経て許可

を受けた。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 症例数 

 調査対象期間の愛知県に住所地のある 15

歳未満死亡は，計 718 例（2014 年に 246 例，

2015 年に 261 例，2016 年に 211 例）であっ

た。これらのうち，愛知県内の保健所に届出ら

れたものは計 695 例（2014 年に 233 例，2015

年に 255 例，2016 年に 207 例）であり，全体の

96.8%であった。その差の 23 例は，愛知県に住



 100

所地がある死亡だが他県の保健所に届出られ

たものであるため，本研究では調査できなかっ

た。なお愛知県内の保健所に届出られたが愛

知県外に住所地をもつものは，計 30 例（2014

年に 7 例，2015 年に 13 例，2016 年に 10 例）

であった。これらのうち 12 例は死亡したところ

が愛知県内であり，残り 18 例は住所地が愛知

県ではなく，かつ死亡したところも愛知県外で

あった（図 2）。 

 愛知県内の保健所に届出られたものにつ

き，全例がオンライン申請され，該当する死亡

個票が存在した。したがって，愛知県内保健

所で死亡小票の直接閲覧を行ったものはなか

った。 

 

（図 2：本研究の対象） 

 

2. 死因の再分類 

 死亡票，死亡個票のデータを参照し，死因

につき 10 群に再分類（表 1）を行った。 

 最初に，死亡個票の傷病名から原死因を推

定し，10 群のいずれに最も該当するかを推察

し分類した。なお解剖の部位及び所見に記載

があるものについては，その内容を判断基準と

して優先した。次に 0 歳死亡のものについて

は，死亡票上の出生時の体重，妊娠週数，日

月齢コードを参照のうえ，明らかに早期産ある

いは低出生体重であるもの，感染症等であっ

ても生後 1 週間以内の発症であるものなど，該

当する場合に「8.周産期」に分類しなおした。

ただし，具体的な傷病名に「...の疑い」と付記

されたもの，原死因に関して不詳と明記された

もの，逆に原死因は確定的であるものの直接

死因に関して不詳と明記されたものについて

は，臨床現場で十分にその死について説明が

つかないと考察されたと判断し，「10.不詳」に

分類しなおした。この一連のプロトコルに関し

ては，本厚生労働科学研究における別研究の

一部として行われた， 13 名の臨床医（小児科

および救急科）による死因傷病名からの再分

類の試みにおける結果を基準にした。 

 この再分類により，死因として，「7.先天性」

194（27.9%），「10.不詳」137（19.7%），「8.周産

期」133（19.1%）の順に多かったことが示された

（図 3）。 

 

（図 3：死因再分類） 

 

  死亡時年齢（日月齢）によって「生後 1 週間

未満」「生後 1 週間以降 12 ヶ月未満」「1-4 歳」

「5-14 歳」の 4 群に分け，それぞれの死因再分

類を図示した（図 4）。生後 1 週間未満の死亡

の殆どが「7.先天性」もしくは「8.周産期」に分

類されるものであるのと対照的に，生後 1 週間

以降の死亡で「10.不詳」に分類されるものが

明らかに多く，同じ 0 歳児の死亡であっても生
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後 1 週間を境として全く異なる分布を示すこと

が示された（図 4 左上，左下）。また 1 歳以上

では「10.不詳」の割合が低下するとともに内因

性疾患に該当する「4.悪性疾患」から「9.感染

症」が増え（図 4 右上），5 歳以上ではさらに

「10.不詳」の割合が減じて「4.悪性疾患」およ

び外因性傷病に該当する「1.他殺」から「3.外

因傷病」が増加していた（図 4）。 

 

 

（図 4：死因再分類，年齢群別） 

 3. 死亡したところの属性 

 死亡個票上に記録された，死亡施設の名

称，施設の所在地又は医師の住所及び氏名

などから，下記の手順に従って，死亡したとこ

ろの属性に関するコードを付与した。 

 まず，日本国外で死亡したもの，愛知県外の

地名が記載されたものは，それぞれ①日本国

外，②愛知県外として抽出した。残りのものに

ついて，死亡施設の名称欄に小児科を標榜す

る病院名が記載されたものについては，当該

医療機関を「死亡したところ」とした。また医療

機関名が記載されないものについても，施設

の所在地又は医師の住所として記載された地

名が何れかの小児科標榜病院のものと一致す

る場合には，当該医療機関を「死亡したところ」

とした。具体的な地名が記載されないもの，お

よび記載内容がいずれの小児科標榜病院に

も合致しないものを，③愛知県内の小児科標

榜病院以外，と分類した。 

 この手順で小児科標榜病院を死亡したところ

とした者につき，愛知県医師会の提供による病

院一覧を参照し，届け出られた一般病床数に

よって，④一般病床数が 500 床未満のもの，⑤

500 以上 700 床未満のもの，⑥700 床以上，の

3 群に分類した。 

 死亡したところの記載がない 3 例を除く 692

例のうち，⑥国外で死亡したものは 5 例

（0.72%），⑤県外で死亡したものは 46 例

（6.6%），④県内の小児科標榜病院以外で死

亡したものは 32 例（4.6%） であり，これらを除く

609 例（88.0%）が，県内の小児科標榜病院で

死亡したものであった（図 5 上）。死亡時年齢

によって，0 歳，1-4 歳，5-9 歳，10-14 歳の 4

群に分けたところ，0 歳群（386 例）及び 1-4 歳

群（139 例）では，小児科標榜病院で死亡した

ものが 90%を超える一方，5-9 歳群（81 例）及

び 10-14 歳群（86 例）では，小児科標榜病院
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で死亡したものは 80%を下回った（図 5 下）。 

 この年齢群別の解析によって，死亡時の受

診動向について年齢群別の差異があることが

示唆された。すなわち，0歳児は比較的規模の

大きな（一般病床数の多い）病院で死亡に至る

一方で，1-4歳児は規模の小さな（一般病床数

の少ない）病院で死亡に至る割合が大きい。ま

た，5 歳以上の年長児では，小児科標榜病院

以外で死亡する割合が大きいことが明らかに

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 5：死亡したところの属性，年齢群別） 

 

 

4. 死亡したところと死因の関係 

 死亡したところの群別に，上記 2.の手順で得

られた死因再分類の割合を示した（図 6 上）。

前述のとおり，再分類の「1.他殺」〜「3.外因傷

病」は外因死，「4.悪性疾患」〜「9.感染症」は

内因死，「10.不詳」は不詳の死に概ね相当す

るため，このように大別し併せて示した（図 6

下）。 

 規模の小さな（一般病床数が 700 床未満の）

病院で不詳の死の割合が大きく，小児科標榜

病院以外では外因死の割合が大きいことが明

らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 6：死因再分類，死亡場所の群別） 

 

 

Ｄ．考察 

CDR における人口動態調査票の役割 

 チャイルド・デス・レビュー（CDR）の満たすべ

き要件の一つに，偏りのない検証対象の抽出

のため，網羅性を備えた疫学調査が行われる

ことが挙げられる。また社会制度の一環として

整備を目指す以上，CDR の恩恵を受けられる

ものと受けられないものが生じうる制度は片手

落ちと言わざるを得ず，すなわち全ての小児

死亡症例が組み込まれる方法論が必須であ

る。 

 これまで，日本小児科学会によるパイロットス

タディーや本厚生労働科学研究など複数の先

行研究が，最初段階で医療機関を調査し，そ

の結果から検証対象を抽出する手法を採用し

た。全ての死亡は医師によって診断されるた

め，医療機関調査によって理論的には全例把

握が可能との考え方に基づく。この手法の最

大の利点は，調査対象の抽出と同時に，同対
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象の医療記録にアクセスできる事にある。要配

慮個人情報を扱う医学系研究にあたって匿名

化は重要な鍵であり，対象の抽出と対象の情

報へのアクセスを分離して行う研究デザインと

なると，抽出情報の受け渡しと照合を必要とす

るため，方法論的に困難である。 

 その一方で，現行の後方視的な CDR 研究に

は，どこで死亡事例が発生したかを全数把握

することが困難という，大きな欠点がある。開業

医も含む全ての医療機関を予め研究対象に

組み込んでおくことはほぼ不可能であり，対象

患者が発生した施設を抽出した上で，個別に

研究への参加を依頼する必要がある。研究参

加が任意であることも相まって，この研究方法

で悉皆性を求めることは困難である。実際，本

分担研究者らが愛知県で実施した CDR 研究

（以下「愛知研究」と略）においても，県および

県医師会による病院調査を発端にして単年の

死亡把握率 86.3%と網羅性の高い調査であっ

たが，把握されなかった例はどこで発生（死亡

診断）したか不明であり，当然どのような死亡で

あったのかを調べることは不可能だったと報告

されている。 

 ここで，人口動態調査は全ての死亡につい

ての統計であり，すなわち悉皆性が担保され

ている。同調査情報を基盤として以後の調査

対象を同定する方法が確立すれば，CDR にと

って重要な最初段階となることが期待できる。

実際，本研究では，どの病院で何人の小児死

亡が発生していたかが認識された。 

 また人口動態調査による悉皆情報によって，

現行の CDR 研究の有効性を検証し，今後の

課題を焙り出すことが可能であった。 

 前述のとおり，愛知研究では把握率の高い

調査にもかかわらず把握漏れ例が 10%以上存

在した。このような把握漏れが生じる原因が明

らかになれば，全数調査を目標とした今後の

CDR の制度設計が具体的に可能になる。 

 本研究によって，愛知県内の小児死亡の分

布について明らかにされた。すなわち，全死亡

例のうち 0.7%は国外における死亡であり，国内

のいかなる調査制度によっても検証不可能で

あるので，そもそも CDR の適応外とならざるを

得ない。また 6.6%は県外医療機関での死亡の

ため，県を調査単位とする制度では，やはり検

証不可能である。今後 CDR の制度設計を行う

上で，疫学の最小単位をどうするか，情報が複

数地域に散在する死亡をどう検証するか，等

の十分な検討が必要と考察された。さらに県内

の小児科標榜病院以外で死亡した 4.6%につ

いては，従来の先行研究のデザインでは把握

しえない例であるため，今後どのように何を調

査し検証することが必要か，新たな方法論を考

証する必要がある。その一方，残りの県内小児

科標榜病院での死亡例については，少なくと

も 2015-2016 年の死亡に関して，発生した病

院の全てが既に調査対象に組み込まれていた

ことが確認された。愛知研究の方法論は，微小

の修正によって実用に耐えうるものであること

が示された。 

 このように，本研究によって CDR 制度の検証

が行われ，さらに今後の CDR の制度設計のあ

りかたについての重要な示唆が得られた。 

 

情報量の限界について 

 本研究では，死亡個票上の（死亡診断書・死

体検案書に記載された）傷病名をもとに死因

再分類を試みた。ここでは，現行の公統計のも

ととなる厚生労働省のコーディングとは異なる

基準で分類が行われ，結果として「不詳」とした

例が多かった。例えば「窒息の疑い」とされた

が剖検の記載のないもの（窒息を具体的に疑

う根拠が乏しい可能性がある），「低酸素性脳

症」であるがその原因が「原因不明の心停止」
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とされたもの（原死因についての解析が不十分

である懸念が拭えない），などが挙げられる。 

 愛知研究における 2014 年の死亡に限定した

中間報告では，死亡診断書上の傷病名から類

推される死因再分類と，診療録を調査した後

の死因再分類を比較すると，約 15%の症例で

差異が生じていた。このことから，本研究のよう

に死亡診断書のみを判断の根拠とすることに

は限界があると推察される。 

 すなわち，死因についての検証では，さらな

る調査で医学的事実や臨床推論を追加収集

しなければ，正しい議論ができない。CDR制度

に人口動態調査票情報を組み込むよう設計す

るのであれば，この情報のどの部分を用いうる

か，どのような基準で検証必要例を抽出する

か，具体的な手順書を策定することが必須で

ある。 

 また CDR の意義は死因の検証のみにある訳

ではない。養育不全が関与した可能性の検

証，具体的な予防策の検証など，死亡の周辺

事象の解明と検証も CDR の重要な目的であ

る。 

 そもそも死亡診断書・死体検案書にはこの観

点の情報が全く記載されないため，これを基に

編纂された人口動態調査票では，このような検

証はおろか，検証が必要な例を抽出すること

すら不可能である。 

 

CDR への組み込みについて 

 ここまで，人口動態調査票情報が CDR に

関連してどのような利点と欠点を有するか

を検証した。これを基に，どのように今後の

CDR 制度に組み込みうるかを考察する。 
 まず，悉皆統計情報であることは他に代

えがたい利点であり，この利点を生かすよ

う制度設計を行えば，CDR に対して全数把

握の方法論を提供できる。 

 今後の CDR 制度の一例として，パイロッ

トスタディーや愛知研究を含む従来の研究

が行ってきたように，一定期間ごとに死亡

事例を検索し，ここで把握された死亡例に

対して情報提供を求めていく制度が挙げら

れる。このような後方視的なシステムが構

築された場合，把握率はシステム側からの

情報提供依頼の完成度に依存する。把握漏

れが生じにくい事例検索の手段を確立する

必要があり，そのために悉皆統計である人

口動態調査情報は極めて有益である。 
 また人口動態調査による疫学情報そのも

のも，小児死亡の予防に重点を置いた解析

を行うことで， CDR の求める成果のうち予

防のための施策立案に資する統計とされう

る。  
 また CDR の有効性や精度を客観的評価

するための，基準および目標を提示できる。 
 別の CDR 制度の一例として，死亡診断と

同時に CDR システムに対して情報提供を

義務づけ，例えば情報提供がなければ死亡

診断書・死体検案書が発行・受理されないよ

うな制度が考察される。このような前方視

的なシステムが構築されれば，必要な情報

は医療機関から能動的に提供されることに

なり，自動的に全数把握がなされることに

なる。人口動態調査は，把握率 100％の公統

計であることを活かして，何らか不測の把

握漏れがないかを確認するため有効であ

る。同時に，不測の事態が発生したシステム

上の問題点を明らかにするために用いう

る。これは，CDR を運営する最上位組織が，

仕事内容を検証するために行うべき内容で

ある。 
 このように，CDR がどのように制度設計

されたとしても，定期的に有効性や精度を

検証することが望ましいが，人口動態調査
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は疫学的な観点から客観指標を提供し，こ

れを支援する。 
 

考察のまとめ 

 以上をまとめると，本研究結果から考察され

る内容は以下のとおりであった。 

1. 人口動態調査はすでに確立した統計手法

であり，悉皆性を確保するために有用な資料

である。 

2. 同調査情報を再解析することで，CDR に資

する疫学統計となりうる。 

3. CDR を後方視的に行う制度設計がなされた

場合，情報提出を求めるべき医療機関を抽出

するために極めて有用である。 

4. CDR 制度の形式を問わず，検証の有効性

や精度を管理するための客観的な疫学指標と

なりうる。 

5. ただし同情報をCDRで利用する際には，そ

の医学的解釈に注意を要する。 

 

Ｅ．結論 

 愛知県を住所地とし愛知県内の保健所に届

け出られた 15 歳未満の死亡について，人口

動態調査票（死亡票および死亡個票）の閲覧

を行った。 

 2014-2016 年の全ての 15 歳未満死亡のう

ち，96.8%に相当する 695 例について死亡票

と死亡個票の照合が可能であり解析対象とし

た。先行研究に準じて死因の再分類を行い，

先天性，不詳，周産期の順に多かったが，年

齢群によって傾向は大きく異なった。しかし別

研究により，診断傷病名による再分類と医療

情報を加味した再分類には 15%程度の相違

があることが示されることから，解釈および

CDR にそのまま移入することに注意を要す

る。 

 死亡したところの再分類を行い，県内の小

児科標榜病院で死亡したものが 88%と大多数

を占めることから現行のCDR研究の方法論は

妥当と裏付けられたが，残りの 12%をいかに

CDR に組み込むか，今後の検討を要する。ま

た死亡したところの種類によって年齢群，死

因に差異があることが示され， このように

CDR のうち疫学統計に資する情報が提供で

きると考察された。 

 人口動態調査は，CDR の対象を同定する

ための疫学調査部分として有用であった。ま

た，CDR の網羅性をはじめとする精度検証の

ための客観的な指標となり，有用と考察され

た。今後の CDR の制度設計において，十分

な注意のもとで組み込みを考慮することが望

ましい。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

（投稿準備中） 

 

書籍発刊 

なし 

 

学会発表  

1) 第 120 回日本小児科学会学術集会

（2017.4.16 東京） 

2) 第 24 回日本 SIDS・乳幼児突然死予防学

会（2018.2.24 京都） 

 

シンポジウム  

1) 第 121 回 日本小児科学会学術集会シン

ポジウム（2018.4.22 名古屋）（予定） 

2) 第 42 回 日本子ども虐待防止学会シン

ポジウム（2017.1.29 千葉） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究 小児死亡発生時の警察協力医師からの情報収集に関するあり方に関する研究 

「小児の院外死亡発生時の検視・検案業務における 

警察協力医師の対応実態に関する研究」 

 

分担研究者 小林 博 日本医師会、岐阜県医師会 

 

研究要旨  

CDR を社会実装する際に、死亡小票は現行法の下では、個別事例の検討である CDR への二

次利用はしえない可能性がある。地域で小児の全死亡事例を網羅的に把握し、個別事例検

討を行うためには、警察の検視検案業務に協力するいわゆる警察医（日本医師会では「警察

活動に協力する医師」という呼び方を標準としているが、本報告書では、便宜的に警察協力

医師という用語を用いた）との連携体制構築の可能性を模索する必要がある。 

本年度の研究では、小児の病院外死亡発生時の検視・検案業務における警察協力医師の

対応実態に関して、日本医師会の協力の元、各都道府県医師会にアンケート調査を行った。 

本アンケート結果から、検案対象となる死亡事例のうち小児の占める割合は 1％にも満た

ず、警察協力医師のうち小児科医の占める割合は 2.3%にすぎないことが判明した。しかし

検案対象となる小児事例の実数は、一般人口 100 万人当たり年間およそ 7 人程度、単純に

全国に当てはめると毎年約 850 人程度の小児検視事例が発生していると推察された。 

また現状の検案実務では、警察からの個人の医師への直接依頼が大多数であることも判

明した。最も詳細かつ包括的にその死を見つめなければならないといえる「病院で死亡診

断が書ける状況下で死亡しなかった小児死亡事例」が個人的経験にとどまり、地域として

その死から学び、将来の施策に生かすことになかなか繋がり難い実態が見えたといえる。 

予防可能性のある子どもの死亡を将来的に減らしていくためには、万難を排し地域の様

々な職種が協力関係を築き、明確なルールの元で動き、経験を蓄積していく必要がある。地

域でリーダーシップを発揮する立場にある医師会の協力は極めて強力な CDR の社会実装の

後押しになるであろう。加えて、解剖・Ai 実施率の向上や、臨床医-法医連携の促進、なら

びに公衆衛生的に重要であるが現状共有が困難な、警察情報の共有化の促進に繋がること

が期待される。 

Ａ．研究目的 

本邦における小児の死亡は、ほとんどの

場合が病院で最終的に迎えると推察される

が、2016 年度の人口動態統計では、 

0－4歳で 316/2618 名（12.1％）、 

5-9 歳で 77/391 名（19.7％）、 

10-14 歳で 84/440 名（19.1%）  

(0-14 歳の小児死亡全体の 13.8%) 
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が医療機関外での死亡と報告されている。 

 

死因別では、 

悪性腫瘍で 

0-4 歳：5/76 名(6.6%) 

5-14 歳：38/179 名(21.2%)      

（0-14 歳：16.9%） 

心疾患では 

 0-4 歳：2/81 名（2.5%） 

5-14 歳：5/35 名（14.3%） 

（0-14 歳：6.0%） 

肺炎では 

 0-4 歳：10/63 名（15.9%） 

5-14 歳：3/32 名（9.4%） 

（0-14 歳：13.7%） 

不慮の事故では 

 0-4 歳：51/158 名（32.3%） 

5-14 歳：27/134 名(20.1%)      

（0-14 歳：26.7%）  

が医療機関外での死亡と報告されている。 

 

ただし、死亡診断書/死体検案書の記載ル

ールが現状で、医師の間で徹底されている

わけではなく、例えば自宅で CPA 状態で発

見され、救急車で来院時死亡確認のみを行

った場合、「死亡したところ」はどこにして

記載すべきか？またしばらくの間病院で

CPR を行った後に死亡宣告した場合、はどこ

にすべきか？ 救急車で搬送中に CPA 状態

に陥り、病院到着後 CPR に反応せず、死亡

確認を行った場合はどこにすべきか？など

実際には判断に迷いが生じた場合に、医師

がどのような記載を行っているのかの実態

は明確でなく、実際に病院外で死亡確認さ

れ、病院を通らずに、死体検案となった実数

は不明である。 

現在我々の研究班が実施中の小児死亡事

例の後方視的研究は、実質的には小児科学

会員のうちの勤務医師を中心として行って

いるため、とりわけ 15歳以上の死亡事例、

外因死亡事例に関しては、網羅性が低いこ

とが予測される。 

CDR を社会実装する際に、統計法に基づく

死亡小票は、現行法の下では「統計の作成

（その統計調査が本来作成を予定していた

統計以外の統計を作成すること）」、「統計

的研究（調査票情報を利用して行う統計的

手法による研究）」に原則限定されており、

個別事例の検討である CDR への二次利用は

しえない可能性がある。 

それゆえに、地域で小児の全死亡事例を

網羅的に把握する新たな枠組みを考察する

ためには、病院だけではなく警察協力医師

との連携体制の構築の可能性を模索してい

く必要がある。 

本年度の研究では、小児の病院外死亡事

例発生時の検視・検案業務における警察協

力医師の対応実態に関し、日本医師会の協

力の元、各都道府県医師会にアンケート調

査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

各都道府県医師会（全 47か所）あてに、

末尾に添付したアンケート用紙を郵送し、

回答を依頼した。 

アンケート項目は、①検視・検案業務にお

ける警察協力医師の数、②うち小児科医師

の数、③2016 年/2017 年の、警察協力医師

による警察の検視・死体調査への立ち会い

数、④うち小児事例数、⑤検案医師リストの

有無、⑥検視の際の医師派遣のプロセス、お

よび小児死亡の際の配慮の有無、⑦死因究

明推進会議の有無、およびそこで小児死亡

が議題となったか否か、⑧CDR の社会実装に
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向けての協力の可否、⑨CDR における警察協

力医師の役割（自由記載） である。 

（倫理面への配慮） 

アンケートは特に、個人情報を取り扱って

いない。報告の際に、回答した都道府県を秘

匿化する旨、アンケートに明記した。 

 

C.研究結果 

全 47 都道府県医師会のうち 35 の医師会

から回答が得られた（回答率：74.5%）。 

①検視・検案業務における警察協力医師

の数に回答のあった医師会は、29医師会（回

答のあった医師会の 82.9%）であった。この

うち②の小児科医師の数が把握されていた

医師会は 18 医師会で、この 18 医師会のう

ち小児科医が警察協力医師として登録され

ている医師会は 10 医師会（55.6%）にとど

まっていた。またこの 18医師会で登録され

た警察協力医師は計 1545 名で、うち小児科

医は 36 名で、2.30%(0-26%)にとどまってい

た。 

 また③警察協力医師の検視・死体調査の

立ち会い数を、2016・2017 年の両年把握し

ている医師会は 23か所で、このうち④の小

児事例数を両年ともに把握していた医師会

は 13 か所にとどまった。この 13 か所の医

師会で把握されている 2 か年の検視・死体

調査の立ち会い事例総数は 49045 例で、こ

のうち小児事例は 426 例（0.87%）であった。

なおこの13医師会の存在する都道府県の人

口は総計して約 2900 万人程度であり、そこ

から推計すると、人口 100 万人当たりの小

児検視件数は 7.3 名/年であった。 

 また警察協力医師数を把握している医師

会のうち、死亡数を把握している医師会の

割合は 24/29 医師会（82.8%）で、このうち

小児死亡数まで把握している医師会は、

15/29 医師会（51.7%）にとどまっていた。 

 ⑤検案医師リストの有無に関しては、警

察協力医師数を把握していると回答のあっ

た 29 医師会のうち 19 医師会、ならびに警

察協力医師数が把握されていないと回答し

た 6 医師会のうち 3 医師会で、リストを有

していると回答していた。このズレ（協力医

師数が把握できるのになぜリストがないの

か、逆にリストがあるのになぜ協力医師数 
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が把握できないのか）に関しては、「協力医

師の名簿はあるが、警察が利用するための

リストとして詳細を一覧化していない」と

いった可能性や、「警察がリストを有してい

るものの、医師会ではリストを有していな

い」といった可能性が推察される。ただし今

回のアンケートでは「リスト」の定義が不明

瞭で、かつ質問形式は YES/NO の形式であっ

たため、真の理由は不明である。 

⑥検視の際の医師派遣のプロセスに関し

ては、31 医師会より回答があった。医師派

遣ルートとしては「警察から直接医師に依

頼」もしくは「警察から直接依頼が原則で、

該当医師が見つからない場合に、医師会の

リストに基づき医師会が医師を派遣」の2パ

ターンのみであったが、ほとんどが「警察直

接ルート」（23医師会[74.1%]）で、この比

率は医師リストの有無にかかわらずほぼ同

様であった（リストあり[71.4%]、リストな

し[72.7%]）。 

「小児死亡の際の配慮」に関しては、医師

派遣のプロセスへの回答のあった31医師会

のうち12医師会のみからしか回答が得られ

なかったが、このうち、「小児医療者を派遣

するように配慮している」との回答は 1 医

師会のみで、7 医師会は「特段配慮していな

い」との回答で、4 医師会は「不明」と回答

していた。 

⑦死因究明推進会議に関しては回答のあ

った 32 医師会のうち 17医師会（53%）で、

所在する自治体で開催されているとの回答

があった。このうち小児の話題が議題に上

ったとの回答は 5 医師会（29.4%）にとどま

った。議題の内容については、小児 Ai に関

してが 2 医師会、DV/特定妊婦に関してが 1

医師会で、2医師会のみが CDR に関し、議題

に挙げていた。なお死因究明推進会議の開

催がないと回答した15医師会が所在する地

域のうち 3 地域が、小児の話題が議題に上

ったと回答していたが、いずれも議題につ

いての自由記載回答はなく、どのような枠

組みでどのような議題が議論されたかは不

明である。 

⑧CDR の社会実装に向けての協力の可否

に関しては、回答のあった 34医師会のうち

「可能」との回答は 17 医師会、「どちらと 
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もいえない」との回答は 17 医師会で、「協

力できないと」の回答を行った医師会はな

かった。この比率は死因究明推進会議の有

無で特に大きく変わることはなく、「協力可

能」との回答は死因究明推進会議を開催し

ている医師会で 53%、開催のない医師会でも

46.7%であった。 

「協力可能」との回答行った医師会では、

その理由は挙げられていなかったが、「どち

らともいえない」と回答した医師会のうち 9

医師会からその理由が挙げられていた。そ

の内容は、「具体的に何も検討していないた

め」が 5医師会、「対応できる医師が少ない

/いない」が 3医師会、「責任の問題が不明

瞭なため」が 1医師会であった。  

最後の⑨CDR における警察協力医師の役

割、の自由記載回答は 15医師会より得られ

た。以下に端的にその内容を記載する。 

・解剖の励行 

・Aiの励行 

・事後事例検証 

・CDR を早期に制度化 

・死因究明における医師の権限強化 

・警察との連携強化 

・臨床医-法医連携の促進 

・専門的医師による検視の実施 

・医師啓発 

・市民啓発 

・生きている虐待事例への積極関与 

・虐待・犯罪被害者支援・青少年問題・教育 

委員会などの多機関連携への積極関与 

・現行法の範囲でも積極的に情報提供 

 

D.考察 

現在、医師会による警察協力医師の把握

は積極的に行われるようになってきてお

り、リストの作成もおよそ 2/3 の医師会で

なされている現状が明らかになった。ただ

し、小児科医が検視立会・検案業務における

警察協力を行っている割合は極めて少な

く、医師会によっては警察協力医師のうち

26%が小児科医という地域も存在したもの

の、警察協力医師のうち小児科医の割合は

全国平均でわずか 2.6%にとどまっており、

そもそも警察協力医師をしている小児科医

がいる医師会は 55.6%にとどまっていた。医

師派遣のプロセスにおいても、小児事例へ

の特別な配慮をしているとの回答医師会数

は 1 医師会にとどまっているのが現状であ

った。 

実際、小児事例数まで回答のあった医師

会における、2か年の検視・死体調査の立ち

会い事例総数のうち、小児事例は 0.9%にす

ぎず、死因究明推進会議を設置している自

治体でも、小児の話題が上っているところ

は、29.4%にとどまっていた。 

しかし本アンケート結果から、人口100万

人当たり年間およそ 7 人程度の小児検視事

例が発生していることが明らかとなった。

実数としては単純に全国に当てはめるとお

よそ毎年約 850 人程度と推察され、決して

棄却してよい数字ではない。小児医療提供

体制の一部として、小児医療者の検案業務

への制度的参加を積極的に推進していく必

要があると考えたい。 

一方で、実際の検視立会業務は、ほとんど

が警察から個人の医師への直接依頼であ

り、警察主導で行われている実態も明らか

となった。検案の上、犯罪死体である可能性

があれば司法解剖を行う可能性が高く、各

自治体の法医学教室と臨床医間での情報共

有を図りうる可能性はありうるが、現行法

の元では刑事訴訟法 47条（「訴訟に関する

書類は、公判の開廷前には、これを公にして
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はならない」）が情報共有の障壁となってい

る。本条文は但し書きで「公益上の必要その

他の事由があって、相当と認められる場合

は、この限りでない」との記載があるもの

の、小児死亡発生時に、その死因究明や予防

可能であった要因を検証し施策に生かすた

めに情報共有することが公益となると解釈

し、万難を排し臨床医―法医連携の促進を

自ら制度化する地域が、自然発生的に増え

ることを期待するのは困難である。おそら

く何らかの指針の元、施策として促進を図

らなくては、全国的な均霑化はまず望めな

いであろう。 

一方、非犯罪死体と判断されれば刑事訴

訟法 47 条の適用は免れるはずであるが、個

人情報保護法の除外規定に該当するかが不

明瞭（死後の事例検討は、特段に法令に定め

られてはおらず、死後であるため個人情報

保護法の除外規定である「人の生命、身体又

は財産の保護のために必要がある場合」と

は判断しがたく、個別の死亡事例の検証を

もってもう一つの除外規定である「公衆衛

生の向上又は児童の健全な育成の推進のた

めに特に必要と判断しうる」かも不明瞭で

ある。また除外規定に該当すると判断され

たとしても、「死因・身元調査法に基づき解

剖した結果を、検案医師と Aiの画像診断医

に提供する」との通知以外に、死亡事例の警

察との情報共有に関する明確な根拠はな

く、解剖結果以外の警察が知り得た情報を

共有できるか否かは不透明である。かつ現

状の実務は、警察からパーソナルに依頼を

受けた検案医師が剖検の情報提供を求める

シチュエーション自体がそもそもほぼな

く、情報提供を求めたとしてもそれを複数

の医療者や多機関で共有して検討する場も

ないし、共有できるかのルールも存在しな

い。 

かくして最も詳細かつ包括的にその死を

見つめなければならないといえる、「医療機

関で死亡診断書が書ける状況下で死亡しな

かった小児死亡事例」は、その死から地域が

学びを得ることがほとんどできず、正確な

統計も取られぬままになっている。そして

そのような事例は、ここ 12 年で１万人ほど

発生していると推察されるのである。 

CDR の社会実装に向けての協力の可否に

関しては、半数の医師会で「協力が可能」と

の回答であった。残りの半数も「どちらとも

いえない」との回答であり、かつその理由と

して挙げられた理由は、「具体的に何も検討

していないため」が多くを占めていた。この

ことは検討の俎上に載せることで、警察と

距離の近い警察協力医師の側から、検証す

る優先順位の高い検案対象となった病院外

死亡事例を CDR に組み込みうることや、警

察との情報共有のあり方の議論を深めるこ

とに繋がるはずである。 

すべての医師は立場上、人の死に関わり

うるが、30 万人以上存在する医師がすべて、

CDR の必要性を共通認識として持つにいた

るのは困難であろう。ただし医師の中でも

検視・検案業務における警察協力を行って

いる医師の割合はとりわけ少数であり、こ

の少数の医師が共通認識を持つことは決し

て不可能ではない。 

これまで「先ず隗より始めよ」の実践とし

て、少数の小児医療者を中心としてパイロ

ットスタディーが施行されてきたが、今後

本来の望ましい形である「多機関連携での

CDR の社会実装」を本格的に進めていくため

には、地域の小児医療者のネットワークと、

法医学者と、警察協力医師をはじめとする

医師会ネットワークが、共同して合議体を
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形成することが、医療の側面からは強く望

まれる。 

CDR の枠組みの整理は、厚生労働省内でも

プロジェクトチームが立ち上がっており、

政治・行政マターとしての枠組みの議論が

開始され始めているが、「枠組みはできた

が、実効性のない骨抜きの状態」ではなく地

域で真の実効性を持つ形で実施がなされて

いくためには、地域でリーダーシップを発

揮する立場の「医師」が医療マターとしても

検討することは極めて重要である。提案と

して挙がっていた Ai・解剖の実施率の向上、

警察との連携強化、医師としての専門性を

死因究明に反映するための医師の権限強

化、情報の提供と共有のルール化、などは、

福祉・保健行政に調査権限をもたせるのみ

では、太刀打ちはできないはずである。 

 

E.結語 

医師会における検視検案業務に協力する

警察協力医師の把握体制は進んできている

が、小児科を専門とする医師は少なく、特別

に小児に対する検視検案上の配慮はない実

態が明らかになった。 

またその依頼も、従前の通り警察から個

人の医師への直接的な依頼がほとんどであ

ることが判明した。 

最も詳細かつ包括的にその死を見つめな

ければならないといえる、「医療機関で死亡

診断書が書ける状況下で死亡しなかった小

児死亡事例」から、地域が学びを得るために

は、現体制を強化することと、警察との情報

共有の明確なルール化を進めていくこと不

可欠である。 

CDR の社会実装に際し、福祉・保健行政に

調査権限をもたせるのみでは、病院外死亡

事例や不詳死事例の詳細な学究的議論はな

しえず、警察や警察協力医師の協力は不可

欠である。協議のないところに制度はでき

ず、制度のないところに法律の文言だけが

記載されても、実際には動きようがない。 

地域住民の信頼の高く、かつ発言力のあ

る医師会が地域の CDR の社会実装に向け、

重要な一翼を担う機関として協議体の開催

に力を発揮し、各地で CDR の社会実装に向

けた議論が開始されていくことを切望す

る。            

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし
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小児の院外死亡発生時の検視・検案業務における警察協力医師の対応の実態に関するアンケート調査 

 

都道府県医師会名             連絡先(☎ or ✉)                   

 

回答者名                    役職                        

 

 

■問1 

貴医師会では、警察の検視・死体調査への立ち会いに協力する医師はどのくらい存在していますか？（概数で

構いません） 

                   （     ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

 

■問２ 

問１でお答えいただいた人数のうち、専ら小児を診療している医師はどのくらい存在していますか？ 

                   （     ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

 

■問３ 

貴医師会の管轄内で、警察協力医師による警察の検視・死体調査への立ち会いは、2016年・2017年の2か年に

何例ありましたか？ 

                 2016年：（    ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

                 2017年：（    ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

 

■問４ 

立ち会いを行った検視のうち、18歳未満の小児例は何例ありましたか？ 

                 2016年：（    ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

                 2017年：（    ）名 ・ 不 明（医師会として把握していない） 

 

■問５ 

貴医師会では、警察の検視への立会いや遺族の求めに応じて検案を行う医師リストを作成されていますか？                               

は い ・ い い え 

 

■問６ 

貴都道府県における現状として、警察が検視をおこなう際に医師の立会いを求める場合、どのようなルート、

手続きにより医師が派遣されていますか？ また小児の死亡時に、専ら小児を診療している医師が対応に当た

るなど、何かしらの配慮は行われていますでしょうか？（問５のリストをどのように利用されているかなどを

含め、実態を記載してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115

■問７ 

貴都道府県では現在、死因究明推進会議が行われておりますでしょうか？ また行われている場合に、これま

での会議中に「小児の死亡」が議題となったことはございますでしょうか？ 

 行われている ・ 行われていない ・ わからない 

  → 小児が議題になったことは   

      な い ・ あ る  →  具体的にどのような内容が話し合われたか、記載してください 

 

 

 

 

 

 

 

■問８先の第 193 回通常国会で審議されていた児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正す

る法案が6月 14日に可決、6月 21 日に公布され、衆議院付帯決議には「虐待死の防止に資するよう、あらゆ

る子どもの死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討すること」が採択

されています。貴医師会では、今後その導入に向けた協議が都道府県で開始された場合、ご協力いただくこと

は可能でしょうか？ 

 可 能 ・ どちらともいえない ・ 不 可 能 

       → 具体的にその理由につき、記載してください 

 

 

 

 

 

■問９ 

上述のチャイルド・デス・レビューは、死因究明のみならず「予防しうる子どもの死亡」を今後減少させてい

くことを目的として実施するものです。このような制度を社会実装するために、警察に協力する医師が果たし

うる役割につき、ご意見等がありましたらご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当アンケートの回答についての事務局ご担当者の連絡先をご記入下さい。 

  

都道府県医師会名：                部署名： 

お名前：                     メールアドレス： 

 

質問は以上です。ご回答いただき、誠に有り難うございました。 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究：小児死亡発生時の保健情報の収集と共有に関する研究 

「保健所の小児死亡調査の現況と、将来的に果たしうる役割認識に関する研究」 

 

分担研究者 藤原武男 東京医科歯科大学大学院 国際健康推進医学分野 

 

研究要旨  

CDR を社会実装する上での保健所の果たしうる役割認識につき明らかにし、どのような

体制が実質的に可能であるのかを検討するため、全国の保健所にアンケート調査を実施し

た。また人口動態統計業務上、保健所には「死因分類適正処理のための医師への照会」業務

を担うとされており、現状でどの程度の対応がなされているかについても、調査を行った。 
回答が得られた保健所の割合は 21.4%と、一般的な同種アンケートと同程度といえる回

答率であったが、全項目につき回答が得られた保健所は 5.5%にとどまり、このこと自体が

現行法のみで CDR を保健所業務にしていく困難性を示唆するものと思われた。 
限られた回答からでも、病院外死亡事例の割合が 16.2%であり、また死亡した場所と死亡

届提出先の都道府県が異なる事例が 8.0%との貴重なデータが得られた。 
「死因分類適正処理のための医師への照会」を行った事例数は 0.56%、逆に医師から死因

分類の変更のための照会があった事例は 0％であり、実務上は死亡情報に関しての保健－

医療の情報連携の“文化”はほぼ皆無の状態であり、このことは CDR を社会実装する上で

念頭に置く必要がある。 
CDR の体制整備の枠組みに関しては、要保護児童対策地域協議会(市町村)、児童福祉審

議会(都道府県)、死因究明等推進協議会（司法）、新たに CDR 委員会を位置づけ（新規立

法）がほぼ同程度で、児童虐待防止医療ネットワーク（医療）が次に続いたが、保健所業務

に CDR を位置づけるとの回答は最も少なかった。小児死亡発生の後方視的把握については

保健所業務と考える回答が多かったが、前方視的把握は困難と考えており、事例の詳細情

報収集に関しては、後方視的であれば市町村・都道府県・保健所が同程度であったが、やは

り前方視的には保健所は担い難いと考えていたことが読み取れた。事例要旨の作成・事務

局・CDR の座長に関しては、都道府県が担うことを期待しており、保健所業務との回答は

わずかであった。予防可能性のスクリーニング業務に関しても、保健所が単独で担えると

の考えは少なく、多機関が連携して行うべきであるとの考えを持っていることが示唆され

た。  
犯罪性の有無が問われる外因死や、高度の医学判断が求められる内因死や不詳死を含め

たあらゆる小児死亡の詳細な検討を行う CDR を実施するためには、保健行政が主体となる

ことに、保健所自体は困難感を感じていることが示唆された。 
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Ａ．研究目的 

子どもの死亡発生時に、現状でその情報を

システム的に把握しうる組織は、市町村（死

亡届：戸籍法、およびそれが転記された死亡

票：統計法・人口動態令）、地方法務局（死

亡届の写し：戸籍法）、保健所（死亡票を転

記した死亡小票：統計法・人口動態令）、都

道府県（保健所より送付された死亡小票）、

厚生労働省（都道府県より送付された死亡

小票）である。 

また小児死亡の予防可能性スクリーニン

グのための既存情報を収集するための法令

根拠となりうる現行法規としては、「児童福

祉法」、「母子保健法」、「地域保健法」、

「死因身元調査法」が挙げられる。 

ただし現行法規の元では、死亡小票の二

次利用は統計的利用に限られ、また地域保

健法には死亡事例調査は明記されていな

い。ただし死亡事例の発生と死亡診断書記

載医療機関を把握し、二次的調査の端緒と

することや、死亡届とは別途届出られた事

例との突合作業を行う余地がないとまでは

言えず、特に地域保健法を法令根拠として

CDR の社会実装を整理する場合、死亡小票を

有する点からも保健所の業務として、CDR が

実施されうる。そのような場合も視野に、現

時点での保健所の意識を把握しておくこと

には、一定程度の意義がある。 

今回、将来的に CDR を社会実装する上で

の保健所の果たしうる役割認識につき明ら

かにし、どのような体制が実質的に可能で

あるのかを検討するため、全国の保健所に

アンケート調査を実施した。 

また人口動態統計業務上、保健所には「死

因分類適正処理のための医師への照会」業

務を担うとされており、現状でどの程度の

対応がなされているかについても、アンケ

ートの冒頭で調査を行った。 

これらの結果を合わせ、CDR を社会実装す

る上での保健所の果たしうる役割について

考察を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

全国 552 か所の保健所あてに、末尾に添

付したアンケート用紙を郵送し、回答を依

頼した。 
アンケート項目は、①2015・2016 年の小

児死亡数、ならびに病院外死亡事例数、②う

ち死亡した場所と死亡届提出先の都道府県

が異なる事例数、③死亡小票作成の際に、

「死因分類適正処理のための医師への照

会」を行った事例数 ④医師（含、法医学者）

から死因変更に関する照会があった事例

数、⑤多機関連携での CDR 体制整備するた

めの現実的な枠組みの認識、⑥CDR の各プ

ロセスにおいて、主たる職責を発揮すべき

機関の認識、⑦CDR に関しての自由意見記

載、である。 
 
（倫理面への配慮） 
アンケートは特に、個人情報を取り扱って

いない。報告の際に、回答した保健所は秘匿

化される旨、アンケートに明記した。 
 
C.研究結果 
全 552 保健所のうち 118 の保健所から回

答が得られた（回答率：21.4%）。うち一部

の項目につき回答がなされていなかった保

健所が 46 保健所で、全項目につき回答が得

られた保健所は 28 保健所(5.5%)にとどまっ

た。 
 
①のうち2015年の死亡数に回答のあった保

健所は 46 か所で、2016 年の死亡数に回答の
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あった保健所は 43 か所であった。このうち

2 病院外死亡につき回答のあった保健所は

2015 年・2016 年ともに 34 か所であり、死

亡数と病院外死亡数の両者ともに記載のあ

った保健所を集計した場合に、病院外死亡

事例の割合は、61 名/377 名（16.2%）であっ

た。 
 
②の死亡した場所と死亡届提出先の都道

府県が異なる事例数に関しては、2015 年・

2016 年ともに 31 保健所から回答が得られ、

その割合は 25 名/311 名（8.0%）であった。 
  
③死亡小票作成の際に、「死因分類適正処

理のための医師への照会」を行った事例数 

に関しては、2015 年には 43 保健所（含、死

亡数に回答のなかった 7 保健所）から回答

が、2016 年には 42 保健所（含、死亡数に回

答のなかった 7 保健所）から回答が得られ、

その割合は 3 名/540 名(0.56%)であった。 
 
④医師（含、法医学者）から死因変更に関

する照会があった事例数に関しては、2015
年には 46 保健所（含、死亡数に回答のなか

った 9 保健所）から回答が、2016 年には 45
保健所（含、死亡数に回答のなかった 9 保

健所）から回答が得られたが、両年ともに 0
件であった。 
 

⑤並びに⑥の回答については、本報告書の

末尾に、回答の一覧を図示したので参照さ

れたい。 

 
⑤の多機関連携での CDR 体制整備する

ための現実的な枠組みの認識に関しては、 
a.要保護児童対策地域協議会(市町村) 
b.児童福祉審議会(都道府県)。 

c.児童虐待防止医療ネットワーク（医療） 
d.保健所業務に CDR を位置づけ（保健所） 
e.死因究明等推進協議会に位置づけ（司法） 
f.新たに CDR 委員会を位置づけ（新法） 
g.その他 
から選択する形で回答を求めた。 
 回答は 102 の保健所から得られ、その割

合は a が 22 保健所(21.6%)、b が 17 保健所

(16.7%)、c が 13 保健所(12.7%)、d が 4 保健

所(3.9%)、e が 22 保健所(21.6%)、f が 22 保

健所(21.6%)、g が 3 保健所(2.9%)であった。

（1 保健所が複数回答していたため、回答総

計は回答した保健所数よりも多くなってい

るが、割合の算出は回答保健所数を分母と

した）。 
 

⑥CDR の各プロセスにおいて、主たる職責

を発揮すべき機関の認識に関しては、 

「医療機関」「市町村」「保健所」「 県の

子ども課など」「警察」「その他」という選

択肢で、複数回答を可能として回答を求め

た。 

ⅰ小児死亡発生の把握（後方視的把握） に

関しては、101 保健所から回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所は

69 か所で、2つであった保健所は 16 か所、

3つであった保健所は 8か所で、4つ以上選

択した保健所が 3か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：10.8%」

「市町村：17.6%」「保健所：45.9%」「県の

子ども課など：17.6%」「警察：1.4%」「そ

の他：6.8%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：16.4%」「市町村：20%」「保健

所：37.1%」「県の子ども課など：14.3%」「警

察：7.1%」「その他：5%」であった。 
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 その他として挙げられていた組織として

は、国、法務局、新たな法に基づく CDR 委員

会、などであった。 

 上位の保健所を挙げた理由としては、「死

亡小票で把握が可能」が多く、医療機関を挙

げた理由としては「死亡事実以上の詳細が

把握可能」「次のプロセスにつなぎやすい」

などが挙げられていた。 

 

ⅱ.小児死亡発生の把握（前方視的把握） 

に関しては、103 保健所から回答が得られ

た。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 69 か所で、2 つであった保健所は 22 か

所、3 つであった保健所は 10 か所で、4 つ

以上選択した保健所が 2か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：42.0%」

「市町村：27.5%」「保健所：4.3%」「県の

子ども課など：15.9%」「警察：2.9%」「そ

の他：7.2%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：40.4%」「市町村：20.5%」「保

健所：5.2%」「県の子ども課など：8.6%」「警

察：19.9%」「その他：3.3%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、国、法務局、法医学教室、新たな法に基

づく CDR 委員会、などであった。 

上位の医療機関を挙げた理由としては

「最初に死亡を把握する立場にある」「死亡

事実以上の詳細が把握可能」、市町村を挙げ

た理由としては、「死亡届により早期に把握

が可能」が挙げられていた。 

 

ⅲ小児死亡事例の詳細な情報収集（後方視

的把握）に関しては、100 保健所から回答が

得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 74 か所で、2 つであった保健所は 14 か

所、3つであった保健所は 6か所で、4つ以

上選択した保健所が 6か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：8.1%」「市

町村：29.7%」「保健所：21.6%」「県の子ど

も課など：27.0%」「警察：2.7%」「その他

：10.8%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：13.1%」「市町村：27.6%」「保

健所：19.3%」「県の子ども課など：17.9%」

「警察：11.7%」「その他：10.3%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、情報を最も把握している機関、直接支援

を行っている立場でない機関、新たな法に

基づく CDR 委員会、などであった。 

上位の市町村を挙げた理由としては「住

民に近い存在にあり、情報収集しやすい」

「多機関と連携する必要があり、要対協の

行政中心にすると連携しやすい」、県の子ど

も課を挙げた理由としては、「死亡届により

早期に把握が可能」、保健所を挙げた理由と

しては「市町村は身近すぎる。保健所であれ

ばワンクッションとれて家族も話しやす

い」、「地元の情報及び医療機関との連携な

どのコーディネートがしやすい」などであ

った。 

 

ⅳ.小児死亡事例の詳細な情報収集（前方視

的把握）に関しては、101 保健所から回答が

得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 66 か所で、2 つであった保健所は 17 か

所、3 つであった保健所は 18 か所で、4 つ

以上選択した保健所が 26か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所
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における回答割合は、「医療機関：25.8%」

「市町村：30.3%」「保健所：10.6%」「県の

子ども課など：18.2%」「警察：4.5%」「そ

の他：10.6%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：27.6%」「市町村：25.01」「保

健所：9.8%」「県の子ども課など：9.8%」「警

察：19.0%」「その他：7.4%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、情報を最も把握している機関、直接支援

を行っている立場でない機関、新たな法に

基づく CDR 委員会、などであった。 

上位の市町村を挙げた理由としては「住

民に近い存在にあり、地域の情報収集がし

やすい」「公的に情報収集が可能」、医療機

関を挙げた理由としては、「死亡診断書を記

載する段階で、早期に把握が可能」、「家族

と関わりを持ち情報収集しやすい」「一番情

報量がある」、警察を挙げた理由としては

「法整備が必要も、関係者への聴取に長け

る」「事件性の有無も含め、把握できる」、

などであった。 

 

ⅴ.小児死亡の要旨作成に関しては、98保健

所から回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 82 か所で、2 つであった保健所は 11 か

所、3つであった保健所は 3か所で、4つ以

上選択した保健所が 2か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：11.0%」

「市町村：24.4%」「保健所：8.5%」「県の

子ども課など：34.1%」「警察：0%」「その

他：22.0%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：13.9%」「市町村：23.0％」「保

健所：12.3%」「県の子ども課など：27.9%」

「警察：6.6%」「その他：16.4%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、新たな法に基づく CDR 委員会などの専

門機関との意見がほとんどであった。 

上位の県の子ども課などを挙げた理由と

しては「とりまとめ機関であるため」「虐待

死検証のノウハウがあるため」市町村を挙

げた理由としては、「情報収集の中心である

ため」、などであった。 

 

ⅴ.予防可能死のスクリーニングに関し

ては、97保健所から回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所は

69 か所で、2つであった保健所は 6か所、3

つであった保健所は 5か所で、4つ以上選択

した保健所が 17 か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：13.0%」

「市町村：17.4%」「保健所：11.6%」「県の

子ども課など：36.2%」「警察：0%」「その

他：21.7%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：17.0%」「市町村：19.9％」「保

健所：16.4%」「県の子ども課など：24.0%」

「警察：7.6%」「その他：15.2%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、新たな法に基づく CDR 委員会などの専

門機関、死因究明推進会議、学識経験者との

意見がほとんどであった。 

上位の県の子ども課などを挙げた理由と

しては「県単位であれば、事例の積み重ねが

できる」「児童福祉審議会などを活用でき

る」、市町村を挙げた理由としては、「情報

収集の中心であるため」、その他の機関を挙

げた理由は「スクリーニングができる体制

が必要なため」などであった。 
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ⅵ.小児死亡事例検証の事務局に関しては、

94 保健所から回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 87か所で、2 つであった保健所は 3か所、

3つであった保健所は 2か所で、4つ以上選

択した保健所が１か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：2.3%」「市

町村：12.6%」「保健所：5.7%」「県の子ど

も課など：62.1%」「警察：0%」「その他：

17.2%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：3.7%」「市町村：13.8％」「保

健所：10.1%」「県の子ども課など：53.2%」

「警察：2.8%」「その他：16.5%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、新たな法に基づく CDR 委員会との意見

がほとんどであった。 

上位の県の子ども課などを挙げた理由と

しては「専門家が必要で、県内で複数の事務

局設置は不可能」「市町村や圏域を超えるこ

ともある」「施策や体制整備の検討に直接つ

なげられる」、その他の組織を挙げた理由と

しては、「それぞれの組織化－が片手間にで

きることではない」、などであった。 

 

ⅶ.死亡事例検証の座長に関しては、97保健

所から回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 90か所で、2 つであった保健所は 4か所、

3つであった保健所は 2か所で、4つ以上選

択した保健所が 1か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：22.4%」

「市町村：3.5%」「保健所：8.2%」「県の子

ども課など：37.6%」「警察：0%」「その他

：28.2%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：21.8%」「市町村：4.5％」「保

健所：10%」「県の子ども課など：32.7%」「警

察：1.8%」「その他：29.1%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、大学などの有識者、CDR について理解の

ある専門家、県外の専門家などが挙げられ

ていた。 

上位の県の子ども課などを挙げた理由と

しては「県内に知見を周知するため」「審議

会を利用して実務者と有識者で行うのが適

当」、その他を挙げた理由としては、「有識

者でないととりまとめは不可能」、などであ

った。 

 

ⅷ.グリーフケアに関しては、100 保健所か

ら回答が得られた。 

選択した組織が 1 つのみであった保健所

は 61 か所で、2 つであった保健所は 46 か

所、3 つであった保健所は 39 か所で、4 つ

以上選択した保健所が 13か所あった。 

 選択した組織が 1 つのみであった保健所

における回答割合は、「医療機関：3.3%」「市

町村：41.0%」「保健所：14.8%」「県の子ど

も課など：13.1%」「警察：0%」「その他：

27.9%」であった 

 すべての保健所からの、のべ回答割合は

「医療機関：12.6%」「市町村：36.5％」「保

健所：24.5%」「県の子ども課など：8.8%」

「警察：0.6%」「その他：17.0%」であった。 

 その他として挙げられていた組織として

は、NPO（家族会、自助グループなど）、精

神保健福祉センター、などであった。 

上位の市町村を挙げた理由としては「より

身近な存在であるため」「ノウハウがあるた

め」、その他の組織を挙げた理由としては、

「長期的なかかわりが可能」などであった。 
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D.考察 

今回のアンケートは、その実施自体が

challenging であったと考えている。実際に

問一の年齢別の死亡数や死亡したところの

情報は、e-stat や各都道府県の人口動態統

計概況で確認すること自体は多くの自治体

で可能であり、そのような情報を既に

public domain となった情報と解釈しうる

のか、それともあくまで二次利用と考える

のか、各保健所に難しい判断を迫るもので

あったのは事実であろう。結果としてはア

ンケート回収率は 21.4％にとどまり、回答

いただけた保健所のうち全項目につき回答

が得られた保健所は28保健所(5.5%)にとど

まった。このことは、現在制度として施行さ

れてはいない CDR を新規事業として実施す

る上で、法的な根拠を明確にしない限り、行

政側としては対応がしがたいということを

表しているように思われる。 

 このように完全回答が 5％にとどまった

とはいえ、そこから得られた病院外小児死

亡事例の割合は 16.2%で、2016 年の人口動

態統計上は、0-14 歳で 13.8%であり、おお

むね合致していると考えられ、死亡した場

所と死亡届提出先の都道府県が異なる事例

数に関して今回判明した 8.0%という割合

は、e-stat の人口動態統計結果からは読み

取れなかった数字であり、施策を考えるう

えで参考になる数字である（8％ものズレを

包含した全数調査は、行政上かなり面倒な

作業である。例えば地方在住の子どもがド

クターヘリで大都市圏の三次医療機関に搬

送された後に死亡した場合に、保健所や市

町村が当該医療機関に情報収集することは

ハードルが高いであろう。当該医療機関の

属する保健所や市町村が情報収集を実施し

それを共有する体制が良いのか、医療機関

が登録・および予防可能性の一次スクリー

ニングを担い、その情報を本来の居住地に

提供する体制が良いのか、十分な検討を行

う必要がある）。 

 また実際の現場の医療者としては実際に

は周知の事実であるが、保健所業務とされ

る「死因分類適正処理のための医師への照

会」はほとんどなされていないことが明確

化した。このことからは、実際に CDR を社

会実装する上で、予防可能性のある死亡で

あったのかを保健所単体で一次スクリーニ

ングしうる体制を構築することの困難性を

表しているように思える。 

ただし一方で死亡診断書（死体検案書）記

入マニュアルには「死亡診断書（死体検案

書）を作成後、傷病名等の変更があった場合

は、すみやかに最寄りの市区町村窓口に、お

申し出ください」と記載されているものの、

実際の現場の医療者がそれをほぼ行ってい

ないことも周知の事実といえる状況であっ

たが、そのことも客観的に明確化したとい

える。もちろん傷病名の変更の申し出先は

一義的には市町村であり、今回のアンケー

ト結果である「医師からの紹介は０」という

結果は、厳密には保健所に直接の疑義照会

がなされる事例がなかっただけで、市町村

へ医師からの変更の申し出はあった可能性

は否定できるものではないが、ほとんど行

われていない実態に変わりはなく、現場の

医療者からの情報収集をどのタイミングで

誰が行うのかを明確化しない限り、実効性

のある CDR の社会実装は困難といえる。 

そのような問題を整理する上で、現場の

保健行政から CDR の各プロセスにおける業

務認識への回答結果は、実に興味深いもの

であった。もちろん他の機関に同様のアン

ケートを行った場合には回答の傾向は大き
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く異なる可能性は十分にあるものの、施策

化に向けた議論を行う上で、導火線の役割

は果たしてくれることになるであろう。 

まず、多機関連携での CDR 体制整備する

ための現実的な枠組みの認識に関しては、

見事に「要保護児童対策地域協議会(市町

村)」「児童福祉審議会(都道府県)」「児童

虐待防止医療ネットワーク（医療）」「死因

究明等推進協議会に位置づけ（司法）」「新

たに CDR 委員会を位置づけ（新法）」に回答

が割れていた。保健所自身がその実現可能

性が低いと判断しているか否かは不明であ

るが「保健所業務に CDR を位置づけ（保健

所）」との回答は極めて少数であった。 

次の設問以降は、CDR のプロセスを後方視

的検証（死亡後時間のたった段階の検証）と

前方視的検証（死亡が発生した段階で早急

に把握し、検証を開始する方法）の 2 つに

分け、「死亡把握」→「情報の収集」→「事

例要旨作成」→「予防可能であったか否かの

スクリーニング」→「多機関合同での検証実

施」と便宜上定め、並行して行われるべきグ

リーフケア（遺族サポート）についての認識

を確認したものである。 

死亡の把握に関しては、死亡届・死亡小票

が仮に活用できるのであるとするならば、

という前提での回答が多かったように思わ

れる。ただし前方視的死亡把握に関しては、

医療機関と警察の役割が大きいとの認識も

併せて示されたといえ、将来的に前方視的

な体制整備を行うのであれば、やはり死亡

情報を新たに CDR 実施主体となった組織に

対し、医療機関や警察が連絡を行いうる枠

組みの整備が必要と多くの保健所が認識し

ていたといえるのではないかと思われる。

情報収集に関しては、「死亡診断書の内容で

は、詳細な検証を行う上でとても太刀打ち

できない」という認識が働いたのか、「死亡

の把握」よりもさらに回答された機関の割

合が均質化される傾向にあった。CDR は外因

死（事故死・犯罪死）、内因死、不詳死など

あらゆる死亡事例を取り扱うために、どの

様な死亡態様であったかによってどの機関

が最も情報を有しているのかは必然的に異

なるものであるが、原則としては後方視的

調査であれば、行政権限のもとで行うべき

ものという意識がつよく、前方視的な調査

であれば、その時点で一番情報を持ってい

る医療と協働すべきと考える傾向にあった

ものと思われる。 

予防可能性のスクリーニングに関して

は、単独の機関が行うべきものではなく多

機関が共同して行うべきものであるが、そ

の際に県が主体となって行うことが現実的

出ると考える傾向にあったと解釈され、CDR

の事務局は県に置くべきものであるとする

考え方が顕著であったといえる。その際の

座長に関しては有識者が行うべきであり、

保健所が担うには荷が重いと考えているこ

とが見て取れた。CDR の実施のために新たに

新法を制定せずに、既存の法令を根拠に実

施するとするならば、現行法としては、「児

童福祉法」、「母子保健法」、「地域保健法」、

「死因身元調査法」などを根拠にすること

が考えられ、とくに地域保健法の「その他地

域住民の健康の保持及び増進に関する事項

（第６条 14 項）」の企画、調整、指導およ

び「地域保健に関する情報を収集し、整理

し、及び活用すること（第 7 条 1 項）」を

根拠にして実施することも考えうるが、保

健所の現場はそのような形で保健行政に

CDR を位置づけることを困難に感じている

可能性が示唆された。 

グリーフケアに関しては、より遺族と距
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離の近い市町村が担うことを望んでいるこ

とが見て取れたが、保健所としても担って

いくべきであるという傾向が見て取れた。 

いずれにしても情報の把握と収集以降

の、スクリーニングと検証のプロセスにお

いては県を事務局とした多機関での実施が

望まれると考えている傾向が見て取れ、そ

れを可能にするための枠組みを整理する必

要があると考えられる。 

E.結語 

 今回のアンケート調査では、アンケー

ト調査に回答すること自体に、保健所の

葛藤が見て取れ、CDR の実施にはそのよう

な迷いが生じえないほど明確に記載され

た通知や法令根拠が必要であるといえよ

う。また実際に CDR の社会実装を進めて

いくためには、保健所単位ではなく県単

位の実施が望ましいと考えている傾向が

確認された。犯罪性の有無が問われる外

因死や、高度の医学判断が求められる内

因死や不詳死を含めたあらゆる小児死亡

の詳細な検討を行う CDR を実施するため

には、保健行政が主体となることに、保

健所自体は困難感を感じていることが示

唆された。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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図 保健所職員の、CDR の各プロセスにおいて主たる職責を発揮すべき機関の認識 

（複数選択された項目の延べ割合で表示）  



 

127 
 

小児の保健所の小児死亡調査の現況と、将来的に果たしうる役割認識に関するアンケート調査 

保健所名                 連絡先(☎ or ✉)                   

回答の担当者名                   所属・役職                         

 

＊まず小児の死亡に際しての、人口動態調査における保健所の対応の現況につきお聞きいたします。 

（人数が不明の場合、「不明」とご記載ください） 

 

■問1：2015・2016年の管内の18歳未満の死亡数（うち「死亡したところ」が病院以外の事例数） 

   2015年： （    名[うち病院外： 名]）・2016年： （    名[うち病院外： 名]） 

       

■問２:問１の事例のうち、死亡した場所の都道府県と死亡届が提出された市町村所在の都道府県が 

異なる事例数           2015年（     ）名 ・ 2016年（     ）名 

 

■問３：問１の事例のうち、人口動態調査の調査票作成の際に、「死因分類適正処理のための医師への照会」

を行った事例数          2015年（     ）名 ・ 2016年（     ）名 

 

■問4：問１の事例のうち、追加検査結果が判明するなどで、医師（含、法医学者）から死因変更に関する

照会があった事例数        2015年（     ）名 ・ 2016年（     ）名 

 

＊以下は、将来的にCDRを社会実装する上での保健所の果たしうる役割認識につき、お聞きします。 

本アンケートでは、CDRのプロセスを「死亡把握」→「情報の収集」→「事例要旨作成」→「予防可能で

あったか否かのスクリーニング」→「多機関合同での検証実施」と便宜上、定めます。また実施パターン

を後方視的検証（死亡後時間のたった段階の検証）と前方視的検証（死亡が発生した段階で早急に把握し、

検証を開始する方法）の2つに分けることと致します。また諸外国ではCDRの実施に際し、グリーフケア

（遺族サポート）の重要性が強調されています。 

このことを前提とし、以下の設問に対し、自身の考えに最も近いものを選択してください。 

 

■問5：多機関合同での検証を実施する体制を整備する上で、その枠組みとして現実的であるのは、以下

のいずれと考えますか？ 最も自身の考えに近いものにつき、選択してください。 

a. 要保護児童対策地域協議会の対象範囲を死亡事例に拡大に規定し、市町村に設置。 

b. 児童福祉審議会の対象範囲を死亡事例に拡大するように規定し、都道府県に設置。 

c. 児童虐待防止医療機能ネットワークを拡充し、事業として都道府県と医療機関とが実施 

d. 既にある保健所業務の対象に新たにCDRを位置づけ、保健所に設置。 

e. 全国で設置が進められている死因究明等推進協議会の一部会として設置。 

f. a-eのいずれでもなく、新たに法的にCDR委員会を位置づけ、CDRを実施する。 

g. その他 具体的に： 

 

 

■問６：各プロセスにおいて、主たる職責を発揮すべき機関につき〇を付けてください。また可能であれ

ばそのように考えた理由を記載してください（また、保健所が担うことが困難と考えた場合、その理由に

ついて記載していただければ幸いです）  

 

（記入例）複数の機関を選択していただいてかまいません 

小児死亡把握 

後方視的

にCDRを

行う場合 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

  〇    

その理由：死亡小票を活用し、全数を把握する立場にある 
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回答欄 

小児死亡把握 

後方視的

にCDRを

行う場合 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

前方視的

にCDRを

行う場合 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

情報の収集 

後方視的

にCDRを

行う場合 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

前方視的

にCDRを

行う場合 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

事例要旨作成 

（膨大な資料を複写し検証

するのは困難で、要旨の作

成は実務的に不可避） 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

予防可能性があったか否か

のスクリーニング 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

多機関合同で

の検証実施 

事務局 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

検証の際

の座長 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

グリーフケア 

(遺族サポート) 

医療機関 市町村 保健所 県の子ども課など 警察 その他 

      

その理由： 

 

 

■問7：その他にCDRに関してご意見がございましたら、本回答用紙の裏面に自由にご記載ください。

（特に保健師の果たしうる役割につき、ご意見を頂けましたら幸いです）  

 

 

質問は以上になります。ご回答誠に有り難うございました。 

（同封の返信封筒でご返送ください） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

分担研究 小児死亡発生時の救急医療と小児医療の連携体制の構築に関する研究 

「成人救急医療に搬送される小児死亡事例から見た、 

小児科医師との医療連携の実態に関する研究」 

 

研究分担者  神薗淳司（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

 

研究要旨  

本邦の小児医療は米国と異なり 3 層構造で、小児救急対応を小児科以外が対応している

ことはまれではない。特に外傷などの外因性の病態の場合には、成人を中心とした医療シ

ステムの中で小児の診察を行うことが多い。CDR の社会実装を目指すうえで、悉皆性を担

保するためには、このような救急医療者との共通理解と協力体制は欠かすことができな

い。今回、成人救急現場における小児医療の現状をアンケート調査により明らかにした。

乳児の 10％、幼児の 15％、学童の 20％が、死亡の際に救急医と小児が連携しえていない

ことが判明した。外因死であれ、内因死であれ、不詳死であれ、20-25％の救急医は小児

科医と連携をすることに特段のメリットを感じていないことも判明した。このような状

況を少しずつ変え、互いの強みを生かし、連携を行うことは、救命と究明を尽くし、結果

として将来の防げる小児死亡を減少することに繋がると期待される。 

A. 研究目的 

小児の死亡は家族や地域社会におよぼす

インパクトが大きく、その発生の予防のた

めには関連する機関が適切な施策を講じる

必要があり、機関内でも関連する他部署が

垣根を超えて連携する必要がある。特に医

療においては、救命を尽くすことは当然で

あるが、救命しえなかった場合であって

も、死因究明のための諸検査/画像診断を

尽くすことは、死に立ち会った医療者のみ

にしかできないことであり、また医学的視

点のみならず、死に至るイベント発生時の

児の状況、家庭の状況、その他リスク因子

の正確な把握、そしてそれを警察に的確に

伝え、かつ臨床医－法医連携を図ることが

望ましい。特に虐待事例における全身骨撮

影、代謝疾患が疑われる事例のろ紙血採取

や皮膚採取などは、日常診療で「行う回

路」が形成されていない場合には、容易に

そのチャンスを失い、後で振り返っても

「結局何だかわからない」といった状況は

常に生じうる。 

すなわち小児死亡、とりわけ突然の予期

せぬ死亡の場合には、とりわけ救命と究明

が常に意識されていなければならない。小

児医療を専らとしない成人救急医療に搬送

されたとりわけ幼小児では、後者の究明が

尽くされない可能性は、小児救急に搬送さ
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れた場合に比し高いことは否定しがたい事

実であり、救急医師と小児科医師の専門性

を生かしあった、ベストな体制を模索して

いく必要がある。 

今回、救急部門における小児死亡事例の

取り扱いの実態を調査し、小児科との連携

の状況について把握する目的で、救急科を

対象としたアンケート調査を実施した。 

 

B. 研究方法 

日本救急医学会救急認定施設のうち小児

科を有する 529 施設の救急科/救急部を対

象に、郵送法によるアンケート調査を実施

した。 

本アンケートは、2017 年中に救急部門に

搬送され入院することなく死亡した、死亡

時 18歳未満であった事例や、一時的に入

院をしたもののほどなく死亡し、救急部門

が死亡の転帰までを把握している死亡時 18

歳未満であった事例（以下、救急部門で対

応した小児死亡事例）を対象とし、

Pearson(Arch Dis Child,2011;96:922)ら

による死因分類表別（詳細は本報告書末尾

の実際のアンケート中の表参照）、年齢別

(1 歳未満、1 歳-5 歳未満、5 歳-15 歳未

満、15 歳-18 歳未満)に 、経験事例数を聞

くとともに、そのうち小児科医と連携をと

った事例について回答を求めた。 

それに加えて、外因死、内因死、不詳死

別に、小児科医との連携に対する院内のル

ール（もしくはルールがなければ、慣習

や、回答者自身の考え）につき回答を求

め、最後に小児死亡発生時の救急科－小児

科連携について、自由記載を求めた。 

なお Pearson の分類表では、死因が複数

グループにまたがると判断される場合、原

則、より番号が小さいグループ唯一つに分

類してもらった。ただし複数グループにま

たがる場合でも、可能性が高い死因グルー

プがあり、番号が小さい死因グループであ

る可能性が「完全には否定しえない」程度

の場合、可能性が大きいグループ唯一つに

分類してもらった。 

本報告書本文では簡易的に、以下のよう

に記載する。 

グループ１：虐待 

グループ２：自殺 

グループ３：事故 

グループ４：悪性疾患 

グループ５：急性疾患 

グループ６：慢性疾患 

グループ７：先天/遺伝 

グループ８：周産期/新生児 

グループ９：感染症 

グループ 10：不詳 

 

C. 研究結果、および D．考察 

アンケートの回答は、158 施設（29.9％）

から得られた。 

救急外来を対象としたため、いわゆる内

因性の予期死亡は少なく、外因死・不詳死

の割合が多く、かつ集約して事例が集めら

れるためか、死亡児の年齢分布は比較的均

等な状態であった。 
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各年齢群ごとに死因分類の割合を円グラフに、うち小児科の連携割合を表で提示する。 
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次に各グループ、年齢ごとの連携体制について、以下に示す。 
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図で示した通り、年齢別にみた場合、乳

児では 9割弱の事例で連携体制をとってい

たが、乳児期を過ぎると 2/3 程度まで低下

し、15 歳を超えると小児科が call される

ことｈ1/4 以下に急落していた。 

死因分類別にみると、虐待事例の小児科

連携は比較的高めに推移していたものの、

5歳を過ぎると 1/4 の事例は救急科のみで

対応されていた。自殺に関しては、とりわ

け日連携率が高いが、おそらく自殺の場合

には完遂してしまっていて、加療という観

点から連絡する必要がないと判断されたの

であろう。事故事例に関しては 1歳未満事

例では連携が良くなされていたが、1歳を

過ぎると急落していた。おそらく乳児例の

場合には、ライン確保などの医学的手技に

対してのニーズが高いためと思われた。 

その傾向は悪性疾患・急性疾患・慢性疾

患などの内因性疾患でも見て取るれた。 

一方で、先天/遺伝性疾患や周産期/新生

児疾患では、乳児期にむしろ連携率が低

く、幼児期以降思春期に達するまで比較的

高い水準を維持していた。おそらく、1歳

の誕生日までに、脆弱な乳児は死に至る

が、1歳を過ぎるとそれ以降は、特別対応

を要する子どもとして認識され、当初から

小児科主治医が呼ばれる、といったことが

原因かと推察される。 

不詳死に関しても思春期に向け徐々に低

下するものの 8割以上を維持していた。こ

のような不詳死事例は、死因究明のために

包括的かつ繊細な対応が求められ、他の病

因グループに比して、連携ニーズが高いた

めと推察されたが、一方で乳児期でも 1割

弱の事例が、小児科医と連携がなされるこ

となく、救急科医のみで対応がなされてい

た。 

個別事例の状況を調査したわけではなく

詳細は不明である。明らかな死後硬直を認

めたような事例はもはや小児科医には連絡

はないのかもしれない。ただし子どもの死

亡というのは虐待の潜在という非常に社会

的にも重要な側面があり、また非犯罪死で

あっても遺族に与えるインパクトは大き

く、より複雑悲嘆化しやすく繊細な対応が

求められる。剖検への一般的な拒否感も強

く、一方で司法解剖にもなりやすい。解剖

を行ったことに対し、どのような感情を抱

くのかに、医療者の関りは以上に大きな役

割を担っている。このような社会的側面に

対して、救急外来以降の関りも含め、対応

になれた小児科医が関わる意義は決して小

さくはないことをここで指摘しておきた

い。 

いずれにしろ、乳児期には 10％、幼児期

には 15％、学童期には 20％ほどの事例

が、救急-小児医療連携から外れていると

みてよいと思われる。 

次に、外因死、内因死、不詳死別に、小

児科医との連携に対する院内のルール（も

しくはルールがなければ、慣習や、回答者

自身の考え）についての回答を求めた。 

外因死に関しては、グループ別に疑い例

/確診例に分け、「夜間休日でも連携」

「日勤帯であれば連携」「連絡はしないが

事後連絡する」「事後にも連絡せず」「ケ

ースバイケース」「その他」から回答を求

めたが特に差異はなかったため、疑診の倍

の回答と確診の場合の回答数を合算した結

果を図示している。なお内因死に関して

は、かかりつけの状況により回答をしても

らい、不詳死に関しては警察介入の要否に

よって回答を求めた。 
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 これらの結果から虐待事例に関しては、

若干のみであるが、連携を行うことのメリ

ットを救急医は感じているようであるが、

その他の外因死に関しては 1/4 弱の救急医

は、対応中も事後にも小児科医に連絡をす

るつもりがないことが明らかとなった。 

 内因死についても、自院小児科がかかり

つけの場合には、連絡を取るものの、それ

以外の小児に関しては、いずれの場合も円

グラフのパターンはほぼ同じであり、虐待

以外の外因死の場合と同様に、20％程度の

救急医が対応中も事後にも、小児科医に連

絡をするつもりはあまりないことが明らか

となった。 

 不詳死に関しても、警察介入の要否で円

グラフの傾向は変わらず、やはり 20-25％

の救急医は、小児科医に対応中も事後にも

小児科医に連絡をする必要性を感じていな

いようであった。 

 夜間休日でも小児科医と連携をすると回

答した施設の理由としては、「24時間 365

日小児科医が常駐しているから」というシ

ンプルなもので、一方で連携しない理由と

しては、「必要性を感じない」「外因性の

病態の際に小児科医を呼ぶという慣習はな

い」というものであった。 

 

 救急医-小児連携に関する自由意見に関

しては、 

 本来なら、「小児救急部門」が診るのが、

望ましい。 

 小児科が本当の小児救急を専門分野と

して認識し、死亡症例（成人が主）を診

療をする機会をもつべき。 

 外傷も見れる小児科医の育成（救急医の

小児領域のスキルアップ）。 

 気道管理、呼吸、ショックなどバイタル

サインにかかわる病態は救急部門が加

わった方がよく、家族ケア、通常診療で

は小児科医に任せた方がよい。 

 全症例、合同診療するのが望ましい。 

 小児科とのかかわりとすると小児科医

個人の責任となるので、救急科と虐待

委員会との連携とするのが望ましい。

そのシステムを確立させることが望ま

しい。 

 小児科医＝虐待に詳しいわけではない 

 CDR システムが確立出来れば悩む必要

がない。救急部門/小児科の連携という

より垣根を越えてor/and病院をあげて

取り組むべき問題と認識している 

 

などの意見があった。突然の予期せぬ小児

死亡の対応においては、死後退院後も継続

して家族に関わることが可能な小児科医が

関与し、家族対応・警察対応・剖検など今

後に起こりうることを丁寧に説明するなど

の対応ができることが望まれる。もちろん

自由意見にあるように、小児科医であるか

ら自動的に虐待の診断学に詳しくなれるわ

けではなく、小児科医側が知識向上をはか

り、救急医に頼られる存在になることが必

要である。 

一方で、外相の見れる小児科医の育成と

の意見にあるとおり、猫の手も借りたい状

況の中で、猫の手以上には役に立つと救急

医に思ってもらえる最低限の共通スキル

は、小児科医も身につけておくことが望ま

れる。 

救急の現場の医師から CDR システムの必

要性の記載があったことにも勇気づけられ

た。予防可能な小児死亡を可能な限り減ら

すこと、当座の原因が不明瞭な重篤な小児

への対応を行う際には、救命とともに究明
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を尽くすことは、科の垣根をこえて地域で

提供できなければならない問題であるとい

う共通認識は必ずや醸成できるものと信じ

る。 

 

E. 結論 

 救急医-小児科医の連携体制につきある

程度の状況を把握することができた。乳児

の 10％、幼児の 15％、学童の 20％が、死

亡の際に救急医と小児が連携しえていない

ことが判明した。外因死であれ、内因死で

あれ、不詳死であれ、20-25％の救急医は

小児科医と連携をすることに特段のメリッ

トを感じていないことも判明した。 

 このような状況を少しずつ変え、互いの

強みを生かし、連携を行うことは、救命と

究明を尽くし、結果として将来の防げる小

児死亡を減少することに繋がると期待され

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし



137 
 

■アンケート 

本アンケートは、救急部門に搬送され入院することなく死亡した、死亡時18 歳未満であった死亡事例や、一時的

に入院をしたもののほどなく死亡し、救急部門が死亡の転帰までを把握している死亡時18 歳未満であった死亡事例

（以下、救急部門で対応した小児死亡事例）を対象とさせていただきます。 

＊小児科のない施設においてはⅠのみ、小児科のある施設においてはⅠ・Ⅱにつき回答をお願いいたします 

 

Ⅰ：救急部門における小児死亡事例の取り扱いの実態調査 

2015 年1 月1 日から 12 月31 日の 1 年間に貴施設救急部門で対応した小児死亡事例数を下表の分類に基づい

て、各年齢群別にご回答下さい。 

 

＊本分類は、予防可能性を論じることを主たる目的とした分類です(Pearson GA. Arch Dis Child 2011 ; 96 : 922)。 

死因が複数グループにまたがると判断される場合、原則、より番号が小さいグループ唯一つに分類し

てください 

（複数グループにまたがる場合でも、可能性が高い死因グループがあり、番号が小さい死因グループ

である可能性が「完全には否定しえない」程度の場合には、可能性が大きいグループ唯一つに分類し

てください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Ⅱ：小児死亡事例が発生した場合の救急部門と小児科との連携の実態調査（A・B にご回答下さい） 

 

A:Ⅰ．でご回答いただいた事例のうち、小児科医と連携・連絡を行った事例数をそれぞれご回答ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：小児の死亡事例における救急部門と小児科との連携の原則（もしくは慣例）について、外因・内因・不詳の別に、

貴施設救急部門のお考えにつき、以下の a-e でご回答ください。 

a.休日夜間でも連携する b.日中であれば連携する c.連携しない[事後連絡は行う]  

d.連携しない[事後連絡も行わない] d.ケースバイケース e.その他 ＊可能であればその理由もお書き下さい 

 

＊外因死の場合 

・グループ１の場合：明白な事例   （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例  （   ）（理由：                   ） 

・グループ２の場合：明白な事例  （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例   （   ）（理由：                   ） 

・グループ３の場合：明白な事例      （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例  （   ）（理由：                   ） 

＊内因死 

・自施設の小児科が主治医であった場合   （   ）（理由：                   ） 

・自施設の小児科以外が主治医であった場合 （   ）（理由：                   ） 

・他施設が主治医であった場合       （   ）（理由：                   ） 

・医療機関で follow がされていなかった事例 （   ）（理由：                   ） 

 

＊不詳死  

・警察介入を必要と判断した事例  （   ）（理由：                   ） 

・警察介入を不要と判断した事例  （   ）（理由：                   ） 

 

小児の死亡事例における救急部門と小児科との連携の望ましい形について、ご記載ください（自由記載） 

 

 

 

ご協力誠にありがとうございました。（同封の返信封筒でご返送をお願いいたします） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究 小児死亡発生時の法医学と臨床医の情報共有体制の構築に関する研究 

「千葉県内における Child Death Review の実現に関する研究」 

 

分担研究者 岩瀬博太郎 千葉大学大学院医学研究院法医学教室 

研究協力者 千葉文子 東京大学大学院医学系研究科法医学教室 

猪口剛    千葉大学大学院医学研究院法医学教室 

  

 

研究要旨  

千葉県内における Child Death Review の実現を目指し、既設の「千葉県子どもの死因究

明等の推進に関する研究会（別称：千葉県 CDR 研究会、CCDR 研究会）」において、

千葉大学法医学教室で集積された小児解剖事例について、その情報を一般臨床医等に還元

し、各事例について予防可能性等を議論した。一方で、千葉県内における小児死亡事例が

適切に死因究明されるために、各病院でどのような行動をとるべきかという点についてガ

イドライン案を作成した。多職種による議論により、予防可能性が多面的に議論され、有

益な情報が得られることが示唆されたが、そうした情報をどのように社会に還元すべきか

という点については今後解決すべき課題であると考えられた。また、研究会開始後、小児

事例の法医解剖数が増えたが、警察が研究会に参加することで、小児事例に対する警察の

意識が変化した可能性が考えられた。 

A．研究目的 

本研究は千葉県内において実効性のある

Child Death Review を実現するための方策

を研究することを目的としている。 

 

B. 研究方法 

 千葉葉大学大学院医学研究院法医学教室

は、千葉県内における異状死事例について、

司法解剖、調査法解剖、承諾解剖といった

法医解剖を実施している。法医解剖におい

ては、解剖結果のみならず、薬物検査、血

液生化学検査、DNA 検査といった諸検査の結

果や、警察が調べた死亡までの経緯に関す

る情報を総合して死因を判定している。一

般の小児科医や救急医は、警察情報にアク

セスすることが困難である場合が少なくな

いが、法医学教室における法医解剖におい

ては、比較的容易に警察情報にアクセス可

能であるのに加え、死因に関しても、解剖

や諸検査の結果から判断するため、より正

確に判定可能となっている。 

千葉県においては、警察に届け出られた

異状死が法医解剖に付される率は約 4％程

度と日本でも低率であるが、一度解剖に回

った場合、そこから得られる情報は濃密で

あるといえる。そこで、千葉県においては、
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千葉大学法医学教室で解剖された小児事例

を集積し、その情報を一般臨床医等に還元

することで、各事例について予防可能性を

議論し、実際の予防に役立てることを目指

して、「千葉県子どもの死因究明等の推進

に関する研究会（別称：千葉県 CDR 研究会、

CCDR 研究会）」を平成 26 年に立ち上げた。  

このCCDR研究会において千葉大学法医学

教室で解剖された事例を提示し、参加する

法医学者、小児科医、ソーシャルワーカー、

県警職員等ともに、予防可能性等を議論し

た。また、千葉県内における小児死亡事例

が解剖されないことが多々発生しているこ

とから、そうした事例が極力解剖などで適

切に死因が究明されるためのガイドライン

案を作成した。 

 

C. 結果 

以下の小児死亡事例について、予防可能

性等が議論された。 

 

 硬膜下血腫で開頭術後 23日に死亡し

た 10ヶ月男児 

臨床的には身体的虐待が疑われたが、

解剖結果では反復する外傷を示唆す

る損傷を認めず、単回の損傷でも形成

可能と考えられた。 

 

 予防接種翌日にうつぶせ寝の状態で

CPA となった 10 ヶ月男児 

解剖結果ではアレルギー反応による

死亡は否定的だった。SIDS の可能性が

考えられたが、ミトコンドリア呼吸鎖

酵素活性の低下も指摘された。 

 

 就寝中にうつぶせで死亡した4ヶ月女

児 

解剖で生前指摘のない右冠動脈起始

部異常を認め、不整脈で死亡に至った

可能性と、布団上うつぶせで死亡いて

いた状況からは窒息の可能性も考え

られた。主に遺族への情報フィードバ

ックについての課題が議論になった 

 

 1 週間前からの腹痛の訴え後に死亡し

た 5歳男児 

解剖では宿便性イレウスによる腹部

コンパートメント症候群をきたして

いた可能性が示唆された。ネグレクト

等で児相介入歴があったことから主

に多機関連携についての課題が議論

になった。 

 

 発熱後 1週間で死亡した 9ヶ月男児 

解剖で感染性心内膜炎による敗血症

と診断された。母が自然派医療に傾倒

し処方抗菌薬を内服させなかったこ

とや受診の遅れがうかがわれた。主に

医療機関へのフィードバックや社会

的啓発について議論があった。 

 

 インフルエンザBの発熱後7日で死亡

した 4歳男児 

解剖でインフルエンザBによる劇症型

心筋炎による死亡と考えられた。主に

予防可能性や医学的フィードバック

について議論があった。 

 

 外来受診時に待合室で心肺停止とな

った染色体異常のある 5歳男児 

解剖で歯突起分離と椎体骨折、化骨を

伴う周囲の軟部組織の出血、環軸椎脱

臼及び上位頸髄損傷を認め死因と考

えられた。研究会に参加した主治医か



141 
 

ら警察の把握していない交通事故受

傷歴の情報が得られ、受傷機転の考察

が深まった。 

 

一方千葉県内の小児死亡事例が適正に死

因究明をされるためのガイドライン作りに

ついては警察対応ガイドライン、遺族対応

ガイドラインの案が示され議論された。 

 

D. 考察 

各小児死亡事例について、一般病院から

収集される情報のみで議論する場合に比

べ、より正確な医学的死因と、より多くの

警察から入手される情報を活用することが

でき、濃密な情報を元に予防可能性を議論

することができた。また多職種からの意見

が交わされる中で、法医学者間のみの議論

では判明しえなかった予防可能性が提示さ

れるなど、有益な情報を得ることができた。  

しかしながら、そうして得られた有益な

情報については、参加した小児科医の所属

する病院においては予防策をとる契機にな

りうると考えられたが、広く社会に還元し、

実際に予防していくのかという点について

は解決すべき課題として残された。 

一方、県警職員が参加するようになった

後、千葉県における小児死亡事例の解剖数

が増加したが、研究会に参加したことによ

る警察の意識の変化が反映された可能性が

考えられた。 

 

E. 結論 

法医学教室において法医解剖に付された

小児死亡事例を、小児科医や警察職員等の

参加する研究会で提示することで、濃密な

CDR を実施できる可能性が示唆された。解剖

率を向上させることができれば、質・量と

もに優れた CDR を実施することが可能にな

ると考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 

 

 

  



142 
 

 



 

143 
 

厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

 

Child Death Review を国民に周知する方策に関する研究 

「医療機関に Child Death Review を周知するための方法に関する研究」 

 

分担研究者 山中龍宏 （緑園こどもクリニック） 

研究協力者  溝口史剛 前橋赤十字病院小児科 

 沼口 敦 名古屋大学医学部附属病院 救急科 

 尾角光美 一般社団法人 リヴオン  

内山健太郎 賛育会病院小児科 

 

研究要旨 

CDR という用語は、近年小児医療者の間で急速に認識されるようになってきた実感はあるもの

の、実際にそれが社会実装される状況にあるとは現状は言い難い。現時点で CDR を社会実装す

るためには、「医療機関」が「研究」として「後方視的」に行う以外には、ほとんど方法論がない。そ

れゆえに本研究班の実施する、日本小児科学会子どもの死亡登録検証委員会との合同研究で、

各地の医療者が取り組みを開始することには、研究という側面を超えた社会実践活動として大きな

意味がある。 

しかし現実的に、CDR の意義を理解し実践行動に移ることのハードルは決して低くはない。卒

前・卒後を通じ、小児死亡時の対応を学ぶ場は座学でも、オンザジョブでも少ない。そのため、本

研究班の分担研究者・研究協力者の実施した CDR の総論と、グリーフサポートについての講演を

録取し、HP で公開し広く閲覧可能とした。また、合同研究を CDR に結びつける流れにつき、手に

取り活用されやすいように漫画作成を行い、米国で作成された模擬実施を用いた CDR 会合の動

画の翻訳作業を行った。 

これらのコンテンツが利用され医療者の理解を進める一助となることが期待されるが、CDR の社

会実装の動きが広がり、実運用が見えてきた際には、一般市民向けの啓発コンテンツの作成も今

後は必要と思われる。 

 

Ａ．研究目的 

 CDR という用語は、近年小児医療者の間で

急速に認識されるようになってきた実感はある

ものの、実際にそれが社会実装される状況に

あるとは現状は言い難い。現時点で CDR を社

会実装するためには、「医療機関」が「研究」と

して「後方視的」に行う以外には、ほとんど方法

論がない。それゆえに本研究班の実施する、

日本小児科学会子どもの死亡登録検証委員

会との合同研究で、各地の医療者が取り組み

を開始することには、研究という側面を超えた

社会実践活動として大きな意味がある。 
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本研究をより広く実施していただく流れを促

進するため、各種コンテンツ制作を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

CDR の概要についての理解を深めるため、

群馬大学で 2018 年 1 月 10 日に行った、分担

研究者沼口敦の講演を録取し、個人を把握し

うる内容を削除し、動画を作成した。 

また医療機関で提供すべきグリーフサポート

についての理愛を深めるため、群馬県高崎総

合医療センターで 2018 年 2 月 12 日に行った

研究協力者尾角光美の講演を録取し、動画を

作成した。 

また、合同研究で参加医療者に何が求めら

れるかを、簡便に理解するためのツールとし

て、手に取り活用されやすいように漫画作成を

行った。また合同研究から、多機関連携での

CDR の実践につなげるイメージをつかんでもら

うために、米国で作成された模擬事例を用い

た CDR 会合の動画の翻訳作業を行った。 

 

Ｃ．研究結果， 

作成したこれらのコンテンツはすべて、研

究 班 の HP(https://www.child-death-

review.jp/)で公開した。 

本報告書末尾に、作成した漫画を添付し

た。作成した動画コンテンツに関しては HP

を参照されたい。 

Ｄ．考察、およびＥ．結論 

現実的に、CDR の意義を理解し実践行動

に移ることのハードルは決して低くはない。卒

前・卒後を通じ、小児死亡時の対応を学ぶ場

は座学でも、オンザジョブでも少ない。 

これらのコンテンツが利用され医療者の理

解を進める一助となることが期待されるが、

CDR の社会実装の動きが広がり、実運用が

見えてきた際には、一般市民向けの啓発コン

テンツの作成も今後は必要と思われる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

 

書籍発刊 

なし 

学会発表  

なし 

シンポジウム  

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
分担研究 Child Death Review を国民に周知する方策に関する研究 

 
「子どもの死を予防に繋げる Child Death Review（CDR）の課題の明示： 

予期せぬ傷害（unintentional injury）による死亡の予防の取り組み 
の実際と、CDR の社会実装の際の検証・啓発方法に関する研究」 

 
研究分担者  山中龍宏（緑園こどもクリニック） 
研究協力者  西田佳史（産業技術総合研究所人工知能研究センター） 

  北村光司（産業技術総合研究所人工知能研究センター） 
  大野美喜子（産業技術総合研究所人工知能研究センター） 

 
研究要旨  

わが国に Child Death Review(CDR)を導入する上で、誰しもが被害者になりうる身近な

環境における事故を例示し、その予防策を示すことは、国民に CDR の意義を理解してもら

う上で有用と思われる。今回、産業技術総合研究所で分析を行った、サッカーゴール等の転

倒による死亡事故の工学研究の結果を受け、本研究班では事故予防啓発の在り方について

提示するとともに、大規模な工学実験を要する事故死亡事例をどのように CDR に社会実装

するかにつき考察した。具体的にはサッカーゴールが転倒すると、地面付近でクロスバー

が与える衝撃力は最小で 3,887N、最大で 29,283N であり、頭蓋骨骨折を生じうる閾値荷

重を大きく上回る値であること、ならびにアルミ製サッカーゴールの転倒は、重り無しの

場合、242.2N(24.7kgf)という小さい力で転倒することが数字で示されたが、このような数

字を具体的に示すことが、具体的にその衝撃を一般国民に理解してもらう上で重要である

と思われた。このような傷害発生の機序を解明するための実験を行い、その結果を数値で

示すことは理解促進のために有用であると思料されたが、一方でこのような研究を各自治

体レベルで行うことは困難である。各地域単位でみると非常にまれと思える事故による小

児死亡も、国全体で類型化してデータ収集すれば、毎年どこかで必ず同様の死亡が発生し

ている。CDR は地域単位で小児死亡から学びを得ることが主軸のシステムではあるが、国

レベルでデータベース化した事故死亡の中で、予防啓発効果が高い事例を毎年選別し、地

域単位を超えた広域的なレベルでの、工学的な実験を含めた検証を行うことは、被害を受

け遺族となった家族のみならず、国民にとっても、適切な検証制度の下で、事実を明らかに

してもらうことが可能であることを示し、予防・啓発効果の高い手段と思われ、CDR を社

会実装する上で、システム論としての位置づけを考察することが重要と思われた。 
 

 
 
A. 研究目的 
昨年度は、幼稚園の川遊びでの溺死例を

取り上げ、警察の現場検証を共有できれば

CDR を行う上で詳細な情報が得られうる

ことや、河川の専門家や気象情報など、まさ

に関わりうるあらゆる専門家が関与するこ

とで、「なぜ」に対しての多くの擬音を解消

しうることが示された。 

今年度は、サッカーゴール等の転倒によ

る事故死の分析結果を取り上げ、事例によ

っては工学的な検証のみで「なぜ」の部分に

どの程度答えることが出来るのかを明示

し、CDR における一般市民啓発の観点から

も、このような検証を如何に CDR の社会実

装に組み入れるべきかについて、考察を行

った。 
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B. 研究方法 
産業技術総合研究所人工知能研究センタ

ーにより実施した、サッカーゴールの転倒

事故に関する工学研究の結果を受け、当研

究班で改めて、市民啓発の観点や CDR と

してこのような工学研究を行っていく実現

可能性について、考察を行った。 
 

C. 研究結果 
まず、産業総合研究所で実施した、上記

の検討により得られた具体的結果につい

て、以下に引用する。 
 
サッカーゴール転倒による衝撃力の計測実

験 
サッカーゴールが転倒した際に生じる

衝撃力の計測結果は、アルミ製サッカーゴ

ールの場合、最大値は 18,980N、鉄製サッ

カーゴールの最大値は29,283Nであった。

この衝撃力と傷害の関係を見てみると、頭

蓋骨は 3,500N～5,000N 程度で骨折する

ため 3、どのサッカーゴールでも頭蓋骨骨

折のリスクがあることが、具体的な数字で

明らかにすることが出来た。 
 

サッカーゴールの転倒に必要な力の計測実

験 
サッカーゴールに重りを載せない場合、

最小で 242.2N(24.7kgf)という小さい力で

サッカーゴールが転倒することがわかっ

た。 
 
ぶら下がりによるサッカーゴールに掛かる

力の計測実験 
一人で前後に揺らした場合、最大で

405.4N（41.4kgf）の力が掛かり、二人で

前後に揺らした場合は、最大で 571.9N
（58.4kgf）の力が掛かることが判明した 

 
上述の結果は、8 月 27 日（日） 
Safe Kids Japan シンポジウム 
「これで防げる 学校体育・スポーツ事故」 
サッカー・ハンドボール ゴール転倒事故

のメカニズムと予防のための提言 
として報告した。 
 
 
 

D. 考 察 
 日本スポーツ振興センターのデータを分

析した結果から、サッカーゴールが転倒す

る事故は 1 年間に 29 件起きていた 1。NPO
法人 Anchored For Safety によると米国で

は 1979 年-2017 年の間に、正式な報告があ

っただけでも、サッカーゴールの転倒事故

は 100 件報告されており、そのうち 41 人

が死亡事故であったと報告されている 2。 
このような事故は当時自治体において

は、「あってはならない稀な悲惨な事故」と

して、ほとんど有効な検証がなされず、行政

から注意喚起が発出されるのみで、実際に

は同様の事故が繰り返されてきたのが実情

である。 
その様な状況を受けて、内閣府の提言に

より保育事案に関する事後検証制度が開始

されたわけであるが、現実的には全例で検

証がなされているわけではなく、死因究明

に関しても深く切り込む制度ではないた

め、結局報告書は概念的な内容にならざる

を得ないことも多いと聞く。特に今回のよ

うな大規模な工学実験を行い、有効な検証

を行うためには、各自治体レベルの検証の

みでは、具体的で明確な再発防止対策を示

しがたい状況は変わらない。 
 今回のように、工学的に検証可能な事故

を分析し、具体的な数字を提示することは、

学校関係者や地域のスポーツ指導者など

に、このような事故が十分に予防が可能で

あることの計かつ効果が大きく、具体的で

有効な対策を行う動機付けにもなると思わ

れた。 
例えば今回の検証を受けた実行性のある

対策として 
① 杭や重りで転倒しにくくする対策の実

施 
② 実験結果を広く周知し、啓発動画を作

成するなどで、サッカーゴールにぶら

下がることの危険性を啓発 
③ 安全な簡易・軽量ゴールの開発と安全

基準づくり 
 
などが考えられるが、①のみでは実効性に

乏しく、効果が薄い。②は、各自治体単位

で実施することは困難で、③が根本的な解

決に結びつくものであるが、やはり単一事

例の検証にとどまっている限りは、このよ
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うな抜本的解決につなげることは困難であ

る。 
 このような研究・啓発活動や製品改善を

各自治体レベルで行うことは困難であり、

既存の個別事例発生を受けた、個別事例検

討の枠組みのみでは、将来的な外因による

予防可能死を減らしていくことは、なかな

か困難である。各地域単位でみると非常に

まれと思える事故による小児死亡も、国全

体で類型化してデータ収集すれば、毎年ど

こかで必ず同様の死亡が発生している。悉

皆性が担保された CDR の枠組みの中で、

データベース化した情報から、予防啓発効

果が高い事例を毎年選別し、広域的なレベ

ルで、工学的な実験を含めた検証を行う体

制を整備することは、予防・啓発効果の高

い手段であるだけでなく、被害を受け遺族

となった家族のみならず国民にとっても、

適切な検証制度の下で、事実を明らかにし

てもらうことが可能である、という安心感

につながる重要な施策ということが出来

る。 
 
E.結語 
 CDR は地域単位で小児死亡から学び

を得ることが主軸のシステムではあるが、

その根本には当事者の学びが不可欠であ

り、また今回論じたように、同様の死亡事

例を集約して検証する専門家の学び、デー

タベース化を進めた先に見えてくる国家の

学び、という多層構造の学びが不可欠であ

る。CDR を社会実装する上で、このよう

な発展性を考慮に入れたシステム構築が望

まれる。 
 既存のシステムモデルとして、運輸安全

委員会の活動は極めて参考になる。運輸安

全委員会は国の組織で、国家行政組織法と

運輸安全委員会設置法で規定されており、

独立性、中立性、専門・専従性が担保され

ている。「事故等の原因、事故による被害

の原因を究明」し、「再発防止のための施

策の提言」を行い、また「再発防止のため

の措置の提言」を行うこととなっている。 
 長い歴史があり、実際に稼働している運

輸安全委員会の業務を参考にして、悉皆性

が担保された（されることとなるであろ

う）CDR における、要詳細検証事例・重

点検証事例をどのように設定し、どのよう

な位置づけで、このような地域単位の検証

では太刀打ちすることが困難な事例の検証

を行うのかを、地域の社会実装を進めると

ともに、システム論として議論していかな

ければならない。 
 
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 
学会・シンポジウム発表 
8 月 27 日（日） 
Safe Kids Japan シンポジウム 
「これで防げる 学校体育・スポーツ事

故」 
サッカー・ハンドボール ゴール転倒事故

のメカニズムと予防のための提言 
 
書籍発刊 
なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
 なし 
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2017.  
http://www.anchoredforsafety.org/inc
idents.html 

３．Narayan Yoganandan, Frank A. 
Pintar：Biomechanics of temporo-
parietal skull fracture.  Clinical 
Biomechanics  19(3)：225-239, 2004 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

 

分担研究 周産期死亡の予防可能死を把握するための体制構築に関する研究 

「周産期死亡の予防可能死を把握するための項目を含めた、体制構築に関する研究」 

 

分担研究者 森臨太郎 国立成育医療研究センター政策科学研究部 
研究協力者 森崎菜穂 国立成育医療研究センター社会医学研究部   

 

研究要旨  

本分担班では、我が国の周産期死亡の予防可能死を減らすために、同死亡を把握し、その

死亡の背景を詳細に検討することで、診療面および社会面の両方の側面から対策を講じよ

うとした、各地域における取り組みについて調査を行い、これらの過去の事例における課

題を抽出し、今後全国化に向けて取るべきアプローチの提案を行うことを目的としている。 
平成２９年度は、これから新生児死亡調査を実施しようと考えているＡ自治体におけ

る、事業設立経緯・実施予定体制・現在の課題についての聞き取りを行った。Ａ自治体

での取り組みでは、第一次調査に自治体による基幹統計調査に基づく死亡小票及び死産

票の閲覧による調査を行い、第二次調査では、第一次調査で明らかになった対象症例が

発生した施設に詳細情報についての調査を郵送にて行い、第三次調査としては、自治体

内の複数の施設に属する新生児医療と産科医療に従事する代表者７名により、各症例に

ついて死産・死亡に至った要因分析を行い、要因毎の改善指針を作成する予定である。 

Ａ自治体で行われている取り組みは、死産や NICU 外で起きる早期の死亡までもを対象

に含め、また政府統計を用いて悉皆性を担保しようとしている点で、他自治体の参考に

なる取り組みであると思われる。 

Ａ．研究目的 

新生児医療に接する医療従事者は、他の

科よりも担当患者が死亡するという経験を

重ねやすい。なぜなら、人生で最も死亡率が

高いのは新生児期（生後 28 日未満）である

からである。そして、このような死亡事例に

接する中から、究極の adverse outcome で

ある死亡事例に関して詳細な情報を収集す

ることで、何をどのように改善すれば似た

ような死亡を防ぐことができるのか、とい

う検討がされてきた。 

他の科よりも担当患者が死亡するという

経験を重ねやすい新生児医療では、約４５

年前から、究極の adverse outcome である

死亡事例に関して詳細な情報を収集し、“死

亡症例から学び、未来に生かす”という取

り組みが行われてきた。 

このような取り組みを全国規模に拡大

し、継続するために、どのように制度設計を

すればなるべく労力的にも経済的にも負担
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が少なくかつ有意義に実行することができ

るのか、充分な検討が必要である。 

 平成２８年度は、東京および大阪で行わ

れている事業について、設立経緯・運営の実

態・現在の課題の抽出を行った。 
今年度は、これから新生児死亡調査を実

施しようと考えているＡ自治体における取

り組みについて調査した。 
 

Ｂ．研究方法 

 本研究は、Ａ自治体から事業を委託

されているＢ病院の関係者から、事業設

立経緯・実施予定体制・現在の課題につ

いて聞き取りを行う形で行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本調査は匿名化が担保される形でインタ

ビューを行った。 

 

Ｃ．研究結果 

自治体における調査の概要は下記の通り

である。 

 

・調査は自治体からＢ病院に委託されて

いる「周産期医療情報システム運営事

業」の一環として行われ、特定の企業や

団体からの資金提供等は一切なく、調査

者に利益相反はない。 

 

・調査が開始された背景としては、「周

産期医療情報システム」において収集さ

れている各周産期センターに入院した児

の死亡症例数報告は人口動態統計での数

値の 50-80％と、収集精度に問題があるこ

とに加え、死産となった症例は把握でき

ておらず、また死産・死亡に至った経緯

が明らかにはなっていないため、自治体

全体として、新生児死亡率低減に対する

具体的かつ継続的な改善活動が確立され

ていない、ということが挙げられた。 

 

・第一次調査にはＡ自治体による基幹統

計調査に基づく死亡小票及び死産票の閲

覧による調査から、過去３年間の死産/死

亡個票データを基に、妊娠 22週以降の死

産症例と、生後 28日以内に死亡した新生

児死亡症例を抽出する予定である。これ

により、死亡・死産事例の第一次データ

ベースを作成予定である。（本調査はＡ

自治体の個人情報保護条例の適用除外と

なり倫理審査を要しなかった。） 

 

・第二次調査では、第一次データベース

に含まれる症例を対象に、症例が発生し

た施設に詳細情報についての死産・新生

児死亡調査票が送付予定である。（調査

票の送信後、6か月後になっても返信がな

い症例は調査対象から除外される予定で

ある。） 

 

・第三次調査としては、自治体内の複数

の施設に属する新生児医療と産科医療に

従事する代表者７名により、各症例につ

いて死産・死亡に至った要因分析を行

う。また、死産・死亡が不可避だったか

どうかを検討し、要因毎の改善指針を作

成する予定である。 

 

Ｄ．考察 

東京や大阪等で行われていた事業とＡ

自治体において予定されている事業との

大きな違いが２点ある。１点目は、一次

調査に死亡票・死産票の閲覧を行うこ

と、そして、２点目は、死産やＮＩＣＵ
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外での死亡を対象に含めたことである。

これらの２点は、いままで行われていた

他事業と比べて、調査の悉皆性を担保で

きるという点が大変重要である。 

Ａ自治体における事業の設立経緯に、

現行システムでの死亡症例収集率が低か

ったという認識が働いたため、このよう

に悉皆性を目指した調査に至ったという

経緯が考えられる。また、新生児医療の

進歩とともに新生児集中治療室入院患者

の死亡率が大幅に低下した現在では 2、医

学的な理由による死亡だけではなく、社

会的な背景まで踏み込んで対策を講じる

必要性が近年認識され始めている。なぜ

なら、死産や NICU 外で起きる早期の死亡

については、社会的な要因が関係する死

亡（なにかしらの理由により、出生時に

蘇生が行われないなど）が多いことが知

られているからである 1。 

今後、他の自治体で周産期死亡の予防

可能死を把握するための体制構築を行う

際は、Ａ自治体のように、新生児集中治

療室入院患者だけではなく、産院や自宅

等で起きている死産や死亡についても検

討対象とした悉皆調査を実施することが

望ましい可能性があり、Ａ自治体での取

り組みは大変参考になると思われる。 

また、今回聞き取り調査から、このよ

うな事業を自治体が行いたいと考えた場

合も、調査担当者が個人情報等のデータ

の管理なども含めた研究運用について、

困っていることが多いことがわかった。

背景には、事業を行ってきておりノウハ

ウが蓄積されている自治体が少ないこと

や、プロトコールやマニュアル等も整備

されていないことが挙げられる。このた

め、新しく自治体が周産期死亡の予防可

能死を把握するための体制構築を行いた

いと考えた場合に有用となるプロトコー

ルやマニュアルの整備が必要であること

が考えられた。 

また、今回の事例においては、Ａ自治

体から依頼を受けていたＢ病院の医療関

係者（新生児科医師）は、愛知県での小

児死亡事例に関する登録・検証システム

を行っている当研究班の沼口班と事業の

実務に関して情報共有を行い、事業計画

に生かすことができたと聞いている。こ

のように、同じような取り組みを検討し

ている自治体の担当者同士が情報交換を

出来る場を提供することも有用であると

思われる。 

 

Ｅ．結論 

Ａ自治体において予定されている事業

が用いる手法は、一次調査に基幹統計調

査を用いることで、社会的な背景が多く

含まれると思われる死産やＮＩＣＵ外で

の死亡をも対象に含め、調査の悉皆性を

担保しようと計画している点で独自性が

あり、近年の周産期死亡の死因を鑑みて

も今後重要になってくると思われる。 

 また、事業を行いたいと自治体が考え

た場合に参考になるような、プロトコー

ルやマニュアル等も整備の必要性、そし

て、同じような取り組みを検討している

自治体の担当者同士が情報交換を出来る

場を提供する必要性も明らかになった。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 
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H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 

 

参考文献 
1. Morisaki N, Isayama T, Samura O, 

Wada K, Kusuda S. Socioeconomic 
inequity in survival for deliveries at 
22-24 weeks of gestation. Archives of 
disease in childhood Fetal and 
neonatal edition. 2017. 

2. Helenius K, Sjors G, Shah PS, Modi N, 
Reichman B, Morisaki N, et al. 
Survival in Very Preterm Infants: An 
International Comparison of 10 
National Neonatal Networks. 
Pediatrics. 2017;14 

 
 
 
 

 



173 
 

厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

 

 分担研究 小児死亡発生時の死亡時画像診断の臨床現場における普及に関する研究 

「死後画像診断の撮影条件の問題点に関する研究」 

 

分担研究者 小熊 栄二 埼玉県立小児医療センター 放射線科 
 

 
A．研究目的 
 死後画像診断は死因究明の一手法として

期待されており、CDR で重要である外傷死

の検出には欠かせないものとなる。 
 しかしながら死後画像の検査手法や撮影

条件は、生体検査ほどは厳密には検討され

ておらず、またその実施も保険医療の枠外

での実施となるため、診療放射線技師の協

働が得られず低品質な検査がされているの

を散見する。 
 生体の小児の体幹部検査では低被ばくの

要請が強く、その条件が CT などで小児の

推奨撮影条件とされていることが多い。生

体の体幹部と同様な低被ばくの撮影条件で

行われた検査は、非常にノイズが多く、特に

頭部の撮影をこれで行うと、出血などの粗

大な異常も検出が不可能となる。 
 死後画像診断に要請される最低限の使命

である外傷性変化の検出に必要な条件を探

索する。 
 一方、生体の検査では絶対に用いられな

いような高線量の検査は、CT 検査器への負

担が大きく、各施設の CDR で実施される場

合、現場の大きな負担になりかねないと思

われる。高線量死後 CT の画像を見て、高

線量に見合う優位性があるか検討する。 
 検査供給力の問題から死後 MR が行われ

る機会は多くないが、解剖学的に詳細な検

討が必要な場合はその優位性は明らかであ

る。少数の実施例にとどまるが、MR でのみ

検出できた異常を検討する。 
 

研究要旨 
死後画像診断は死因究明の一手法として期待されているが、その検査手法や撮影条

件は生体検査のように確立されたものがない。チャイルドデスレビュー（CDR）で広

く実施しうる、現実的な検査手法や撮影条件を、当院での 9 年度間 121 人 131 件の検

査の検討を踏まえて提言する。院外死において見逃してはならない外傷死の発見には

CT が有用と思われる。撮影条件は頭部は生体で用いられている 250～280ｍAs、CT
線量指標（CTDIvol）＝35～40mGy、体幹部は成人の体幹部に用いられている 100～
150ｍAs、CTDIvol＝3～5 程度の条件で充分であろうと思われる。詳細な解剖学的な

異常の評価を行う必要がある場合は MRI を実施する必要がある。 
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B. 研究方法 
 埼玉県立小児医療センターにおいて制度

化された死後画像診断が開始された 2009
年 4 月から、2017 年 3 月 31 日までの、あ

しかけ 10 年、9 年度間に行われた、死後画

像診断の検査手法（CT、MRI、単純 X 線写

真）の実施数と CT の撮影条件（全体のス

ライス数、頭部と体幹部の、それぞれの電

圧、mAs、CTDIvol、画像の SD）を調べた。 
 実施対象者の年齢、院外死か否か、死が避

けることのできない状態であったかどうか、

外傷性変化が認められたかどうか、当院の

虐待対応チームにおいて虐待と判定した事

例が含まれていたどうか、死後画像診断で

生前に予期されていなかった異常が検出さ

れたかについて検討した。 
 死後画像の実施は、CT は 2016 年 12 月

ま で は シ ー メ ン ス 社 製 Somatom 
Definition AS+、2017 年 1 月からはシーメ

ンス社製 Somatom Definition Edge を用い

た。MRI はフィリップス社製 1.5T 
 Intera Nova Dual を用いた。いずれも機

器の操作は診療放射線技師が行っている。 
 検査費用は医療保険や御遺族には請求し

ておらず病院負担で実施している。 
 
（倫理面への配慮） 
 当院において死後画像診断は御遺族の書

面での承諾に基づいて実施しており、その

実施体制は当院倫理委員会で審査を受け承

認を受けた。 
 撮影した画像は、対象者の病歴と一体化

して保護を行い、今回の検討は少数の個人

特定が不可能な背景情報を付した形で匿名

化を行った画像データに基づいて行った。 
 

C. 研究結果 
 2009 年 4 月から、2017 年 3 月 31 日ま

での期間に、埼玉県立小児医療センターで

は 121 人（男性 60 人、女性 61 人）の方に

合計 131 件の死後画像診断を行った。内訳

は CT は対象者全員が行っており 121 件、

MRI は 6 人（5.0%）に、単純 X 線写真は 4
人（3.3%）に撮影した。 
 対象者の年齢構成は、平均 3.4 歳、中央

値 1 歳 4 ヶ月（0～19 歳）であり、生後 1
ヶ月月内の新生児が 24 人（19.8％）、1 ヶ

月超 1 年未満の乳児が 34 人、併せて 1 歳

未満が 58 人（47.9%）であった。 
 以後、1 歳代で 11 人（9.1%）、2 歳代 13
人（10.7%）、3 歳台 6 人（5.0%）、4 歳台 5
人（4.1%）、5～9 歳 10 人（8.3%）、10 歳以

上 18 人（14.9%）であった。 
 この様な年齢別の新生児期、乳児期対象

者の割合は、人口動態統計から見る小児期

の年齢別死亡割合と同様の傾向を示す。 
 主要な死因は、周産期のイベントに関連

するものが 17 人（14.0%）あり、またその

後脳性麻痺となって長じての死亡に関与し

ていると思われるものが 8 人（6.6%）いた。

臨床的に死因が明確なものは腫瘍が 32 人

（26.4%）と最も多く、再発を繰り返した方

が多い。 
 腫瘍に限らず、臨床的に死が避けられな

い終末期と考えられていた方が 65 人

（53.7％） 
 来院時心肺停止例は 37 人（30.5%）で、

このうち終末期を在宅で迎えた方が 2 人お

り、他の 35 人（28.9%）が予期しない死の

原因検索のために死後画像診断が行われて

いた。これら予期せぬ乳幼児突然死を含む

来院時心肺停止例は 18 人であった。乳児期
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以降に院外で死亡した 19 人のうち 6 人は

予期しない死亡であった。 
 当院の虐待対応チームで地位域情報等を

援用して検討した結果、来院時心肺停止で

来院した 2 名の方は身体的虐待であると判

定され、生存中に児童相談所への通告と警

察への通報を行った。これら 2 名のうち 1
名は死後画像診断によって虐待に特徴的な

典型的骨幹端損傷（CML）の存在を証明し

た。もう 1 名では硬膜下血腫と脳実質裂傷

が合併していることを示した。これに加え

もう 1 名の院外死亡例において多数の歯牙

のエナメル質が傷んでおり、衛生状態が不

良であったため、死亡診断後警察へ通報し

ている。傷んだ歯の状態は死後 CT で良好

に描出されている。 
 死後画像診断の実施により、臨床的に疑

われていたか否かは問わず、生前の検査で

確認されておらず、単なる腫瘍の増大など

ではなく、死亡や病勢の悪化に関連する可

能性のある所見が 36 例（29.8%）に認めら

れた。  
 主なものは脳内への出血が 6 例、脳梗塞

4 例、多発結節影など単なる死戦期の急性

左心不全とはことなる肺の浸潤影を示す肺

炎疑いが 4 例、脂肪肝が 4 例（このうち 1
例はミトコンドリア呼吸鎖異常が示されて

いる）などが複数に見られ、あとは単発に左

冠動脈起始異常症、脳の鉤ヘルニア、急性壊

死性脳炎様の視床腫大、頸髄損傷、血清心嚢

水、肝膿瘍、緊張性気胸、腸管穿孔、そして

虐待に関連の深い CML、脳実質裂傷であっ

た。 
 CT の撮影条件であるが、作成した画像数

は平均で 2,393 枚と体格の小さな乳幼児が

多い対象のなかでは極めて多くの画像が作

成された。これは全身を 0.6mm、1mm、

3mm など厚みを変え、軟部条件と骨条件の

再構成関数を使い分け、横断像に加えて冠

状断像、矢状断像を作成しているためであ

る。 
 CT の撮影では管電流値を上げるほど基

本的にはSNが良好となって画質が上がる。

管電流値は回転に要する時間との積でmAs
（ミリアンペアセカンド）で表され、また

CT の照射線量の指標としては CTDIvol 
が用いられる。 
 当院の死後CTのmAs値は平均で436.0、
CTDIvol は 71.0mGy といずれも生体で用

いる線量の 2 倍程度を用いていた。体幹部

の撮影では、CTDIvol は平均で 20.0mGy と

これは現在、生体では 1 未満から高々2 程

度で撮影する乳幼児からすると非常に高い

線量で撮影されている。 
 この結果、均一に見える脳の白質で計測

して CT 値の標準偏差が平均で 2.8、肝臓で

は 7.7 とかなり低い値となっており、非常

に観察しやすい画像であることがわかった。 
 ただし死後画像で明らかになった異常所

見はいずれも高線量であるから発見可能と

なったわけでなく、通常の生体の臨床レベ

ルの画像が得られれば、かなり容易に指摘

できるレベルの所見であった。 
 MRIはT2強調画像の横断像、冠状断像、

矢状断像に加え、T1 強調像の横断像を撮影

した。 
 MRI は 6人と少数例の実施にとどまって

いるが、頸髄損傷、心筋への腫瘍の転移など

CT ではまったく描出不可能であった病変

を明らかにすることができた。 
 さらに MRI は心臓・大血管、腸管の壁と

内腔の区別が容易であり、脳内の諸構造の
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描出にも優れている。解剖の異常の有無を

詳細に検討する場合は MRI が必要である

と思われた。 
 
D. 考察 
 CDR を院外死、それも予期せぬ乳幼児突

然死を主要な対象に含んで運用していく場

合には、外傷死のチェックが不可欠となっ

てくる。当院の実施事例でも 35 人の予期せ

ぬ死があり、その中の乳児例 18 人中に 2 人

の虐待確信例が含まれていた。これらは死

後画像だけが判断材料、証拠となったわけ

ではないが、虐待に関連の深い損傷を描出

できたことによってその後の司法手続きな

どにおいて判断に迷うことがなくなった。 
 外傷死チェックのために来院時心肺停止

例では死後であっても CT でのチェックが

必要である。当院では通常の 2 倍から数倍

の線量を用いて極めて多数の再構成画像を

作成しているが、この様な極めて手間のか

かる死後 CT を行うことは各診療機関の大

きな負担になりかねない。 
 今回、死後画像診断で発見された異常所

見を見ると、おそらく通常の脳のコントラ

ストをしっかり出す頭部の条件、成人の体

幹部の条件であれば、充分に描出可能と思

われた。 
 小児の死後CTは、頭部は通常のCTDIvol 
で 35ｍGy 以上は確保した画像、体幹部は

被ばく低減を一旦おいて、少なくとも成人

の体幹部条件で撮影する。これで見るべき

外傷性変化を見逃す事はないと思われる。 
 詳細な解剖の異常の有無の検討にはMRI
が必要であるが、多くの施設で MRI はフル

稼働に近い状態であり、ルーチンとして実

施するのは不可能である。 
 
E. 結論 
 CDR に伴って死後画像診断を行う場合、

外傷死のチェックのため死後 CT を行うべ

きである。その際の撮影条件は、頭部では生

体でも脳実質のコントラストを検討するた

めには必要である 250mAs 程度を確保する

べきであり、体幹部では低被ばくを目指し

た小児向けの条件は使うべきではなく、成

人の体幹部の撮影条件程度を用いるべきと

考える。 
  
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 
学会・シンポジウム発表 
なし 
書籍発刊 
なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
  

分担研究 全国統一死後検査プロトコルの作成に関する研究 
「医療現場における死後解剖の検査に関する研究」 

 
分担研究者 小保内 俊雅  多摩北部医療センター小児科 
 
研究要旨  
実効性のある子どもの死亡登録検証制度を実施するには、精度の高い死亡診断が必須で

あり、詳細な死後検査が不可欠である．しかし、異状死体の解剖率が極めて低い現状があ

る．解剖率に及ぼす医師の要因を明らかにするために調査を実施した． 
結果、解剖の意義や重要性、解剖後のご遺体の状態などを充分に説明できる医師が少な

い、また、死後検査の目的によって実施主体や方法が異なること等を理解している医師が

少ないことが判った．背景には、充分な臨床経験を積むには、一人の医師が経験する小児死

亡事例自体は少ないこと、突然死取り扱いに関する教育が実施されていないことが示唆さ

れた． 
解剖率を改善し死因究明を推進するには、異常死体取扱いに関する教育や研修を、医学

教育や研修医教育など様々な機会をとらえて実施する必要がある。 

 
A. 研究目的 
死ぬ蓋然性のない子どもの死を抑制する

ことは、小児医療の重要な目標の一つであ

る。これを実現するためには、子どもたちの

死に関する情報を集約して分析し、死因や

死に至らしめた要因を明らかにし、この結

果を基に多職種によって対策を立てること

が必要である。これがチャイルドデスレビ

ュー（CDR)である。先進諸国ではすでに法

制化され、実効を上げている 1)。わが国では

死亡小票を用いて４歳以下乳幼児の死亡を

検証し、死亡率の高い要因として小児医療

体制の不備があることを明らかにした先行

研究があり 2)、これを踏まえて施策された小

児救急医療政策が実効を上げたとの報告も

存在している 3)。このように子どもの死を予

防するためには、CDR のような子どもの死

の詳細な検討システムの実施は必要不可欠

である。 
実効ある CDR を実施するためには、精度

の高い死亡診断が必須である。特に自然死

でない症例、いわゆる異状死体の死亡診断

には、より正確性が求められる。正確な死亡

診断には、中枢神経を含む全身解剖

(Complete autopsy: CA) 、死亡状況調査

(Death Scene Investigation: DSI)および家

族歴を含む病歴調査(Clinical History: CH)
が必要である。しかし、わが国では異状死体

の解剖率は非常に低いことが指摘されてい

る 4)。解剖率が低い原因として、監察医制度
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が整っていないなどの社会的要因や、遺族

のみならず社会が解剖に拒否的であるとい

った要因が指摘されている 5)。一方、遺族か

らは医療者からの説明が十分でなかったと

の指摘もあり、このことは、医療者が異状死

体の取扱い経験が乏しいため、死後検査に

対する知識や意識が十分でないのではない

のではいかとの推察がなされている。 
今回、このような背景を踏まえ、より深く

現場の臨床医の実態を調査するため、異常

死体に遭遇する可能性の高い、子ども専門

病院及び地域中核病院の小児科医にアンケ

ートを実施した。 
 
B. 研究方法 
対象者は医師歴３年以上の、小児総合医

療施設協議会会員施設の小児集中治療科・

救急診療科・小児総合診療科を標榜する診

療科医師（計 318 名、以下、小児病院医師）、

および高度救命救急センター設置施設の小

児科医師（計 430 名、以下、救急病院小児

科医師）とし、web アンケート形式で回答

を求めた。アンケートの周知のため、各病院

に依頼状を送付し、調査の目的とアンケー

トサイトへのアクセス方法を通知した。 
基本的に択一式の回答を得られる設問と

したが、複数回答を得る設問も準備した。自

由意見を記載する設問は一問にとどめた。

回答は暗号化された通信を用いて行われ

た。 
なお本研究は、多摩北部医療センター倫

理委員会の承認を得て実施した(承認番号

29－04)。 
 
C. 研究結果 
小児病院医師からの回答は 54 名

(17.0%)、救急病院小児科医師 69 名(16.0％)

の計 123 名（全体で 16.4%）の医師から回

答を得た。これら医師のプロフィールを表

１に示す。医歴では後期研修医が 11 名

(8.9%)、6 年から 10 年目までの医師が 27
名(22.0%)で 11 年目以上の医師は 85 名

(69.1%)であった。施設別にみると、小児病

院医師が 43.9%、救急病院小児科医が

56.1%であった。 
全体でみると一般小児科医/小児総合診療

科医は 81 名(65.8%)、小児救急医が 22 名

(17.9%)、小児集中治療医が 20 名(16.3%)で
あった。後期研修医からの回答は、すべて救

急病院からで、一名が救急科所属であった

以外は全て小児科に所属していた。 
 
主たる回答結果については、末尾に表とし

て掲示している。 
表 1  回答者の内訳 
表 2 突然死の臨床経験 
表 3 突然死取り扱いに関する知識 
表 4 突然死発生時の遺族対応 
表 5 異状死体取扱いに関する知識 
表 6 解剖率が改善しない理由 

 
「突然死を経験したことがありますか」と

の問いには、104名(84.6%)が経験していた。

経験がないと答えたのは、後期研修医中の 5
名(45.5%)、6~10 年目の医師のうち 4 名

(14.8%)、11 年目以上の医師のうち 10 名

(11.8%)であった。救急科の医師で経験がな

いと答えた医師はいなかった。 
突然死を経験したことがあると回答した

医師には続いて、異状死の取り扱いに関す

る質問をおこなった。「異状死体の定義を知

っていますか」の問いに、知っていると回答

した医師は 47 名(38.2%)であった。内訳は

後期研修医が 3 名(27.3%)、6～10 年目の医
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師が 9 名(33.3%)で 11 年目以上の医師が 35
名(41.2%)であった。さらに「医師法 21 条

を知っていますか」との問いには、正確に知

っていると答えたのは 24 名(19.5%)で、11
年目以上の医師でも 18 名(21.2%)の医師し

か正確には知らなかった。「警察の介入後の

ご遺体の取り扱いに関して知っています

か？」の問いに知っていると答えた医師は、

後期研修医 3 名(33.3%)、6～10 年目の医師

3 名(11.1%)で 11 年目以降の医師は 33 名

(38.8%)にとどまっていた。 
次に解剖及び死後検査に関する知識につ

いて質問を行った。まず、「突然死診断に必

須な死後検査項目」を選択肢から複数選ん

でもらった。厚生労働省が出している SIDS
診断定義に記載されている中枢神経を含む

全身解剖(CA)、死亡状況調査(DSI)と家族歴

を含む病歴 (CH)を選択したのは 11 名

(8.9%)に過ぎなかった。  CA を必須項目

に選択しなかったのは医歴 11 年以上の医

師で 15 名(17.6%)、6~10 年目の医師で 7 名

(25.9%)、後期研修医で 4 名(36.4%)の、総計

26 名(36.4%)であった。また、死亡時画像検

査(Pre‐Autopsy Imaging: PAI)を必須項

目に選択したのは 103 名(83.7%)であった。

必須項目に CA を選択せずに、PAI を選択

した医師は 19 名(15.4%)で、内訳は後期研

修医 4 名(36.4%)、6~10 年目の医師 5 名

(18.5%)で、11 年目以上の医師では 10 名

(11.8%)であった。「PAI が解剖の代わりに

なると思いますか。」の設問では、なると答

えた後期研修医は 1 名(9.1%)で 6～10 年目

の医師では 1 名(3.7%)、11 年目以上の医師

にはいなかった。また、十分ではないがなる

と答えた医師は、92 名(74.8%)であった。 
「司法解剖・行政解剖(新法解剖)・病理解

剖の相違を説明できますか」との質問に、で

きると回答したのは 6～10 年目の医師で 2
人 (7.4%)、11 年目以上の医師が 12 名

(14.1%)、全体で 14 名(11.2%)であった。 
次に事案発生時の遺族対応に関しての質

問を行った。「ご遺族に警察に通報する件に

関して説明ができますか？」との質問には

65 名(52.8%)の医師ができると回答してい

た。さらに「ご遺族に解剖について説明した

ことがありますか」との質問を行ったが、説

明経験がないと答えた医師が 36 名(29.3%)
で、説明経験のない医師の医歴を見ると、後

期研修医が 10 名(90.9%)、6~10 年目の医師

が 12 名(44.4%)で 11 年目以上の医師は 14
名(16.5%)であった。説明しない理由とし

て、症例に遭遇していなかった 6 例を除き、

“上席医が説明をするから”と答えた人が最

も多く 24 名(66.7%)であった。“解剖の必要

性を認めないから”と答えたのは 3 名(8.3%)
で 11 年目の医師 2 名と 6~10 年目の医師 1
名であった。“解剖の話をするのが憚られる

”と答えたのは、いずれも 6~10 年目の医師

2 名(5.6%)であった。また、後期研修医 1 名

(2.9%)が、解剖は警察が決めることだから、

と回答していた。「ご遺族に解剖の意義や重

要性を説明できますか」、「ご遺族に解剖の

方法と実施後の状態を説明できますか」と

の設問のは、意義や重要性に関して説明で

きると回答したのは 52 名(42.3%)で、後期

研修医は 1 名(9.1%)、6～10 年目の医師が 7
名(25.9%)で 11 年目以上の医師が 44 名

(51.8%)であった。方法やその後の状態を説

明できるとしたのは、後期研修医が 1 名

(9.1%)、6～10 年目の医師が 2 名(7.4%)で
11 年以上の医師が 24 名(28.2%)、全体で 27
名(22.0%)であった。 
その後、異状死体への対応に関する指導

について質問した。「異状死体の取り扱いに
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関して指導を受けたことがありますか」と

の質問に、受けたことがあると回答した医

師は 6 名(4.9%)で、指導された状況は“実際

の症例に遭遇した時”が 4 名で、研修医の時

と専門医研修の時、が１名ずつであった。

「異状死体取扱いに関する指導が必要です

か」の問いには 98 名(79.7%)が必要と感じ

ており、必要ないと答えた医師はいなかっ

た。「どの場面で指導を行うのが良いとおも

いますか」の質問には、医学部教育 27 名

(22.0%)、初期研修 35 名(28.5%)、後期研修

34 名(27.6%)、“繰り返し行う必要がある”と
“冊子などを配布すればよい”がそれぞれ 1
名(0.8%)ずつであった。「異状死体取扱い指

針の様なものが必要ですか」の質問に対し

て、不必要と回答したのは 6～10 年目の医

師 1 名であった。必要と思うと答えたのは

74 名(60.2%)であった。後期研修医と 6～10
年目の医師では 1 名を除き、全員が必要と

回答していた。11年以上の医師のうち 43名

(50.6%)が“あればよい”と回答し、5名(5.9%)
が“どちらともいえない”と回答していた。 
その後に、複数の回答を許可する形式で、

解剖率が低い要因に関して回答を求めた

が、“遺族の拒否感強い”が最も多く 78.0%の

医師が選択していた。そのほかには“監察医

制 度 ”(46.3%) や “ 解 剖 環 境 が 未 整 備

”(59.3%)、“事件性がないと警察が動かない

”(45.5%)、“警察介入後、遺族との関係が途

絶えてしまう”(21.1%)など、制度や体制に

対する不備を指摘する意見が上位を占め

た。一方で、“医療従事者が解剖に対する意

識が低い”(37.3%)や“医療従事者が遺族に対

する説明が十分ではない”(32.5%)と医療者

の問題を指摘する回答も、少なからずみら

れた。 
 最後に「解剖率を改善する方法としてど

のようなことが考えられますか」との自由

記載での質問を行ったが、“医療者への教育

”32 名 (26.0%) 、 “ 社会への啓発 ”26 名

(21.1%)、“解剖環境の整備(監察医制度の全

国展開)”22 名(17.9%)、“マニュアルやガイ

ドラインの整備 18 名”(14.6%)、“解剖の義

務化(法制化)” (13.0%)などの意見が出さ

れたが、最も高い割合で指摘されたのは“医
療者の解剖に対する意識改革”であった。 
 
D. 考察、ならびに E．結語 
今回の調査にでは 123 名の医師から回答

を得た。臨床の現場で指導的役割を担う医

歴 11 年目以上の医師が全体の 69%を占め

ていることから、現在の状況を把握する上

で、おおむね適した情報が得られたと考え

ている。また、今回調査対象としたのは、地

域において重症症例を受け入れている施設

であったが、突然死の臨床経験がない医歴

が 11 年を超える医師でも 11.8%も存在し

ていた。これらの施設では専門分化が進ん

だことも要因であろうが、突然死自体が少

なく、各医師一人一人にしてみれば、臨床経

験を積みあげられる状況ではないことが推

察された。さらに、この医歴の医師で突然死

の経験があっても、18.7%の医師が遺族への

説明経験がないと回答していた。その理由

といて“上級医が説明するから”との意見が

80%を占めており、地域や施設によっては

中堅層の医師といえども異状死体を主導的

に取り扱う機会は少ないものと思われた。 
日本法医学会が定めた異状死体ガイドラ

イン 5)によると「『確実に診断された内因性

疾患による死亡が明らかな死体』以外のす

べての死体」とされている。異状死体は全例

が死因の究明を要するものと考える必要が

ある。事故や事件の可能性のある場合に、責
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任の所在を明らかにし社会的正義を実現す

る必要がある場合、通常は司法解剖が実施

される。疾病が疑われる場合であっても、公

衆衛生向上のために行政解剖(新法解剖)が、

病因や病態を明らかにし予防法や治療法を

確立するためには病理解剖が、必要に応じ

てそれぞれ実施される。“死後検査”と一括り

に言っても、その目的によって実施する主

体や方法は異なる。この相違を正確に認識

していない医師は 86.7%存在していたが、

この相違を知っていれば、警察は主に事件

性の解明を職責としている組織で、事件性

が否定された場合は他の解剖を選択しなく

てはならないことが理解されるはずであ

る。すでに報告されているが 5)、「警察は事

件性がないと動かない」との臨床医の指摘

は、死後検査の理解が十分でないために起

こる誤解である可能性がある。 
また突然死診断に必要とされる死後検査

を正確に知っていると回答した医師は、

8.9%しかいなかった。ただあくまでこれは

自己評価式の回答であり、多くの医師は全

身解剖(CA)・死亡状況調査(DSI)・家族歴を

含む既往歴(CH)・死亡時画像検査(PAI)を加

えていた。厚労省が公表している SIDS 診

断定義に掲載された要件に、PAI を加えて

回答した医師は 61.8%も存在しており、こ

のことは臨床の現場に、PAI に対する意識

が浸透したことを示唆しているものと思わ

れる。また PAI が解剖の代わりになると考

えている医師はほとんどいなかった一方

で、解剖を診断要件に含めていなかった医

師が、全体の 21.1%も存在していた。特に、

11 年目以上の医歴を持つ医師でも 17.6%が

解剖を必須項目として選択しておらず、解

剖に関する必要性の意識が、医師の間に広

くは浸透していないことを示唆しているも

のと思われた。 
遺族に対する対応は極めて重要な要因で

ある。特に突発的な事態に直面したご遺族

に精神的な負担を強いる、解剖を含む死後

検査に関する説明をすることは、医師とし

て極めて重要な職務であるが、荷の重い任

務といえる。特に、日本では古くから、死後

に人間の身体は単なる物体になってしまう

のではなく、遺体には生体ほどではないに

せよ、何らかの意志や感情が存在すると理

解されてきた。このため死後の体を亡骸で

はなく遺体として尊厳を持って扱ってほし

いとの願望があり、遺体に傷をつけること

が躊躇され解剖に拒否的になりやすい文化

である、と考えられており 6)、このような思

考は、医療者も共通に抱いている概念であ

り、『遺族の拒否感が強いことが、解剖率が

向上しない要因である』と考える医師が多

いのはこのためと思われる。しかし、遺族の

思いというものは、は必ずしもそうではな

く、『何があったかを知りたい』、そして『同

じことが繰り返されないようにしてほし

い』との思いであることもまれではないこ

とも解ってきた。遺族が解剖を受け入れな

い最大の理由は、『実施後の状況がどうなっ

てしまうかに対する不安』であることも解

ってきている。 
しかし、今回の調査では実施後の状況を

十分に説明できると回答した医師は全体の

22.0%に過ぎない。これでは遺族の思いを医

療者と共有することができず、結局は解剖

に拒否的になってしまう傾向に傾くことも

仕方がないと思われた。 
今回の調査では、解剖が進まない理由と

して、監察医制度が整備されていないこと

や、解剖環境が充分でないことなど、制度や

体制の要因も指摘されたが、医療者の解剖
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に対する意識の低さや、十分な説明ができ

ないといった要因への回答も、同程度に認

められた。これは、医療者が異状死体取扱に

関する指導を受けていないこと、また、異状

死体に遭遇した経験が乏しいことが要因と

して挙げられる。79.7%に上る医師が異状死

体取扱に関する指導の必要性を感じてお

り、異状死体取扱指針やマニュアルなどの

作成も対策の一つであるが、医学教育や研

修医教育など様々な機会をとらえて死と向

き合い考察する機会を設ける必要があると

考えられた。死から学ぶ医学があり、死から

始まる医療があることを、医療の根幹に据

える必要があるということが出来よう。 
 
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 
学会・シンポジウム発表 
なし 
書籍発刊 
なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
 なし 
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医歴 
高度救命センター設置施設 小児総合医療施設協議会会員施設 

小児科 集中治療科 救急科 総合診療科 集中治療科 救急科 
11 年以上 30 3 8 23 13 7 
6～10 年 14 1 2 4 3 4 

後期研修医 10 0 1 0 0 0 
表 1 回答者の内訳 

 
 

医歴 
突然死に遭遇したことはあります

か 
解剖の説明をしたことがありますか 

無 有 無 有 
11年以上 10 75 14 71 
6～10年 4 23 12 15 
後期研修 5 6 10 1 

表 2  突然死の臨床経験 
 
 

医歴 

異常死体の定義を 
知っていますか 

医師法21条を 
知っていますか 

警察が介入した後、症例がどのよう

に 
扱われるか知っていますか 

知らない 不確実 知っている 知らない 不確実 知っている 知らない 不確実 知っている 
11年
以上 

4 46 35 16 51 18 11 41 33 

6～
10年 

2 16 9 6 16 5 9 15 3 

後 期

研修 
1 7 3 4 6 1 5 3 3 

表 3 突然死取り扱いに関する知識 
 
 

医歴 

異常死体として警察に通報する

場合に、通報に関してご遺族に

説明が出来ますか？ 

解剖を行う意義や重要性を 
ご遺族に説明できますか？ 

解剖の方法や事後のご遺体の状態に 
関して、ご遺族に説明できますか？ 

できない 苦慮する

ができる できる できない 充分には 
できない できる できない 充分には 

できない できる 

11年以上 7 33 45 1 40 44 10 51 24 
6～10年 1 11 15 1 19 7 12 13 2 
後期研修 1 5 5 2 8 1 7 3 1 

表 4 突然死発生時の遺族対応 
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医歴 

突然死診断の要件を知っています

か？ 

司法解剖・行政解剖・承諾(新法)解剖 
・病理解剖のそれぞれの目的や相違を 

ご遺族に説明できますか？ 

正確 不正確 できる 
完全ではないができ

る 
できる 

11年以上 9 76 23 50 12 
6～10年 2 25 13 12 2 
後期研修 0 11 3 8 0 

表 5 異状死体取扱いに関する知識 
 
 

解剖率が改善しない要因 ％ 
ご遺族の拒否感が強い 78.0 

解剖が容易に実施できる環境でない 59.3 
監察医制度が整備されていない 46.3 
事件性がないと警察が動かない 45.5 

医療従事者が解剖に対する意識が低い 37.3 
解剖に関する医療者の説明が不十分 32.5 

警察介入後に遺族との関係が途絶えてしまう 21.1 
警察の費用が少ないから 19.5 

表 6 解剖率が改善しない理由 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 
  

分担研究 全国統一死後検査プロトコールの作成に関する研究 
「解剖等、死後検査の推進に関する研究  

～都道府県別の SIDS 事例の解剖率調査を通じて～」 
 
分担研究者 小保内 俊雅  多摩北部医療センター小児科 
 
研究要旨  

CDR は決して死因究明制度そのものではないとはいえ、有効で効果的な CDR を実施す

るためには、精度の高い死因究明制度は必須である。従前我が国では解剖に対する文化的

忌避が強く、また死因究明制度の整備が十分とは言えないために、異状死の解剖率は諸外

国に比して極めて低率であることが判明している。特に乳児期に限っても、解剖率の低さ

は大きな課題であり、小児全例での Ai（以後画像）の導入も検討されており、モデル事業

の結果報告が待たれるところであるが、そもそも非外傷性の病態における死後 CT におけ

る診断率は 30%程度とされており、Ai 導入を持って解決できるとは全く言えず、解剖も含

めた包括的死後調査制度の構築は必須である。 
これまで、解剖率の低い原因として監察医制度が全国に普及していないこと、自治体の

予算の制約で犯罪性が疑われない場合に死後検査を回避する傾向があるなどが指摘されて

いるが、明確な理由は不明であった。 
今回乳幼児突然死症候群（SIDS）を指標に、都道府県別の解剖率を調査した。その結果、

SIDS の診断率・解剖率は都道府県により大きく異なっていることが明らかになった。この

ような“てんでばらばら”というほかない、SIUD 事例の対応が均霑化していない状況は、

それぞれの病態の発生率の変遷や危険因子の検討など、疫学研究を進めていくうえでも大

きな課題であり、統一した異状死体対応プロトコールや、検視後の事例取り扱いプロトコ

ールなど、全国的な対応均霑化を目指した体制の構築が不可欠である。 

 
A．研究目的 
乳幼児突然死症候群（Sudden Infant 

Death Syndrome : SIDS）は乳児期の主要

死亡原因の一つである。SIDS は診断の根拠

となる臨床症状や病理所見がないため、窒

息など所謂乳幼児の予期せぬ突然死

（ Sudden unexpected death in infant: 

SUDI）に含まれる疾病と鑑別を要する疾患

である。診断には中枢神経を含む全身解剖、

死亡状況調査および家族歴を含む病歴調査

が必須であるが、我が国では解剖率が低い

ため診断の信頼性が疑問視されている。解

剖率が低い要因として監察医制度がごく限

られて地域にしか整備されていないこと、
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警察費の制約から事件性の乏しい症例の解

剖は回避される傾向にあるなどの社会的要

因に加え 1)、遺族の拒否的感情などが挙げら

れているが、真の理由は複合的で、明らかと

はなっていない。 
2005 年に SIDS の診断定義が改訂され、

診断には解剖が必須とされた。それ以降、

SIDS の発生率は減少しているが、一方で

「その他のすべての疾患（原因不明の死

亡）」が増加し、SUDI 全体としての発生率

は横這いである。これは、非解剖症例が

SIDS から原因不明へと移行したためでは

ないかと推測されている 2)。このように解剖

率が低率であることが診断に影響を与える

としたら、SIDS の病因や病態解明を目的と

した研究、疫学研究や公衆衛生の向上とい

った視点からも不適切である。さらには、子

どもの死亡登録検証制度（Child Death 
Review: CDR）の実施に向けても、正確な

死因究明は必須である。 
そこで、SIDS を含む SUDI の事例数と

解剖実施状況を調査し、解剖率が診断に及

ぼす影響に関して検討した。また、推定され

ている社会的要因を確認するために、地域

ごとの解剖実施率と警察費の相関、および

監察医制度実施地域とそれ以外の地域の解

剖率を比較検討した。 
 
B．研究方法 
厚生労働省がインターネットで公表して

いる人口動態統計 3)より、2000 年～2015
年までの 1 歳未満乳幼児の SIDS（ICD10 
R96）および原因不明の突然死（ICD10 
R99）、ならびに SIDS と鑑別が必要な窒息

（ICD10 W95）の各診断件数及び解剖件数

の年次推移を調査した。 
次に都道府県別の SIDS 診断件数とそれ

に占める解剖件数を抽出し、解剖実施率を

算出し、監察医制度実施地域と非実施地域

の解剖率の比較を行った。また 2005 年の

SIDS 診断定義改訂が解剖率に及ぼした影

響をみるため、2000 年～2004 年、ならび

に 2005 年～2015 年に分け、解剖率の年次

推移を調査した。 
そして内閣府が web 上に公開している、

経済・財政と暮らしの指標見える化データ

集 4)より 2013 年の県別の警察費を抽出し、

2000 年～2015 年までの解剖率及び解剖件

数との相関係数を求めた。 
 
C．研究結果 
まず初めに、人口動態調査における

「SIDS を含めた全 SUDI 事例」、「SIDS
事例」「SIDS を除いた SUDI 事例」それぞ

れの事例数と解剖率の年次推移につき、そ

れぞれ図１・図２・図３に示す。また SIDS
と鑑別が必須の窒息事例の事例数と解剖率

の年次推移につき、図４に示した。 
全 SUDI 事例の発生件数は 2000 年には

756 件で、2004 年には 568 件となってお

り、著しく減少傾向であったものの、2005
年以降でみると、著しく事例が減少してい

た 2015 年を除いてみた場合、明らかな減少

傾向を見て取ることはできない。解剖件数

（解剖率）の推移をみると、2000 年には 201
件（26.6%）で、2003 年の 150 件（27.7％）

を底値に再び上昇傾向となっている。SIDS
診断定義の改訂がなされた 2005 年以降の

傾向を見ると、2014 年の 270 件（49.5%）

と突出している年を除いても、緩やかに解

剖率は上昇傾向であることが見て取れた。 
SIDSの診断件数は 2000年には 317件で

あったものが、2007 年までは linear に減少

したものの、顕著に減少した 2015 年を除く
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と、以降の診断数は 140 から 150 件の間を 横ばいで推移している。SIDS 診断に占める 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１.乳幼児の予期せぬ突然死（SUDI）事例の発生件数と解剖事例数の年次推移 

折れ線グラフは解剖率（%）を示している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２. SIDS 事例の発生件数と解剖事例数と解剖事例数の年次推移 
   折れ線グラフは解剖率（%）を示している 
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図３. SIDS を除く、乳幼児の予期せぬ突然死（SUDI）事例の発生件数と解剖事例数の年

次推移。折れ線グラフは解剖率（%）を示している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４. 乳児の窒息死事例の発生件数と解剖事例数の年次推移 
   折れ線グラフは解剖率（%）を示している 
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解剖割合は 2003 年以降から上昇傾向にあ

り、2000 年の 37.5%から 2015 年には 76.0
％にまで上昇していた。 

SIDS を除く SUDI 事例は 2000 年には

279 例、2004 年は 247 例とほぼ横ばいであ

ったが、それ以降急激に増加傾向に転じ、

2008 年には 368 例と最大数を示し、その後

緩やかな減少傾向ではあるが、2015 年でも

312 例と依然 300 例を超えている。解剖実

施事例（解剖率）は 2000 年が 37 例（13.7
％）、2004 年が 35 例（14.1％）とほぼ横

ばいであったが、2005 年には 49 例（16.6%）

と増加し、その後緩やかに増加傾向を呈し

2014 年には 129 例（38.3%）まで増加して

いた。非解剖症例は 2000 年に 242 例であ

ったが、2006 年には 263 例と増加に転じ、

2008 年の 281 例を最大値として以降緩や

かに減少しているが、依然として 240 例前

後で推移している。 
乳児窒息死の事例数は、2000 年の 160 件

から、2015 年には 69 件と、年により凸凹

はあるも着実に減少傾向にある。解剖を行

った事例数も 2000 年が 45 件、2015 年が

38 例と件数的には横ばいであり、それゆえ

に解剖率としては 71.9%から 44.9%と著明

に減少しており、2009 年以降は、解剖実施

事例数と解剖未実施の事例数がほぼ同数と

なっていた。 
 
次に、都道府県別の SIDS 発生件数と解

剖実施件数、ならびに解剖率を図５に示し

た（診断件数と被解剖症例数を棒グラフ、解

剖率を折れ線で示した。左から解剖率の高

い順に都道府県を列記している）。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. 2000 年~2015 年の、都道府県別の SIDS 発生件数と解剖実施件数 

折れ線グラフは解剖率（%）を示している 
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最も解剖率が高い都道府県は、神奈川県

で 91.7%であった一方で、最も低い鹿児島

県で 8.9％と、10 倍以上の差が認められた。

解剖率が70%を超えていた都道府県は、8都
府県にとどまった。このなかに監察医制度

実施地域を含む 3 都府県（神奈川県[ただし

横浜市の監察医制度は 2014 年度末で廃

止]、、東京都、大阪府）が含まれていたが、

神戸市を含む兵庫県は 35.0％、名古屋市を

含む愛知県は 20.5%に留まっていた。 
次に 2005 年の SIDS 診断定義改訂の影

響につき検討した結果を、図 2 に示す。

（SIDS 診断数を棒グラフ、解剖率を折れ線

グラフで示した。－▲－の折れ線は 2000 年

～2004 年までの解剖率、－●－の折れ線は

2005 年～2015 年までの解剖率を示してお

り、●が▲より上位にプロットされた地域

は、解剖率が上昇した地域と判断される。 
2005年以降は11府県を除く都道府県で解

剖率は上昇していた。最も解剖率が増加し

たのは高知県でその増加幅は 85.9％であっ

た。2000~2004 年の解剖率が 70%以上の都

道府県は 8 都府県にとどまっていたが、

2005~2105 年ではその比率は 12 都道府県

まで増加し、さらにうち 3 県では 90％以上

の解剖率であった。監察医制度が実施され

ている地域の解剖率の増加幅は、兵庫県が

13.1％と最も高く、次いで愛知県が 5.8％、

東京都 4.8％、大阪府 2.2％であった。また、

徳島県と鳥取県は診断定義改訂後であった

が、SIDS 診断事例の解剖実施率が 0%であ

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 2005 年（SIDS 診断定義改訂年）前後での、都道府県別の SIDS 発生件数と解剖 

実施件数。折れ線グラフは解剖率（%）を示している。 
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次に都道府県の警察費と解剖実施件数及

び解剖率の相関を求めた。解剖実施件数と

警察費の間には相関係数 0.67と正の相関を

認めたが（図 3A）、解剖率との相関係数は

0.21 であり、相関は認められなかった（例

えば警察費上位 10 のうち愛知県、千葉県、

福岡県の解剖実施率はそれぞれ、20.5％、

17.4％、23.2％と低解剖率であった。一方、

警察費下位 10 のうち佐賀県、島根県の解剖

実施率はそれぞれ 84.0％、83.4％と高い解

剖率であった。（図 3B）。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 3B：都道府県別警察費と解剖数の相関

（相関係数：0.67） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3B：都道府県別警察費と解剖率の相関

（相関係数：0.21） 
D．考察 

突然死に遭遇した医師は死因を究明する

必要があるが、遺族に解剖を含む死後検査

の実施の必要性をしっかりと説明すること

に慣れている医師は少なく、自施設で病理

解剖が実施できない場合は尚更である。こ

のような場合に監察医制度があると、解剖

の閾値を下げ死後検査を容易に進められる

と思われる。実際、これまで解剖率が低い原

因として、監察医制度が整備されていない

ことなどが推察されていた 5)。 
しかし今回、全国都道府県別の解剖状況

を見ると、監察医制度が実施されている都

市を擁している都道府県中 70％の解剖率を

越えているのは 3 都府県のみであった。監

察医制度は人口上位 7 都市に導入された制

度で、都道府県が実施主体ではあるが、実施

地域はその都道府県全域ではないため、当

該県全体の解剖率に寄与している訳ではな

いが、人口対発生率を考えると全ての監察

医制度が、原因不明の乳児死亡発生時に機

能しているとは言えない実態を反映してい

ると思われる。2005 年の SIDS 診断定義が

改訂された後の改善率も乏しい現状を見る

に、監察医制度があることが解剖率改善に

必ずしも重要な要件とは言えないことが、

今回の研究で示された。また、日本と同じく

大学の法医学教室が死因究明を行っている

ドイツでは、SUDI 症例の解剖率が全国す

べての地域で 70%を越えていると報告され

ている 6)。人的にも資金的にも負担が大きい

監察医制度導入を求める前に、ごく少数の

SUDI 事例に対し、我が国としてどのよう

な姿勢で向き合うのか、ドイツの方法を学

ぶ必要があると思われる。 
異状死体に遭遇した医師は、医師法 21 条

解剖件数 

解剖率 
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に従って警察に通報する義務がある。通報

を受けた警察によって事件性が乏しいと判

断されると、解剖はほぼ実施されない傾向

にあり、その背景に警察予算が関与してい

ると指摘されている。そこで今回、解剖率と

都道府県別警察予算との相関を見た。調査

期間 16 年間の解剖実施状況と 2013 年単年

の警察費との相関を見た乱暴な方法であ

り、妥当性に疑問の余地はあるが、自治体の

警察費が急激に増減するとは考えられず、

警察費が解剖率に及ぼす影響をある程度推

察する材料にはなると判断した。 
結果として、警察費と解剖件数には相関

関係が認められた。高額な警察費が計上さ

れるのは大都市を擁する都道府県であり、

人口密集地域であるから突然死の発生件数

も多くなる。従って解剖件数が増えること

は当然と言える。一方で、警察費と解剖率は

相関しないことも判明した。つまり警察費

が豊富で、乳児解剖件数が多いことが、自然

と乳児解剖の必要性の理解に繋がり解剖数

が増加する、というわけではないのである。

結局のところ各都道府県警の警察の SUDI
事例の対応は、これまでに蓄積されたその

地域のノウハウや医師と警察のこれまでの

関係性、意思決定権者の思い、などの要因の

ほうが強く、警察費は全く関与しないとは

言わないが主たる要因とは言い難いことも

今回の研究で明らかとなった。 
そもそも警察が実施する死後検査の目的

は、犯罪性の有無や過失責任の所在を明確

にすることである。警察機能は司法警察機

能（刑事さん）と行政警察機能（町のおまわ

りさん）に大きく分けることが出来るが、公

衆衛生の向上や病因および病態の解明な

ど、その他の目的で死後対応に動く枠組み

は実質的になく、担当警察官が事件性の有

無のみに関心を示すのは枠組み上、致し方

なく、これを死後検査に消極的と批判して

も、システムの改善にはつながらない。 
死後検査の意義や重要性を理解して、突

然死に遭遇した医師が適切に症例を取り扱

うことが重要であることは論を待たない

が、死後検査目的の性質上、警察に優先権が

あることをがらりと変えることは不可能に

せよ、その必要性が解消された（犯罪性が否

定された）後の症例取り扱いに関する明確

な指針がない現状を変えていくことは、あ

る程度できるはずである。警察が解剖の必

要性を否定した後の症例取扱い指針を明確

にする必要性が示唆される。 
いずれにしろ、今回の結果は SIDS の剖

検率という観点のみの検討であるが、都道

府県による異状死・不詳死の対応の差異が

極めて大きいことを如実に示したものであ

る。SIUD 事例の対応が均霑化していない

状況は、それぞれの病態の発生率の変遷や

危険因子の検討など、疫学研究を進めてい

くうえでも大きな課題があることを示唆し

ている。 
SUDI 事例の診断が確定できない原因と

して、近年の検査技術の進歩に伴い、多様な

情報が診断確定を困難にしているという指

摘 7)や、乳幼児症例の経験が異なるため執刀

医によって診断に差がある 8)など、様々な点

が指摘されているが、そもそも解剖所見や

病理所見のみならず臨床所見や臨床経過、

既往歴や家族歴などを包括的に検討せず

に、精度の高い診断を行うことはおよそ困

難である。このような状況を改善するため

には、医師法や刑事訴訟法などと整合性を

担保した、異常死体取扱い指針や死後検査

プロトコールを統一し、得られた試料を集

約して診断するシステムの確立が必要であ
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り、それを医学教育や研修医カリキュラム

などを利用して、普及啓発することが不可

欠である。 
一方で、死亡直後から臨床医は保険診療

による病態究明の権利を一切失い、警察に

異状死の対応を委ねた以降のプロセスから

全く分断されてしまう 9)が、これも診断確定

を阻害している要因と考えられ、その点に

ついて、保険診療上の議論を行うことなし

に、指針・プロトコールのみを策定しても、

何ら実効性を持たないものにもなりかねな

い。死因究明を犯罪捜査や法医学のみにゆ

だねるのではなく、多領域が協力体制をど

のように策定していくのか、法的な整備も

含め、全国的に均霑化された死因究明制度

が広く行われるための環境を確立すること

が不可欠である。 
SIDS の診断に解剖は不可欠であるが、本

邦はいまだに適切に SIDS の診断を下せる

状況にないことが改めて確認できた。解剖

率を早急に改善する必要はあるものの、監

察医制度の全国への普及や死後検査予算の

拡充など、これまでに推定されてきた社会

的対策は、乳幼児の SUDI 事例の解剖率改

善に喫緊の課題ではないことが明らかにな

った。一方、今回の研究では、SIDS 事例の

解剖がどのようなプロセスにより決定され

たのかまでは判明していない。残念ながら

臨床医が SUID 事例に対応しても、全例が

警察に届けられているわけではない（体表

に異状のない事例に届け出義務があるの

か、実際には判然としていない）。警察非介

入事例での剖検率、警察の介入後に非犯罪

死との判断が行われた事例の解剖率など、

不明瞭なままにとどまる検討項目は、多く

存在する。そのような解析を行う上で、現在

の人口動態調査の調査項目のみでは、不十

分であることはいうまででもない。 
CDR の実施と正確な死因究明は不可分

ではあるが、CDR の実施が本邦の現状を正

確に映し出し、死因究明制度の向上をもた

らし、それがより正確な CDR の実施に繋が

るという、ポジティブなループを作ること

に寄与することが大いに期待されると言え

よう。 
 
E. 結論 
今回、乳幼児突然死症候群（SIDS）を指

標に、都道府県別の解剖率を調査した。その

結果、SIDS の診断率・解剖率は都道府県に

より大きく異なっていることが明らかにな

った。SIDS/SUDI 事例の対応が均霑化して

いない状況は、病態の発生率の変遷や危険

因子の検討など、疫学研究を進めていくう

えでも大きな課題であり、統一した異常死

体取扱い指針（含、検視後の事例取り扱い指

針）や死後検査プロトコールなど、全国的な

対応均霑化を目指した体制の構築が不可欠

であろう。 
CDR の実施は、このような指針を策定す

る上で、現状を正確に知るためにも重要で

ある。 
 

Ｆ．健康危険情報 
該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
論文発表 
なし 
学会・シンポジウム発表 
なし 
書籍発刊 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究 全国統一死後検査プロトコルの作成に関する研究 

「東京都こども救命センター設置後の、人口動態調査分析による効果分析研究」 

 

分担研究者 小保内 俊雅  多摩北部医療センター小児科 
 

研究要旨  

我が国の小児死亡率を諸外国と比較すると、1 歳～4 歳の死亡率が高く、不慮の事故によ

る死亡が多いことが判明している。背景として、重篤な小児救急患者が小規模医療施設の

小児科で対応されるなど、小児救急体制の不備のその要因の一つであるとの推察がなされ

ている。この結果を踏まえ、東京都は東京を 4 ブロックに分割し、其々に高次医療の提供

が可能なこども救命センターを指定し、2010 年から運用を開始した。この政策の効果を検

証するため、人口動態調査を用いて全国と東京の小児死亡率を比較した。 
15 歳未満の小児の死亡率は全国および東京ともに減少していたが、東京では 1～4 歳の

死亡率が施策後顕著に抑制され、特に不慮の事故による死亡は施策前より 40％以上減少し

ていた。しかし、5～9 歳と 10～14 歳の死亡は抑制されてはいなかった。死因では自殺が東

京のみならず全国でも顕著な上昇傾向を示し、また、被虐待症候群を含む、その他の外因に

よる死亡も増加傾向を示していた。ただ東京都の人口動態統計にその他の外因に関する詳

細は示されておらず、虐待死の現状については明確ではない。 
こども救命センターは当初の目的に適った成果を挙げることができたということがで

き。次の課題は自殺の抑制であることが明らかになった。このような政策決定に先立ち、課

題を抽出しその要因が明らかにしていたことが、有効な政策決定を可能にしたモデルとも

言え、今後も有効な小児医療政策を立案し実施するために、子どもの死亡登録検証制度を

実施することが有用であることを示唆しているといえる。 

Ａ．研究目的 

我が国の 0 歳～14 歳までの小児死亡率を

みると、新生児と乳幼児の死亡率の低さは

世界でそれぞれ第 1位と第 3位であるが、1

～4 歳の幼児死亡率になると世界 21 位と急

落する 1.2)。 先進 7か国ではアメリカに次

いで死亡率が高い。1～4 歳の死亡率が高い

背景として、日本の小児救急医療が小規模

の病院によって支えられているため、重篤

な状態の小児に集中的な救命治療を施すこ

とが可能な施設が充分に整っていないこと

が指摘された 3)。この厚生労働省研究班の

調査結果を基に、日本小児科学会は小児科

医を集約化し治療の効率化を推進するた

め、地域小児科センターを 2 次医療圏に整

備する構想を掲げた 4)。さらに政府は 2010

年から高度救命医療を行える小児救命セン

ターに補助事業を開始した。東京都でも4施
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設をこども救命センターに指定し、小児高

度救命医療を開始した。さらに、東京都小児

医療協議会では、高次医療対象事案の迅速

な収容や高次機能病床の円滑な運用を可能

にする対策など様々に講じてきた 5)。今回、

東京都小児救命センター事業開始後の東京

及び全国の小児死亡率の推移を指標に、そ

の効果と課題に関して検討を行った。 

なお、本文中の東京都は行政機関を意味

しており、東京は地名として用いている。 

 

B. 研究方法 

14 歳未満小児の死亡率の推移を、全国の

状況は厚生労働省が発表している人口動態

調査 6)より、0歳、1～4歳、5～9歳、10～

14 歳の 4階級に分類し、死亡件数と各階級

の人口を抽出し、各階級人口 10 万人当たり

の死亡率を算出した。また、14 歳以下小児

に限定した診断毎の死亡率も算出した。診

断は内因死、所謂疾病による死亡と外因死

に分類し、外因死はさらに不慮の事故・自殺

・他殺およびその他の外因死に類別した。一

方、東京の状況に関しては、東京都福祉保健

局が集計している人口動態統計を、調査の

目的と学会発表の意向を明示し調査期間分

を開示してもらい、同様の方法で死亡件数

と各階級の人口を抽出し、年齢階級毎の死

亡率と診断毎の死亡率を算出した。 調査期

間は 2009 年～2015 年までの 7年間とした。 

    

なお本調査実施に当たり多摩北部医療セ

ンター倫理委員会の承認を得た（承認番号：

T29-15）。 

 

C. 研究結果 

0 歳～14 歳までの総死亡率の年次推移の

全国と東京の比較(図 1)をみると、全国の総

死亡率が 2011 年で突出しているが、東日本

大震災による影響であり恒常的な推移から

は逸脱している。総死亡率の推移をみると、

全国および東京ともに低下傾向を示した。

2009 年における全国の総死亡率は 14 歳以

下人口10万人に対して26.3人で2015年に

は 22.8 人まで低下し、7年間で 13.4％の減

少を認めた。一方東京は 2009 年が 27.8 人

で 2015 年が 22.1 人であり、20.7%の減少を

示した。経時的な東京の総死亡率の変遷は

2012 年と 2013 年は全国の死亡率を上回っ

ている。 

年齢階級別にみると、0歳児は全国および

東京ともに低下傾向であり、東京の死亡率

は概ね全国を下回っている。全国の 0 歳児

の死亡率は調査期間中の 2009 年に 10 万人

対 238.87 人で 2015 年は 194.89 人となり

18.4%の減少を示し、東京は 2009 年が

230.74人で 2015年が 166.97人と 27.6％の

減少であった。  

1～4 歳の死亡率は全国および東京とも

に、概ね 0歳児の 10%程度であった(図 1)。

年次推移をみると救命センターの運用が開

始された2010年以降東京の死亡率は全国を

常に下回っている。また、救命センターの運

用開始後2年経過した2012年以降著しい減

少率を示したが、2014 年以降は横這いであ

る。この 7年間での推移は全国が 2009 年に

同年齢人口 10 万人対 20.99 人で 2015 年が

18.32 人と 12.7％の減少であるのに対し、

東京は 2009 年が 21。27 人で 2015 年が 16。

27 人と 23。5%の減少であった。      

5～9 歳と 10～14 歳の死亡率は 1～4歳児

の約 40％程度まで減少している。また、5～

9 歳児の全国の推移は 2011 年を除いて大き

な変動はなく概ね一定であった。一方、東京

の死亡率は全国のそれを下回っているが、
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その推移は 2012 年に突発的な上昇を認め

た、それ以外は概ね一定であった。全国の 10

～14 歳の死亡率の推移は概ね 5～9 歳のそ

れと同様の傾向を呈したが、東京の推移は

2010 年、12 年、14年と二年毎に前年よりも

増加していた(図 1)。特に 2010 年と 14 年

は全国の同年齢の死亡率を上回っている。 

診断別の推移をみると、疾病による死亡

は全国および東京ともに減少傾向である。

東京の疾病による死亡率は全国と概ね同率

ではあるが 2012 年まではほぼ横ばいであ

り、2013 年以降顕著に死亡率が低下した。

この7年間での低下率は全国が14歳以下人

口 10 万人に対して 2009 年が 21.17 人で

2015 年が 18.17 人であり減少率は 14.2％

で、東京は 2009 年が 21.82 人で 2015 年が

17.26 人であり減少率は 20.9％であった。 

外因死では、不慮の事故(図 2)は全国では

明らかに減少傾向を呈しており、2009 年が

10 万人当たり 2.95 人であり、2015 年には

2.22 人まで減少し、この 7 年間の減少率は

25.2％であった。東京での 2009 年における

事故の死亡率は 2.50 人であったが、救命セ

ンター事業が開始された 2010 年には 1.40

人と前年の 56％まで低下した。その後は多

少の増減はあるがほぼこの死亡率を維持し

ており、全国の 55～60％程度で推移した。

調査期間中の低下率は 47.3％であった。 

全ての診断が死亡率を低下させる中、顕

著な上昇傾向を示したのが自殺である(図

3)。調査期間中に全国で発生した自殺件数

は 551 件で、うち 4件を除き 10～14 歳であ

った。2013 年以降には 5～9 歳の事案が少数

ではあるが毎年認められている。東京では

69 件発生し、全例 10～14 歳であった。全国

の発生率はほぼ一次関数的に増加してお

り、2009 年が 14 歳以下人口 10 万人に対し

て 0.32 人で 2015 年が 0.57 人であった。こ

の 7 年間で 78.1％も上昇を認めた。東京の

発生率は一年毎に増加と減少を繰り返し、

上昇を呈した年度の東京の自殺による死亡

率は全国の約 1.8 倍程度で、上昇していな

い年でも全国とほぼ同様の発生率であっ

た。自殺の発生率は 2009 年が 0.32 人であ

り 2015 年が 0.51 人で、増加率は 59.4％と

全国に比して低値であった。しかし、発生率

の推移を基に線形近似曲線を求めると、全

国は直線状であるためR2値は0.882で変動

が激しい東京の R2 値は 0.18 と低値ではあ

るが、全国と東京ともに傾きは 0.050 と同

値となった。 

他殺は年々低下傾向を示しており、全国

ではこの 7 年間に 20.1％減少した。東京の

推移は 2012 年と 2013 年が突出して高い発

生率を呈したが、それ以外は概ね全国の 25

～40％程度の発生率であった。東京でのこ

の 7年間の低下率は 53.8％であった。 

その他の外因には国際疾病分類 10 版

（ICD10）で Tに分類される被虐待症候群や

乳幼児突然死症候群（SIDS）との鑑別に挙が

る窒息などが含まれる。その他の外因は年

度によって変動が著しいが(図 4)、この 7年

間では全国、東京ともに減少傾向は認めな

い。しかし、東京都の発表ではこの内訳は公

表されておらず詳細は不明である。 

 

D. 考察 

医療資源や医療機能が十分でない施設で

重症の小児が治療を施されていることが、

小児死亡率が諸外国に比較して高い原因と

厚生労働省研究班によって指摘された。東

京には大学病院や小児専門病院など高度小

児医療施設が複数存在しているにもかかわ

らず、全国の死亡率とほぼ同様の死亡率を
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呈していた。その背景には、大学病院や小児

専門病院が、自らの施設を主に基礎疾患の

ある児のための医療機関と位置付けている

ことが指摘されている 7)。このため、これら

高次医療機関の小児集中治療室が外部に開

かれていない現状があった。そこで、東京都

は全都を 4 つのブロックに区分し、各ブロ

ックにこども救命センターを指定し、重症

の救急症例を受け入れる体制を構築した。

この政策が実施された2010年以降の東京の

小児死亡率は、1～4 歳の年齢階層の減少が

著しく、診断別に見ると不慮の事故による

死亡が激減していることが明らかになっ

た。このことより、東京都の救急医療政策は

懸案事項に適切な施策であったと考えられ

る。 

その他の年齢階層を見ると、5～9 歳およ

び10～14歳の階層で死亡率が抑制されてい

ない。特に 10～14 歳の階層では 2010 年と

2014 年で全国のそれを上回っている。診断

別にみると、2010 年 12 年 14 年は東京で自

殺による死亡率が上昇している。年次推移

を見ると、全国と東京ともに自殺による死

亡率が上昇しており、特に東京はいずれの

年も全国の発生率より高いことが明らかに

なった。こどもの死亡率を改善するために

は、この 10 代の自殺を抑止する対策を東京

都として早急に取り組む必要がある。さら

に、全国では 2013 年以降それまで認められ

ていなかった10歳未満の自殺事案が数は少

ないながらも毎年発生しており、自殺の低

年齢化も念頭に対策を考える必要が示唆さ

れた。 

その他の外因死は他の診断と異なり減少

傾向は認めていない。これは、虐待や SIDS

と鑑別に挙げられる窒息などが含まれてい

る。しかし、東京都の人口動態調査ではその

他の外因に分類された症例の詳細は明らか

にされておらず、虐待の現状に関しては不

明である。虐待は医療のみならず、多職種が

関わらなくてはならない課題である。多職

種が有機的かつ機能的に協力していくため

には、現状を詳細かつ正確に把握する必要

がある。 

東京都の施策が顕著な効果を上げた要因

は医療課題が明確にされ、その原因として

医療体制の不備が判明していたことが重要

なポイントであったと考えられる。このよ

うに地域の死亡動態を網羅的に把握し、そ

の背景や原因を明らかにする作業は子供の

死亡登録検証制度（Child Death Review：

CDR）の一つの役割である。わが国では未だ

に制度として確立してはいないが、医療政

策立案に先立って実施された厚生労働省研

究班による死亡個票分析調査は、まさにそ

の足掛かりになる研究であったということ

ができる。CDR は個々の死亡事例を多職種に

よって詳細に検証し、それぞれの立場から

予防可能性を見極め、社会における安全対

策や政策立案など各々のレベルで検討し、

効果的な予防策と介入を可能にするもので

ある 8)。 

 

E. 結論 

今回我々が実施した調査では10代の自殺

が増加傾向であることや虐待が減少してい

ないなど、東京都が取り組まなくてはなら

ない課題が明らかになったが、その背景や

要因などは明確にされていない。これらを

詳らかにし実効ある医療政策を立案実施す

るためには、CDR を実施し現在の状況を正確

に把握することが必須である。CDR には詳細

で正確な死因究明が必要であるが、東京は

全国でも数少ない監察医制度が機能してい
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る地域であり、実効性のある CDR を実施す

る環境として適している。予防できる死亡

から子どもたちを守り、子どもたちの豊か

で明るい未来を創造することを根本理念

に、適切な東京都小児救急医療政策を立案

することが求められている。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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図 1 全国と東京の死亡率の推移。14 歳以下死亡総数、1～4 歳、10～14 歳を示す。 
 0 歳と 5~9 歳は表に示す。 
 

 
図 2 不慮の事故による死亡発生率の年次推移。全国と東京の比較。 
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図 3 自殺による死亡発生率の年次推移。全国と東京の比較。 
 
 

 
図 4 その他の外因による死亡発生率の年次推移。全国と東京の比較。 

（人） 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 
小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

  

分担研究 全国統一死後検査プロトコルの作成に関する研究 

「CDR を社会実装させていくうえで、当事者の体験を如何に反映させるかに関する研究  

－遺族との対話を通じて－」  

 

分担研究者  小保内 俊雅  多摩北部医療センター小児科 
 

研究要旨  

チャイルド・デス・レビュー（CDR）の社会実装に当たり、社会の期待や理解が反映され

る必要性があることは、論を待たない。特に当事者である遺族のこれまでの体験を対話を

通じて学ぶ機会は、CDR のより望まれるありようを理解する上で、極めて重要である。本

研究では遺族の方々へ、座談会形式でヒアリングを行い、CDR に望むことにつき自由に意

見を語っていただいた。その結果、CDR は社会にとり必要なシステムと考えており、個の

グリーフを超え、亡くなった子どもから社会が学びを得ることに対して、共通の理解があ

ることが示された。 
一方で、異状死で子どもを亡くした遺族が中心であったため、死因究明に関しての問題

点が多く指摘された。CDR は究極の死因究明システムではなく、あくまでも既存の死因究

明システムの上に成り立つものである。改めて、死因究明の質の向上が我が国における大

きな課題であることを認識するとともに、CDR の社会実装に当たっては、CDR 本来の目的

と役割を広く啓発し、広く国民の理解を得ることが重要であり、当事者であるご遺族の葛

藤から学ぶことができない死因究明制度などありえない、という認識を強く持った。 
今回の座談会の最後にグリーフケアについての話題も提供したが、共通認識と理解がい

まだにないことを確認した。あるシステムを構築する上で、もっともその恩恵と不利益を

受ける当事者の認識は、極めて根幹にかかわる重要な側面であり、今回だけでなく繰り返

し対話を重ね、整理をしていきたい。 
子どもの死に向き合う CDR は同時に、子どもを亡くした親にも向きあうシステムとして

成熟させていかなくてはならない。研究という限られた場ではなく、このような機会は公

的に継続的に担保されるべきであり、そのような制度の必要性も実感した。 
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Ａ．研究目的 

チャイルド・デス・レビュー(Child 

Death Review: CDR)は子どもの死を詳細

に検証し、予防可能性を検討したうえ

で、同様の死の抑制のための施策立案・

実行を主たる目的にした制度である。既

に先進諸国では制度として法律で規定さ

れ実施されている 1)。我が国でも CDR の実

施に向けた準備が進められている。 

CDR には個別症例の死亡診断の妥当性を

検討し、その予防可能性を見極め将来に

備える作業と、地域を包括的に検証し医

療体制の不備や医療制度の問題点を洗い

出し、医療政策を提案施策する作業とが

効果的に行われる必要がある。我が国で

は個別症例の詳細検証の形ではないが、

死亡個票を用いて登録検証を行い、医療

政策を実施し成果を挙げた実例は認めら

れている 2)。 

CDR 実施に向けては、個別症例の検証方

法に関する制度設計が重要課題になると

考えられ、特に状況調査結果や解剖所見

の CDR の場への開示は、極めて重要な情

報となるが、刑事訴訟法とのバッティン

グを如何に解決するかという難しい問題

は避けて通れない。また個別の検証では

死亡した本人はもとより、遺族や事案関

係者にとっても有意義で有効な検証とな

らなければ、国民の理解は得られない。

事案発生後の当事遺族が置かれる状況

や、その後に渡って直面する問題を知

り、それらを踏まえて制度設計をする必

要がある。今回、不慮の事故などで我が

子を亡くした遺族の方々から、ご自身の

体験や CDR に期待することなど意見を聴

取した。 

 

B. 研究方法 

対象は突然死や不慮の事故で我が子を

失った体験を持つ保護者で、SIDS 家族の

会および赤ちゃんの急死を考える会に、

ヒアリングの目的等を提示し参加者を推

薦して頂いた。 

ヒアリングは研究班の代表者と参加者

による、自由討論形式で実施した。ヒア

リングは 2時間に渡って実施された。 

ヒアリングに先立ち再度趣旨及び研究

報告書を作成することを告知し、内容の

公開に関しては完全匿名化を条件に書面

をもって同意を得た。 

 なお本研究は多摩北部医療センター倫

理委員会で審理を受け承認されている

（T29-04）。 

 

C. 研究結果 

参加者は男性５人、女性 3人の計 8人

であった。症例の内訳は教育機関の活動

中に発生した事故のご遺族 2名、保育関

連施設での突然死のご遺族 3名、病院内

での突然死のご遺族 1名、飲食施設で発

生した食中毒死のご遺族 1名であった。  

事案からの経過期間は最長が 25 年、最

短が 6年、中央値は 8年であった。 

事案発生直後から、何が起こったのか

を知りたいとの思いを全ての遺族が共通

して抱いていた。予期せぬ状況に遭遇し

た遺族は、原因究明方法など事案取り扱

に関する知識がないのは当然であるが、

率直に言って殆どの事例で遺族は十分な

説明を受けていないと感じていたこと

は、現在の死因究明における専門職の在

り方に大きな反省を抱かせるものであ

る。特に医師からの十分な説明を受けた

実感は全くなく、解剖に関しても警察か



 205

ら説明を受けたのみであったご遺族が殆

どで、中には「解剖は避けたほうが良

い」と、小児科医に死後調査を放棄する

よう促されたご遺族すら存在していた。 

また今回のご遺族は、自身の体験を、

社会の在り方の改善に昇華させようと尽

力している方が多く、様々なご遺族同士

でこれまでにも対話を重ねてきており、

突発的な事態に対し標準的な対処法が確

立していないため、警察や行政の担当官

によって対応が著しく異なる実態を、語

っていただいた。死後検査に不満を感じ

た遺族が独自に調査をしたことで、よう

やく警察が調査を開始した事例もあっ

た。知らぬ間に調査が進められ、事案が

完結してしまっているとの体験も共通し

て語られた。突然に子どもを亡くされた

ご遺族にとって、そして何よりご家族に

看取られることなく亡くなったお子さん

にとって、「なぜ亡くなったのか」とい

う根源的な問いに答えることは、国家や

地域社会の義務といえるが、実際的には

十分に理解する場は提供されず、何があ

ったかを知りたいとの思いから、遺族が

独自に行動を起こさざる負えない状況が

作り出されている実態が語られた。 

事後調査結果の説明に関しても、ほと

んどのご遺族が、十分になされたとは感

じていない実態が語られた。特に、解剖

結果の説明は医学的知識が限定的な警察

官によって行われるため、ほとんどが

「伝達」にとどまり、説明により生じた

疑義の解消ができない状況があり、一方

で解剖結果報告書の開示を求めても開示

されることはない実態が語られた。犯罪

性が否定された後に執刀医に直接連絡を

取ったものの、警察から面談を止められ

たとの体験をしている遺族もおり、犯罪

が否定された場合には、解剖執刀医に説

明を求めることができる権利が保障さ

れ、執刀医には求めに応じる義務が発生

するような法の明示が必要である、との

遺族にとってみれば当然の要望が語られ

た。 

また調査がずさんであるといわざるを

得ない体験をした遺族もおり、特に保育

施設で発生した死亡例で、解剖を含めた

死後調査により SIDS と処理されたケース

で、後に関係者の証言から判断が覆り、

虐待（殺人）であったとの結論になった

事例も少数ながらいることを改めて今回

の座談会で確認した。ただし一般的に

は、鑑定書が作成された後に遺族が疑義

を唱えても、再鑑定が実施されるに至る

ことはほとんどなく、真実が明らかにさ

れていないとの思いを抱きながらグリー

フを抱えている遺族が存在していること

は、肝に銘じなければなるまい。既にな

された事後調査を再検証可能とするシス

テムも何らかの形で社会は担保すべきで

あるとの実感を持った。 

事案によっては、子どもの死亡に市役

所などの行政機関が関与することもある

が、このような場合に、ことさらに紛争

化を恐れて「裁判に関連することの言及

は控える」との前提で対応されることが

多いとの見解も語られた。事案に関与し

た当事者と遺族の接触を、保険会社や代

理人によって断たれてしまうことも、普

遍的に存在している。当事者と遺族の会

話の内容が、裁判に影響を及ぼすことを

懸念しての措置であろうが、我が子の死

という現実を前に、一方的に伝達された

解剖結果の解釈、警察への対応、行政へ
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の事故調査の依頼を行わなければならな

いのは、想像を絶する作業である。また

お子さんの死を無駄にしないという気持

ちからの再発防止策や事故予防の啓発、

同様にお子さんを亡くされたご遺族同士

の支援など、死後の問題に関する必要な

対応や取組は、社会として担保されてお

らず、全て遺族のエネルギーにより支え

られている状況がある。 

内閣府の提言により保育事案に関する

事後検証制度が開始された。しかし現実

的には全例で検証がなされているわけで

はない。また死因究明に関しては、深く

切り込む制度ではないため、報告書は概

念的な内容にならざるを得ないことも多

く、具体的で明確な再発防止対策を示し

がたい状況にあるという。このような制

度ができたことは大きな一歩といえる

が、情報共有の根幹が改善されたわけで

はないため、十分な制度にはなりえてい

ないようである。的確な予防施策の立案

は、死因究明と不可分であるという大原

則は、専門家ではなくとも理解できる問

題であり、この点をしっかりと反映でき

る制度に成熟する必要があるであろう。 

今回のヒアリングでは最後に、ご遺族

が抱えたグリーフに関して、社会的制度

としてどうあるべきかについての話題も

提供したが、その受け止め方は様々であ

った。このこと自体が、社会としてグリ

ーフサポートが身近でなく、議論が進ん

でいないことを表しているように思え

た。遺族と対話を重ねることには極めて

大きな意義があり、この点についても対

話を重ねて、CDR を社会実装する上での在

り方を明確化していく必要があると感じ

た 

D. 考察 

CDR は、死に至る危険因子を明らかに

し、予防対策を立案し提言することに大

きな力点が置かれる。今回の座談会に参

加していただいたご遺族の中に、所謂疾

患に伴う自然死のご遺族おらず、全員が

予期せぬ死亡でお子さんを失っており、

その多くが死亡に立ち会うことができて

いなかった。このような経過でお子さん

を失った場合、「なにがあったのかを知

りたい」と言うことは全ての遺族に共通

する第一の思いであることに何ら不思議

はない。死亡する蓋然性のない子どもが

亡くなった場合、その死が周囲に与える

インパクトは甚大である。このような事

態に陥るリスクは確率的に低いとはい

え、すべての国民に起こりうるものであ

り、それゆえに当事者にすべての負担が

かかるような事態になってはならず、社

会が適切に死因究明を尽くすシステムを

持たなくてはならない。しかしそのため

に尽力すべき医療システムは、子どもの

鼓動が止まった瞬間に、臨床医からその

究明を行うためのほぼすべての権利を奪

い、情報共有は限定的にしか許されてい

ない。実際、我が国では政府においても

地方においても、死因究明等そのものの

重要性が十分に認識されていない状況が

指摘されている 3)。結果として、地域や担

当者によって異状死体の取り扱いも千差

万別になってしまっている。死因究明の

目的は、社会正義の実現、公衆衛生の向

上、個人の疾病予防および病態や病因の

解明など公益のためと考えられている

が、遺族にとってはたった一つのかけが

えのない命が失われたのであり、何があ

ったのかを十分に理解することは、果た
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されなくてはならない当然の権利であ

る。この為には、全国に標準化された死

因究明制度の実現と実施するための施設

の充実が望まれる。 

死因究明制度が実施されても、それだ

けで機械的に予防施策が打ち出されるわ

けではなく、精度の高い検証も不可欠で

ある。特に乳幼児で発生頻度が高い突然

死の診断は、執刀者により大きな差があ

ることが報告されている 4)。突然死は明ら

かな診断根拠となる所見がないため診断

は極めて困難ではあるが、死亡メカニズ

ム解明や予防法の確立の観点からも、可

能な限り均一な診断が求められる。この

為には標準化された検査プロトコルの策

定と、検体を集約して検証する機関の設

置なども検討する必要があるが、まず死

後検査に関わる業務に従事する人材の養

成と資質の向上を図ることが不可欠かつ

根源的な解決につながる施策であろう。 

死因究明は遺族が死を受容するために

重要な役割を担っており、結果の説明は

平易で明快な説明が求められる。しか

し、異状死体は法医解剖が実施され、現

状では犯罪性や過失などが否定されて

も、解剖実施者が遺族と直接話すことは

なく、警察官が解剖結果を説明すること

が多く、また解剖所見を記した報告書は

原則非公開として遺族には開示されな

い。内閣府死因究明等推進計画検討会最

終報告書所においても、「犯罪捜査の手

続が行われていない死体に係る死因等に

ついては、第三者のプライバシーの保護

に留意しつつも、死因・身元調査法の趣

旨を踏まえ、遺族等の要望に応じ、書面

を交付するなど丁寧な説明に努めてい

く。」5)と死因究明によって得られた情報

の遺族への説明促進が明記されており、

司法解剖として実施し、明らかな犯罪性

が確認されなかった事例における解剖情

報の取扱いに対してのルール化が求めら

れる。 

遺族が死後検査方法や結果に疑問や疑

念を感じた時に、それらを実施担当者に

聞いてもらえる体制は現在、ルールとし

て存在してはおらず、臨床で見られるセ

カンドオピニオンに相当する制度も存在

しない。さらに直接死因究明に関与する

わけではない行政も、紛争を避けるため

に情報を提供しないという対応になって

しまう傾向にある。このような状況で遺

族は重要事項を隠蔽されているとの疑念

を抱かざるを得ない状況となり、明確化

の手段としての唯一の方法論である訴訟

に至る結果となる。遺族は何があったか

その真実を知りたいのであり、必ずしも

裁判を望んでいるわけではない。遺族は

裁判に負担を感じており、しなくて済む

ならしたくないと考えている。 

CDR は専門家と施策立案者とが多機関連

携で行うシステムであり、原則として自

由闊達な意見交換を担保するために、す

でに CDR の社会実装を果たした国では、

非公開かつ遺族参加は保証されないシス

テムとしているのが現状である。 

ただし諸外国の CDR では会合参加メン

バーに一般市民代表が入ることが明記さ

れているところもある。そのような一般

市民の目線を如何に CDR に反映させるの

かについても議論する必要がある。また

CDR の結果を、民事であれ刑事であれ、紛

争解決のための資料として活用されるべ

きでないとして、法的整理をしている国

が多く、本邦での社会実装の際にも、そ
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の点について慎重に議論していく必要が

ある。いずれにしろ遺族が疑義を抱えな

いような情報提供を可能とするシステム

の構築を目指さねばならない。 

 

E. 結論 

今回のヒアリングでは、CDR がこどもの

死を個人のレベルにとどめず、社会の問

題として共有し再発防止に資するもので

あるとの理解が遺族の間に共有されてい

ることは明らかになった。一方で、異状

死例が中心であったため、死因究明に関

する意見が大半を占め、わが国の死因究

明制度の問題点が浮き彫りになった。CDR

は登録された死亡診断の妥当性を検証す

る点から死因究明の一環ではあるが、所

謂死因究明とは目的が異なる。また、実

施された死因究明に対する異議申し立て

のための制度でもない。CDR は究極の死因

究明システムではなく、あくまでも既存

の死因究明システムの上に成り立つもの

である。CDR の社会実装に当たっては、

CDR 本来の目的と役割を啓発する必要性が

ある。 

また、CDR の第一義的な目的は、公衆衛

生学的な、将来の防げる死の予防であ

る。当然、CDR は亡くなった子どもの死因

究明を尽くすという概念は含まれるもの

の、「予防」という観点にことさらに

focus を当てることで、「私の子どもは予

防できなかった」という思いを強めるこ

とになりはしないかという懸念を、研究

者らは抱いていたが、全くの杞憂であっ

た。何が起こったかを知りたいととも

に、二度と同じことが繰り返されないよ

うにしてほしいというものが遺族の共通

する思いであり、CDR はグリーフを複雑化

するものではなく、軽減するものである

との確証を得た。 

ただしご遺族が抱えるグリーフは千差

万別であり、中には子どもを失ったこと

で父母間での葛藤が高まり離婚に至る事

例や、社会から孤立化し複雑悲嘆化して

いく例もある。子どもを亡くすという苛

烈な経験をした人を前に医療者はどうし

ていいのか明確な方法論を持っておら

ず、腫れ物に触るような対応になってし

まったり、逆に遺族のペースお構いなし

に、自説を語るような対応になってしま

っているケースも稀ではない。子どもの

死に向き合う CDR は同時に、子どもを亡

くした親にも向きあうシステムとして成

熟させていかなくてはならない。 

参加した遺族たちは、自身の経験だけ

でなく、同様の経験をした多くの遺族と

の接触によって浮かび上がった問題点を

話してくれた。したがって今回のヒアリ

ングで得られた遺族の経験は、決して特

殊なものではなく、我が国の遺族のおか

れた現状を反映していると思われた。 

我々専門家は子どもの死亡を数字でと

らえるという側面があることは否定しが

たい。2016 年に死亡した 18 歳未満の子ど

もの数は 4035 名である。この「子どもの

死亡数」を構成するのは、一人ひとりそ

れまでの生涯を過ごし、ご家族に囲まれ

てきた子どもである。ご遺族の葛藤から

学ぶことができない死因究明制度などあ

りえない。CDR を議論する上で、研究とい

う限られた場ではなく、継続的に対話を

重ねる機会が担保される制度の必要性も

明確になったといえよう。 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 
（主任研究者 溝口 史剛） 

  

分担研究 小児死亡時のグリーフケアの提供体制に関する研究 
        「医療現場におけるグリーフケアの提供の実際に関する研究」 

 

分担研究者 菊地祐子 東京都立小児総合医療センター 
子ども・家族支援部門 心理福祉科 

研究協力者 瀬戸真由里  東京都立小児総合医療センター 
             看護部 緩和ケア認定看護師 
 

研究要旨  

子どもの死を扱うチャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ）において、遺された家族に如

何にしてグリーフケアが提供されるか、というのは重要な課題である。遺族のグリーフが

複雑化されるのを防ぐというメンタルヘルス上の問題に留まらず、家族ケアを通して信頼

関係を構築し亡くなった子どもについてのより多くの情報を得ることは、ＣＤＲの精度を

高める上でも重要だからである。 

しかし、現状の小児医療では様々な要因から緩和ケアの理念が浸透しているとは言い切

れず、教育体制の充実や診療報酬上の問題など議論すべき点は多い。 

医療現場の遺族ケアは誰がどのような手順で提供されていくべきか、当院で行っている

グリーフケアをもとに考えたい。 

Ａ．研究目的 

現状、小児科領域における緩和ケアの

体制は十分なものとは言い難い。しかし

子どもの死を扱うチャイルド・デス・レ

ビュー（ＣＤＲ）を推進してゆく中で、

家族に対する緩和ケア、特にグリーフケ

ア（ビリーブメントケア）の提供は必須

である。さらに子どもの死に出遭ったと

き、医療者がどのように振る舞い、残さ

れた家族と如何に向き合うかということ

は遺族のメンタルヘルスの面からだけで

なく、患者家族との信頼関係を築き、Ai

や病理解剖を含むより多くの情報を得て

ＣＤＲの精度を高める上でも非常に重要

であると考えられる。 

子どもの死亡に際しグリーフケアが果

たす役割、小児医療において緩和ケアの

理念が発展するための体制について考え

ることが本研究の目的である。 

 

Ｂ．研究方法 

 自験例をもとに考察を行う。 

 

Ｃ．研究結果 

１）小児科領域におけるグリーフケア 

～当院での取り組み～ 

 小児科領域では成人医療に比べ死亡例

を経験することが少ないため、小児科の
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医療従事者は「死」そのものについての

対応に不慣れである。また、子どもの死

という峻烈な体験は遺族のみならず医療

従事者にとっても大きな衝撃となる。緩

和医療への理解と技術向上を目指すため

には医療従事者が「子どもの死」という

事象を心の傷としないことが重要である

と考え、当院では死亡事例の発生時に、

スタッフのグリーフカンファレンスを行

っている。 

 また、遺族がその後どのようにケアに

つながるかを試行錯誤した結果、院内の

緩和ケアサポートチームで遺族に渡すグ

リーフカードを作成し配布することにな

った。施行してから短期間であるためま

だ症例数は多くないが、この取り組みか

らケアにつながった遺族もある。 

 

２） スタッフへのグリーフサポート 

当院では院内死亡症例について、いわ

ゆる M&M（mortality & morbidity）カン

ファレンスとは別に、グリーフカンファ

レンス（振り返りの会）を行っている。

この会合は医療のエラーを導き出すこと

を目的とはしておらず、亡くなった子ど

もへの想いを皆で語り合い、その子ども

が存命中にしてあげられたことを確認し

あうことで現場のスタッフをエンパワメ

ントすることを目的としている。緩和ケ

アサポートチームに所属する精神科医ま

たは緩和ケアの認定看護師（専従）がフ

ァシリテーターを務めている。参加者は

主に看護師であるが、医師や臨床工学技

士など関わったスタッフは誰でも参加が

可能である。集中治療室で亡くなる子ど

もが多いため、そこでの開催が多いが、

一般病棟での死亡事例に対してもほぼ全

例で行っている。 

 

３）グリーフカードの配布 

 長期間の治療の甲斐なく亡くなった子

どもについては、医師や病棟スタッフと

の関係性が構築されており、また治療期

間中から臨床心理士や精神科医といった

メンタルケアを担うスタッフとの関わり

を持つ機会もあるため、グリーフケアに

つながりやすい傾向がある。しかし、突

然の事故や急激に死に至る疾患の発症な

どで、病院のスタッフと十分な関係性を

築けぬうちに亡くなった子どもたちにつ

いては、十分な遺族ケアが提供できない

ことが多く、課題となっていた。 

 子どもの死の直後には、遺族は茫然と

していたり、葬儀などの様々な手続きに

忙殺されたりして、子どもの死を現実と

して受け止められないことも多く、看取

りの現場に緩和ケアサポートチームが同

席できたとしても、急性期の悲嘆への対

応や実務的な手助けなどに終始してしま

うことがほとんどである。しかし、遺族

はしばらく時間をおいて様々な感情にお

そわれ、また「子どもの死」についての

悲しみを分かち合う相手がいないことや

周囲の理解が得られないことでさらに苦

しい思いを抱くことが多い。 

 そのために当院では、死亡退院時に遺

族にグリーフカード（資料 1）を手渡すよ

うにした。遺族は子どもを失った後に今

までに経験のない強い怒りや自責感、虚

無感といった感情を抱き、またそれが異

常なものなのではないかと悩み苦しむこ

とがある。強烈な感情を無理に抑え込

み、自分から切り離すことはメンタルヘ

ルス上の問題に発展しやすいため、グリ
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ーフカードには死別体験をした人に起こ

りうる様々な状態について、自然なこと

であり誰にでも起こりうることだという

心理教育的な内容を記載した。また、同

じ体験をした人と思いを分かち合える場

についての情報の提供と、当院でも死別

の痛みについてのケアができることを記

載し、連絡先を明記している。 

 運用については各病棟、救急外来にグ

リーフカードを常備し、看取りに立ち会

ったスタッフが死亡診断書と共にグリー

フカードを手渡すことにしている。子ど

もが亡くなり遺族にグリーフカードが渡

された場合には、緩和ケアサポートチー

ムの専従看護師または精神科医に連絡が

入るため、チーム内でグリーフケアに必

要な体制を整えることが可能となってい

る。また「グリーフカードを見て」と連

絡してきた遺族の電話が、院内でたらい

回しにならないよう、電話交換手をはじ

めとした医療従事者以外の職員にもグリ

ーフカードの存在を伝え、誰に取り次ぐ

べきかを明示している（資料２）。 

遺族から連絡があった際には、電話も

しくは来院しての相談となるが、子ども

が亡くなった病院に足を運ぶことが辛く

てできない場合には、地域の相談機関に

つなげることもある。面接のファースト

タッチは主に緩和ケア認定看護師が担っ

ているが、長期間にわたる食欲不振や睡

眠障害、自傷や自殺の兆しなど、精神科

医療の介入が必要な状態に至っていない

かどうかを、常にチーム内の精神科医と

共有しながらケアにあたっている。 

通常は１～２回の相談で終了となるこ

とが多いが、薬物療法を含む精神科介入

が必要となるケースも少なからずある。 

Ｄ．考察 
 CDR の実装にあたり、小児科領域でのグ

リーフケアについてスタッフケア、遺族ケ

アの提供についての一つの現実的なモデル

として当院での取り組みを例示した。 
医療スタッフについては、患者の死を口

にするのはタブーと感じていたり、自分が

悲しむことは職責上許されないと考えてい

たりしていたスタッフが、構造化された安

全な場で想いを分かち合うことによって、

子どもの死を受け止められるようになり、

現場でのラインケアが充実してきている実

感がある。それに伴い「看取りの技術」が向

上し、たとえわずかでも子どもと家族の残

された時間を充実したものにしようとする

取り組みが進んでいる。このことが直接的

に病理解剖等の承諾率に貢献しているかど

うか等の数値的なエビデンスを示すことは

困難であるが、我々医療者が緩和ケア、特に

看取りのケアに精通することは、ＣＤＲに

家族の協力を得ようとするときの必要条件

であると言える。 
遺族ケアについてはまだ始まったばかり

ではあるが、グリーフカードからご両親や

きょうだいのケアにつながるケースも、少

しずつ出てきている。しかし、ここで問題と

なってくるのが、誰がケアの担い手となる

のかということである。通常のグリーフで

あれば、ビリーブメントケアについての知

識を持った看護師や心理士が遺族への心理

教育的アプローチをしながら時が過ぎるの

を共に待つ役割を担えるであろう。しかし

複雑化したグリーフを扱ったり、うつ病の

発症など精神科的な対応が必要となったり

した際の対応も、常に考えておかねばなら

ない。総合病院や大学病院であれば、成人の

精神科や緩和ケア科と協力体制を作ること
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が現実的であろう。しかし、三次救急や高度

先進医療を担う小児専門病院の中にも、緩

和ケアチームや精神科が存在しない病院が

あるため、地域の医療機関や保健機関、ピア

サポートとも連携してケアの提供を行って

いく必要がある。 
緩和医療の理念は幅広いが、中でも End-

of- Life ケア、グリーフケアについて、小児

科領域の中でなお一層の意識向上や知識、

技術についての研鑽が行われること、医療

機関以外の機関と連携して遺族が死別の苦

しみの中に孤独に取り残されることのない

ようなシステムを構築することが、ＣＤＲ

の実装に向けて求められていると考える。 
 
Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 
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資料１：実際のグリーフカード 
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資料 2：グリーフカード運用フロー図 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性に関する研究 

（主任研究者 溝口史剛） 

 

分担研究  小児死亡時のグリーフケアの提供体制に関する研究 

「医療機関における小児死亡時のグリーフケア提供の現状と 

将来的な提供体制に関する研究」 

 

研究分担者 菊地 祐子  東京都立小児総合医療センター心理福祉科 

研究協力者 尾角 光美  一般社団法人 リヴオン 

  

 

研究要旨 小児医療の現場におけるグリーフケアの提供体制を確認するため、全国 962 か

所の医療機関を対象として、2016 年度・2017 年の対応状況のアンケート調査を実施した。

生前から関わりのあった小児の死亡事例では、予期死亡事例（予後不良疾患で入院してい

た小児、で死に至ることが予想されていた場合）では 20％の医療機関が死亡時、8%が後日

に、グリーフケアを実施していた。予期せぬ死亡事例であったが、生前に関わりのあった

事例では、当日支援が 16%、後日支援が 8%であった。生前の関わりが全くなかった予期せ

ぬ死亡事例では、当日支援が 17％、後日支援が 2%であった。生前の関与状況により当日の

支援提供状況は特に変わりはなかったが、生前にかかわりのあった事例では、より能動的

な提供である後日支援は増加していたといえる。 

提供しているグリーフサポートの種類数では、1種類のみと回答した病院が半数以上

（58%）で、その多くが個室の準備であった。死別後の反応やグリーフについての情報提供

（リーフレット配布など）、後日の電話、訪問を行っている病院は極めて少なかった。 

グリーフケアの提供体制に対して、73%の病院が「グリーフケアには専門性は必要である

が、現場のスタッフが最低限のサービスは提供できる必要がある」という見解を持ってい

た。なお「グリーフケアには専門性が必要で、あくまでも専門的スタッフが行うべき問題

である」と回答した病院が 6.5％あったが、それらの施設のうちの 88％は、対象とした 2

年間でグリーフケアの提供は皆無であった。提供体制を整備するために必要な事項の回答

を求めた設問では、「緩和ケアチームなどからなるグリーフケア提供体制」が 39%と最も多

く、「グリーフケアにつき学ぶ卒後医学教育の機会」が 28%で次に続いていた。 

今回のアンケート調査はそもそも各病院が年間で何件、小児死亡事例があったのかにつ

いては尋ねておらず、パーセンテージとしてはグリーフケアの提供状況をとらえられては

いないが、8割近くの病院がグリーフケアを提供していないと回答しており、実質的には医

療現場でその提供体制はほとんど整えられていないと判断される。CDR の体制整備を進める

一方で、遺族の気持ちがないがしろにならないための制度設計が求められる。 
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Ａ．研究目的 

子どもの死亡事例の検証は、遺族への負

担を強いる可能性があるものであり、実施

する上では、遺族への支援、グリーフケア

の体制を整えることは極めて重要である

（Garstang et al., 2014）。本研究では、小

児科の医療現場における現在のグリーフ

ケアの提供状況、また、Child Death Review

（CDR）を導入するにあたって、どのよう

なグリーフケアの提供体制が求められて

いるのかを明らかにするためにアンケー

ト調査を行った。 

小児科でどれほどグリーフケアが行わ

れてきたのかに関する調査は少ない。瀬藤

ら（2013）がハイリスク児フォローアップ

研究会に所属する小児科医ら321名を対象

にして行ったアンケート調査では、25.4%

の病院で遺族ケアの取組が行われていた。

内容としては、情報提供、遺族会、手紙の

送付などであった。遺族支援に関する何ら

かの研修を受けたことがある小児科医は 3

割にとどまっている一方で、遺族の心理や

ケアに関する研修があれば受けたいと回

答している率は 6割を越えていた。また半

数以上の医師が「遺族のケアに関するマニ

ュアル等が必要である」「遺族のケアには

精神科医などとの連携が必要である」と回

答していた。「小児科医が遺族ケアを行う

べきだと思うか」という問いに対しては

「とても思う」（57%）「少し思う」（32%）

「どちらともいえない」(10%)、思わない

(1%)という結果であった。一方で「思うが

現状としては難しい」という意見が 4割近

くあったが、その理由としては「時間的余

裕がない」「実際にどうすれば良いのかわ

からない」「現場の体制として難しい」「紹

介先がない」などが多く挙げられていた。 

今回の調査は、小児科医個人を対象とし

たものではなく、主に今後の提供体制に関

する考察を行うため、全国の小児死亡を扱

う可能性の高い病院あてにアンケートを

行い、実際の臨床現場において、どの程度

・どのようなグリーフケアが提供されてい

るのかや、提供体制に対する意識、体制整

備のために感じているニーズの調査を行

った。 

 

Ｂ．研究方法 

１）調査の手続きと方法 

日本小児科学会の教育研修施設、五類型

病院に加え、各都道府県の保健医療計画で

小児の救急輪番に参加している病院(保健

医療計画が HP上に開示されていない都道

府県においては、小児科のある救急告示病

院)の計 962 施設を対象に、2018 年 2 月に

郵送法によるアンケート調査を行った。 

２）質問紙の項目 

 質問紙の項目は以下の通りである（詳細

は本報告書末尾に添付した） 

(1) グリーフケアの提供数 

(2) グリーフケアの内容 

(3) 医療現場でのグリーフケア提供体制

にする考え方 

(4) 体制整備のために必要な事項 

(5) 子どもの死亡事例検証制度を医療現

場に導入するにあたり、遺族への支

援、グリーフケアの観点からの意見 

  

(1)の設問では、2016 年・2017 年の 2年

間でグリーフケアを提供した事例数を、

「生前の関わりの有無」と「死が予期しえ

たか否か」の観点で回答を依頼した。 

(2)の設問では、その内容について、当

日支援：「個室の準備」「グリーフ反応に
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関する情報の提供」「遺族会に関する情報

の提供」、後日支援：「お別れ会の実施」

「後日の電話サポート」「後日の手紙サポ

ート」「後日の訪問サポート」、「その他」

から選択式（複数回答可）で尋ねた。 

(3)の設問は、臨床現場のスタッフのグ

リーフケアに関して要求される専門性を

どのようにとらえているのかを把握する

目的で実施した。 

(4)の設問では、「緩和ケアチームを活

用した提供体制整備」「グリーフサポート

の保健診療点数化」「グリーフケアに関す

る卒後医学教育」「グリーフに関する情報

提供資材の配布」「医療者以外のグリーフ

ケアサービス提供体制の整備」「その他」

の 6項目の中で優先順位をつけてもらっ

た。 

 なお設問に回答してもらうにあたりグ

リーフケアの定義を「死別に伴う反応や影

響（グリーフ）を念頭において、遺族に必

要な支援を届けること」と表記した。 

 

 

Ｃ. 結果 

アンケートを送付した 962 施設のうち

416 施設から回答を得た(アンケート回収

率 43.2%)。 

 

(1) グリーフケアの提供数 

 2016 年度、2017 年度に死亡した 18 歳未

満の小児につき、「①予後不良疾患で入院

しており、死に至ることが予想されていた

事例」「②死に至ることは予期されていな

かったが、基礎疾患があり生前の関与があ

った事例」「③予期せぬ死で治療者がその

死に際し初めて関わった事例」「④不詳（ど

れに該当するか不明）の４事例ごとに、当

日の支援、後日の支援に分け、支援提供数

を集計した（表１）。 

小児の死亡当日、何らかの支援を行った

病院は①で 20%、②で 16%、③で 17%であっ

た。後日の支援に関しては、①②ともに 8%

のみであった。③ではさらにその割合は低

く、提供していた医療施設の割合は 2.3%

にとどまっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１：グリーフケアの提供割合
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(2) グリーフケアの内容 

 行ったグリーフケアの内容結果を下記

に示す（図 1,表 2）。半数以上の病院が提

供しているのは 1 種類であった。1種類の

みと回答した病院 86件中 70件の行ってい

たのは個室提供であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１   行われたグリーフケアの種類数と

回答病院割合 
 

 

 

表２  行われたグリーフケアの種類と回

答病院数 

グリーフケアの種類で見てみると、個室

を準備した病院は 128 件（49%）だった。

またグリーフの反応についての説明やリ

ーフレットなど情報提供を行った病院は

28 件、後日電話をした施設が 24 件と個室

準備に次いで多かった。その他「スタッフ

や担当者との信頼関係を築き、感情を表出

できる雰囲気づくりを心がけること」「亡

くなった子、家族との過ごす時間（写真・

ビデオ撮影等）」「死亡１年後の命日に何

らかの形で両親へ」「小児癌の患者さんに

はチャイルド・ライフ・スペシャリストが

個人的にご兄弟のケアを中心に後日に支

援している。また、グリーフケアを行う医

療者以外への団体に関するパンフレット

を配布している程度しかできていない」

「年に一度『星祭り』を開催して、亡くな

った児を偲んでいる。遺族の自立的な活動

に対して医療者が場を提供し、参加する形

にして 23年続いています」という内容が

挙げられていた。 

 

(3) 医療現場のグリーフケア提供体制に

対する考え方 

「医療現場でのグリーフケア提供体制に

つき、ご自身の考えに最も近いものにチェ

ックを付けてください」という設問に対し

下記の３つの選択肢とその他（自由記述）

を用意した。 

 

A. あくまで現場主体、精神医学的問題

(複雑悲嘆/PTSD)に発展したら専門家

につなげるべきサービスである 

B. 現場主体でなくてよいが、現場も最低

限のサービス提供ができるべき 

C. あくまで専門家が提供すべきサービ

スである 

支援のタイプ 病院数 

A 個室 128 

B 説明 28 

C 遺族会 12 

D お別れ会 3 

E 電話 24 

F 手紙 13 

G 訪問 14 

H その他 41 
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その結果、回答の内訳は、A.77 件(19%)、

B.294 件(73％)、C.25 件（6%）で、その

他が 6 件(1%)であった（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 医療現場のグリーフケア提供体制に

対する考え方 

 

 

C の 25 件のうち、22 件は、問 1で一度も

支援を提供していない病院であった。 

 グリーフケアに専門性は必要であるが、

現場のスタッフが最低限の支援を提供で

きる必要があると考えた医療機関が最も

多かった。 

 その他の意見には「CDR は必要だと思い

ます。グリーフケアもできればよいが地域

から見てそれが優先度の高い保健とは思

えないし、それが行き逢えるのにどのくら

いの人材育成が必要か。優先的な問題は他

にたくさんあります」や「Ｂが理想的と思

いますが、件数がとても少なく当院ではサ

ービスの提供の質の確保は難しいと思い

ます」といった、優先度や質の確保に関す

る記述があった。また、「グリーフケアは

現場のスタッフが提供し、家族が希望すれ

ばいつでも専門家は紹介できる環境や情

報提供が必要」「ある程度ガイドラインな

どがあると良い」といったような記載もあ

った。 

 

(4) 提供体制の整備に必要なこと 

問３で挙げたグリーフケアの提供体制

を整備するために必要な事項について、問

４では下記の中から優先順位を尋ねた。 

 

a. 緩和ケアチームなどを中心とした体制

整備  

b. グリーフケアの保険診療の点数化 

c. グリーフケアの卒後医学教育     

d. グリーフにつき記した情報提供資材 

e. 医療者以外のグリーフケア提供体制の

整備（行政サービス・NPO・宗教者など 

f. その他 

 

問３で回答した項目別に、回答割合につ

いて次ページの図４に提示した（以下、A

群、B群、C 群と呼称する）。 

 

 いずれの群もaの緩和ケアチームなどを

中心とした提供体制整備を第一義として

挙げ、その割合は３割を越えていた。特徴

的であったのは、C群の回答者では A・B

群の回答者に比して、bの保険診療の点数

化を挙げた割合が高く(36%)、逆に、c の卒

業教育を挙げた割合が極めて少なかった

(5%)。また e.の情報資材の提供も、A・B

群の回答者では 16-17%の割合であったも

のの、C 群の回答者では 5%と低い割合であ

った。 
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図３ グリーフケア提供体制の考え方別、施策優先割合 

 

 

(5) その他の意見 

 瀬戸ら(2013)の調査でも半数以上が回

答していた、「遺族ケアを行うべきと思う

が現状としては難しい」という意見は、問

5 の自由記述欄でも複数の回答者によって

書かれていた。マンパワーの不足につい

て、また、研修や教育、情報提供資材の重

要性や、インセンティブなどによる強化の

必要性が意見としては多かった。   

意見の一部をここに紹介しておく。「急

性期病院としては保険点数やインセンテ

ィブにないと強化しにくい部分である」

「主に二次救急を担当しています。 SIDS

が生じた時に家族の心のケアができたら

と思いますが、現場においてはそこまで気

配りする余裕がないのが現状です」。 

 マンパワーの面では「チャイルド・ライ

フ・スペシャリスト」や「心理士」、「宗

教チャプレン」を活用して家族やきょうだ

いのケアに関わっている事例を報告して

いる病院もあった。 マンパワーに限界が

あるゆえに、医療者以外の関わりを求める

声があった一方で、遺族への支援は信頼関

係が築けている「直接関わった医療スタッ

フが行うべきである」といった声もあっ

た。これについては他にも「予期せぬ死の

場合はグリーフケア専門スタッフの対応

でよいが、長期入院者で予期されていた死

についてはこれまでの主治医やスタッフ

とのつながりが（精神的に）強く、死に至

った時（または、直前から）専門スタッフ

に急に精神的ケアをチェンジするのは困

難と思います。専門スタッフが関わるな

ら、状態の良い時から頻繁に関わらなけれ

ば、患者家族のニーズは埋められないと思

う」といった意見もあった。 

 

Ｄ．考察 

 まずグリーフケアの提供状況であるが、

生前の関わりがあったケースで死が予期

されていた場合は、20%の病院が当日の支

援を行っていることから、先行研究の
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25.4%(瀬藤 他、2013)に比較的近い率で支

援を提供していることがわかった。もちろ

ん瀬藤らの研究は当日と後日を含めての

数字であることと、小児科医個人に聞いて

いるものなので、単純に比較はできない

が、いずれにしても8割近くの医師または、

小児科の現場においてグリーフケアが提

供されていないことが確認できた。 

 さらに、後日の支援に関しては、生前の

関わりの有無に関わらず、支援がほとんど

提供できていないことがわかった。専門的

な知識や研修もなく、また診療手数も加算

されない中で、後日の支援まで行うのはと

りわけ難しいのかもしれない。そのような

中で、遺族会を後日に行っている 12 の医

療機関は、どういった過程を経て、開催に

至ったのか、また運営が可能になっている

のだろうか。そうしたことを掘り下げて、

質的な調査により研究することでロール

モデルが見えてくる可能性がある。本研究

は医療者側の視点であるが、医療機関によ

る後日の支援を望む遺族がどの程度いる

かは、日本の研究では明らかになっていな

い。Garstang らが実施したシステマティッ

ク・レビューにおいて明らかになったの

は、遺族が子どもの死因について、死亡当

日はあまりに動揺していたために情報を

理解することができず、後日フォローアッ

プ支援の約束を取り付けていたという事

例が多くあったということだ

(Garstang,2014)。もちろん、遺族の中に

は病院を再び訪れることはトラウマ的な

記憶から困惑することもあると報告され

ている（McHaffie et al., 2001; Macdonald 

et al.,2005）。しかし、子どもを亡くし

た遺族会「小さないのち」を 1999 年に立

ち上げ、運営を続けてきた代表の坂下は会

が実施したアンケートから「看取った病院

と連絡を取りやすくする方法があれば」と

考える遺族は 78人中 73人(94%)もいた（坂

下, 2006）。 

 また、死因についての説明や情報が不十

分な場合、病院側に不都合があって意図的

に隠されているのではないかと遺族が思

うことがあるということも、複数の研究か

ら判明している(Garstang,2014)。今回の

調査により、とりわけ生前の関わりがない

現場ではほとんど後日の支援ができてい

ない状況がわかったが、後からでも、遺族

らが死因について、十分な説明を受けられ

るよう、せめて連絡先を伝えることが重要

である。英国で配布されている遺族向け

Child Death Review のパンフレットには１

ペーにジ目に Your Local Contact is（あ

なたの地域の連絡先は）という言葉と共

に、ページの 1/3 をつかって四角い囲みが

あり、配布する人が書き込める形になって

いる（The Lullaby Trust, 2013）。こう

した連絡先を伝えておくことも遺族をサ

ポートする上での重要な視点であること

は制度設計上で、意識される必要がある。 

 

 提供しているグリーフケアの内容につ

いては、先行研究（瀬藤ら, 2013）の結果

とはかなりの違いがあったが、これは、サ

ンプル対象が特定の組織（ハイリスク児童

フォローアップ研究会）に関わる医師個人

と、本研究は病院機関全般という違いがあ

るため、セレクションバイアスがかかって

いる可能性もあり、単純比較はできない。

瀬藤らの研究では、個室の準備については

聞いていなかったが、所属機関で遺族ケア

を「行っている」と回答した 33 名のうち

情報提供が 60.6%（20 人）、遺族会が 33
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％（11人）、手紙送付が 24.2%（８人）と

いう結果が出た。本研究では情報提供

11%(28 件)とかなり情報提供を行っている

数が極めて少なかった。個室の提供が最も

行いやすい遺族の支援ではあるが、情報提

供も、その他の支援に比較すると取組みや

すいものである。それにも関わらず、今回

の調査では支援を行っている病院のうち

の１割程度しか行っていない現状が明ら

かになった。施設の方針としては行ってお

らず、医療者個人としては提供している可

能性もあるだろう。今後、質的調査などに

より明らかにしていきたい。 

 問 3の回答からは、現場の人間が最低限

のケアを提供できることが望ましいと考

えている機関が最も多いことがわかった。

「最低限の」をどこまでと認識しているか

については差があるかもしれないので、中

身はさらなる調査などで検討が必要であ

る。 

  問 3で現場のスタッフが優先的にグリー

フケアを提供すべきだと回答した人たち

は「卒後教育の機会」を優先度 1位に選ん

だ人が多かった。緩和ケアなどの専門スタ

ッフのみではなくて、現場のスタッフ全員

が身につけておく必要性から選んだと思

われる。 

 問 4の回答の結果を見る際に、注意をし

なければいけないのは、少ない比率のもの

だからといって、それを「重要でない」と

考えているかどうかは不確かであるとい

うことだ。「現実的に可能であるかどうか」

について考慮した上で、「重要とはわかっ

ているけれど、難しいそうだ」という判断

から優先度を下げている可能性があるこ

とを考慮しなければいけない。 

  

F.結語 

 今回得たデータを比較できる対象の研

究が極めて少ないため、データを解釈する

よりも、報告することが主となった。今後、

チャイルド・デス・レビューが本格的に制

度化されるのであれば、 制度実施後、一

定期間を置いて同様の調査を行い、グリー

フケアの提供状況の変化を観察すること

は重要であろう。また、8割近くの病院が

グリーフケアを提供していないと回答し

た理由については、今後より詳しい背景を

調査することが望ましい。 

 今回のアンケート調査はそもそも各病

院が年間で何件、小児死亡事例があったの

かについて尋ねていなかったため、今後の

調査において、改善の必要がある。 

 誰が担うべきなのかの議論は、遺族側か

らの視点も取り入れながら、生前の関わり

の状況なども考慮しながら、丁寧に見てい

く必要があることがわかった。 

 モデルケースの分析なども有効であろ

うと思う。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 



225 
 

参考文献 

 坂下裕子, 2006. インフルエンザ脳症

におけるグリーフケアの必要性. 日本

小児科学会誌 110, p.1644-1647 

 Garstang, J., Griffiths, F. & 
Sidebotham, P., 2014. What do 
bereaved parents want from 
professionals after the sudden death 
of their child: a systematic review of 
the literature. BMC Pediatrics, 14(1), 
p.269. 

 Macdonald ME, Liben S, Carnevale 
FA, Rennick JE, Wolf SL, Meloche D, 

Cohen SR., 2005. Parental 
perspectives on hospital staff 
members’ acts of kindness and 
commemoration after a child’s death. 
Pediatrics, 116(4), p.884–890.  

 McHaffie, H E, Laing, I A & Lloyd, D 
J, 2001. Follow up care of bereaved 
parents after treatment withdrawal 
from newborns. Archives of Disease 
in Childhood, 84(2), pp.F125–F128. 

 The Lullaby Trust, 2013. Child 
Death Review – A guide for bereaved 
Parents and Carers. London 

 

 

 



226 
 

小児死亡時のグリーフケア提供の現状と将来的な提供体制に関するアンケート調査 

 

病院名                  連絡先(☎ or ✉)                   

 

回答の担当者名                    所属・役職                        

 

 

■問 1：貴院で発生もしくは対応した死亡事例数、ならびにグリーフケアの提供状況について 

貴院で 2016 年、2017 年に死亡した 18 歳未満の小児につき、「①予後不良疾患で入院しており、死

に至ることが予期されていた事例」「②死に至ることは予期されていなかったが、基礎疾患があり

生前の関与があった事例」「③予期せぬ死で、治療者がその死に際し初めて関わった事例」に大き

く分け、ご遺族に提供したケアの件数を教えてください。0件の場合もご記入ください。 

 

 2016 2017 

 当日の支援 後日の支援 当日の支援 後日の支援 

①予期されていた死       件       件        件       件 

②予期せぬ死で、生前の関与あり       件       件       件       件 

③予期せぬ死で、生前の関与なし       件       件       件       件 

④不詳（どれに該当するか不明）       件       件       件       件 

合計       件       件       件       件 

 

■問２：行ったグリーフケアの内容について下記にあてはまるものに✔をお願いします 

□A死亡後の個室の準備 

□B死別後のグリーフの反応（心理、身体、社会的影響）についての説明、リーフレット配布など 

□C遺族会の情報提供  □Dお別れ会の実施    □E 後日、お電話   □F 後日、お手紙 

□G 後日、訪問 

□H その他（                                 ） 

 

 

下記の設問において 

 グリーフケアとは… 

 死別に伴う反応や影響（グリーフ）を念頭において、遺族に必要な支援を届けること 

と定義いたします。 

例）個室の準備、死別後のグリーフの反応（心理、身体、社会的影響）についての説明 

  遺族会の情報提供、後日、お別れ会の実施、改めてお電話やお手紙、訪問など、 
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■問 3：医療現場でのグリーフケア提供体制につき、ご自身の考えに最も近いものに✔を付けて 

ください 

 

□ A グリーフケアはあくまでも現場のスタッフが優先的に提供すべきサービスであり、精神医学 

      的な問題（複雑性悲嘆、PTSD）に発展した場合に、あらためて専門家に紹介すべきである 

□ B グリーフケアには専門性は必要であるが、現場のスタッフが最低限のサービスは提供できる 

      必要がある 

□ C グリーフケアには専門性が必要で、あくまでも専門的スタッフが行うべき問題である 

□ その他（                                         ） 

 

■問３：上記の体制を整備するために必要な事項につき、優先度の高いものを以下から 2つ選択し

て✔して下さい 

 

□a.緩和ケアチームなどからなるグリーフケア提供体制  

□b.グリーフケアの保険診療の点数化 

□c.グリーフケアにつき学ぶ卒後医学教育の機会     

□d.グリーフにつき簡便に記した情報提供資材 

□e.医療者以外のグリーフケアサービス提供体制の整備（行政サービス・NPO・宗教的な関わりなど） 

□f.その他（                                      ） 

 

■問 4：チャイルド・デス・レビューを医療現場に導入するにあたり、ご遺族への支援、グリーフ

ケアの観点から何かご意見があればぜひお聞かせ下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上になります。ご回答いただき、誠に有り難うございました。 

（同封の返信封筒でご返送をお願いいたします） 
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Ⅲ．講習会報告 
 

 
 
  



. 
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厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業） 

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する研究 

（主任研究者 溝口 史剛） 

 

講習会報告書 「小児死亡時対応講習会」 

 

主任研究者 溝口史剛  群馬県前橋赤十字病院小児科 

研究協力者 仙田昌義  総合病院国保旭中央病院小児科 

 

 

研究要旨 

小児の死亡事例は、成人に比し発生自体がまれであり、一人当たりの医師の対応スキル

が積みあがりにくい状況にある。それゆえ現在の小児死亡事例の対応のありようは、各

地域・各病院でバラバラであり、死因究明のための取り組みや、子どもの死から学んだ知

見の社会還元への取り組みがが、適切に提供されているとはとても言えない。 

今回、小児死亡時にどのように考え、どのように臨床実践するのかの知見や意識を深め

ていくため、日本小児科学会子どもの死亡登録検証委員会（以下、委員会）と合同で「小

児死亡時対応講習会」を開催した。またこの講習会では、現在やはり委員会と合同で実施

している、小児死亡の後方視的検証の研究への参加を促進する役割も帯びたものとして

実施した。その内容は、「１．身体所見の取り方と提出すべき検査」「２．死亡に際しての

家族対応」「３．死亡診断書の記載方法・司法との連携」「４．グリーフケア」「５．子ど

もの死亡登録検証について」であり、それぞれの講義や全体を通した感想や意見について

講習会後にアンケートを実施した。全国から小児科医が参加し、講義内容自体は 80％以

上がわかりやすかっと回答し、70％以上の参加者が今後活用できそうと回答していた。な

お、このような講習会は本邦初と考えられ、今後更なるブラッシュアップを行いながら、

定期的に開催し、全国的に多くの地域でのチャイルド・デス・レビューの社会実装に向け

た議論が促進することに貢献したいと考えている 

 

 

 

A. 研究目的 

小児の死亡事例は、成人に比し発生自体

がまれであり、一人当たりの医師の対応ス

キルが積みあがりにくい状況にある。それ

ゆえ現在の小児死亡事例の対応のありよう

は、各地域・各病院でバラバラであり、死因

の解明に至らない事例が多々ある。 

小児の死亡事例の多くは、小児科を標

榜する医療機関が対応しており、小児科

医がその対応実務に携わることが多い。

しかし小児科医に広く汎用されている小

児死亡時対応プロトコールは現時点では
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存在しておらず、死亡時検査、問診、家族

対応は手探りの状況で行われているのが

実情である。 

いわゆる異状死の場合、警察への届出

が行われているわけであるが、地域によ

っても司法の対応状況は様々であり、適

切な検視に基づき、解剖の有無の判断や、

解剖をする場合の司法解剖・新法解剖・行

政解剖への振り分けの適切性について、

臨床医と警察側の連携体制も不十分であ

るゆえに、フラストレーションを抱える

状況になってしまう事例も垣間見える。 

一方で臨床医側も、警察側の疑義に丁寧

に答えることができているかと言えば、そ

うとも言い切れないのが実情であろう。こ

のような状況を打破し、、多機関が協働し死

因究明に互いに不全感を感じることのない

ような連携体制を構築し、遺族へ最大限の

配慮を提供しつつ、その死から学びを得た

知見が十分に社会還元される制度としてい

くためには、様々な取り組みが必要となる

が、個々の担当者の専門職としての個人的

スキルや意識やモチベーションを上昇させ

るうえで、学びの場が確実に提供されるこ

とは、極めて重要と考えられる。 

今回、そのような場として「小児死亡時対

応講習会」を設定し、その内容の妥当性につ

いて、受講者の受講直後にアンケート調査

を実施した。 

 

B. 研究方法 

 

「小児死亡時対応講習会」は以下のような

形で開催された。 

【開催日時】2018 年 3月 3 日（土）10：

25～17：30 

【会場】フクラシア品川（高輪口） 

【募集人数（100 名）】 

＜日本小児科学会地方会枠＞ 

・都道府県の各地方会毎に 1名 

・実務者レベルの日本小児科学会専門医 

＜一般枠＞ 

・日本小児科学会専門医 

・死亡診断書を記載する実務者 

【参加費】5,000 円 

【プログラム】 

1. 身体所見の取り方と提出すべき検査

（45分） 

2. 死亡に際しての家族対応（45 分：グル

ープディスカッションあり） 

3. 死亡診断書の記載方法・司法との連携

（90 分：死亡診断書記載の実習あり） 

4. グリーフケア（30分） 

5. 子どもの死亡登録検証について（90分：

登録方法の実習＋模擬レビュー） 

 

C. 研究結果 

「小児死亡時対応講習会」の開催結果は以

下の通りである 

 

【参加者のプロフィール】 

 受講者数：83 名（日本小児科学会地方

会枠 25 名 一般枠 58 名） 

 年齢：20代 1名 30 代 27 名 40 代 29

名 50 代 17 名 60 代 3名 不明 3名 

 性別：男 52 名 女 20 名 不明 8名 

 職種：病院勤務医 75 名（うち小児科

医 70名、小児科兼救急医 3名、救急医

2名） 開業医 1名 その他 4名 

 所属先都道府県：図１参照 
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図 1 「小児死亡時対応講習会」参加者 所属先都道府県 

 

 

 

 

【各プログラムについて】 
１．身体所見の取り方と提出すべき検査 

講義担当：横浜労災病院こどもセンター  
小児科 佐藤厚夫 

 本講義では、心肺停止状態で病院に搬送

された小児が蘇生処置に反応せず、または

そのまま死亡確認となった場合を想定し、

死因を究明するため、あるいは死因究明の

ための情報を警察や解剖医に伝えるため

に、医療者がどのような視点で身体所見を

取り、どのような検査を提出すべきか、を

解説した。 
 まず、身体所見においては、全身所見・栄

養および発達状態・特記すべき局所所見を

記録する。損傷があれば、位置・性状と形・

大きさと深さ・経過時間（推定）を記録し、

可能であれば写真撮影を行う。角膜混濁・体

温降下（直腸温の経時的記録が参考にな

る）・死斑・死後硬直の早期死体現象に注意

する。早期死体現象を評価することにより、

蘇生の可能性や病歴の合理性が判断できる。 
 検査においては、基幹病院への予備調査

により、病院あるいは担当医ごとに実施さ

れる検査項目にばらつきのあることが明ら

かになった。本講義では、検体検査・画像検

査・特殊検査（保存検体）に分けて、有用と
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考えられる検査項目メニュー案を提示した。

この中で、画像検査においては、単純 X 線・

CT・MRI 検査それぞれの長短所を解説した。

特殊検査においては、検体別にその検査目

的・検体保存方法・検体提出機関（例）を提

示した。本講義を参考にすれば、原因不詳の

小児死亡事例に際して、担当医は標準的な

検査を実施することができる。 
 最後に、「乳幼児突然死症候群診断のため

の問診・チェックリスト」の使用するなどし

て、解剖医と十分な連携をとることを励行

し、講義を終了した。 
 講習会終了後の受講生アンケートによれ

ば、「とても分かりやすかった」40%、「分か

りやすかった」58%、「今後に活用できそう」

83%と高評価を受けた。それぞれの受講生

が自施設にもどり、本講義の内容を他医師

と共有することにより、小児死亡事例に対

する身体診察・検査の施設内および施設間

標準化、ひいては不詳死の死因究明の推進

が図れるものと期待される。 
 

＜本講義のアンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．死亡に際しての家族対応  

～情報の「収集」と「提供」の在り方～ 

講義担当：函館中央病院 小児科 

石倉亜矢子 

突然に子どもが死亡した際の真実の探求

は、権利擁護における「最後にして最大の

機会」であることをしっかりとうけとめな

がら①まずは救命に努める②「何があった

のか」という疑問に最大限応えるための検

査・診察③チェックリストを用いグリーフ

にも配慮しながら別室で関係者から情報収

集④死亡原因究明の手段としての解剖（病

理解剖および異常死の場合には警察に届け

出したのちの司法解剖）についての説明の

流れを丁寧に行うことを提案した。院外

CPA 事例に遭遇した際の対応は地域や施設

ごとのバラつきが予想されたため、グルー

プディスカッションに時間を割き、参加者

どうしの生の情報交換の場を設けた。死亡

直後に原因究明のための解剖について考え

るための情報を提供することが残された家

族にとってのグリーフの第一歩となるとと

もに、医療者側も解剖に対する知識を身に

着け、偏見のない情報提供に努めることが
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重要と考えた。繊細な情報収集とバランス

のとれた情報提供により、原因究明に一歩

近づく家族対応について考える場となっ

た。 

 

＜本講義のアンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．死亡診断書の記載方法・司法との連携 
講義担当：東京大学大学院医学系研究科  

法医学 千葉文子 
小児科臨床医にとって馴染みの薄い法医

学の、主に Child death review（以下 CDR）

に関連すると考えられる以下の項目につい

て概説した。 

 

 解剖の種類 

CDR の実施に際し正確な死因は必要不可

欠であり、死因の判定には解剖情報が不可

欠であると考えられるが、まず解剖の種類

について整理が必要と考えられた。 

臨床で実施される病理解剖と法医解剖の違

い、さらに法医解剖に含まれる司法解剖、死

因・身元調査法解剖、行政解剖（監察医解剖

及び条例等による承諾解剖）について、根拠

となる法律、対象となるご遺体、解剖実施の

決定者、解剖実施者や施設の要件、同意取得

の要否、解剖の目的や解剖結果の取り扱い

（結果の開示の可否）などについて解説し

た。 

 

 警察届出後の流れ 

外因死及び不詳の死、及びこれらの疑い

のある死については医師法 21 条に基づき

警察届出の対象になり、同時に多くが CDR

の対象に含まれると考えられる。警察届出

後の流れや解剖決定の流れについて解説し

た。同時に、本邦が世界的に見ても低い解剖

率である（対人口死亡率が同程度のいわゆ

る先進国と比較して、日本の解剖率は 5 分

の 1 以下）ことに加えて、国内においても

大きな地域間格差があることを紹介し（警

察取扱死体数に対する法医解剖率の比較に

おいて、全国平均が約 13％であるのに対し
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1 桁前半の解剖率の地域が少なくなく、都道

府県単位の地域間比較で最大で約 35 倍程

度の解剖率の差がある）、現行の制度下では

適切な死因診断に基づく CDR 実施が困難で

ある懸念があることを示した。 

 

 法医解剖について 

ご家族へ解剖の説明をするに際し、実際

の法医解剖がどのように行われているかを

知ることは有用であると考え、法医解剖の

流れについて概説した。大学間で差異が大

きいと考えられるため、担当者の所属する

東京大学及び千葉大学における法医解剖の

流れを紹介した。 

 

 警察届出、死亡診断書（死体検案書）の

記載について 

前述するように CDR の対象となるべき事

例の多くが警察届出の対象になることが推

測され、適切な警察届出が必要になると考

えられるが、どのような事例を警察届出す

べきかには臨床現場で混乱があることを踏

まえ、法医学会によるガイドラインをもと

に解説した。 

また、死亡診断書の記入に関する一般的な

注意事項、死亡診断書と死体検案書の使い

分け、混同されることの多い原死因と直接

死因の区別や死因と死因の種類の区別につ

いて解説した。そのうえで、解剖事例を用い

て、提示された臨床情報から参加者に死因

（直接死因及び原死因）、死因の種類、鑑別

を問い、解剖結果と照合するグループワー

クを 2例行った。 

 

 

 

＜本講義のアンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．グリーフケア 

講義担当：四国こどもとおとなの医療 
センター小児科  木下あゆみ 

①目的 

 私たち医療者は、これまで関わりがなか

った患者で、心肺停止で搬送された事例の

場合は特に、蘇生行為や死亡確認が済めば

それで終わりと思っていないだろうか。 

 Child death review（以下 CDR）は次の予
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防しうる死を予防するためだけではなく、

今我が子の死亡に直面し「なぜ、亡くなった

のか？」「私が悪かったのか？」など様々な

感情を抱える遺族の知る権利・立ち直りの

ためにも必要である。また、真摯に遺族と向

き合い、グリーフ（悲嘆）ケアを通じて、CDR

に必要な正確な情報が得られることもある。

CDR においてなぜグリーフケアが必要なの

か、グリーフケアの実際などについて講義

を行った。 

②講義内容 

まず、最初に「グリーフケアとは何か？」

「実際にグリーフケアを行っているか？」

「家族対応で困っていること」等を参加者

同士でディスカッションをしてもらった。 

グリーフとは「大切な人、ものなどを失う

ことによって生じる、その人なりの自然な

反応、感情、プロセス」であり、人によって

感じ方や心身に及ぼす影響などは違うこと、

また、時間とともに徐々に回復するのでは

なく、喪失と回復を揺らぎながら経過して

いく「喪失と回復の二重過程モデル」につい

て説明した。記念日や思い出の品に触れた

りすることで何十年もたって悲嘆にくれる

こともあるが、私たち支援者が、その揺らぎ

があることを知っておく必要がある。 

グリーフは、医療機関に搬送される前か

ら始まっている。不安や動揺を示す家族に

対し、「家族が待機する個室を提供」「経過を

こまめに説明する」「同じスタッフが対応」

すること等に気を付ける。死亡確認後は「患

児と家族との時間を提供」「検視・剖検時の

流れの説明」「グリーフカードを手渡す」な

どを行う。 

その後、家族の意向に沿いながら遺族ケ

アを行っていく。「死因についての医学的な

説明」を行うことはもちろんであるが、「遺

族会や保健センターなどの社会資源・情報

の提示」「今後遺族が経験するであろう『悲

嘆のプロセス』を説明」し、「複雑性悲嘆」

があれば精神科への受診を考慮する。グリ

ーフカードは、今後感じるであろう不安や

悲しみは当然のことであること、改めて話

を聞きたくなった時の窓口、また家族会や

相談機関についてのサイトなどが記載され

たカードである。急性期に医療機関でゆっ

くり話をすることは難しいと思われるため

活用していただけたらと思う。 

グリーフケアにおいて最も大切なことは

傾聴である。「求められてないのに自分の意

見を言わない」「遺族の言葉を真摯に聴き、

ありのままを受け止めること」を強調して

終了とした。 

 

＜本講義のアンケート結果＞ 
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５．子どもの死亡登録検証について 

講義担当：名古屋大学救急科 
沼口 敦 

＜概要＞ 

日本小児科学会主催の「小児死亡時対応講

習会」において，「子どもの死亡登録検証に

ついて」と題した 90分間のワークショップ

を行った。 

＜目的＞ 

日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委

員会と，厚生労働省科学研究補助金事業（主

任研究者・溝口史剛）による共同研究事業

「小児死亡事例に関する登録・検証システ

ムの確立に向けた実現可能性の検証に関す

る全国版後方視的調査（2014-2016 年）」に

ついて概況を説明し，同研究で使用される

情報提供票の取り扱いに慣熟するとともに，

同研究等で行われる死亡検証（一次・二次ス

クリーニングを含む）を模擬的に体験する

こと。 

＜内容＞ 

15:45-16:00 講義 CDR 研究とデータシー

トについて概説 

16:00-16:15 グループワーク#1 模擬事例

登録・一次スクリーニングの実習 

 各グループに，グループ人数分の異なる

内容を記載した情報シート（医師記録，MSW

記録，剖検記録，前医からの情報提供書の写

し等を想定）を配布した。グループ内で討議

を行い，手元の情報シートをもとに情報を

出し合って症例登録用紙を完成させた。具

体的な事例登録の手順と，これを元にした

一次スクリーニングについて考察された。 

16:15-16:45 グループワーク#2 模擬検

証・二次スクリーニングの実習 

 各人がグループワーク#1で作成したグル

ープ内の症例登録用紙をもとに，下記に例

を示す討論用台紙を作成し，それに従って

グループ内で模擬検証を行った。また検証

での討議内容をもとに二次スクリーニング

について考察された。 

 

図：討論用台紙 

 

 

16:45-17:00 相互討論 

 各グループで行われた模擬検証の内容を

相互に発表し，グループ構成員の違いによ

る検証内容の違い，今後各地域で行うべき

検証体制構築のあり方について考察を深め

た。 
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＜結果＞ 

事後アンケート調査によって，本ワークシ

ョップのフィードバックを得た。グループ

ワークの時間および事前説明が不足してい

て困難を感じたという意見が複数見られ，

時間配分等についてさらなる工夫を要する

と思われた。その一方で，本ワークショップ

の意図する目的についてはよく伝わった様

子であり，CDR の意義や今後の CDR のあり

方について相当の意見交換がなされた様子

が確認された。本ワークショップは，CDR を

各地に拡充し検証体制を構築するための基

本姿勢や動機付けを提供するのに有意義で

あった。 

 

＜本講義のアンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 考察 

 

今回の「小児死亡時対応講習会」の参加者

は、当初、各都道府県の日本小児科学会地方

会から 1 名推薦をしていただく予定であっ

た。これは、最終的に全国にチャイルド・デ

ス・レビューを広めるための布石であった

が、各地方会枠での参加は 25名にとどまっ

た。しかし、一般枠の参加者と合わせるとほ

ぼ全国に分散しており、将来的に一般枠の

参加者もリクルートしながらチャイルド・

デス・レビューを全国で行う足がかりに繋

がることが期待される結果であった。。 

また、すべての講義で「とてもわかりやす

かった」「わかりやすかった」と答えた参加

者が 80％以上を超えており、今後この講義

の内容を「活用できそう」と答えた参加者

が、いずれの講義でも 70％以上であった。 

 今回、主に小児科医を対象としたため、講

師は、ほとんど小児科医であったが、「３．

死亡診断書の記載方法・司法との連携」は、

法医学者に講義を行っていただいた。通常、
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小児科医と法医学者が接することはまずな

いが、司法との連携に長けている法医学者

からの直接講義をする機会を設けたことは、

とりわけ参加者には貴重な時間と感じられ

たようであった。 

 このような講習会は本邦初であり、粗削

りな講習会であったことは否めない。今後

は各講義内容の見直し、座学だけでなくよ

りディスカッションや実習を取り入れた講

義、それに伴う各講義の適切な時間配分を

検討していきたい。また、このような講義を

受講したい参加者は潜在的に多いと考えら

れ、年に 2 回程度は講習会を開催していき

たいと考えている。 

 このような講習会の場で、小児死亡の検

証を行う異議を広く共有し、全国的に多く

の地域でのチャイルド・デス・レビューの社

会実装に向けた議論が促進することに貢献

したいと考えている。 

 

 

 

E. 結論 

 平成 30 年 3 月 3 日、「小児死亡時対応講

習会」を開催した。この講習会には全国から

参加者がおり、この講習会を定期的に開催

することが、各地域でのチャイルド・デス・

レビューの社会実装に向けた議論の促進に

につながると考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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日本小児科学会 子どもの死亡登録検証委員会 

厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」 共催 

「小児死亡時対応講習会」 

 

開催日：平成 30 年 3 月 3 日（土） 

時間 講義名 

10:25～ 
開会の挨拶 

（日本小児科学会会長 高橋孝雄） 

10:30～10:40 
「小児死亡時対応講習会」の概要について 

（旭中央病院 仙田昌義）  

10:40～11:00 
我が国の小児死亡の現状 

（前橋赤十字病院 溝口史剛）  

11:00～11:45 
身体所見の取り方と提出すべき検査 

（横浜労災病院 佐藤厚夫） 

11:45～12:30 
死亡に際しての家族対応 

（函館中央病院 石倉亜矢子） 

12:30～13:30 昼休み 

13:30～15:00 
死亡診断書の記載方法・司法との連携 

（東京大学法医学 千葉史子） 

15:00～15:30 
グリーフケア 

（四国こどもとおとなの医療センター 木下あゆみ）  

15:45～17:15 
子どもの死亡登録検証について 

（名古屋大学医学部付属病院 沼口敦） 

17:15～ 修了書授与 
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総合病院国保旭中央病院 小児科

仙田 昌義

小児死亡時対応講習会

Mar. 3rd, 2018

「小児死亡時対応講習会」

の概要

日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会

厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システム

の確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」 共催

•現時点で各地域・各病院

バラバラで死亡時対応を行っており、

死因究明に至らない事例が多々ある

• また、遺族対応も確立されておらず、

死因究明が社会へ還元される

兆しもない

小児死亡時対応講習会の目的・概要小児死亡時対応講習会の目的・概要

•今回、この講習会を契機に

「死因究明」・「グリーフケア」について

学んでいただき、Child Death Reviewにつながる

「小児死亡事例に関する

登録・検証システム」への参加

を各地域で検討していただく

小児死亡時対応講習会の目的・概要小児死亡時対応講習会の目的・概要

• このシステムで得られた知見を社会に提言し、

施策に生かすことで、

将来の予防可能死を減らす事

を目的としている

小児死亡時対応講習会の目的・概要小児死亡時対応講習会の目的・概要

変更します変更します

時間割 講義名

11:00～11:45
身体所見の取り方と提出すべき検査

佐藤厚夫（労働者健康安全機構 横浜労災病院）

11:45～12:30
死亡に際しての家族対応

石倉亜矢子（函館厚生院 函館中央病院）

13:30～15:00
死亡診断書の記載方法・司法との連携

（死亡診断書の記載の実習あり）

千葉文子（東京大学大学院医学系研究科法医学・医事法学）

15:00～15:30
グリーフケア

木下あゆみ（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）

15:45～17:15
子どもの死亡登録検証について

（登録方法の実習＋模擬レビュー）

沼口敦（名古屋大学医学部付属病院）



11:00～11:45

身体所見の取り方と提出すべき検査

佐藤厚夫（労働者健康安全機構 横浜労災病院）

おもにCPAOA症例が蘇生に反応せず，またはその

まま死亡確認となった場合を想定

【内容】

•身体的所見について

•検査について

11:45～12:30

死亡に際しての家族対応

石倉亜矢子（函館厚生院 函館中央病院）

【内容】

•死亡確認後の面接に関する

グループディスカッション

•死亡確認後の面接とは？

•情報収集、情報提供に関して

13:30～15:00

死亡診断書記載方法・司法との連携

千葉文子（東京大学大学院医学系研究科法医学）

【内容】

•解剖の種類・流れ

•異状死届け出について

•死亡診断書の記載方法（実習あり）

15:00～15:30

グリーフケア

木下あゆみ（四国こどもとおとなの医療センター）

【内容】

• グリーフとは？（ディスカッションあり）

• グリーフケアの実際

•情報提供について

15:45～17:15

子どもの死亡登録検証について

沼口敦（名古屋大学医学部付属病院）

【内容】

• CDRデータシートの取り扱い説明（15分）

• CDRデータシートに各自が実際に記入（15分）

• 模擬症例を，複数バリエーションで準備

• 各自が手持ち情報をもとに登録シートを記入

• グループワーク：シートを見て模擬レビュー（30分）

• レビュー結果の紹介と相互討論（30分）

C
P
A

C
P
A
発
生

小児死亡時の流れ

医
療
機
関
到
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医
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機
関
到
着

死
亡
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認

内
因
死

異
状
死

内
因
死
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外

心
肺
蘇
生

①

②

④



内
因
死

異
状
死

内
因
死
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外

警
察
届
出

司
法
解
剖

死
因
・
身
元

調
査
法
解
剖

行
政
解
剖事件性なし

解剖希望なし

ご
遺
族
へ

解剖希望なし

病
理
解
剖

③

④

小
児
死
亡
発
生

CDRの流れ

医
療
機
関
到
着

事
例
登
録

二
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

一
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

新生児医療パネル新生児医療パネル

小児医療パネル小児医療パネル

事故パネル事故パネル

自殺パネル自殺パネル

虐待パネル虐待パネル

不詳死パネル不詳死パネル

各
医
療
機
関

各地域

中央データ管理センター⑤

提

言

提

言

予
防
可
能
死
減
少

https://www.child-death-review.jp/

「小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立

に向けた実現可能性の検証に関する研究」

のサイトに情報を登録
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小児死亡時対応講習会小児死亡時対応講習会

我が国の小児死亡の現状10:40-11:00

前橋赤十字病院小児科溝口 史剛

日本小児科学会 子どもの死亡登録・検証委員会

厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システム
の確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」

の登録検証システム確立に向けた
全国版後方視的調査（2014-2016年）

チャイルド・デス・レビューとは

予防可能な子どもの死亡を減らす目的で、多職種専門家が連携し
て系統的に死因調査を実施して登録・検証し、効果的な予防策を講
じて介入を行おうとする制度。欧米先進国ではすでに法制化され、
子どもの死因を調査したデータを蓄積し、個人・家族・社会といったさ
まざまな角度から検討され、予防施策に生かされてきた。

第193回通常国会で通過した、児童福祉法及び児童虐待の防止
等に関する法律の一部を改正する法律」の衆議院附帯決議で
「六 虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例に
ついて死因を究明するチャイルド・デス・レビュー制度の導入を検
討すること」 と言明された

→自民党内の「死因究明体制推進に関するプロジェクトチーム」（座長：石井みどり参議院議員）でも検討が開始され、
厚労省内でもCDRのPTが設置され、検討が開始されている。

子ども 家族

PDの減少
死因究明 グリーフケア

全数把握
事例登録

提言作成
施策実行

多機関
連携

情報共有
と検証

正確・有用な
情報の収集

当事者
の学び

地域・国
の学び

医療・保健行政・教育 警察・検察

子どもの生活上
の安全の向上

小児医療提供
体制の質向上

捜査・訴追
能力の向上 提言実現

(予防可能死減少)

HPを介し
死亡事例
対応に
関する
学術情報
提供

死因究明
の質向上

①院内で死亡事例検証実施
②Web登録

死亡事例発生施設

①症例蓄積
②定例報告
③学会員・国民への啓発活動
④国へのロビー活動

死亡事例の
発生把握

連結不可能
匿名化

研究班・委員会

症例のWeb登録
（検証除外通知）

CDRを社会実装していくために
今は医療が「研究」で「後方視的」にやるしかない

提言実現
(予防可能死減少)

HPを介し
死亡事例
対応に
関する
学術情報
提供

死因究明
の質向上

①院内で死亡事例検証実施
②Web登録

死亡事例発生施設

①症例蓄積
②定例報告
③学会員・国民への啓発活動
④国へのロビー活動

死亡事例の
発生把握

連結不可能
匿名化

研究班・委員会

症例のWeb登録
（検証除外通知）

地域で「文化」を作っていく

小児医療ｱﾗｲｱﾝｽ

③二次調査実施
④検証実施、結果報告

要検証事例
発生の把握

詳細報入力

学術集会でfeedback

事例検証会
開催支援

検証結果・
予防提言
の報告

提言の実効性を高めていくためには、地域の医療者間のアライアンスで

より客観的で重層的な検証を行い、死亡事例の共有化を図る必要がある 警察/検察

行政/保健

教育/保育

司法医学-臨床医連携

救急医

警察医
法医学

周産期医療

救急-小児医療連携

保健-
医療連携

提言実現
(予防可能死減少)

HPを介し
死亡事例
対応に
関する
学術情報
提供

死因究明
の質向上

①院内で死亡事例検証実施
②Web登録

死亡事例発生施設

①症例蓄積
②定例報告
③学会員・国民への啓発活動
④国へのロビー活動

死亡事例の
発生把握

連結不可能
匿名化

研究班・委員会

症例のWeb登録
（検証除外通知）

CDRを社会実装していくために

小児医療ｱﾗｲｱﾝｽ

③二次調査実施
④検証実施、結果報告

要検証事例
発生の把握

詳細報入力

学術集会でfeedback

事例検証会
開催支援

検証結果・
予防提言
の報告

地域でともした「文化」の火を、多機関に広げる。
本研究のゴールは、多機関連携でのCDR実施
の協議体を形成し、「まず1回」実施するまで



2

研究の進捗状況

中央施設として、前橋赤十字病院、小児科学会のIRB通過

↓

小児科専門委研修施設（508施設）のうち

205施設(40.4%)より参加意思表明
↓

地区担当者を定め、IRB申請支援、登録支援実施中

現在約300名が事例登録中

緑は、共同研究施設としての登録あり
黄緑は、複数の研究協力施設あり
黄色は、研究協力施設あり

は具体的な多機関での

CDR実施についての検討が

開始された地域

は具体的に多機関参加

のCDRが試行された地域

4000（人）×３（年）×0.4（参加施設）

×2/3（小児医療ネットの限界）×0.8（登録目標）

＝2560（目標登録数）

年度内に可能な限りIRB申請を済ませ、

8月末までに登録を終了したい

火の起こし方

CDRの必要性を

認識する
実施の仕組みを整える

（→研究計画を立てる）
研究に参加の意思を示す

現

場

の

先

生

方

！

死亡地と届出
人住所地に相
違のある事例

3

ナショナル
データセンター

研究班提言のCDR社会実装モデル

事例対応の
当事者同士
の学び

第三者的な
立場の専門職
による地域の学び

緑の数字は人口200万規模のモデル地区の対象事例数

FormA提出
FormBに基づく情報の収集

（FormC提出）

グ
リ
ー
フ
ケ
ア

情
報
の
提
供

紛
争
事
例
の

の
サ
ポ
ー
ト

全数把握の
突合作業

A
n

n
u

al feedback

重大事例における
時間をかけた
専門家検証

（必要時地域外の
専門家も参加）

事例情報
を排した
国の学び

具体的な、登録検証の方法ついては、午後に体験していただきます

研究班のHP上に、様々なコンテンツを

今後upしていく予定です。ぜひご確認下さい

(https://www.child-death-review.jp/)

CDR 研究班
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1

死亡に際しての家族対応
～情報の「収集」と「提供」の在り方～

函館中央病院 小児科

石倉 亜矢子

小児死亡時対応講習会

Mar. 3rd, 2018日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会

厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システム

の確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」 共催 CDR：将来的な小児死亡を減らすため
の制度

そのために「予防できなかった」子どもと
その家族から学ぶ必要がある

可能な限り情報を収集させてもらう一方
で、可能な限りの情報提供が必要

解剖の意義を含め、死亡宣告後、どのような流れ
となるのかを丁寧に説明すること

医療の現場でできることは・・・

まずは何より 救命を尽くすこと！！

「何があったのか」という疑問に最大限答える
ため、最大限の検査・診察・情報収集

家族に対して、

「わかったこと」「わかるために時間がかかること」
「わからないこと」を丁寧に説明

●死亡状況調査（含、DSI[死亡現場検証]情報）

死亡原因究明のために
重要な情報

●病歴および成育歴や生活歴・家族歴

●中枢神経を含む全身の解剖

院外CPA症例が蘇生に反応せず，

そのまま死亡確認となった場合を

想定します．

C
P
A
発
生

小児死亡時の流れ

医
療
機
関
到
着

医
療
機
関
到
着

死
亡
確
認

内
因
死

異
状
死

内
因
死
以
外

心
肺
蘇
生

①

④

救急室で CPR

家族は待合室・
家族控室など

②
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院外CPA症例の来院から死亡確認まで

CPRなどの経過について説明 繰り返す

研修医・MSW・Ns・小児科医など

CPA児家族

なるべくプライベートな 家族控室に案内 救急救命室にてCPR開始

初期問診
CPR場面の家族の立ち合い

死亡確認

死亡確認後の説明 異状死である場合には警察に届け出

死亡確認後の面接

死亡確認後に時間をとって
家族対応をしていますか？

皆さまの施設では

『死亡確認後の家族対応』を

どうしていますか？

この講習会に参加される皆さまの地域で

の取り組みをシェアさせていただきたい

グループ・ディスカッション テーマ
①自己紹介（勤務先の規模・CPA来院頻度・その際の人員）

②『死亡確認後の家族対応』をしていますか？

何のために？

いつ？誰が？どこで？誰に対して？どのタイミングで？

③面接内容について：

●聞き取り内容は？チェックリスト使ってますか？

●死亡確認について どのように伝えていますか？

●解剖について積極的に伝えていますか？

どのように伝えていますか？

④特に心がけていることはありますか？

●進行係と記録係と発表係をきめる

●各グループ毎にディスカッションを

してもらう

●配布されたA３用紙に①～④まで

番号をふり、記録係が記載

参考のため終了後に用紙を回収させていただきます

●グループディスカッションの目的

▷各医療機関の規模や地域性により偏りが

予想される『死亡確認後の家族対応』につい

て議論していただくことで問題点を抽出し、

共有すること

▷今後の指針策定の参考にさせてもらう
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グループディスカッション
まとめ

特に心がけている点は？

 来院時からの情報収集

救急隊からの情報

来院後診療情報（医療行為確認・記録）

母子手帳・お薬手帳のコピー

情報収集

死亡確認後の面接

 目的は？

 どこで？

 どのように？誰が？

死亡確認後に面接する目的

 突然に子どもを亡くした家族に寄り添うた
めの面接である

 搬送前の情報を確認し、来院後の診察
治療経過と検査結果を説明し、死亡原因
が特定できないこともありえることも含め
て 家族に伝える（情報収集と情報提供）

 子どもの死亡原因究明において 家族も
精一杯貢献できることを伝える

 可能な限り静かな個室

落ち着いた環境で（座って）

● しっかりと時間をとるという態度

● グリーフに配慮した聞き取り

死亡確認後面接 どこで？
死亡確認後面接 誰が？誰に？

 どのように？誰が？誰に？

救命救急医・小児科医
コメディカル

家族
第一発見者

目撃者
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搬送前の周辺情報収集

 死亡確認後面接
 チェックリストを使う
 見取り図などで臨場感のある現場の
聞き取り

 外因死の場合でも、発見までのようす
について聞き取る

出生歴 既往歴（周辺情報） 発見時の状況

出生体重・在胎週数 氏名:ID-No

分娩時異常 年齢〇歳〇か月 性別

第〇子（同胞〇人） 異常発見年月日日時

現在の栄養法 最終健康確認日時

発育発達の遅れの有無 最初の発見者（名・関係）

基礎疾患の有無 最初の発見場所

主な既往歴 異常発生時は睡眠中か

原因不明のALTEの有無 発見時に添い寝か

これまでに無呼吸やチアノーゼ発
作の有無

異常発見時の本人の体位

両親の年齢 最後に寝かせた時の体位

両親の仕事 普段就寝時の体位

同居家族の喫煙・服薬・通院有無 寝返り自由度の有無

同胞のSIDS・SIDS疑い、原因不明
のALTEの有無

異常発見から病院到着までの
時間

一カ月以内のワクチン内容 病院までの搬入手段

異常発生数日前からのようす
（かぜ症状、熱、鼻閉、嘔吐など）

異常発見時の状況と発見時の
見取り図

乳幼児突然死症候群（SIDS）診断の手引き 改訂第２版 表３問診票を参考

異常発見時のようすを見取り図を用いて具体的
に聞き取る（臨場感のある聞き取り）

異常発見のきっかけとなった気になる状況は？
何が聞こえたか？聞こえなくなったか？
何かいつもと違ったか？

たったいま 子どもの死亡を伝えられた家族に対
する配慮をしながら、尋問にならないように細心
の注意を払うこと

すぐに救急車呼んだか？待つ間に蘇生行為など実施したか？

もし聞き取り時に 家族構成員が複数いて誰かが話しづらそうな場合には 別々
に確認してみる

たばこ吸い殻の山

テレビ

母 義父

異父姉２歳

児 足元
掛け毛布の下
うつぶせ ７か月

最終哺乳時間 義父により20時 ミルク200ml
義父：翌朝 ９時 トイレに起きて、たばこ吸った
子どもら起きてこないので見に戻ったら、硬くなっていた
いつも雑魚寝
母：起こされて抱っこしたが、冷たく抱っこしづらかった

窓

玄関

「救急隊情報」

来院時の状態 外因死の可能性

呼吸停止の有無 転倒・転落状況

心停止の有無 本人はなぜそこに？

外表外傷の有無 落下面

鼻出血の有無 溺水状況：どこ？深さ？

窒息させた物の有無 火災・失火：どこにいた？

その他の特記事項 交通事故：乗車？歩行者？

挿管時気管内ミルクや血液の
有無

乗車席は？チャイルドシート、
エアバック？

来院から心拍再開までの時間 どこを歩行？乗り物は？

最終食事時間とその内容 薬物中毒？誰の薬？既往？

来院後治療について：蘇生術、
気管内挿管、レスピレータ管理

自殺？遺書は？

Bystander CPRの有無 目撃者は？

面接：情報収集と情報提供

 情報提供：わかっていることとこれから

 来院時から死亡確認までの経過について
 各種検査と診察の結果
 この時点での考えられる死亡原因について

わかっていること・わかるために時間がかかること

わからないこと・これから

 死亡原因不明であれば、異状死として警察に
届け出

 解剖の意義とその流れ
 グリーフについての配慮
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死亡確認後は保険診療の適応ではなくなる
医療の現場では・・・？？？

外表異状の有無で 異状死と判断するのか？
明確化されていないことも多い

死亡確認後の画像検査の費用は？

針生検は？採血は？髄液穿刺は？
死体損壊にならないか？

それでも死因究明に
全力を尽くさなければならない!

「何があったのか知りたい」

「守ってあげられなくてごめんね」

子どもを亡くした親は ただただ

解剖しなかった家族の声の一部

「ずっと解剖しなかったことについて考える」

悩み続ける家族もある

「解剖の意義について丁寧に説明を受けて
いれば、解剖する選択をしたかも・・・」

解剖した家族の声の一部

「解剖をしたにもかかわらず、
十分な説明を受けられなかった」

解剖しても悩み続ける家族もある

「家族の疑問に何も答えてもらえ
なかった」

われわれ自身の解剖に対する偏見は？

解剖しなかった家族

医療者が
「かわいそう」
「できれば 解剖しないに越したことはない」

「司法解剖になるみたいだし、もう我々の関わるべき
ではない」

と思い、遺族対応から距離をとろうとする限り、解剖
してもしなくても遺族の悩みは続く

解剖した家族の声

突然に子どもが死亡した際の
真実の探求は

子どもの権利擁護の
「最後にして最大の機会」
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死亡に際しての家族対応：まとめ

予防できなかった死から最大限学ぶために

静かな個室でグリーフにも配慮しながら
チェックリストや見取り図を用いた情報収集を

わかったこと まだわからないこと の整理と説明

真実の探求としての解剖のすすめ
私たち医療者の課題
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CDRにおけるグリーフケア

四国こどもとおとなの医療センター
育児支援対策室室⾧ 小児科

木下あゆみ

「治療が終わればそれでおしまい」
だと思っていませんか？

Mar. 3rd, 2018日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会

厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システム

の確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」 共催

小児死亡時対応講習会

グリーフケアって何？

みんなどうしてる？
お隣さんとお話ししてみましょう♪

＊グリーフケアって何？実際やってる？
＊誰が担当してる？
＊対応で困ることってある？
＊そもそもCDRにグリーフケアって必
要？

グリーフグリーフ

悲しみ 怒り

安心後悔

無感動

大切な人、ものなどを失うことによって生じる
その人なりの自然な反応、感情、プロセス

Copyright 2018 ©Live on All Rights Reserved.   

グリーフは一人ひとりちがう

＊私の子どもはなぜなくなったのか
＊私が悪かったのか（自責の念）
＊なぜうちの子なのか
＊何も悪いことはしてないのに
＊でも、体にメスが入るのが耐えられない

CDRにグリーフケアって必要？

CDRは『次の』予防しうる死を
予防するため『だけ』のもの？

目的：
CDRのための情報を詳細・正確に得るため
なにより遺族の知る権利・立ち直りのために

グリーフは失う前からグリーフは失う前から

時間死

喪失

失うことが予期されること

（余命の告知）

（自殺の予告や未遂）

予期悲嘆

Copyright 2018 ©Live on All Rights Reserved.   
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喪失と回復の二重過程モデル

喪失志向 回復志向

亡くなった人のことを思い出す
失ったことについて考える

侵入的悲嘆
回復の否定

新しい役割・生活への適応
自分の将来に向かって生きる

仕事などに励む
楽しいことをする

（Schut & Strobe,1999）

Copyright 2018 ©Live on All Rights Reserved.   

グリーフケアの実際

時間経過とグリーフケア

自宅 病院前 病院到着 死亡退院 自宅・地域

発症 救急搬送 心肺蘇生 死亡

家族ケア 遺族ケア

『子どもが死ぬかも
しれない』という、家族の
不安や動揺を受け止める

家族の気持ちに
寄り添った終末期を迎え
られるようにサポートする

狭義のグリーフケア

家族ケア

救急搬送～死亡確認時に病院ですべきこと

＊待機中の個室を提供する

＊長時間の隔離後の死亡宣告は無念・後悔・憤りをもたらすため
経過をこまめに説明する

＊保護者のサポートは、最後までなるべく同じスタッフが当たる

＊終末期や死亡確認後も、家族が児を抱く機会をできるだけ与える

＊検視・剖検になる場合は、必要性や流れを丁寧に説明する

＊死因の説明は後日改めて行うことが可能であることを伝え
『グリーフカード』を手渡す

遺族ケア①（グリーフケア）

＊子供の死の経過、死因について医学的な説明を行う
（遺族から求めがあれば、カルテを開示する）

＊遺族の会や保健センターなどの社会資源・情報を紹介する

＊遺族が経験する『悲嘆のプロセス』について説明する
『複雑性悲嘆（病的悲嘆）』があれば精神科受診等考慮する

＊残された兄弟姉妹への説明の仕方、育児不安についての
援助を行う

＊次の出産についての相談にのる

病院で行う遺族ケア・・・家族の意向に沿って行う

かかりつけ医

児童相談所

管 轄
保健所

遺族の会

病院

市町村
子育て支援課

母子保健

一緒に支えよう！

遺族ケア②（グリーフケア）

これまで家族を見守ってきた
地域の関係者に繋ぐ

地域社会で家族が力を取り戻していくために

CDRの結果は
家族のもの



3

最も大切なこと

遺族の言葉を真摯に聴き
ありのままを受け止めること

＊変な言葉がけよりも、『共感』を！！
×もう一人子どもさんがいてよかったですね
×早く元気になってくださいね
×もっと前向きにならないと
×○○ちゃんは苦しみから逃れられてよかった
×悲しんでいるのはあなただけじゃない
×わたしもね・・・

求められてないのに自分の意見を言わない！！

Tier（階層） モデル

”Shaping Bereavement Care” (NHS Scotland, 2010) より

全てのご遺族に

Copyright 2018 ©Live on All Rights Reserved.   

グリーフカード 小さないのち
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SIDS家族の会 小さないのち

リブオン



小児死亡時対応講習会

子どもの死亡登録検証
について

名古屋大学医学部附属病院 救急科

沼口 敦

日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会
厚労科研「小児死亡事例に関する登録・検証システム
の確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」共催 ご注意

• お配りした封筒を，他の班のものと取り替えた
り混ぜたりしないでください。

• お一人あたり一つの封筒を選んだら，大事に
取っておいてください。

• 同じ班でも他の人のと見比べないでください。

目的

• 日本小児科学会「子どもの死亡統計・検証委員
会」および 厚労科研「小児死亡事例に関する
登録・検証システムの確立に向けた実現可能性
の検証に関する研究」による，全国版CDR研
究の様式を紹介すること

• 提案するチャイルド・デス・レビュー制度のう
ち，「事例登録」「二次スクリーニング」の二
つの部分を経験すること

• 他地域と自地域の比較とともに，今後の自地域
の取り組みについて思い巡らすこと

小
児
死
亡
発
生

CDRの流れ

医
療
機
関
到
着

事
例
登
録

二
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

一
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

新生児医療パネル新生児医療パネル

小児医療パネル小児医療パネル

事故パネル事故パネル

自殺パネル自殺パネル

虐待パネル虐待パネル

不詳死パネル不詳死パネル

各
医
療
機
関

各地域

中央データ管理センター⑤

小
児
死
亡
発
生

CDRの流れ

一
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

新生児医療パネル新生児医療パネル

小児医療パネル小児医療パネル

事故パネル事故パネル

自殺パネル自殺パネル

虐待パネル虐待パネル

不詳死パネル不詳死パネル

各
医
療
機
関

各地域

中央データ管理センター⑤

医
療
機
関
到
着

事
例
登
録

二
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

500床未満

500-700床未満

700床以上

県内のその他の医療機関

剖検した不詳死

剖検していない不詳死

不詳死以外

例えば愛知県の疫学情報

• 規模の小さな病院ほど，不詳死の割合が大き
い。

• 剖検の割合も大きい。

小児科標榜，
（10/10施設）

（11/13施設）

（9/87施設）

700床以上

237

500～700床未…

500床未満

36
その他の医療機関

12

※ データの一部に，厚生労働省の提供による人口動態調査票情報を利用しています。



Agenda

15:45-16:00 説明 CDRデータシートについて
16:00-16:15 Group Work #1

データを記入してみる（事例登録）
16:15-16:45 Group Work #2

データを元に討論してみる（二次ス
クリーニング）

16:45-17:15 相互討論

CDRデータシートについて

• 資料集内，A4カラー9ページの冊子に記入

• 実際には同内容の登録がWeb上で可能（予定）

https://www.child-death-review.jp/cdr/users/login

Webページ

本研究への参加施設（ご担当者）
に，IDおよびパスワードをメールで
お送りします。

本研究への参加施設（ご担当者）
に，IDおよびパスワードをメールで
お送りします。

Webページ

Webページ

p.#1/8

死亡診断書 /"死体検案書 情報

手書き記入用シート

内容は，Web版と全く同一です。
本日は手書き版を使用してみます。



手書き記入用シート

p. 1/8

その他
付言すべきこと

死亡診断書 / 死体検案書 情報 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

致死性不整脈の疑い

9

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

配布資料中の「例」です。ご参考まで p. 2/8

発生と 救急搬送の状況

「救急搬送」症例か？ はい いいえ 不明

発生した場所： 病院外（自宅など） 病院内 その他（不明瞭な場合を含む）

「いいえ」「不明」の場合，このページの記入入は不要です。

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

「はい」の場合

「病院外で発生した」「救急搬送症例」の場合，以下の項目を調査してください。

救急搬送後48時間以内に死亡したか？
はい いいえ 不明

「はい」の場合

◯ 胸骨圧迫
◯ 人工呼吸
◯ 酸素投与
◯ その他：「いいえ」「不明」の場合，

次ページへ。

運動場で走っている最中に，突然倒れた。
約3分後に保健教師が到着して心肺停止を確認。
保健教師がAEDを装着したところ，電気ショックが作動した。

一緒に遊んでいた児童

AED1回，BLS

AED作動なし

4

12

✔

✔

✔

手書き記入用シート
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病院での検査・ 治療内容

治療期間について特記すべきことがあれば記載してください

研究室レベルで実施さ れている 特殊検査

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

治療期間は？ 3時間以内 12時間以内 1日以内 3日以内 7日以内 それ以上

サマリーに記載していない治療内容で，特記すべきことがあれば記載してください

死亡時の

治療内容

死亡時の

検査内容

死亡に直接関連した
エピソードに関して
記入してください。

死亡事象に関連して
検査した内容を全て
選択してください。

死亡に直接関連した
入院（外来）に関して
記入してください。

⬜    ICU収容

⬜    気管挿管

⬜    人工呼吸

⬜    中心静脈

⬜    その他の侵襲的治療

自由記載

⬜    血液ガス分析  ⬜    血算（CBC）  ⬜    検尿（生化学）

⬜    血糖  ⬜    血液生化学  ⬜    薬物血中濃度

⬜    乳酸  ⬜    アンモニア  ⬜    トライエージ

⬜    ピルビン酸  ⬜    ケトン体  ⬜    ウィルス検査

 ⬜    髄液検査

⬜    アミノ酸分析

⬜    有機酸分析

⬜    ケトン体分析

⬜    ウィルス分析

⬜    血清  ⬜    髄液  ⬜    肝臓

⬜    血漿  ⬜    胆汁  ⬜    皮膚

⬜    ろ紙血  ⬜    毛根付き毛髪  ⬜    その他

⬜    尿  ⬜    爪

リ アルタ イムで結果が出る検査項目 外注検査項目 検体保存

骨髄針2回

医師が両親に蘇生中止を提案したところ，冷静にこれを受け入れた様子？

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

手書き記入用シート
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その他追記

症例の要約と カ テゴリ ー分類

蘇生を試みた時間 30分以内 1時間以内 1時間以上

剖検

画像検索

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

発見以前の特記事項 （先行行感染など発見見以前の事項を記載。既往歴の詳細は次頁頁で）

発見後 死に至るまでの経緯 （症例の概要・治療内容・死亡状況など簡潔に記載してください）

◯ CT
◯ MRI
◯ 全身骨X線
◯ 超音波
◯ その他

◯病理解剖
◯ 法医解剖（詳細不明）

◯ 司法
◯ 調査法（新法）
◯ 承諾
◯ 行政

主な所見

主な所見

死因のカテゴリー分類

下記から，あてはまる番号を選択してください
（複数選択可）

◯ あり
◯ なし

◯ あり
◯ なし

特記すべき家族歴・既往歴ともない児。
1週間前，感冒症状を主訴に近医小児科を受診し，感冒薬のみ処方された。本人は時に倦怠

感を訴えていたという。

当日12:30頃，学校で放課中に運動場で走って遊んでいたところ突然倒れ，近くにいた児童が
保健室に連絡した。約3分で保健教師が到着してAEDを装着したところ，ショック適応として電
気ショックが作動。2回の電気ショックと胸骨圧迫によるBL が行われた。
12:45に救急隊が接触時にAsystole。胸骨圧迫のみ行いながら搬送。
12:51当院E に到着。Asystole。アドレナリン計8回が投与されたが自己心拍再開なし。両親の
到着を待って，13:30死亡確認。
剖検は拒否され，死亡時C のみ撮影。胸骨圧迫によると思われる肺挫傷と肋骨骨折以外に
は，特記すべき所見は見当たらなかった。

死亡時C
（頭）特記すべきことなし
（胸）肺挫傷，肋骨骨折（蘇生に伴うもの？）。

（腹）特記すべきことなし

5

✔

✔

✔

✔

✔

手書き記入用シート
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その他追記

症例の要約と カ テゴリ ー分類

蘇生を試みた時間 30分以内 1時間以内 1時間以上

剖検

画像検索

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

発見以前の特記事項 （先行行感染など発見見以前の事項を記載。既往歴の詳細は次頁頁で）

発見後 死に至るまでの経緯 （症例の概要・治療内容・死亡状況など簡潔に記載してください）

◯ CT
◯ MRI
◯ 全身骨X線
◯ 超音波
◯ その他

◯病理解剖
◯ 法医解剖（詳細不明）

◯ 司法
◯ 調査法（新法）
◯ 承諾
◯ 行政

主な所見

主な所見

死因のカテゴリー分類

下記から，あてはまる番号を選択してください
（複数選択可）

◯ あり
◯ なし

◯ あり
◯ なし

特記すべき家族歴・既往歴ともない児。
1週間前，感冒症状を主訴に近医小児科を受診し，感冒薬のみ処方された。本人は時に倦怠

感を訴えていたという。

当日12:30頃，学校で放課中に運動場で走って遊んでいたところ突然倒れ，近くにいた児童が
保健室に連絡した。約3分で保健教師が到着してAEDを装着したところ，ショック適応として電
気ショックが作動。2回の電気ショックと胸骨圧迫によるBL が行われた。
12:45に救急隊が接触時にAsystole。胸骨圧迫のみ行いながら搬送。
12:51当院E に到着。Asystole。アドレナリン計8回が投与されたが自己心拍再開なし。両親の
到着を待って，13:30死亡確認。
剖検は拒否され，死亡時C のみ撮影。胸骨圧迫によると思われる肺挫傷と肋骨骨折以外に
は，特記すべき所見は見当たらなかった。

死亡時C
（頭）特記すべきことなし
（胸）肺挫傷，肋骨骨折（蘇生に伴うもの？）。

（腹）特記すべきことなし

5

✔

✔

✔

✔

✔

手書き記入用シート

point!
1

p. 5/8

症例の背景情報

死亡時の親の反応

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

子どもの社会的状況

生前の行政機関の関与の有無： あり なし 不明

その理由

既往歴 病名

リスク分類： 1 2 3 4 5

既往歴と死亡との関連

⬜    既往歴はない ⬜    原疾患の治療による合併症が死因

⬜    原疾患そのものが死因 ⬜    原疾患による予期せぬイベントが死因

⬜    原疾患による合併症が死因 ⬜    原疾患と関係ないイベントが死因

⬜    原疾患の治療による合併症が死因 ⬜    不明

若年突然死などの特記すべき家族歴なし。
家族構成は，両親と弟1名（保育園）

国民保険，こども医療券
予防接種歴，各種健診歴とも不明。
学校健診も受診しているが，詳細不明（異常の指摘はなかった）。

学校の教師2名が搬送時つきそい，45分後に両親が到着した。

特になし

蘇生中止を冷静に受け入れた様子？

✔

✔

✔

手書き記入用シート



p. 6/8

養育不全が寄与し た可能性
虐待・ ネグレ ク ト 等

◯ 複数で対応し，児相に連絡した。
◯ 複数で対応し，児相には連絡しなかった。
◯ 個人で対応し，児相に連絡した。
◯ 個人で対応し，児相には連絡しなかった。
◯ 対応しなかった。
◯ 不明

虐待を疑う / 否定する根拠や，レビューで参考になる事項について，自自由に記載してください。

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

虐待関与の可能性カテゴライズ

追記事項

◯ I. 可能性なし
◯ II. 可能性は低い
◯ IIIa. 可能性は中等度
◯ IIIb. 可能性は高い
◯ IV. 可能性確実

重要：
カルテ上の記載ではなく，
調査者の意見を記入してください。

次頁頁のチェックリストを確認してください。

死亡に関連しうる「なんらかの行為」が…，

⬜    あった ⬜    なかった

⬜    あった可能性が高い ⬜    判断不能

⬜    あった可能性は低い

…あった（可能性がある）場合，その行為は，，

⬜    直接死因となった ⬜    意図的

⬜    死亡に寄与する原因となった ⬜    非意図的

⬜    意図不明

病院の対応 虐待対応の委員会 有 無 不明

虐待対応の内容

虐待対応しなかった場合，その理由：

虐待関与の可能性カテゴライズの詳細✔

✔

✔

✔

明らかに虐待は疑われなかった。

手書き記入用シート
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養育不全が寄与し た可能性
虐待・ ネグレ ク ト 等

◯ 複数で対応し，児相に連絡した。
◯ 複数で対応し，児相には連絡しなかった。
◯ 個人で対応し，児相に連絡した。
◯ 個人で対応し，児相には連絡しなかった。
◯ 対応しなかった。
◯ 不明

虐待を疑う / 否定する根拠や，レビューで参考になる事項について，自自由に記載してください。

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

虐待関与の可能性カテゴライズ

追記事項

◯ I. 可能性なし
◯ II. 可能性は低い
◯ IIIa. 可能性は中等度
◯ IIIb. 可能性は高い
◯ IV. 可能性確実

重要：
カルテ上の記載ではなく，
調査者の意見を記入してください。

次頁頁のチェックリストを確認してください。

死亡に関連しうる「なんらかの行為」が…，

⬜    あった ⬜    なかった

⬜    あった可能性が高い ⬜    判断不能

⬜    あった可能性は低い

…あった（可能性がある）場合，その行為は，，

⬜    直接死因となった ⬜    意図的

⬜    死亡に寄与する原因となった ⬜    非意図的

⬜    意図不明

病院の対応 虐待対応の委員会 有 無 不明

虐待対応の内容

虐待対応しなかった場合，その理由：

虐待関与の可能性カテゴライズの詳細✔

✔

✔

✔

明らかに虐待は疑われなかった。

手書き記入用シート

point!
2

p. 6/8（補）

被虐待のチェ ッ ク リ スト 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

✔

手書き記入用シート

p. 7/8

不詳死の再分類

※日日本SIDS学会診断基準検討委員会の乳幼児突然死の分類とは異なる点に，ご注意ください。

この分類にした理由を自自由記載してください。

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

不詳死の分類

◯ Ia. SIDS確診例
◯ Ib. SIDSの可能性（調査未実施）
◯ IIa. SIDSは否定はできない
◯ IIb. 分類不能の小児不詳死
◯ III - IV. 不詳死ではない

発症の様式から，心原性の突然死と考えて矛盾はない。ただし剖検
なく確証は得られないため，IIbとした。✔

手書き記入用シート
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不詳死の再分類

※日日本SIDS学会診断基準検討委員会の乳幼児突然死の分類とは異なる点に，ご注意ください。

この分類にした理由を自自由記載してください。

死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

不詳死の分類

◯ Ia. SIDS確診例
◯ Ib. SIDSの可能性（調査未実施）

◯ IIa. SIDSは否定はできない
◯ IIb. 分類不能の小児不詳死
◯ III - IV. 不詳死ではない

発症の様式から，心原性の突然死と考えて矛盾はない。ただし剖検
なく確証は得られないため，IIbとした。✔

手書き記入用シート

point!
3

p. 8/8

予防可能性と 対応施策有効性 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

予防可能性トリアージ （9段階評価）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. 予防可能性が高い B. 予防可能性はある C. 予防可能性は低い D. 不明

予防施策の提言

具体的な予防施策
がありそうなら例
示示してください。
その他にも，予防
の観点からご意見見
があれば自自由に記
載してください。

その施策の種類
その施策の

実現可能性

・

・

・

学校心臓健診によってQT延長やBrugadaなど致死性

不整脈素因が確認できたかもしれない。ただし現状で

は，結果の入手困難。

本人の発症予防は困難であっても，兄弟家族の発症

予防はなされるとよい。

g 3

各種蘇生に反応しないCPAOA症例は，そもそも蘇生

率が低い。この症例の死亡は避けられなかった。

✔

手書き記入用シート
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予防可能性と 対応施策有効性 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

予防可能性トリアージ （9段階評価）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. 予防可能性が高い B. 予防可能性はある C. 予防可能性は低い D. 不明

予防施策の提言

具体的な予防施策
がありそうなら例
示示してください。
その他にも，予防
の観点からご意見見
があれば自自由に記
載してください。

その施策の種類
その施策の

実現可能性

・

・

・

学校心臓健診によってQT延長やBrugadaなど致死性

不整脈素因が確認できたかもしれない。ただし現状で

は，結果の入手困難。

本人の発症予防は困難であっても，兄弟家族の発症

予防はなされるとよい。

g 3

各種蘇生に反応しないCPAOA症例は，そもそも蘇生

率が低い。この症例の死亡は避けられなかった。

✔

手書き記入用シート

point! 4

最終目的
5
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予防可能性と 対応施策有効性 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

予防可能性トリアージ （9段階評価）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. 予防可能性が高い B. 予防可能性はある C. 予防可能性は低い D. 不明

予防施策の提言

具体的な予防施策
がありそうなら例
示示してください。
その他にも，予防
の観点からご意見見
があれば自自由に記
載してください。

その施策の種類
その施策の

実現可能性

・

・

・

学校心臓健診によってQT延長やBrugadaなど致死性

不整脈素因が確認できたかもしれない。ただし現状で

は，結果の入手困難。

本人の発症予防は困難であっても，兄弟家族の発症

予防はなされるとよい。

g 3

各種蘇生に反応しないCPAOA症例は，そもそも蘇生

率が低い。この症例の死亡は避けられなかった。

✔

手書き記入用シート

最終目的
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予防可能性と 対応施策有効性 死亡診断書情報 - 発生・救急搬送 - 検査・治療内容 - 要約と分類 - 背景情報 - 養育不全の可能性 - 不詳死の再分類 - 予防

予防可能性トリアージ （9段階評価）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. 予防可能性が高い B. 予防可能性はある C. 予防可能性は低い D. 不明

予防施策の提言

具体的な予防施策
がありそうなら例
示示してください。
その他にも，予防
の観点からご意見見
があれば自自由に記
載してください。

その施策の種類
その施策の

実現可能性

・

・

・

学校心臓健診によってQT延長やBrugadaなど致死性

不整脈素因が確認できたかもしれない。ただし現状で

は，結果の入手困難。

本人の発症予防は困難であっても，兄弟家族の発症

予防はなされるとよい。

g 3

各種蘇生に反応しないCPAOA症例は，そもそも蘇生

率が低い。この症例の死亡は避けられなかった。

✔

手書き記入用シート Group Work #1 目的

• 日本小児科学会「子どもの死亡統計・検証委員
会」のすすめる全国版CDR研究の様式に則っ
て，CDRのために必要なデータ収集を経験す
ること。

• グループ内で意見交換をしてみること。
• データ収集者に求められる個別の評価を経験す

ること。
• 同様の小児死亡を予防するための施策について

考察してみること。

Group Work #1 注意

• ぜひ積極的にご意見を出してみてください。

Group Work #1 方法

• お渡しした封筒内の情報（左上に”Group Work 
#1 –A1”等と印字）をみて下さい。

• 人によってばらばらの内容です（一部重複あ
り）が，同一グループには同一症例に関する内
容が配布されています。

• 15分の制限時間内に，
（1）それぞれ手持ちの情報を他のメンバーに発表
し，各自で手書き用記入シートを埋めて下さい。
（2）自身による評価項目（point ①～⑤）について
記入して下さい。意見交換をしながらでも可です。
（3）不足情報は，各自の想像で補っても構いませ
ん。



Group Work #1

あと

分
10

Group Work #1

あと

分
5

Group Work #1

あと

分
1

Group Work #2 目的

• 日本小児科学会「子どもの死亡統計検証委員
会」のすすめる全国版CDR研究の様式による
情報をもとに，当該死亡に関する討論を経験す
ること。

• CDRのために収集する情報の過不足，情報源
の確保のありかた，等につき考察すること。

• CDRのために召集する構成員につき考察する
こと。

• 他地域の現状を自地域と比較して，自地域の今
後の小児死亡に関する診療や検証体制のあり方
について考察すること。

Group Work #2 方法

• 先ほど作成した「記入シート」と，「GW#2-
ディスカッション・シート」を準備して下さ
い。

• 30分の制限時間内に，
（1）症例について，最初に簡単に要約して下さい。
（2）当該症例について，あるいは類似症例のご経験
について等，自由に討論して下さい。
（2）4つの評価項目（point ①～④）の最終案（グ
ループとしての結論）を決めてください。
（2）類似症例のご経験，システム上のど。
（3）不足情報は，各自の想像で補っても構いませ
ん。
（4）「何処に対して，どのような具体的な予防施策
を示すか」を最終的な成果物とします。

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）解説・例

当該症例について 類似事例について 医療・行政について

死
亡
事
象
の
整
理

周
辺
事
象
の
整
理

予
防

症例の死亡診断の妥当性
〃 死因分類の妥当性
死亡に虐待が直接関与した可能性

死亡に至るまでの経緯
虐待が間接的に関与した可能性

当該症例に介入しえた点

類似症例の経験など
虐待死の診療経験など

死亡に至るまでの経緯
死亡に虐待が間接的に関与した可能性

新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

疫学情報など
地域の死因究明制度のありかた
法医学・警察・検察等との情報共有
虐待ネットワーク等との連携

行政機関との情報共有
児童相談所との連携
保健所業務

行政に対する施策提言
マスコミ等を介した啓発
医師に対する情報共有・啓発

類似症例（ニアミス含む）の経験
「次おなじ症例が来たら」どうするか
フィードバックの有無・方法

死因が確定していない！
剖検では，LQTなど機能的評価ができない？
剖検で心筋炎・心筋症の鑑別が必要では。

学校管理下の突然死の疫学？

教育事業の一環として蘇生教育

県医務課，教育委員会○

学校心臓検診の
フィードバック？

「あすかモデル」

学校心臓検診の結果確認
兄弟のチェック

検診陽性者の確実なフォロー
データ集約化

もし検診陽性でも未受診なら
医療ネグレクトでは？

異状死では？
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新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）
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分
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Group Work #1

あと

分
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理
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新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）

相互討論

• ひとつめの症例：胃腸炎，6ヶ月男児

• さらに必要な情報と情報源
• 二次パネルの必要性，招聘すべき職種
• 予防施策，提言ほか

死因カテゴリー 虐待の関与 不詳死の分類 予防の可能性
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新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）

相互討論

• ふたつめの症例：脳挫傷，1歳男児

• さらに必要な情報と情報源
• 二次パネルの必要性，招聘すべき職種
• 予防施策，提言ほか

死因カテゴリー 虐待の関与 不詳死の分類 予防の可能性
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新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）

相互討論

• みっつめの症例：不詳の死，1歳男児

• さらに必要な情報と情報源
• 二次パネルの必要性，招聘すべき職種
• 予防施策，提言ほか

死因カテゴリー 虐待の関与 不詳死の分類 予防の可能性

当該症例について 類似事例について 医療・行政について

死
亡
事
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の
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理
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辺
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象
の
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新生児医療 小児医療 事故 自殺 不詳死 虐待 備考・注意点専門パネル
の必要性

GW #2 ディスカッション・シート（ver 1.0）

Take Home Message

• 本日経験していただいたこと
• 死亡症例につき後方視的な情報収集（簡易）
• 共通フォーマット「 CDRデータシート」への記入
（文章情報を主としたフォーマットの例）
• このフォーマットに沿った意見交換

• これからの課題・提案
• 提案したフォーマットの問題点を抽出して頂いた
• まずは「共通のフォーマットで情報収集」を開始し

ませんか。
• 実際に自地域で討論を開始するための方法論は。
• 今日の意見交換で，自地域の特性について考察して

いただくきっかけになれば。



ありがとうございました。

• ⾧い時間，狭い部屋で大変お疲れ様でした。
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はじめに 
子どもの死というのは、その親だけでなく、同胞、祖父母、親族、友人、そしてその子ども

のケアに関わった人々にも同様に多大な影響を与える、計り知れない喪失体験である。このよ

うな悲劇を経験した家族に対しては、深い共感と配慮を持った対応と支援の必要がある。家族

には明確かつ繊細なコミュニケーションが必要である。家族はまた、その子どもに何が起こっ

たのかを知りたいと願っており、その死から人々が何を学ぶのかについて、知りたいと願って

いる。すべての子どもの死亡に対し、包括的かつ専門的に検証を行うプロセスは、亡くなった

子どもとその家族の権利を深く尊重し、将来的な小児死亡を防ぐことを目的として行われるも

のである。 
 
本ガイドライン（法定指針）の位置づけ 
 本ガイドライン(法定指針)は、チャイルド・デス・レビュー(CDR)のプロセスに関与するす

べての組織に適用されるものであり、例外的な状況が発生しない限り、遵守されるべきもので

ある。 
 本指針は 2004 年子ども法(Children Act 2004)の第 16 節 Q 項に基づいて作成され、

2017 年子ども及びソーシャル・ワーク法（Children and Social Work Act 2017）によって加

筆されたものである。英国の各地方自治体の CDR に関与する機関は、2004 年子ども法

(Children Act 2004)の第 16 節 M-P 項に基づき、厚生大臣（Secretary of State for 
Health）発出の本指針に対し、遵守する必要がある。 
 本指針は、Working Together(訳注：英国政府発行の児童虐待対応ガイドライン)の第 5
章で概説されたチャイルド・デス・レビューに対応することを目的として作成された、法的な

指針でもある。 
 
本ガイドライン（法定指針）の対象読者 

医療サービス委託グループ(CCGs：Clinical Commissioning Groups)(訳注：英国国民医療

保健サービス[NHS]内の、臨床医主導の法定組織であり、各地域の医療サービスを計画し、委

託する役割を担っている)、地方自治体、その他の小児を対象としたサービスを提供する組織

の管理職は、本ガイドラインを熟読し遵守する必要がある。 
 そも他にも、子どものケアを行ったり、子どもの死亡に関わる可能性のある、下記に示した

組織の専門職は、子どもの死亡に際し適切な対応ができるように、本ガイドラインを熟読し遵

守する必要がある。 
 

 医療職(救急医療、精神医療、一次診療、地域医療を含む全科) 
 児童相談所や市町村の子ども関係福祉部署 
 警察官 
 コロナー及びその補助職 
 教育職 
 公衆衛生部局 
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本ガイドライン（法定指針）の目的 
 本ガイドライン（法定指針）は、死因を問わず、全ての小児死亡を対象とする。図 1・2 に

は 2016 年度に死亡した小児のデータを、年齢・死因別に提示している。これまでに発行され

ていたガイドラインは、小児が死亡した後に生じる種々の問題に対し。適切かつ公正に取り扱

う上で、十分なものとは言い難いものであった。本ガイドラインは、CDR に関与する全ての

関係機関の専門職が協働するための法定原則を設定し、CDR のプロセスを明確化することを

目的としている。 その目的を掲げる理由としては、大きく以下の 2 つの理由が挙げられる。 
 

 第一かつ最も重要な理由として、子どもが死亡するという衝撃的で困惑した状態の時に、

その子どもに関わった専門職がより適切に、悲嘆状況にある家族により適切に関わるこ

とができるようにする必要があるためである。 
 第二に、CDRのプロセスを適切化し、全ての小児死亡事例において深津的な情報を把握

することができるようにし、将来的な小児死亡を予防するための学びを得ることができ

るようにする必要があるためである。地域や国家がCDRから得られた質の高い情報を

しっかりと把握し、施策や実際の対応の変化をもたらすために、近い将来に運営予定の

英国小児死亡データベース(NCMD：National Child Mortality Database)に、全例のデ

ータを登録することが極めて重要である。 
 
 

 
 図１ 
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 図２ 
 
 
本ガイドラインは、既に発行されている他のガイドラインと、どのよ

うに整合させる必要があるのか？ 
 
子どもの安全を担保するための児童虐待共同対応指針 
（Working Together to Safeguard Children[Working together])1 

Working Togetherは、子どもの安全を担保し福祉を向上するために、個々のサービス提供

機関に求められる法的要件と対応について記載した、法定指針である。Working Togetherで
は、地域の子どものニーズを特定し適切な対応を行うために、地域の主要3機関（地方自治

体、医療サービス委託グループ[CCCs]、警察）が連携を行う上での基本的枠組みについて、

提示されている。Working Togetherには、法的に実施することを定めた、CDRに関する記載

がなされた章も存在している。Working Together2018の概要版は、教育省のホームページか

ら入手可能である。https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
education 
 
 
 
1 https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2 
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乳幼児・小児期の突然の予期せぬ死亡における多機関連携対応ガイドライン

（SUDIガイドライン）2 
SUDIガイドラインでは、乳幼児期・小児期における予期せぬ突然死の調査/捜査の際の専門

職と関係機関の法的義務について記載されている。このような死亡は全小児死亡の約7%を占

めている。この包括的なガイドラインでは、CDRのプロセスにSUDI事例の調査/捜査をどの

ように適合させるのかについて記載されており、またどのような状況の場合に多機関連携対応

を行うべきかについて記載されている。 
 
死から学びを得るための法定指針 
Learning from Deaths3 

この法定指針は、NHSトラスト（注：病院運営組織）やファンデーション・トラスト

（FT：保健相の認可によるトラストで、NHSトラストと比べて財務・事業運営面において高

い自由度が認められている）が入院患者の死亡を特定し、報告し、学びを得るための取り組み

が示されている。この法定指針ではトラストに対し、死亡事例における治療内容や検証・調査

内容や、医療の質の改善（QI: quality improvement）に関する情報を集約して、年４回公表

することを求めている。トラストは小児の死亡のみならず、成人の死亡に関しても報告する義

務を負っている。ただし成人と小児では求められる死亡検証のプロセスは異なっており、トラ

ストは小児死亡に関しては、本法定ガイダンスに従って対応を行うことが求められている。 
 
 
なぜ小児の死亡事例検証は、成人と異なるアプローチを行う必要があるのか？ 

チャイルド・デス・レビュー(CDR)とは、死亡した子どもから学びを得ることと。子ども

を失った家族の支援を行うことを、最優先事項とした取り組みである。成人が死亡した際の

事例検証は、提供されたケアの質的問題点を特定することに焦点が当てられる。小児の死亡

事例検証においても、ケアの質的問題は検証事項に含まれてはいるが、成人と異なりより広

い視点で、「どうしてその子どもが、その死因で、その時間帯になくなったのか」というこ

とにつき理解を深めることを目的としている。小児の死亡原因というもは複雑で、複数の要

因を有するものである。CDRは、子どもの死亡に寄与した可能性のある要因を、1)子ども

自身の個人的要因、2)社会環境要因、3)物理的環境、4)養育の質、という４つの領域に分け

て分析し、その関連性を含めた包括的理解を目指して行われる。またCDRは、将来の新た

な小児死亡を防ぐことを可能とする、修正可能な要因(modifiable factors)を同定していくこ

とも目的としている。 
 
 
 

子どもを失った家族のための、CDRガイドライン 
(Guidance for families on child death review) 

CDR のプロセスにおいて、特に家族が子どもが死亡した後にどのようなことが生じるのか

を理解し、それを共に支えていくための支援の在り方につき記載したガイドラインが、2017
年秋以降に作成が開始される予定である。 
 
 
 
 
2 https://www.rcpath.org/resourceLibrary/sudden-unexpected-death-in-infancy-and-childhoodreport. 
Html 
3 https://www.england.nhs.uk/publication/national-guidance-on-learning-from-deaths/ 
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用語集 
 CDR に関連する用語は、地域や人によってニュアンスが若干ずつ異なっており、混乱をも

たらしやすい。本ガイドライン(法定指針)で用いている用語の定義につき、以下に示す。 
 
子ども(Child) 
 CDR のプロセスは、出生直後から 18 歳の誕生日を迎えるまでの、乳幼児・学童・思春期の

すべての子どもを対象としている。 
 
有識者によるパネルレビュー(CDOP：Child Death Overview Panel) 

CDR 実施共同体により委嘱された、地域のすべての小児死亡発生時、および適切な場合に

は当該地域に居住実態のなかった小児死亡事例に対しての、死亡事例から将来的な予防可能死

を減らすための教訓を得るための、多機関よりなるパネル（有識者会合）である。このパネル

には、検証の対象となる事例に直接関与する立場になかった、関係機関の上級専門職が出席す

る。死亡時に関連するあらゆる情報の要旨が用意され、検討が行われる。CDOP は通常都道

府県レベルか、中核市レベルで実施・運営される。 
 
CDR会合(Child Death Review Meeting) 

小児死亡に関連するあらゆる事項について、子どものケアに実際に関与した専門職によって

議論される、多職種による最終の会議である。 本会合は、これまで様々な形で既に病院や地

域で実施されていた会議（例、死亡率や罹患率に関する検討会、周産期死亡会議、地域症例検

討会議、SUDIガイドラインに基づく最終会合など）を含めた総称である。 
 
CDR実施共同主体(Child Death Review Partners) 
 地方自治体と医療サービス委託ｸﾞﾙｰﾌﾟ(CCGs）の 2 者を指し、その役割については小児ソー

シャルワーク 2017 年法(Children and Social Work Act 2017)の第 4 章で規定されている。 
 
 
虐待死亡事例検証(Child safeguarding practice review) 

子どもの安全と福祉の向上のため、地域単位もしくは国家単位で施行されている、子どもの

虐待からの安全担保に関与する関連機関によって行われる検証である。そのプロセスについて

は Working Together 2018 の第４章で規定されているる。 
 
 
小児死亡対応指定医(Designated doctor for child deaths) 

地域における CDR のプロセスにおいて責任を負う、CDOP に指定された上級小児科医。 
 
書式A/B/C(Forms A, B and C) 

CDRのプロセスに用いられる、標準化された書式である。書式Aは死亡事例発生時の通知を

行うためのもので、書式Bは関係機関から情報を集める際に用いられるもので、フォームCは

情報を評価し学ぶべき教訓を明確化するために用いられるものである。小児死亡を報告する

ために使われる全てのフォームとテンプレートは、

https://www.gov.uk/government/publications/child-death-reviews-forms-for-reporting-child-
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deathsより入手可能である。これらの書式は、英国小児死亡データベース（National Child 
Death Database）が実稼働されるまでは使用する必要がある。 
 
多機関連携調査(Joint Agency Response) 

小児が死亡し、その原因として外因が疑われる場合、突然の死亡であった場合で死因が明白

でない場合(含、SUDI 事例)、保護観察下や収監されている子どもが死亡した場合、措置入院

(Mental Health Act に基づく入院)や医療保護入院(Deprivation of Liberty 
Safeguarding[DoLS]に基づく入院)中の子どもが死亡した場合に、警察と医療者を中心として

行われる調査/捜査のことを指す。本調査/捜査の骨子に関しては、SUDI ガイドライン中に明

記されている。 
 
迅速意思決定(Immediate decision making) 
 子どもの死亡後数時間以内に、上級専門医療者により迅速に決断されるべき意思決定。 
 
主担当ワーカー(Key Worker) 
 子どもを亡くした家族との唯一の連絡窓口となり、家族に CDR のプロセスを説明し、家族

支援のリソースについての情報を提供する人物。主担当ワーカーは、通例は医療職が務めるこ

ととなる。 
 
医療側リーダー(Lead health professional) 
 多機関連携調査を行うこととなった場合には、死亡児に対する医療的な対応のコーディネー

トを行うために、医療側のリーダーを明確化することが望ましい。この医療側リーダーは、死

亡した児の担当医が務める場合もあるであろうが、たいていの場合は適切なトレーニングをう

けた上級専門医か上級専門看護師などの医療者が担うこととなる。医療側リーダーは、医療的

な対応が的確に実施されることを担保し、警察やその他の関係機関との合同調査/捜査におい

て連携の責務を担う。管轄地域に、多機関連携調査を行うべき事例が時間外に発生した場合に

医療者が当番制を敷いていない場合、実際の治療対応を行った医療者の中の責任者が、このリ

ーダーの職責を発揮することが望まれる。 
 
死亡診断書(MCCD:Medical Certificate of Cause of Death) 

子どもを亡くした遺族が、その子どもの死亡を届け出て、法的な死亡証明書を受け取り、葬

儀を行う上で必要となる、公的な書類である。本書類は、各種の人口動態統計や様々な疾患の

死亡率の算定に活用される。 
 
監察医(Medical Examiner) 

英国では、独立した監察医制度の全国的な導入が計画されている。監察医制度が導入された

場合に監察医は、コロナーによる検視や調査の対象とならなかったすべての死亡者を対象とし

て、医学的に適切な精査を行う職責を担う。監察医は専門性の高い上級医療職であり、死亡診

断書（MCCD）に死因が正確に記載されているか否かや、コロナーに適時・的確に照会がな

されているか否かの判断や、臨床的な対応が適切に行われているかの社会の懸念に対応するこ

とを職責としている。監察医は、遺族が抱いている懸念について理解するために、遺族に密に

関わる職責をも担っている。 
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英国小児死亡データベース(NCMD：National Child Mortality Database) 
NCMDは、英国で発生した全ての小児死亡に関するデータの登録管理を行う予定である。

NCMDの運用が開始された場合、NCMDは現在のチャイルド・デス・レビューの情報登録制

度に置き換わる予定である。子どもの死から学び、教訓を広く共有し、地域レベルや国家レベ

ルでの改善策を講じ、予防可能な小児死亡を減らすため、NCMDは少人数のチームで運営

し、詳細な情報の分析と解釈を行う予定である。 
 
患者の安全を脅かすこととなったインシデント(Patient safety incident) 

一人もしくは複数の患者の死亡や有害事象を発生させることとなった、診療における予期し

えなかった不測のイベントを指す。 
 
検死（検視および解剖）(Post-mortem examination) 
 小児の死亡後に行われる詳細な身体診察や解剖を指す用語である。コロナーは家族の承諾を

得ることなく検死の実施を支持することが可能であるが、このようなコロナーの指示のもとで

の解剖以外の解剖は、家族の同意なしには行いえない。 
 
死亡時対応医師(Qualified attending doctor) 
 小児の死亡時に、実際に対応を行った医師 
 
高度根本原因解析手法(RCA：Root Cause Analysis) 

RCAは、患者に死亡や有害事象をもたらした出来事の発生に寄与した要因を特定するため

の系統的なプロセスである。患者の安全を脅かすことになったインシデント（Patient Safety 
incident）に対する調査手法として、個人的な有責性を問うのではなく、出来事が発生した背

景因子や環境要因を理解するために行うものである。 
 
重大インシデント(Serious Incident) 

医療現場における重大インシデントは、患者・家族・治療者・その他の医療スタッフに対し

て、深刻な影響をもたらすものであり、また分析を行うことで極めて重要な教訓を得ることに

なるため、詳細な分析を行うことが求められるものである。NHSの重大インシデント調査の

ガイドラインの骨子4では、生じた出来事を正確に把握し、包括的に調査し、同様の事例が今

後発生する可能性を可能な限り提言せしめるための予防的教訓を得るために、調査のプロセス

につき明示している。 
 
 
 
 
 
4NHS Serious Incident Framework https://improvement.nhs.uk/resources/serious-incident-
framework/ 
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乳児突然死症候群(SIDS：Sudden infant death syndrome) 
SIDSは12ヶ月未満の乳児の突然の予期せぬ死亡であり、睡眠中の致死的なエピソードとし

て発生し、包括的な死後検査や剖検、死亡現場検証、死亡時状況調査、病歴の検証を行った後

にも原因が不明なものも含めた徹底した調査後でも原因が不明のものである。SIDSという用

語を用いる際には、なぜ子どもが死んだのかが現時点ではわからない、ということを意味す

る。不詳死（unascertained,undetermined）という用語と同様、SIDSという用語も確固

とした死因病名として、的確に登録に用いることが望まれる。もちろん死因を「SIDS」とし

たことで、その子どもが「我々が確認することができなかった、もしくは最終的に証明するこ

とができなかった内因や外因により死亡した可能性」を除外するものではない5。 
 
予期せぬ乳児/小児死亡 
(SUDI/C：sudden unexpected death in infancy/childhood) 

SUDIという用語は、当該死亡児が死亡もしくには死に至るショック状態に陥る24時間前に

は、そのような事態が全く予期できなかった場合に用いられる用語であり、生後12か月未満

の乳児に対し用いられる6。本用語は、死因の調査の際にその死の原因が説明がつかない限り

用いられるものである。調査の結果、最終的に明確な診断がつく場合もあれば（説明可能な乳

児突然死, explained SUDI/C）、最終的に診断がつかない場合もある（SIDS）。SUDCという

用語は、同様に予期しえなかった生後12ヶ月を超えた小児事例に対し用いられる用語であ

る。SUDIと同様に、SUDCという用語も診断名というよりは、記述的用語ということができ

る。 
 
説明困難な死亡(Unexplained deaths) 
 包括的な精査を施行した後でも、死因が特定できない死亡を指す用語である。この用語は、

国際的な乳児突然死症候群（SIDS）の定義を満たす事例や、不詳死と呼ばれる事例を包含す

る用語である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Krous et al. 2004. Sudden infant death syndrome and unclassified sudden infant deaths: a 
definitional and diagnostic approach. Pediatrics 114: 234-238 
 
6Fleming, PJ et al (2000). Sudden unexpected death in Infancy. The CESDI SUDI Studies 1993-
1996. 
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第 1 章 
概略 

本章では、CDRのプロセスにつき包括的な概説を行っている。図3には、CDRのプロセスに

おける主要な段階につきフローチャートで示している。本ガイドラインの理解を促進するため

に、第2-6章の導入部には繰り返しこのフローチャートを提示し、該当部分を赤で囲い強調し

ている。 
 
 様々な状況下で、この CDR のプロセスがいかに展開されていくのかを示すため、付録１に

は 4 つの模擬事例を提示している。 
 

 
図３ 

 
迅速な意思決定とその通知 (第2章) 

1.1.1. 小児の死亡が発生した際には、関係した専門家は発生後数時間以内に、以下に示

した一連の意思決定を行う必要がある： 
 死亡児の家族への最大限のサポート方法は何か； 
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 多機関連携対応（Joint Agency Response）を行う基準を満たす死亡であるか否か： 
 死亡診断書(MCCD:Medical Certificate of Cause of Death)を発行すればよいのか、コ

ロナーへの照会が必要な事例であるのか； 
 重大インシデント調査(Serious Incident Investigation)を行う基準を満たす死亡である

か否か; 
 
1.1.2. 上記判断に続き、子どもの死亡対応を行った専門家は、その後に小児科医やその

他の専門的な医師、小児保健情報システム(Child Health Information System)、CDRパ

ネルレビュー委員会(CDOP：Child Death Overview Panel)、（運用が開始されれば）英

国小児死亡事例データベースなどへ、事例に関する情報を通知する必要がある。 
 
 
調査/捜査と情報収集 (第3章) 

1.1.3. 迅速な意思決定と通知の後には、以下の一連の調査/捜査が行われることとなるで

あろう。 
 コロナーによる検視 
 多機関連携対応（Joint Agency Response） 
 重大インシデント調査（Serious Incident Investigation） 

 
1.1.4. 死後検査は、多くの事例で必要となるであろう。どのような検査や調査を必要と

するかは、個々の事例の状況により異なる。複数の調査が同時進行で実施されることもあ

るであろうし、そうでない場合もあるであろう。事例ごとに調査のタイミングは異なりう

る。 
 
CDR会合 (第4章) 

1.1.5. 死後にどのような調査を行う必要があるのかは事例ごとに異なるが、いずれにし

ても小児死亡全例、CDR 会合で検証を行わなければならない。この CDR 会合は、子ど

もに直接関わった人物を含めて、多くの専門職が参加して行われる最終的な会合と位置付

けられるものである。この会合の性質というものは、子どもが死亡した状況や、どのよう

な専門職が参加するかにって、変化しうるものである。例えばこの CDR 会合は、既に多

機関連携対応(Joint Agency Response)で対応された後の最終の症例検討の場のこともあ

れば、NICU で死亡した事例における病院内死亡カンファレンスであることもある。た

だ、全ての CDR 会合には共通する目的と原則が存在している。 
 

有識者によるパネルレビュー会合(CDOP：Child Death 
Overview Panel)(第5章) 

1.1.6. 有識者によるパネルレビュー会合（以下、CDOP）は、その地域における様々な

機関を代表する人物からなる諮問委員会であり、その役割はCDOPを開催する地域に居住

実態のある全ての子ども（ならびに地域に居住実態はなくても、特に必要とされる子ど

も）の死亡を検証し、将来的な子どもの死亡を予防せしめる知見を得ることにある。この

パネルレビューは、それぞれの機関がそれぞれの視点から、子どもの死を見つめ合う機会

となる。CDOPは先に行われるCDR会合とは、ⅰ）検証される事例の個人を特定しうる
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情報は匿名化されている点、ならびに、ⅱ）CDOPの構成員は検証対象となる事例に直接

的な関りを持たない、ベテランの専門職で構成されている、という二つの点において、重

要な違いがある。CDOPは、パネルレビューで得られた知見のデータを英国保健省に報告

する義務を負っている。（現在はまだ稼働してはいないが、運用が開始されれば）CDOP
は英国小児死亡データベースに直接的にデータを提出するルールとなっている。 

 
家族の支援 (第6章) 

1.1.7. 子どもを亡くした家族へ積極的に関わり支援を行うことは、CDR の全ての家庭に

おける最優先事項である。子どもが死亡した後のプロセスの複雑性や、その後に起こる悲

嘆の強度を鑑みるに、子どもの死亡時には、その後にどのような対応がなされることにな

るのかを、場面を設定してしっかりと情報提供を行うとともに、グリーフケアに関しての

情報提供をしっかりと行う必要がある。 
 
特殊な状況 (第7章) 

1.1.8. 第 7 章では、想定される「特殊な状況」に関してのガイダンスを提供している。

以下にそのような特殊な状況につき、いくつか掲示する 
 英国籍の小児が、海外で死亡した場合 
 学習障害を有する小児・思春期児が死亡した場合 
 成人を対象とした ICU で、小児・思春期児が死亡した場合 
 子どもが自殺した場合や、死亡した子どもに生前自傷行為が認められていた場合 
 精神科に入院中の子どもが死亡した場合 
 社会的養護下にある子どもが死亡した場合や、収監中の子どもが死亡した場合 
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第2章 
迅速な意思決定と、その通知 
 

 
図4 

 
概略、および基本原則 

2.1.1.  本章では、子どもの死に接した専門職が死後数時間以内に行うべき意思決定につ

いて概説している。この意思決定には、死亡診断書を発行すべきであるのか、コロナーに

照会すべきであるのかの意思決定も含まれる。 
 
2.1.2. 子どもが死亡した場合、ほとんどの事例では死因は明確であり、死亡に立ち会っ

た医師（専門医）は、死亡診断書を明確に記載することができるであろう。このような場

合には、医師は「家族に対しどのような支援を行いうるのか」や「CDR会合の場に事例

を報告する上で、どのような情報を収集すればよいのか」を考慮することとなる。 
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2.1.3. しかしながら、死亡時の状況が明確でない場合や、子どもの養育上安全が担保さ

れていたかについて疑義がある場合や、子どもへの医療サービスを含むサービス提供上の

何らかの不備が存在していた可能性がある場合には、子どもの死因を明確にするために

は、さらなる調査を行うことが求められる。 
 
2.1.4. 全ての小児死亡事例に適切な対応を行うために、子どもの死亡に接したベテラン

の専門医は、最適な対応を行うために相互コンサルテーションを行うべきであり、これは

どのような場所で死亡が生じようとも、必要となるものである。 
 
 

迅速な意思決定に関わる専門職とは？ 
2.1.5. 必要な議論は対面で行っても電話で行ってもよいが、以下の専門家が関与する必

要がある。 
 当該小児の死亡に立ち会った勤務医、家庭医（かかりつけ医）やその他の医療者 
 当該小児の死亡に立ち会った上級看護婦、助産師、保健師 
 その他、必要に応じて以下の専門職が関与する 

 多機関連携調査を行うべき事例の可能性がある場合には、オンコールのCDOPの指定

医、警察の捜査官、児童相談所の福祉司 
 すぐに死亡診断書を記載することが困難と判断された場合には、コロナー 
 治療などの提供された医療行為に何らかの問題があった可能性がある場合には、院内

の医療安全チーム(hospital patient safety team)のメンバー 
 

2.1.6. 独立した監察医制度が導入された場合には、監察医が迅速な意思決定の際に関与

することが望まれる。 
 
どのような迅速意思決定を行う必要があるのか？ 

2.1.7. 可能な限り1~2時間以内、遅くとも24時間以内には、当該小児の死亡時判断

に責任を負う立場のベテランの専門医は、以下の迅速意思決定を行う必要がある。 
1). 当該小児の死亡時の状況に関し、収集できうる限りの事実を明確化する 
2). 当該死亡児が、多機関連携調査を行うべき事例であるのかを判断し、該当する場合に

は、オンコールのCDOP指定医・警察・児童相談所に連絡を行い、来院するように要

請する(第3章の3.3を参照) 
3). 死亡診断書を発行できるか否かを判断する。発行できないと判断した場合には、コロ

ナーに照会を行うことが、医師には義務付けられている 
4). 治療などの提供された医療行為に何らかの問題があった可能性があるか否かの判断を

行い、該当する場合には重大インシデント調査(serious incident investigation)を開始す

る基準を満たしているかを判断する。その場合には可能な限り、家族や他の医療スタ

ッフの意見を考慮に入れる必要がある。 
5). 最適な家族支援の方法について判断を行う 
6). 死亡児以外の、現在生存している子どもの安全を担保するために、緊急に対応を行う

必要があるか否かを判断する 
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2.1.8. 全ての死亡事例に対して、対応する標準書式(付録3参照)に記録を行う必要があ

る。また議論の結果については、家族に説明を行う必要がある。 
 
死亡診断書を発行する、もしくはコロナーに照会を行う 

2.1.9. 子どもの死亡に立ち会った医師は、まず初めに国家統計局および内務省により規

定されたF66ガイダンス(Guidance for doctors completing Medical Certificates of Cause of 
Death in England and Wales)に従って死亡診断書を発行できるか否かを判断する必要があ

る。死因が明らかで、死亡した子どもに提供された治療になんらの問題点はないと判断で

きるのであれば、死亡診断書を発行することができる。その場合には、その後に家族支援

のための最善の方法と、CDR会合に報告するためにどのような情報を収集する必要があ

るのかを考慮する。CDR会合に報告すべき情報としては、病院で実施した死後の診察や

検査、ならびにその他の死亡前後に知りえた事実などが含まれる。死後に病理解剖を行う

場合には、当該児の対応を行った臨床医側のリーダーが、病理医に臨床経過を直接報告す

ることが望ましい。 
 
2.1.10. 小児の死亡に際し作成する死亡診断書には、通常の死亡診断書と、生後6週齢未

満で死亡した新生児用死亡診断書の2種類が存在する。死亡診断書は死亡に立ち会った専

門医が記載することもあれば、かかりつけの家庭医が記載することもあるが、正確で読み

やすく記載し、略語を避ける必要がある。死亡児の病態が複雑な場合には、使用される用

語の正確性を担保するため、小児科専門医にコンサルテーションを行うことが推奨され

る。直接的な死因に関しては1aの欄に記載する必要があり、1a欄に記載した病態に直接

的に関連する疾患や病態については1b欄に、1bに関連する疾患や病態については1c欄
に、という具合に記載を行う。死亡に寄与したものの、死因に直接的に関連したとまでは

言えない重要な要因については、2欄に記載を行う必要がある7。新生児用死亡診断書であ

っても記載方法は原則同じであるが、この新生児死亡診断書では記載上重要な要因は1つ
のセクションにまとまって書くようになっている。 
 
2.1.11. 小児の死亡時に対応を行った医師が死亡診断書の記載をしえないと判断した場合

には、その死亡児の情報をコロナーに照会する必要がある。チーフコロナー事務局は、コ

ロナーに照会を行うべき事例のガイダンスを公表している（付録2参照）。このような場合

に、医師は遅滞なく当該小児の死亡につき、コロナーに照会を行わなくてはならない。多

くの事例では、翌日（翌就業日）以降にまで照会を待っても問題はないが、事件性が疑わ

れる事例の場合には速やかに照会を行う必要がある。照会を行うべき事例であるか否かが

判然としない場合には、死亡に立ち会った医師はコロナー事務局に連絡し、協議を行う必

要がある。 
 
 
 
 
 
 

7Guidance for doctors completing Medical Certificates of Cause of Death in England and Wales; 
ONS; 2010; https://www.gro.gov.uk/Images/medcert_July_2010.pdf 



20 
 

 
 
2.1.12. 照会があった場合、コロナーは以下のいずれかの対応を決定することになるであ

ろう： 
 さらなる調査を行う必要はなく、死亡に立ち会った医師はコロナーの対応を待たずに死

亡診断書を発行してかまわない。 
 コロナーが死亡診断書に記載予定の内容につき同意し、コロナーがその死因に同意した

旨を、書面(フォーム100A)で地域の死亡診断書の受付窓口に通知する。 
 

2.1.13. コロナーが調査を行うべき事例と判断された場合には、臨床医は死亡診断書の提

出を行う必要はない。 
 
その他の NHS により定められた通知 

2.1.14. 子どもの死亡に立ち会った医療チームは、死亡後24時間以内（休日をはさむよ

うであれば、翌就業日）に、以下に示した各機関にに通知を行う必要がある。 
 
 小児保健情報システム(CHIS：Child Health Information System)：NHSの
小児保健情報システム(CHIS)は、健診、予防接種、およびその他の健康改善のための介

入などの小児に関する公衆衛生学的な情報や、地域医療に関する情報を包括的に家族に

提供している。小児が死亡した場合に、その後に予防接種の通知等が行われないよう

に、医師は地方自治体のCHISに通知を行う必要がある。 
 
 家庭医（かかりつけ医）：小児が死亡した際には、対応を行った医療チームは、その

事実と死亡時の状況を子どものかかりつけ医に知らせ、その医師が家族をサポートでき

るようにする必要がある。このような通知は、かかりつけ医がCDRのプロセスにつき知

ることにもつながり、CDR会合の際に彼らの協力を得やすくなることとなる。 
 

 その他の専門職：必要に応じて保健師、学校の養護教諭、病院/在宅のその他の医

療チームに、当該小児の死亡について通知を行う。 
 

 地域の有識者パネル(CDOP)管理者：CDOPの管理者には、フォームAを用いて当

該小児の死亡発生を通知する必要がある。必要な場合には当該地域のCDOPは、他地域

のCDOPと調整を行う(第5章の5.5参照)。 
 

 英国小児死亡データベース(NCMD)：稼働が開始された場合には、NCMDに

も当該小児の死亡につき通知を行う必要がある。 
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第3章 
調査/捜査と情報の収集 
 

 
 
概論、および基本原則 

3.1.1. 迅速な意思決定が行われ、その通知がなされた後にも、いくつかの調査が続くこ

ととなるであろう。どのような調査が続けられるのかは、個々の事例の状況によって異な

り、事例によってはいくつかの調査が平行して行われることもある。この調査にかかるタ

イムコースは、事例により大幅に異なる。調査によって得られた各種の情報は、CDR会

合の場に提供されることとなる。本章では、行われる可能性の高い各種の調査の概要につ

き言及する。 
 

 
コロナーによる調査 

3.1.2. 小児の死亡に関して、コロナーによる調査を行う必要があるか否かの相談は誰も

が行うことが可能である。ほとんどの相談は臨床医か警察によって行われるであろうが、
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出生届/死亡届/婚姻届の受理を行う市町村の担当者が相談を行うこともあるであろう。付

録2には、コロナーへ調査を行うか否かの相談を行うべき基準をリストアップしている。 
 
3.1.3. コロナーは事例が照会された場合、死体の管理の法的責任者となり、死因につい

ての調査を開始することとなる。コロナーによる調査対象となった場合には、死体の検死

（検視および解剖）を行う責任はコロナーにある。犯罪死体の可能性がある場合には、警

察も検死に加わることとなる。検死が終了したら、火葬を行うために通常は速やかに遺体

は家族のもとに帰されることとなる。コロナーは通常、可能な限り早期に遺体を家族のも

とに帰すことを考慮する。ただし臓器を摘出した精査を行う場合に、家族が臓器も一緒に

帰してもらうことを強く希望した場合や、再度の検死を別個に行う必要があると判断され

た場合には、遺体を家族のもとに帰すのが遅くなることもありうる。 
 
3.1.4. 小児の不詳死はおそらく全例が検死対象となるが、初期の調査を照合した結果、

コロナーが内因死であると結論付けることもあり、コロナーに照会のあった事例が全例解

剖となるわけではない。内因死であるとコロナーが判断した場合には、法的な捜査や解剖

を行わないことを決定し、内因死として死体検案書を作成し、市町村に提出してケースを

終結させることとなる8。 
 
3.1.5. 小児死亡についてコロナーに調査義務が発生した場合、正式な調査が開始される

こととなるが、ほとんどの場合には検死（検視・解剖）がなされることとなる。検死の過

程では、死亡した人物を特定し、いつ、どのようにして、どこで死亡に至ったのかや、医

学的な死因を特定することとなるが、事例によっては死亡登録のために特有の詳細につい

ての調査を行う必要がある。「国家としてその子どもの『生きる権利』を十分に保障でき

ていたとは言い難い」との議論を行うべき事例に関しては、その死亡に関してのあらゆる

状況に関しての情報収集を尽くし、議論を尽くすことがその償いといえよう。ただほとん

どの事例は裁判を経ることなく、コロナーが収集された証拠（情報）を検討し、「審問記

録(Record of Inquest) と呼称される公的文書内の質問事項への回答を記入していく。コ

ロナーが確認したこの検証結果は、各地域の戸籍係に提出されることとなる。 
 
3.1.6. 子どもの死亡に関連する情報（内部資料や、多機関連携調査記録や、CDR会合

の記録など）を保持しているあらゆる関係機関は、コロナーにそれらの情報を編集前の生

データの状態で開示する義務を負っており、コロナーも法的にこれらの情報を開示させる

権利を有している。ただし情報を提供する際には、コロナーがその後に死亡児の関係者に

情報を開示する際に、生データではなく情報を編集した状態で開示するように、コロナー

に求めることができる。 
 
 
 
 
 
 
8 コロナーは、コロナー用フォーム100A（解剖非実施事例の場合）、もしくはコロナー用フォーム

100B（相棒実施事例の場合）に記載する。 
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3.1.7. 死亡児の家族に対して、コロナーが関与することとなったことや、司法解剖が必

要であることや、いつそのような解剖が行われるかについて早期に知らせる必要があり、

希望する場合には検死（検案・解剖）の結果につき説明を受ける権利があることや、検死

の日程やコロナー審問の日程についても情報を提供し、審問が公開で行われる場合にはそ

の場に出席することができることも知らせる必要がある。いずれにしろコロナーによる調

査対象となり、死因究明の権限がコロナーに付されることとなった事例においては、その

プロセスを通じ家族とのやり取りを行う中心は、コロナー事務局が担うこととなる。 
 

多機関連携調査(Joint Agency Response)  
3.1.8. 死亡が外因によると判断された場合や、突然の死亡で原因が明確でない場合

（含、SUDI事例）や、社会的養護中や保護観察中などの保護下で起きた（under 
custody）場合や、精神保健福祉法に基づく保護入院中で起きた場合や、収監中に起きた

場合などでは、死亡児を診察した医師はコロナーと警察に必ず通知を行う必要があり、

SUDIガイドラインに記載されているのと同様に、その死亡について多機関連携での調査

を行う必要がある。このような多機関連携調査を行うべき事例が発生した場合には、オン

コールの医療者、警察官、担当児童福祉司に速やかに連絡を行い、通知を行った病院に速

やかに臨場がなされる必要がある。 
 
3.1.9. 子どもが重篤な状態で運ばれ、自己心拍は再開したものの数日以内に死に至るこ

とが予測される場合にも、3.1.8に準じて多機関連携調査体制を発動させる必要がある。

このような状況の場合には、詳細に現病歴の確認を行うことや重篤な状態に陥った現場の

検証を行うためにも、死亡した時点ではなく来院した段階で多機関連携調査が開始される

必要がある。 
 
3.1.10. このような事例の調査を効果的にし、家族への適切なサポートを提供するために

は、すべての専門家同士が情報共有を行うことが重要であり、関連する情報が適切に共有

されるように、互いに協力し合うことが求められる。 
 
3.1.11. 多機関連携調査対応を行う際には、リーダーとなる医療者を任命する必要があ

る。このリーダー医療者は、有識者によるパネルレビュー(CDOP)の指定医であることが

望ましいが、小児死亡対応に関する適切なトレーニングをうけた経験豊富な医師や看護師

や保健師であれば問題はない。リーダー医療者は、医療に関する情報の提供がなされるこ

とを保証し、警察やその他の関係機関との継続した連携を行う際の責任者となる。もし地

域が、時間外に多機関連携調査対応対象に該当する死亡が発生した場合に、医療者の当番

制を敷いていない場合、この役割は当該医療機関の役職小児科医が当座担当することが望

ましい。 
 
3.1.12. 多機関連携調査対応が必要な死亡事例が発生した場合、地域の児童相談所にも迅

速に連絡を行い、死亡児やその家族、および同居している人物についての情報を速やかに

確認する必要がある。 
 
3.1.13. 図6に、多機関連携調査体制が発動された場合の動きに関しての、フローチャー

トを提示している。 
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 図6 
 

3.1.14. 死亡児の現病歴や診察所見の中には、その死亡の状況に疑義をもたらすものもあ

る。そのような要因が特定された場合、それを記録しコロナーや関係機関の専門家と情報

を共有する必要がある。死亡児に確認された損傷所見はすべて記録する必要があり、警察

官の手により写真撮影が行われなくてはならず、臨床医は必要なあらゆる検査を施行する

必要がある(付録4参照)。 
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3.1.15. 初回の情報共有や会合のセッティングは、死亡児の家族が救急医療の現場にいる

うちに行う必要がある。共有すべき情報には、どのような調査を来なうべきであるのか

や、解剖を実施するべきであるのか否かや、死亡児が心肺停止状態に陥った現場の調査を

行うか否か、も含まれる。これは素晴らしい調査と各関係機関への連絡、死体解剖

（post-mortem examination）の調整、倒れた場所の訪問の計画などを含む。多機関が医

療現場に集合した後には、医療側のリーダーは解剖を行う医師やコロナーや警察官に報告

書を提出する必要がある。この報告書は、関連する有識者によるパネルレビュー(CDOP)
の管理者にも送付されることとなる。その後、司法解剖結果や医学的な検査結果がすべ揃

った際には、その新たな情報を踏まえての更なる多機関連携会合を開催する必要がある。

コロナーからの死因究明報告書が提出されたのちには、最後のCDR会合の日程調整が行

われることとなるであろう。 
 
3.1.16. 子どもの死亡に虐待やネグレクトが寄与していることが疑われる事例において、

死亡児の生前の関係機関の関与に不十分な点がある旨の懸念がある場合、初回の多機関が

参集した情報共有や会合のセッティングの機会に、当該事例が虐待死亡事例検証(Child 
Safeguarding practice review)開催の対象となるか否かについての検討も行う必要があ

る。 
 
重大インシデント調査 

3.1.17. 重大インシデント調査は死因の究明を目的としたものではなく、子どもの安全が

脅かされ死亡に寄与した可能性のある要因についての詳細な分析結果を、CDRのプロセ

スに情報提供を行うことを目的としている。重大インシデント調査は、高度根本原因解析

手法(RCA：Root Cause Analysis)（ならびに医療安全調査局[HSIB]により将来的に推薦

される手法）を用いて分析をすることで、死亡状況についての理解を深めることができう

ると判断される場合や、将来的な予防可能死を防ぐための提言を行いうると判断される場

合に、実施される。重大インシデント調査は、小児医療提供体制上の何らかの不備につい

ての理解を深めることと、それらの問題がどのように連関し、子どもの死亡に寄与したの

かについて理解することに焦点化して行われる。子どもが死亡してからしばらくたってか

ら、重大インシデント調査の対象とすべき事例であるとの認識に至ることもある。重大イ

ンシデント調査を開始するのに遅すぎるということはなく、この調査が他の調査（多機関

連携調査など）と並行して行われていても問題はない。 
重大インシデント調査のプロセスの大まかな流れにつき、図７に提示している。 
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図7 
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3.1.18. 重大インシデント調査は、特定の組織や個人の有責性を追及することを目的とは

しておらず、この調査は効果的で継続可能な変化を小児医療提供体制に組み入れるための

提言を行うための情報を集め、将来的に同様な問題が生じた際に小児死亡が発生するリス

クを低減していくことを目的としている。 
 
3.1.19. 英国国民医療保健サービス(NHS：National Health Service)は、重大インシデ

ント調査のガイドラインとして、重大インシデント調査骨子(the Serious Incident 
Framework)9を提供している。重大インシデント調査から得られた情報については、英

国安全情報収取システム(NRLS：National Reporting and Learning System)や戦略的医

療運営情報システム(StEIS：Strategic Executive Information System)やそれに準じるシ

ステムに登録することが求められている。NHSの重大インシデント調査骨子では、対象

事例発生直後の報告内容やその他の情報を勘案したうえで、調査すべき段階を以下の3つ
のレベルに分けて、どのレベルの調査を行うのが適切であるのかを判断する、と定めてい

る。 
 

 レベル１：地域の医療者が主催する、簡潔なRCA調査 
 レベル２：地域の医療者が主催する、包括的なRCA調査 
 レベル３：完全に独立した外部の医療者からなる、包括的なRCA調査 

 
3.1.20. これらの3つのレベルの調査は、それぞれ時間軸とプロセスは異なるものであ

り、レベル１とレベル２の調査は例外的な事例を除き、原則として60日以内に調査は終

了するが、レベル３の独自調査は、6か月以内が目安となる。 
 
3.1.21. 重大インシデント調査は、将来的に類似の死亡事例の発生を減らすために、効果

的で継続可能な施策を具体的に提言する形での調査報告結果をまとめることが求められ

る。この調査報告では提言をSMART（Specific：具体的、Measurable：効果測定可能、

Attainable：達成可能、Relevant：妥当性がある、Time-bound：実施までの期間定め

る）にまとめる必要があり、関与したすべての人物の合議で作成される必要がある。提言

に沿った具体的な行動化がなされているかにつき、調査責任者と管理チームはトラッキン

グし、提言が実施に至ったか否かについての経過をまとめる職責を担う。 
 
3.1.22. 警察や児童思春期精神保健医療機関などの他の組織には、それぞれ調査を行う際

の段取りは異なっており、関わる機関が多い場合には調査を終結する期間に影響が及ぶこ

ととなるであろう。NHSの重大インシデント調査骨子には、家族や養育者とどのように

関わるべきであるのかなどを含め、調査の実施に関する詳細なガイダンスが提供されてい

る。この骨子では、NHSが推奨する高度根本原因解析(RCA)の手法についても言及され

ている。 
 
 

 
 
 
 
9NHS Serious Incident Framework   
https://improvement.nhs.uk/resources/serious-incident-framework/ 
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各種調査のコーディネーション 
3.1.23. 無数の調査が同時並行的に行われていくことにより、子どもを亡くした家族が混

乱してしまう事態は避けなければならない。これまで述べてきた調査に加えて、家族は子

どもの医療的ケアに関する不服申し立てを、NHSに行うことができ、その申し立てに基

づいて調査が「議会健康サービスオンブズマン（Parliamentary and Health Service 
Ombudsman）」に委任されることもある。各種調査を効果的に調整し、十分なコミュニ

ケーションをとることは、悲しみに暮れた両親に不要なストレスを与えることを避けるた

めに、極めて重要である。 
 
3.1.24. 子どもを亡くしたすべての家族には担当のワーカーがつき、その担当ワーカーが

CDRのあらゆるプロセスにおいて、家族とコンタクトを取り続ける窓口として活動する

必要がある。この担当ワーカーは職位や役職に関わらず、実務的にしっかりと役割を果た

しうるか否かが重要となる（第7章セクション7.2.1参照） 
 
3.1.25. 複数の調査が入るような死亡事例においては、NHSはその手続きの全体像を見

守るケースマネージャーを任命する必要がある：ケースマネージャーは、患者相談連携サ

ービス(PALS:Patient Advice and Liaison Service)なども活用し、それぞれの関係者が客

観的にCDRのプロセスに関わることができているかや、法律要件に十分配慮しているか

を確認し、タイムスケールに無理のないように配慮し、死亡児の両親がCDRのプロセス

に関与しうる場面で関与でき、情報のフィードバックをもらいたい場合にそれが受けられ

るように支援を行う。ケースマネージャーの仕事は、継続的に唯一の家族との窓口となる

ことが仕事である担当ワーカーの仕事とは、異なるものである。 
 
3.1.26. 重大インシデント調査がCDRのプロセスと同時進行で開始された場合、ケース

マネージャーは患者安全チームのメンバーの管理者としても機能し、調査の進捗や締め切

りの管理を行い、家族や組織によって定められた期日までに、医療者が必要な情報提供を

行うように管理する職責も担う。係争事例になっている事例の場合、CDRのプロセスを

管理するケースマネージャーを経験豊富な事務部門の長などに担当させた方がよい場合も

あるであろう。特に重大インシデント調査が同時進行で進んでいる事例では、ケースマネ

ージャーを経験豊富な事務部門の長などが担い、患者安全チームのサポートを行い、家族

への説明の矢面に立つことが望まれる。どのような事例であれ、家族との唯一の連絡窓口

となる担当ワーカーと、ケースマネージャーは協働する必要がある。複雑な事例において

は、管理職にも担当者となってもらい、生じた問題点や、その他の様々な調査の進行状況

につき、常に把握し続けるようにすることが重要である。 
 
CDRのプロセスの各段階についての理解を促進するため、付録1に4つ
の模擬事例を提示しているので、ご参照いただきたい。 
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第4章 
CDR会合 
 

 
 
概論、および原則 

4.1.1. CDR会合は、個々の小児死亡事例に関して、その子どものケアに直接携わった

複数の専門家が、その子どもの死亡について協議し合える最後の機会である。CDR会合

は様々な呼称や形式で既に実施がなされている（例：死因/死亡態様決定カンファレン

ス、周産期死亡カンファレンス、個別症例検討会など。SUDIガイドラインでは最終症例

検討会と呼称されている）。会合によっては、1例のみを対象として実施されることもあ

れば、複数の事例についてディスカッションが行われる場合もある。CDR会合の場で出

された結論は、有識者によるパネルレビュー(CDOP)に書面(フォームC)により通知する必

要がある。 
 
CDR会合を行う目的 

4.1.2. あらゆる事例に共通する、CDR会合を行う目的は以下の通りである：  
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 背景にあるヒストリー、全ての治療・検査内容、調査結果を検証し、できるだけ正確

に、最も可能性の高い死因を決定する 
 死亡事例における、個人的・社会的・物理的環境上の問題点や、行政サービスなどの

支援提供状況につき、標準化された方法を用いて明確化する 
 死亡事例に固有の、死亡に寄与した可能性のある修飾因子を、標準化された方法を用

いて同定する 
 死亡事例を検証することにより得られたあらゆる知見を明確に記述し、適切な場合に

は、将来的な小児の新たな死亡を予防する上で効果的な対応を明らかにし、関連する

機関の管理部門に確実に通知を行う 
 死亡児の家族に提供された支援を検証し、また残された子どもや、将来その家庭で生

まれる可能性のある子どもが、安全かつ健全に発育することができるための支援ニー

ズについて検討する 
 死亡児の、死亡に対するあらゆる調査結果や、CDRによって得られた知見につき、可

能な限り家族に情報提供を行う 
 CDR会合の場での検証結果について、有識者によるパネルレビュー(CDOP)、ならび

に（適切と判断される場合には）コロナーに対し、書面（フォームC [付録5参照]）を

用いて確実に通知する 
 現時点ではまだ稼働していないが、運用が開始され次第、関連するデータを「小児死

亡データベース」に登録する 
 死亡児とその家族に関わっていたスタッフに対して提供された支援について、検証を

行う 
 
CDR会合に出席すべき人物について 

4.1.3. CDR会合の準備を行う職責は、小児の死亡宣告を行った機関が負う。自宅など

の病院外で死亡した事例の場合、通常は多機関連携対応が行われることとなるであろう

が、CDR会合の準備を行う職責は、最初に接触した医療者が担う。 
 
4.1.4. 全ての小児死亡は、一例一例丁寧に検証を行う必要があり、生前にケアが提供さ

れていた場合には、その全過程に関わった専門職がCDR会合に加わることが望まれる。

そうすることにより、一次・二次・三次医療機関の医療者、行政、司法、民間団体らの関

係性は強化されることとなるであろう。 
 
4.1.5. 小児死亡に際し、疾病の致死率はさておいて10、個々の組織でも可能な限りの検

証を行うことが強く推奨される。このような包括的な手法をもってして初めて、小児の死

亡に寄与した真の要因について理解することが可能となるのである（具体的な会合の流れ

については、付録１の模擬事例を参照していただきたい） 
 
4.1.6. CDR会合には以下に列記した専門職の参加が求められる:  
 小児の死亡時に診療を行った病院医師や診療所医師、および生前に家族がかかりつけ

であったと語った医師 
 

 
10予後不良の内因疾患により死亡した場合であっても検証を行う必要があり、また死亡に直接は寄与し

なかったが検証すべき対応上の問題がある場合も、その点につき検証を行う必要がある 
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 解剖が行われた場合、解剖医（法医学者もしくは病理医） 
 上記に該当する医師以外の専門医や一般医（治療の選択に関してのディスカッション

を成立させるため） 
 患者安全チーム（重大インシデント調査が実施された事例の場合） 
 ベテランのコロナー（コロナーに照会のあった事例の場合） 
 警察の上級捜査官（多機関連携対応を行った事例の場合） 
 児童福祉司（生前に介入があった事例の場合） 
 救急隊員や消防隊員（出動のあった事例の場合） 
 プライマリケアの代表者（家庭医、助産師、保健師など） 
 養護教諭、教頭（死亡児が就学児の場合） 
 適切な事例では、Barmados, Teenage Cancer Trust, the Rainbow Trustなどの、ボ

ランティア団体やNPOの職員 
 
4.1.7. オンラインでの会合を行うことで、多機関・多職種の参加はより容易となりうる

が、それでも一部の専門家（救急医療者や一次診療の医師など）は参加できないかもしれ

ない。そのような場合には、それらの専門家たちにはCDR会合にレポートを提出すべき

である（このような場合には、フォームBの書式を用いるとよい）。 
 

CDRの議長は誰が行うことが望ましいか? 
4.1.8. 多機関連携対応で調査/捜査を行った事例の場合、CDR会合で議長を行う人物

は、その際に医療のリーダーとなった人物が望ましい。 
 
4.1.9. 多機関連携対応を行わなかった事例の場合、あらかじめCDRの過程に習熟し登

録されている、死亡宣告を行った施設のリーダー医師が議長を務めることが望まれる。こ

のようなリーダー医師は、あらかじめ自身の職務の中にCDR会合を行うことを想定し、

CDR会合に時間を割くことができるようにしておく必要がある。 
 
4.1.10. 上述のリーダー医師が、死亡児の主治医であった場合、利益相反と取られてしま

いうる事態を避けるため、議長の役割は他の医師に委ねる必要がある。議長は各事例につ

いての検証を開始する際に、利益相反ととられうる状況があるか否かにつき、参加者に尋

ねなくてはならない。例えば、死亡宣告を行った施設の医療チームと家族との信頼関係が

破綻してしまった事例など、稀ではあるが死亡宣告を行った施設外の人物に議長を依頼す

ることが必要な場合もある。そのような状況の場合には、あらかじめ登録を受けているリ

ーダー医師は、助言を行う立場となるであろう。 
 

CDR会合を行う際にふさわしい場所 
4.1.1. 本ガイドラインは、すべての小児死亡に適用されるものである。一般論として、

病院で死亡した小児事例について、死亡を取り扱った担当科はその死亡について議論を行

うべきであり、そのような議論は、臨床医学的側面からその死亡について幅広い検討を行

う上で不可欠である。病院外で死亡した小児については、地域の家庭医（訳注：警察医）

が議論を行い、ホスピスで死亡した小児については、ホスピス内で議論を行うこととなる

であろう。ただしこのような場合にも、CDR会合を行う場所については、生前に死亡児

の治療を主体的に行っていた施設に情報提供を行うなどの配慮を行う必要がある。 
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4.1.2. 例えば、ある小児がA病院で何ヶ月もの間治療を受けていて、死亡直前に専門的

な治療のためB病院へ転院し、その後24時間以内に死亡した場合、この小児の死亡につい

てはまずA病院で議論し、そこにB病院の治療チームを招集することが、理にかなってい

る。重要なのは、同じ子どものCDR会合を複数の施設（地域の二次病院と三次医療施

設）で重複して行うことは、サイロ思考（訳注：窓がないサイロの中にいると周囲が見え

ないように、全体のことを考えず、自己の組織の都合のことだけを考えてしまうこと）に

陥り家族に混乱をもたらす可能性があり、避けるべきであるということである。 
 
CDR会合を行うにふさわしい時期 

4.1.13. CDR会合を行う際には、計画立案と調整が不可欠である。CDRに関する担当部

局は、CDR会合の実施の責任を有する施設が適時かつ調整された状況で会合を行うこと

ができるように、適切なリソースの提供を行うなどの支援を行わなくてはならない。

CDR会合は、予備的調査（多機関連携調査、重大インシデント調査、検死[検視・解剖]な
ど）の結論が出て、かつ会合の場には出席ができないもののキーとなる情報を有している

であろう機関からの書面（フォームBなど）による報告を受け取り次第、行う必要があ

る。関連性のあると思われる有識者によるパネルレビュー(CDOP)の事務局が、そのよう

な調整を行う助けになるであろう。 
 
4.1.14. CDR会合は可及的速やかに行う必要があり、理想的には死亡後3ヶ月以内に行わ

れることが望まれる。ただし重大インシデント調査の結果や、解剖の最終報告書が出るま

でに時間を有することも稀ではなく、CDR会合の実施がこれよりも遅くなってしまうこ

とも稀ではない。いずれにしろCDR会合は、コロナー審問や児童保護検証（虐待死亡事

例検証）や有識者によるパネルレビュー(CDOP)が実施される前に行われる必要がある。 
 
4.1.15. AHT(虐待による頭部外傷)が疑われる場合など、CDR会合が犯罪捜査の一環と

して始まることもありうる。この場合、子どものケアに関わっていた臨床医が会合の座長

を務めた場合、法廷でそのことが問題となりうる点を考慮する必要がある。 
 
CDR会合でどのようなことを話し合うべきか? 

4.1.16. CDR会合の際には、死亡児に関連するあらゆる側面について検証を行う必要が

ある。 
 
4.1.17. 多機関連携調査が行われた事例に関しては、医療側のリーダーがCDR会合に向

けた報告書の作成義務を負う。重大インシデント調査を実施した事例の場合には、調査の

指揮を執ったチームのメンバーが、その調査結果につき報告する必要がある。議論を行う

べき標準的事項につき、以下に示す： 
・ 事例の概要 
・ 死後検査や検死（検視や解剖）、もしくは多機関連携調査や重大インシデント調査か

ら得られた知見 
・ 家族から提起された疑問 
・ 議論すべき問題点 
・ この事例から学んだ教訓と、それを受けた具体的な施策実施のための提言 



33 
 

・ 死因や死亡に寄与したと思われる要因の確定 
・ 家族のフォローアップ方法 
・ 死亡児やその家族と関わったスタッフへのサポート 

 
4.1.18. CDR会合は、必ず議事録を作成する必要がある。その内容はフォームC(付録5参
照)の形でまとめ、有識者によるパネルレビュー(CDOP)や、コロナーや、さらに必要時に

は児童保護レビューパネル（虐待死亡事例検証）などへ報告する必要がある。このような

報告書は、事例につき十分に討議した内容を伝達する上で不可欠である。CDR会合で事

例から得た教訓を反映した具体的な施策実施のための提言は、明瞭な文面で表現し、関係

する機関の管理部門に確実に伝達しなければならない。現時点ではまだ稼働していない

が、運用が開始され次第、関連するデータを「小児死亡データベース」に登録する必要が

ある。 
 
CDR会合への、死亡児の家族の参加について 

4.1.19. CDR会合は、専門家を対象とした会合である。出席者間で完全に忌憚のない意

見を出し合うことができるようにするため、ならびにその子どものケアに関連するあらゆ

る困難な議題に対しても誤解を恐れることなく議論することができるようにするため、死

亡児の両親はこの会合に出席するべきではない。しかしながら、両親はこの会合で得られ

た情報について担当のワーカーから知らされるべきであり、また担当のワーカーやその他

の専門家を通じ、情報提供をする機会や疑義を投げかける機会が担保されるべきである。 
 
4.1.20. サービスの提供に関連して係争となりうる事例に関しては、重大インシデント調

査やその他の過誤に関しての申し立て機会を通じて、関与した医師・看護師と多機関連携

チーム同士で、CDR会合を行う前にあらかじめ議論を行っていることが望まれる。CDR
会合はこのような解決が困難な問題に対して多機関で議論をする機会ともなり、家族への

対応に関しても多機関でサポートをするという安心感を当該機関にもたらすこととなるで

あろう。家族から呈されたあらゆる疑義に関しては、すべて会議録として記録を残してお

く必要がある。 
 
4.1.21. CDR会合での議論の終結の際には、これまでにどのような支援が家族に対して

実施されたのかや、会合で出された結論に対し誰が家族に説明を行う責務を担うかについ

て、明確化する必要がある。一般的には、このような責務は死亡児を診ていた小児医が担

うことが多い。コロナーの調査下に置かれた事例の場合には、このような対応はコロナー

事務局と連携した上で行わなくてはならないが、最終的な死因を決定する職責はコロナー

審問の場にあるということを理解しておく必要がある。 
 
 
CDRのプロセスの各段階についての理解を促進するため、付録1に4つ
の模擬事例を提示しているので、ご参照いただきたい。 
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第5章 
有識者によるパネルレビュー会合

（CDOP） 
 

 
図９ 

 
 

概略、および基本原則 
5.1.1. 2017年児童福祉法(The Children and Social Work Act 2017)ならびにWorking 
Together(英国政府発行の児童虐待対応ガイドライン)は、 地方行政府と地域の医療サー

ビス委託グループ(CCGs：Clinical Commissioning Groups)よりなるCDR実施共同体

(Child Death Review Partners)に対し、当該地域に居住していたすべての小児死亡事例

に対し（もしくは居住実態がなかった子どもであっても必要時には）、有識者よりなる小

児死亡を俯瞰するためのパネルレビュー（CDOP：Child Death Overview Panel）を開

催し、事例検証を行うことを強く推奨している。 
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5.1.2. CDOPの検証対象には、医療が立ち会い明らかに死産であったと判断された事例

や、合法的に行われた予定堕胎事例を除き、すべての新生児も含まれる。 
 
5.1.3. 1つのCDR実施共同体が対象とする範囲というのは、NHSの定める各地域の医療圏毎

に定められるのが基本であるが、原則として年間80-120人の小児死亡を検証するような規

模として管轄区域は区分される必要がある。 
 

5.1.4. あらゆる機関の専門職は小児の死亡を認識した際に、当該地域のCDOP事務局に

その情報を提供する責務を負っており、特に子どもや家族のケアや支援に携わっていた機

関には地域のCDOP会合が開催される際に協力を行う義務を有している。CDOPの会合は

個々の事例につき、子どもや対応を行った職員に関する情報をすべて秘匿して匿名化した

状態で二次的な検証を行う場である。CDOPに先立ち、一時的検証の場であるCDR会合は

フォームC草案(付録5参照)を作成し、それをCDOP事務局に送付する必要がある。 
 
5.1.5. CDOPの会合は、直接死亡事例のケアに携わった専門家やその同僚が参加する

CDR会合とは異なり、検証対象となる事例と関係性のない複数の機関の代表者が参加し

て、検証が行われる。 
 
CDOP会合の責務 

5.1.6. CDOP会合の責務を、以下に列記する： 
 

 小児死亡に関する情報を収集し、整理を行う。専門職からの情報収集に加え、必要時に

は家族からも情報を収集する。 
 死亡に寄与した可能性のあるあらゆる要因を同定し、将来的な新たな小児死亡を防ぎう

る教訓を明確化すために、CDR会合で作成された報告書を含めて、入手しえたあらゆる

情報の分析を行う。 
 将来的な新たな小児死亡を予防し、小児の健康・安全・福祉を増進するための具体的な

施策の実施を、CDR実施共同体やその他の機関に関し勧奨するための提言を作成する。 
 死亡児が虐待やネグレクトを受けたと推察される場合には、虐待死亡事例検証(Child 
Safeguarding Practice Review Panel)の場や、多機関よりなる地域の虐待対応共同体

(Local Safeguarding Partners)にその情報を提供する。 
 登録された死因に不備や修正点が確認された場合には、監察医（監察医制度が実施され

ている地域の場合）や死亡診断書記載医師に、死亡登録制度（人口動態統計）の改善の

ために、その旨を連絡する。 
 英国保健省(Department of Health)に指定されたデータを提供し、運用が開始されれば英

国小児死亡事例データベース(the National Child Mortality Database)にもテータの提供を

行う。 
 地域のCDR実施共同体向けに、小児死亡の地域のパターンや傾向・実施された提言・提

言に基づき実施された施策、ならびにCDRを実施することにより得られたその他の幅広

い効果につきまとめた年報の作成を行う。 
 CDRで得られた教訓を生かすことで、当事者・地域・国が主体性を発揮していくことに

貢献する。適切な場合には、個人情報を保秘したうえでの研究活動も、この中には含ま

れる。 
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CDOPの構成メンバー 
5.1.7. CDOPは，核となる構成員として次の機関の代表を含む，多職種の専門家からな

るパネルである。 
 

 公衆衛生分野の専門家(座長の職を担うことが多い) 
 小児死亡に関する指定医(CDOP指定医） 
 医師（CDOP指定医が診療所医師の場合、病院勤務医師。逆にCDOP指定医が病院勤務

医師の場合、診療所医師） 
 児童相談所/市町村の子ども担当部局 
 警察 
 虐待対応専門医療者(専門医もしくは専門看護師) 
 一時診療医療者(家庭医、保健師) 
 看護師/助産師 
 CDOP管理者 
 一般市民/家族会代表者 
 その他必要時に、コロナー事務局職員、教育者、家屋調査士、地方議会議員、健康福祉

団体の委員、救急隊員、緩和ケア職員などの参加も考慮される 
 

5.1.8. パネルレビューを行う際の議長は、その地域の中核病院の医師ではない方がよ

い。上述したコアメンバーに加えて、その他の保健機関や関連する機関の専門家も、必要

に応じて協議に参加してもらう必要がある。パネルレビューに参加するメンバー(付録6参
照)は、自身がその場でどのような役割を果たす必要があるのかについて十分に理解し、

レビュー会合に先立って、全ての関連する資料に目を通しておく必要がある。会合に先立

って毎回、利益相反を確認する必要があり、当該死亡児のケアに直接携わったメンバーが

いる場合、その人物が議論を主導することは避ける必要がある。 
 
5.1.9. CDOPは、リーダー的立場の医療者と地方自治体の管理職クラスの職員よりな

り、両者の総計により定足数が定められる。純粋に医学的なテーマのパネル会合（例：心

疾患パネルなど）の場には、警察や福祉機関の職員が必ずしも出席する必要はない（テー

マ別パネルについての詳細は、下記5.1.13を参照）。このような場合でも、パネルに参加

しない機関は事例の議事録をレビューすることもでき、必要に応じて関連資料をパネルの

出席者に渡すこともできる。CDOPの会合は，年間どのような死亡事例が、どのくらいの

数検証されるのかにもよるが、定期的に実施される必要がある。 
 
CDOP管理者の責務 

5.1.10. CDOPの管理者は、パネルの座長や指定医と密に連携して業務を行う必要があ

る。CDOPの指定医は、CDRのプロセス全般に対し幅広い助言を行う職責を担っており、

CDOPのテーマ別パネルについても助言を行う責任を有する。子どもの死亡事例が発生し

た場合、当該地域のプロトコールに従い、速やかにCDOPの事務局にその旨の通知がなさ

れる。CDR会合の場で作成されたフォームCの草案のコピーや、その他の様々な関連書類

も、CDOP会合に先立って、CDOP事務局には送付されてくる。CDOP事務局は、それぞれの

事例を詳細に検証するために必要となる関連情報を、あらゆる専門家やあらゆる組織に提

供するように求めることが出来る。逆に専門家や組織は、この要請に応じる義務を負って
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いる。CDOPの管理者は、すべての小児死亡事例に対し、CDR会合の報告書やコロナー審

問の結果を受領してから、可能な限り6週間以内にCDOP会合を行うように定められてい

る。ただしテーマ別パネルでの検証が予定されている事例の場合には、この限りではない

（テーマ別パネルについての詳細は，下記5.1.13を参照）。 
 

管轄地域内に居住実態のなかった小児の死亡時の検証について 
5.1.11. CDR実施共同体が、管轄地域に居住実態のなかった小児の死亡を検証する事も

可能であることは、法的にも明記されている。死亡児が居住していた地域と死亡が発生し

た地域が異なる場合には、有効な検証を行うためにどのような体制で実施すべきであるの

かについて、互いの地域のCDOPチームは話し合いを行い必要がある。一般的には、パネ

ルディスカッションを実施する主たる責務は、小児の死亡が発生した地域のCDOPが担う

のが原則である。ただし、検証を行うことで最も大きな教訓が得られるのはどこであるの

かという観点から、実施場所については検討を行う必要がある。  
 
5.1.12. 例えば、X地区に居住していた子どもが休日にY地区で溺水し、Z地区にある三

次病院のPICUで死亡した場合、3地域のCDOPが関係しうるわけであるが、その子どもの

死亡から最も大きな教訓を得るべきであるのは、X地区やZ地区ではなく、事故が発生し

たY地区であるということができる。このような状況において、複数の地域でパネルレビ

ューを別々に行うことは避けることが重要である。電話会議やビデオ会議のシステムを活

用することは、必要な専門家が会合に直接出席できない場合や、居住地区のCDOP管理者が

出席を望む場合に、協調体制を敷くことを可能にしてくれるであろう。 
 

テーマ別パネル 
5.1.13. 小児死亡事例の中には，テーマ別パネルで検証することが最適の事例も存在し

ている。テーマ別パネルとは、一つもしくは関連する複数のパネルが協働して、小児死亡

の特定の要因や要因群を検証するものである。このような検証体制を敷くことにより、そ

の分野の適切な専門家がパネルに出席して議論の場に情報を提供することが可能になり，

一般的にまれな病態で死亡した小児における、議論すべきテーマを定めることがより容易

になる。地域のCDOP内に設置すべきテーマ別パネルとしては、例えば、新生児パネル、

心疾患パネル、悪性疾患パネル、乳幼児突然死(SUDI/C)パネル、自殺パネル、外傷パネル

などが挙げられる。このようなパネル会合を開催する頻度は，各パネルごとに実際の事例

数を勘案したうえで決定される（どんなに多くとも、半日の会合で最大検討する事例が

12例を超えてはならない）。テーマ別パネルを有意義のものにするためには、テーマに

応じて柔軟な方法をとること、そして経験豊富な議長が不可欠である。隣接する地域の臨

床医やその他の専門家に、出席を依頼することも考慮してよい。テーマ別パネルは、当該

小児の死亡から12ヶ月以内に開催することが推奨される。CDOPの指定医は、テーマ別パ

ネルを行うべき事例の選定において、適切な助言を行う必要がある。 
 
両親や家族のCDOPへの参加について 

5.1.14. 主担当ワーカーは、死亡児の両親に対しCDOP会議を開催する旨について、そ

の目的と共に説明を行う必要がある。そのような説明を行う際には、その説明を行うこと

が両親にとって更なるストレスになったり、自分の子どもについての議論の場から自分た
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ちが排除されているという心情を抱くことがないように、深い哀悼の意と共に十分な配慮

が必要となる。このことを念頭においたうえで、CDOPの会議の場では多くの事例につい

ての検証がなされること，個々の子どもの情報やや関与した専門家に関する情報はすべて

匿名化されることを、家族に明確に伝える必要がある。家族にはさらに、会議は匿名で行

われるという性質上、個別事例の検証内容について家族にフィードバックを行うことは不

可能であることも説明する必要がある。 
 
5.1.15. 両親が子どもの死亡に関して懸念している点については、すべてが貴重な情報

であり、そのような意見はあらかじめCDOP事務局に提出することが可能であることを、

両親に明確に伝える必要がある。 
 
5.1.16. CDOPの会合の場では、家族フォローやグリーフケアの観点から、パネルの場

に提供された個々の事例に関する情報に関しては、すべて真摯に協議がなされることが保

証される必要がある。 
またCDOPは、CDRの過程を通じ得られた教訓の要点、テーマ別パネルの報告内容、そ

れらから提示された具体的な提言と、それに基づき実施された施策などについてまとめ、

平易な言葉を用いて年次報告書を作成し、それを一般に公開しなくてはならない。 

 
英国小児死亡データベースへの登録 

5.1.17. CDOPは、議論の結果をフォームCに入力して確定させ、この最終版フォームC

を英国保健省(Department of Health)に報告することが義務付けられている。英国小児死

亡データベース(National Child Mortality Database)が実運用された以降は、そのデータフ

ォームに直接データを入力することになる予定である。 
 
CDR のプロセスの各段階についての理解を促進するため、付録 1 に 4
つの模擬事例を提示しているので、ご参照いただきたい。 
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第6章 
家族のCDRへの関与、および家族への

グリーフサポート 
 

 
 
 
 

概略、および原則 
6.1.1  全ての家族は自分たちの子どもが死亡した際に、可能な限りの死因を特定するた

めの詳細な検討を受ける権利を有しており、そうすることでその子どもの死が将来の新た

な小児の死亡を予防するために活かしてもらう権利を有している。専門家たちは、この検

証の過程の全ての段階において、家族を支援し、関わっていく義務を有している。両親に

は検証の過程について情報が提供されなくてはならず、死亡児の調査や検証の際の会合の

場において両親の意見を伝達する機会が与えられなくてはならないし、庁舎や会合の結果

についても、情報が提供される必要がある。家族のニーズはそれぞれ個別性が高く、定型

的な対応ではなく、繊細さと共感をもって効果的となるようなコミュニケーションを図
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り、ニーズにしっかりと沿った対応を行う必要がある。 
 
6.1.2 本章では、子どもを亡くした全ての家族に提供されるべき、中心的な事項につき

まとめている。 
 
 

家族対応チーム    
 
家族に関わるすべての専門職は、子どもの死亡後に悲嘆を抱えた両親に、いたわりを共

感をもって支援を行う職責を有している。医療過誤があった事例においては、医療者は謝

罪を行い、何が起こったのかを詳細に説明し、同様のことが再び起きないようにするため

に、何を学ぶべきなのかを明確にする責務がある。子どもの死が突然で予期せぬものであ

ったとしても、長い闘病を経てのものであったとしても、以下に述べる我々に求められる

役割というものは、例外なくすべての事例に当てはまるものである。 
 
6.1.1 主担当ワーカー(key worker)  

6.1.1.1 子どもが死亡した後に行われることとなる各種の過程というものは、非常に

複雑であり、多くの調査が必要となる事例の場合には、なおのこと複雑となる（第3
章 3.5 各種調査のコーディネーションを参照）。このことを認識した上で、全て

の家族に対して、特定の担当者を一人割り当て、その人物に子どもの死亡事例検証の

過程に関する情報の提供を求めたり、必要な支援に繋がりうる情報を求めることが出

来るようにする必要がある。 
 
6.1.1.2 主担当ワーカーとして支援を行う専門職の割り当てを行う責任は、子どもの

死亡確認を行った機関が担う必要がある。どの職種が主担当ワーカーとなるべきかに

ついては、特に制限はない。例えば、子どもが長期に闘病していた場合には、既に家

族が臨床専門看護師のような多機関連携チームのメンバーとなっているスタッフと、

関係性が出来ていることが多い。このような人物が、子どもが亡くなった後に主担当

ワーカーとして任命され、継続的に家族に関わり続けることは、適切であるといえよ

う。外傷や敗血症など、その他の多くの状況では、子どもが入院するまで、子どもや

家族と医療関係者との関係性がなかった場合がほとんどであろう。このような場合に

は、グリーフサポートチームのメンバーが、主担当ワーカーとなることが多い。 
 

6.1.1.3 どの専門分野の人物であれ、主担当ワーカーとなった担当者は、以下の役割

を果たす必要がある。 
 
 家族にとって、確実かつ速やかに繋がる連絡先になること。 
 必要時には、CDR会合の際に家族と専門家との間の調整役となること 
 CDRの各過程についての情報や、子どもに関連するあらゆる調査の進行状況につい

て、情報提供を行うこと 
 CDR会合の場では、家族の「声」の代弁者として、家族が抱いている疑問につき専

門家らに適切な形で伝え、そこで得られた回答について、会合の後に家族にフィー
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ドバックを行うこと 
 必要時には、グリーフサポートの専門家（専門機関）の紹介を行うこと 

 
 
6.1.2 医療側リーダー(medical lead)の職責 

6.1.2.1 全ての小児死亡事例の発生時には、家族支援のために、適切なコンサルテー

ションを行いうる経験豊富な小児科医が指定される必要がある。このような小児科医

の役割は主担当ワーカーとは異なるものであり、その子どもに生前に最も関わりを持

っていた小児科医か、子どもが死亡した際に対応を行った指定医がその責を担うこと

が最も望ましい。医療側リーダーは、主担当ワーカーと綿密に連携しながら、以下の

職責を果たす必要がある。 
 

 家族にとって都合のよい場所や時間で、フォローアップの面会を行う 
 必要に応じて他の分野の専門家の協力も得たうえで、ⅰ)死亡時に提供された医療的

ケアに関する疑問に答える、ⅱ)検視結果やその他の調査によって得られた所見につ

き、説明を行う、ⅲ)CDR会合での結論につきフィードバックを行う、などの必要が

ある 
 

 
6.1.3 その他の専門職の役割  

6.1.3.1 コロナーによる調査を要する事例の場合には、コロナー事務局が両親のサポ

ートを行い、検死のすべてのプロセスにつき、家族との接点を持つ役割を担う必要が

ある。 
 

6.1.3.2 犯罪調査においては、警察内の家族リエゾン担当者が両親への支援を行い、

警察の捜査に関連して家族との連絡調整が必要な際の連絡窓口となる必要がある。 
 

6.1.3.3 子どもが死亡した時点で家族に重要な支援を行いうる機関としては、家庭医

（かかりつけ医）、臨床心理士、ソーシャルワーカー、家族支援ワーカー、助産師、

保健師、養護教諭、緩和ケアチーム、宗教家、パストラルサポートチームなどがあげ

られるが、この限りではなく、あらゆる職種が家族の力になりうる。 
 

6.1.3.4 小児死亡事例全例に言えることであるが、各専門家の役割について明確化さ

れているのかの確認をするのは、主担当ワーカーの責務である。役割分担が明確でな

く、家族が別々の機関から互いに相反するような内容のメッセージを受け取らないよ

うに、コミュニケーションは明確にしておく必要がある。 
 

 
子どもが亡くなった際に、遺族にはどのようなサポートが求め

られるのか？ 
 



44 
 

6.1.3 子どもが亡くなった際には、家族は究極の悲しみと混乱の中にいるということ

を、我々は改めて留意しなくてはならない。提供された情報を理解したり、留めてお

くことが出来ないこともまれではなく、同じ情報を時期をあけて繰り返して提供する

必要があることも多い。それゆえに簡単に目を通すことが出来るような、リーフレッ

ト形式であれweb上の情報提供であれ、手元に留め置ける情報のガイダンスがあると

有用となる。もし家族が日本語が不自由であったり、視覚上の問題を有している場合

には、日本語以外のガイダンスや、視覚以外の形での情報提供などを考慮しなくては

ならない。 
 
6.1.4 子どもが死亡した際に、家族には以下のグリーフサポートが提供される必要が

ある。 
 亡くなった子どもと最後の時を過ごすことが出来る、静かでプライベートの保たれ

た個室の用意 
 家族が希望する場合にはスタッフがそのまま残り、家族の基本的なニーズが満たさ

れるように、サポートを行う。 
 主担当ワーカーの連絡先が確実に伝えられている必要がある。また医療側リーダー

の存在や誰がその職務を担っているのかも明確に伝える必要がある。病院やホスピ

スを出た後に、病院から連絡がある場合があり、その場合は誰から連絡があるのか

を伝えておく必要がある（その間に、疑義が生じた場合には、どのようにしてその

解決を図るべきかについても知らせておくことが重要である。 
 病院やホスピスにおけるエンゼルケアの各種の方法論を把握しておくことも重要で

ある 
 死亡後に必要とされる各種書類や、検死が必要とされる事例の場合にはその各過程

について、情報の提供を行う必要がある 
 検死のプロセスがなぜ必要であるのかを理解し、該当する場合には、どこで行われ

るのか、いつ結果がわかるのか、などにつき情報を提供する必要がある。コロナー

が対応すべき事例と判断されたケースにおいては、コロナーが責任をもってこれら

の情報を伝える必要がある。 
 CDRの各種過程について理解できるように支援する必要があり、またCDRの会合の

場で家族の意向というものを伝える形で間接的に貢献できる、ということを理解で

きるように支援する必要がある 
 子どもの葬儀を執り行うにあたって、実質的に有用な助言を行う必要がある 
 現実的な対応に対しての支援や、心理的な側面に対して支援を適切に行うために、

必要時には同伴支援を行う必要がある 
 必要に応じてグリーフサポートの専門家・専門機関に繋げることができる必要があ

る。 
 
 

余命が宣告されている状況下での、亡くなる前のプランニング 
 
6.1.5 悪性腫瘍・重度の神経系疾患・遺伝性疾患など、余命が宣告されるような状

況にある子どもたちが、比較的長期の闘病を経て死に至ることもある。このような
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状況においては、子どもが闘病中のうちから家族への支援を始めることが最適とい

える。積極的な治療を行いながら、同時に終末期の準備を行うことを意味する用語

として、「併行計画(parallel planning)」という表現が使われている。併行計画に

は、緩和ケアチームが関わっていることが多い。併行計画では、家族をとりまく

「チーム体制」を明確化すること、あらかじめケア計画を立てておくこと、文化

的・宗教的な欲求に答えられるように十分な検討を行うこと、が重要である。子ど

もや家族は、終末期に自宅でケアを受けるか、ホスピスでケアを受けるのか、選択

することとなるであろう。併行計画を立てることにより、臨床チームは、適切な場

合に、子どもをもっとも良いタイミングで病院から移動させることが出来るように

なり、適切な水準のケアを提供できるスキルを持った医療スタッフのいる受診先を

確約することもできるようになる。死を前提とした計画立案をしておくことで、臓

器移植や細胞組織移植についての議論を行うことも可能となる。余命が限られてい

る子どもの終末期の計画やマネジメントについてのより詳細なガイダンスは、以下

を参照していただきたい： 
 

 「余命宣告される状況下の乳幼児期・小児期・思春期の終末期ケアについて：計

画および管理」11 
 「余命宣告される状況や、生命が脅かされた状況下の子どもへの中核的なケア・

パスウェイについて」12 
 「緩和ケアが必要な乳児に対する周産期パスウェイについて」13 

 
 
救急外来で子どもが死亡した場合 
 

6.1.6 子どもが救急部門で亡くなった場合や、死亡した状態で運ばれてきた場合、

通常はその後多機関連携調査(Joint Agency Response)がなされることとなる (第三

章、3.3参照）。そのような状況であっても「家族対応チーム」を同じように組織す

ることが望まれる。家族に適切なケアを確実に提供する責任は、子どもの死因を特

定した機関にある。このような場合の家族支援の在り方に関する詳細なガイダンス

は、SUDIガイドラインの中に掲載されている。 
 
 

 
 
11National Institute for Clinical and Health Excellence, 2016 https://www.nice.org.uk/guidance/ng6112 
12Together for Short Lives, 2013 
http://www.togetherforshortlives.org.uk/assets/0000/4121/TfSL_A_Core_Care_Pathway__ONLINE_.pdf 
13Together for Short Lives, 2017 
http://www.togetherforshortlives.org.uk/professionals/resources/11598_perinatal_pathway_for_babies_with_palliative_
care_needs 
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その後に調査が開始されることとなった死亡事例の場合 
 

6.1.7 時に医療者や家族から、死亡した子供に提供された医療サービスについての

懸念が持ち上がる場合があり、組織として重大事例調査が行われる事例もある。こ

のような場合、両親や家族成員は調査のあらゆる局面で、対等な協力者として尊重

されなければならない。両親というのは、たいていの場合には、子どもの状態を最

も把握している存在であり、子どもが亡くなる際の状況や、受けていたケアの質に

関しての重要な知見を提供することが可能である。 
 
6.1.8 このようなケースにおいてNHSトラスト(病院運営組織)は、主担当ワーカー

が行うCDRの各種プロセスの説明や、行動計画のトラッキングや、その他の家族に

対して行うべき責務を確実に果たせるようにサポートする「ケース・マネージャ

ー」を任命しなければいけないと定められている（ケース・マネージャーの役割の

詳細については第三章 3.5を参照）。 
 
グリーフサポート、およびカウンセリング 
 

6.1.9 子どもの死というものは家族や親族にとって、衝撃的な体験である。グリーフ

(悲嘆)反応というのは様々な形で現れ、両親、兄弟姉妹、祖父母、そしてその他の家

族にも、心理的・身体的・認知的・行動的な影響を多岐にわたって引き起こしうる。 
 
6.1.10 子どもの死というのは、両親や家族の問題対処能力に強い影響を及ぼし、彼

らの持つソーシャル・ネットワークにも影響を与える。その影響は以下の様にして現

れる。 
 
 子どもの死がもたらした悲嘆からくる痛みや強烈な感情によって、両親が自分たち

がおかしくなったかのように感じることや、自分のグリーフが間違っているのでは

ないかと感じてしまうこともある 
 子どもを亡くした家族を対象とした研究では、同僚や友人や親族や近隣の人々がよ

そよそしく振舞っていると感じたり、「乗り越えなきゃだめよ」とか「もう一人子

どもを産まないとね」とか「まだ生きているきょうだいがいることに感謝しないと

ね」などのまったく助けにはならない助言をされたと報告されている。このような

慰めるつもりの声かけは、助けにならないだけではなく、配慮を欠いた発言として

家族がより一層の孤立感を抱くことになりうる。 
 グリーフ（悲嘆）の表現は、人それぞれである14。しかし家族間でこのことを認識

していないと、それが誤解や衝突を引き起こすこともありうる 
 

 
14M Stroebe & H Schut; The dual process model of coming with bereavement: rationale and description; 
Death Studies; 1999; 23(3) 
 



47 
 

6.1.11 グリーフ（悲嘆）反応は、特定のパターンが特定の時間軸で現れるものでは

ない。家族は特に、亡くなった子どもの誕生日や命日、クリスマスやその他の家族に

関わる宗教的・文化的行事などの時期に、強い反応を示すことがある（記念日反

応）。子どもの死亡に関する調査の上で重要となるタイミングでも、強い感情が沸き

起こることがある。 
 
6.1.12 子どもの死というのは家族に二次的な喪失も引き起こしうる。例えば、子ど

もの死を契機にして、家族の関係性が変化したりすることもある。子どもが長期にわ

たり闘病していたような場合、その子どものケアにあたっていた専門家たちとの関わ

りがなくなること自体、家族にとっては重大な変化となり得る。生前に給付されてい

た手当てなどが取り消されたり、減額されたりすることで、経済的な困難を抱えるこ

ととなる家族もいるであろう。 
 
 
両親や家族へのサポート 

英国のグリーフサポート開始のためのガイドライン(The Guide to Commissioning 
Bereavement Services in England)では、死別を経験した人物に向けた三層構造の支援モ

デルが提示されている。このようなサポートの大半は、NPOにより提供がなされてい

る。とりわけ、子どもを亡くした両親に対しては、以下の要素を意識したサポートの提供

が求められる。 
 
6.1.4 要素1：すべての家族に提供すべきサポート 
 

 家族の周辺のネットワークからの支援的な関わりや、子どもが亡くなった時やその

後に関わった専門家たちからの、支援的な関わり。 
 きょうだいに子どもの死をどう伝えるかや、両親の仕事復帰についてや、困難な時

期をどう過ごすのかなどを含めた、子どもの死後に当たり前のように生じてくるグ

リーフに関連する問題の特徴につき、入手しやすくかつ正確な情報を、オンライン

であれ紙媒体であれ口頭であれ、しっかりと伝える） 
 地域単位や全国規模で活動している支援団体に関する情報提供 

 
6.1.5 要素2：一部の家族(支援を受けることを欲している家族や、複雑グリーフ

化しうる要因を有する家族)に提供されるべきサポート 
 

 適切なレベルのサポートを提供するためのアセスメント 
 マンツーマンや家族単位のグリーフサポートや、グループでのグリーフサポートの

提供。以下のような形態のサポートが挙げられる： 
 

2.1 ソーシャルサポート：自助グループ、信仰を通じた集会、ピアサポート、

ビフレンダーグループ、その他の地域のコミュニティーグループ 
2.2 トレーニングを受けたグリーフサポートワーカーによるサポート 
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6.1.6 要素3：少数の家族(複合的な要因を有する家族、遷延/複雑化したグリーフ

を抱えた家族)に提供されるべき専門家によるサービス 
 

 適切なレベルのサポートを提供するためのアセスメント  
 マンツーマンや家族単位のグリーフサポートや、グループでのグリーフサポートの

提供。以下のような形態のサポートが挙げられる： 
 グリーフケアを専門とするカウンセラーやその他の実践家によるグリーフケア

（ただしその提供が可能な専門家は、英国内では限定的である） 
 もともとメンタルヘルス上の問題を抱えていた家族や、子どもの死をきっかけ

に メンタルヘルス上の問題を呈するようになった家族を対象とした、精神医療

者による精神科ケア 
 
6.1.6.1 システム化された理想的なグリーフサポートの在り方を、以下に列記する 
 正常のグリーフ反応について、説明を行う 
 家族に、喪失体験を語ることで子どもの死を受け入れやすくなると勧める 
 怒り、罪悪感、不安、無力感、悲しみといった、喪失に関連する感情を家族が自身

で同定できるように支援し、表現することを支援する 
 亡くなった子どもとの新たな繋がりを見出す手伝いをしたり、家族の日々の生活の

中に亡くなった子どもを感じられる場所を見出す手伝いをする 
 残された家族がそれぞれ悲嘆にうまく対応する方法を見出すことができるように支

援を行う 
 グリーフ反応は一人ひとりすべて異なるものであることを説明する 
 誕生日や記念日といった重要な時期に、支援を届ける 
 家族が経験する子どもの死に引き続き生じる二次的問題について、乗り越えること

が出来るように支援を行う 
 死別を経験した人たちが抱えるグリーフの対処上の問題を特定し、必要に応じて、

専門的なグリーフカウンセリングなどを勧める。 
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第7章 
特殊な状況 
 
英国籍の小児が、海外で死亡した場合 
7.1.1 原則 

7.1.1.1. 英国籍で英国に居住する子どもが海外で死亡した場合、全例が包括的な検証と対

象となる。このような事例はすべて、コロナーの調査対象とすることが望ましい。またこ

のような事例において、CDRを行う第一義的な責任は、子どもが住民票を有する地域の

有識者パネル組織(CDOP)にある。外務英連邦省(FCO：The Foreign and 
Commonwealth Office)は、このような状況に陥った事例に対応する際の、専門家や家族

に対しての重要な情報源である。 
 
7.1.1.2. 海外で死亡事例が発生した場合にも、本ガイドラインで詳述されているプロセス

の原則に従えばよいが、実際的には、海外の当局からどれだけ情報の入手が可能であるの

かによる影響を受け、こうした情報を得るのはしばしば遅れうる。 
 

7.1.2 外務英連邦省(FCO：The Foreign and Commonwealth Office) 
 
7.1.2.1. FCOは海外で困難な状況に遭遇した英国民のサポートを提供する機関であり、海

外で死亡した場合に生じる出来事について、有用な情報を提供してくれる。英国民である

子どもが海外で死亡した場合、子どもの家族は現地当局と英国大使館・高等弁務官、もし

くは子どもが死亡した国の領事館に届け出を行わなくてはならない。家族はFCOに直接

的に連絡を取ることもできる。これらの機関の外交官たちは、死亡の通知があった場合、

当該国や英国での死亡登録の方法や、遺体を送還してくれる葬儀会社についての情報につ

き提供し、グリーフケアに関しての紹介も行ってくれるであろう。彼らは、FCOのコロ

ナー対応調整事務局にも連絡を取ってくれるであろう。FCOは海外での死亡事例発生に

際して、氏名、生年月日、住所、死因、ならびに同胞の状況などの情報を、規定に沿って

収集する。FCOが死亡児の英国における住所を把握したならば、彼らはその住所地の有

識者パネル(CDOP)に通例は連絡を取ることとなる。ただし家族や地方自治体やその他の

関連団体が届け出ない限り、FCOは子どもの死亡の発生を把握することはできない。 
FCOとは以下のメールアドレスで連絡が可能である。 
Coroner.LiaisonOfficer@fco.gov.uk 
  
緊急時には以下の電話番号で領事を介して連絡することができる。 
0207 008 1500 

 
7.1.3 英国に居住する英国民の子どもが海外で死亡した場合の、死亡事例検証の

方法 
7.1.3.1 .死亡時が居住していた地域のCDR実施共同主体(Child Death Review Partners)
は、たとえ子どもが海外で死亡した場合であっても、CDRを実施するための調整を行わ
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なくてはならない。CDR実施共同主体と有識者パネル(CDOP)は、FCO・メディア・コロ

ナー・政府など、様々な情報源から、海外で子どもが死亡したことについて知ることにな

るであろう。このような死亡事例は、全例がコロナー審問の対象となる。子どもの遺体を

英国に返還してもらい、検死を行う権限はコロナーが有しており、CDRを行う責任は居

住地域のCDR実施共同体が有している。このような事例においては、FCO、葬儀担当

者、コロナー、そして保健・教育・福祉などの行政機関には、関連するあらゆる情報につ

きCDOPの場で慎重に共有する体制を整備することが求められる。ただしFCOがCDOPの
場に関与するのは、死亡児が英国民であった場合に限られる。 

 
知的ハンディキャップを有する小児・思春期児が死亡した場合 
7.1.4 概略、および基本原則  

他の疾患や症候群などの有無に関わらず、子どもや若年成人が知的ハンディキャップを有し

ていたかを明確に認識し、記録することは重要であり、これにより適切なサービスが提供しえ

ているのかのモニタリングや監査・評価が可能となり、リソースの適切な管理や戦略的な対応

や、保健サービスの均霑化につながることとなる。知的ハンディキャップがある子どもに関す

る研究報告として代表的なものを、下記に記す。 
 

 Jonathan Michael卿が調査代表者を務めた2010年の独自調査によると、「知的ハンデ

ィキャップ者たちは、概して本来受けるべきケアよりも効果の低いケアしか受けられて

いない」と報告されている15。 
 Mencapの「矮小化される死亡：2012年の死亡集計における74名の死亡」16では、現行

のNHSの体制下では、知的ハンディキャップを持つ子供や成人の死亡が、差別的ともい

うべき矮小化された状況にあると報告されている。 
 知的ハンディキャップ者の早期死亡に関する機密調査(CIPOLD：The Confidential 
Inquiry into premature deaths of people with learning disabilities)17では、4～17歳の

計14例の知的障碍児の早期死亡のうち少なくとも7例はよりよいケアを受けられた可能

性があったと報告されており、以下の点が問題点として挙げられている18： 
 

 ケアを提供するための調査や診断・治療の遅れが確認された 
 本人や家族に対しての医療サービスへのアクセス支援の調整不足が確認された 
 複数の疾病に罹患した場合の治療のコーディネーションや治療者間の調整不足が確

認された 
 
 
 
15Michael J. (2008) Healthcare for all. 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130105064756/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/
groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_106126.pdf 
16Mencap (2012) Death by Indifference: 74 deaths and counting. 
https://www.mencap.org.uk/sites/default/files/2016-
08/Death%20by%20Indifference%20-%2074%20deaths%20and%20counting.pdf 
17Heslop et al. (2013) Confidential Inquiry into premature deaths of people with learning disabilities 

(CIPOLD) http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cipold/migrated/documents/fullfinalreport.pdf 
18Avoidable Mortality in England and Wales; ONS; 2012. 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletin
s/avoidablemortalityinenglandandwales/2014-05-07 
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7.1.4.1. CIPOLDは、知的ハンディキャップを持つ人物の死亡事例の検証を行い、知的ハ

ンディキャップ者のケアにおける不平等を軽減するために、知的ハンディキャップ者の死

亡事例検証の協議体（National Learning Disability Mortality Review Body）の設立を

勧告し、その結果、NHSの指揮のもと医療ケアの質改善共同体(HQIP：Healthcare 
Quality Improvement Partnership)が委託を受け、知的ハンディキャップ児/者死亡事例

検証プログラム(LeDeR：The Learning Disabilities Mortality Review)プログラムが設置

された。 
 
7.1.5 LeDeRプログラム 

7.1.5.1. LeDeRプログラムでは、知的ハンディキャップを有する4歳以上の子どもの死亡

児の検証プロセスについての概説がされている19。NHSはそれぞれの地域（北部、中部お

よび東部、南部およびロンドン）別に、LeDeRの地域コーディネーターを置き、LeDeR 
死亡事例検証を実施するため地域の複数の関係機関より成る運営グループの設置と管理の

サポートを提供している。LeDeRプログラムでは、各地域のCDOPの責任者がLeDeR運

営グループの代表者を兼任することを推奨している。LeDeRプログラムチームは、

LeDeRプログラムに基づく死亡事例検証のプロセスが適切に実施され、個々の死亡事例

検証から知的ハンディキャップ児/者のサービス提供の改善につながる教訓を引き出すこ

とをサポートすることを主たる目的としている。またLeDeRプログラムチームは、施策

が実施され地域の実践の改善につながるように、検証から得られた情報を匿名化された状

態で集積し、共通の課題や得られた教訓のポイントをまとめ、共有している。 
 

7.1.6 知的ハンディキャップ者の定義  
7.1.6.1. LeDeRプログラムでは、知的ハンディキャップ者を下記のように定義づけてい

る： 
 
 新たな情報や複雑な情報の理解力に乏しく、新たなスキルの習得能力を著しく欠いてい

る（知的な障害） 
 自分自身で諸問題に対処する能力を著しく欠いている（社会的機能の障害） 
 上記の生涯が既に幼児期からはじまり、成長発達の過程に持続的に影響を及ぼしている 

 
7.1.6.2. 情報を理解し活用する能力や、自分自身で対処する能力というのは、同世代の他

の子どもたちとの対比で、判断がなされる必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

19知的ハンディキャップを引き起こす特定の症候群を有する場合を除き、4歳以前に知的ハンディ

キャップの確定診断を行うことは困難である。そのためLeDeRプログラムにおける検証の対象年齢

は、4歳以降と定められている。 
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7.1.6.3. IQの評価のみで、これらの障害を持つ人物を定義づけることは不十分であり、こ

の定義はより幅広く知的なハンディキャップを有する子どもと大人を包含するものであ

る。IQのみで定義した場合、知的障害をもつ自閉症者は含まれるものの、アスペルガー

症候群のような知能が平均もしくはそれ以上の高機能自閉症スペクトラムの者は含まれな

いことになってしまう。また教育現場ではより広く受け入れられている失語症や失読症な

どの学習障害者も含まれないこととなる。LeDeRプログラムで用いられている知的ハン

ディキャップ者の定義に関する詳細は、下記のサイトで確認できる： 
http://www.bristol.ac.uk/sps/leder/information-for-reviewers/briefingpapers/. 
 
7.1.6.4. 知的障害を合併する特定の症候群であったなど、死亡児が知的ハンディキャップ

を有していた場合、その存在を明確に弁別するための調査プロセスがまだ実施されていな

くても、その旨につき記録として残す必要がある。さらに、死亡児が知的障害と関連する

特殊な状況（脆弱性X症候群、ダウン症候群など）を有している場合、知的障害につき

「個別の重要な問題」として記録する必要がある。 
 
7.1.7 通常のCDRプロセスと、LeDeRプログラムに基づく死亡事例検証のプロセ

スとの連関について 
7.1.7.1. LeDeRプログラムに基づく死亡事例検証のプロセスは、以下のウェブサイトで

確認可能である(http://www.bristol.ac.uk/sps/leder/about/detailed-review-process/)。
LeDeRプログラムは、他の調査や検証と連携し情報共有を行うが、独立した検証を行う

ことを原則としている。知的ハンディキャップを有していた子どもであっても、CDRに

基づく検証を行うことが優先され、知的ハンディキャップを有していたからと言って、必

ずしもLeDeRプログラムに準拠した検証を全例に行う必要はないであろう。 
 
7.1.7.2. 知的ハンディキャップを有していることが生前に明らかであった事例や、生前に

その評価は受けてはいなかったがその可能性が高い4～17歳の子どもや若年成人が死亡し

たことを覚知した場合、地域のCDOP事務局はその死亡について、

HP(http://www.bristol.ac.uk/sps/leder/notify-a-death)、もしくは電話(0300 777 4774)
で、LeDeRプログラムに報告をしなければならない。LeDeRに死亡を通知する担当者

は、死亡児の主要情報や地域のCDOPの情報につき、LeDeRプログラムチームに提供し

なければならない。地域のCDOPの管理者と座長は、パネルレビューを行う際にLeDeR
プログラムとしての検証となるように調節を行う必要がある。LeDeRプログラムチーム

の地域担当者とCDOPの座長はあらかじめ協議を行い、必要な場合にはLeDeRに登録さ

れた知的ハンディキャップの専門家に助言を仰ぐ体制をとり、LeDeRプログラムとして

の死亡検証の要件を満たすように、主たるデータの収集を確実に行っておく必要がある。

CDOPの管理者は、CDOP会合の議事録やCDR会合の結果作成された書面(フォームC[付
録5参照]など)を、LeDeRプログラムの地域担当者に提出しなくてはならない。地域担当

者が誰であるのかが不明な場合、LeDeRチームに電話(0300 777 4774)で確認すればよ

い。 
 
7.1.7.3. CDOPのパネルの際に、死亡に寄与した共通する要因として、知的なハンディキ

ャップに争点を当てた新たな会合の場を持つことが有用であると判断されることも稀では

ないであろう。またCDOPパネルの際に知的障害の専門家が加わり議論を重ねることで検

証を行うことで得られる教訓やその結果出される提言も、より質の高いものになるであろ
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う。LeDeRプログラムの地域コーディネーターや地域担当者は、そのような形で実施さ

れる会合に出席することが強く望まれる。LeDeRプログラムは知的ハンディキャップを

有する子どもや若年成人者の死亡事例に関する報告書を、保健省や今後稼働予定の英国小

児死亡データベースと情報共有し、地域レベルや国レベルで共通する問題点やパターンを

特定することとなるであろう。またそのような情報は、地域のCDOPに年次ペースでフィ

ードバックされることにもなる予定である。 
 
成人を対象とした医療現場(例えば、成人対象のICU)で 
小児・思春期児が死亡した場合 
7.1.8 概略、および基本原則  

7.1.8.1. 成人を対象とした集中治療室で死亡する子ども（たいていは16～17歳）は、数自

体は非常に少ない。「死から学びを得るための法定指針(Learning from Deaths)」では、

NHSトラスト(（注：病院運営組織）を対象に、成人の入院患者の死亡事例検証の枠組み

のガイドラインを提示しているが、この枠組みは基本的に成人を対象としたICUで死亡し

た小児の治療の質の検証にも有用である。ただし成人を対象とした医療の下で死亡した小

児に対しては、その他の全ての小児死亡事例と同様の検証が、厳密に行われるべきであ

る。そのためにはCDOPの指定医と、そのような成人を対象とした医療のもとで死亡した

小児の主治医との間で、最初から緊密な連携がなされる必要がある。 
 
7.1.9 英国医学会(RCP：Royal College of Physicians)の死亡事例医療記録検証プ

ログラム 
7.1.9.1. 「死から学びを得るための法定指針(Learning from Deaths)」では、NHSトラス

トに対し、治療中の成人患者が死亡死亡した際に、RCP の死亡事例医療記録検証プログ

ラムが推奨しているSJR(Structured Judgment Review)20のような手法を用いた検証を行

うことを求めている。 
 
7.1.9.2.  

SJRの方法論には2つの段階があり、最初の段階はトレーニングを受けた評価者が、選

択された患者（特定の治療法を受けていた患者、死ぬことが予期されていなかった患者な

ど）のケアの質に関し、医療記録を詳細に調べる段階である。この調査の結果、評価者が

全般的にケアの質が悪いと判断を下した場合や、ケアに関しての何らかの問題が明らかに

なった場合には、次の段階としてその事例の情報は「病院統治グループ」に照会されるこ

ととなる。病院統治グループはその死亡事例についてさらに調査を行い、患者の死が回避

できた可能性について、追加の判断を下すこととなる。Learning from Deathsでは、将

来的にNHSトラスト内に常任理事と非常任理事より成る死亡調査委員会を設置し、死亡

した入院患者数と、そのうちケアに何らかの問題があったと判断された事例数を公表する

ことを、NHSトラストに求めている。 
 
 
 
20「死から学びを得るための法定指針(Learning from Deaths)」の詳細については、

https://improvement.nhs.uk/resources/learning-deaths -nhs/ を参照 
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7.1.10 成人対象のICUで死亡した、16～17歳の思春期児の死亡事例検証 
7.1.10.1. 小児や思春期児の死亡事例の多くは、最終的に地域のPICUやNICUで死亡して

いる。しかし地域によっては医療提供体制上、16-17歳の重症患者を成人対象のICUで診

療を行うように規定しているところもある。このような思春期児が成人ICUで死亡した場

合、家族や医療スタッフの混乱を避けるため、以下の点に留意しつつ「死から学びを得る

ための法定指針(Learning from Deaths)」を適応することも是認されている。 
 
1). 当該児が死亡した情報を、小児医療者や家庭医（かかりつけ医）や地域のCDOP事務

局に連絡し、（運用が開始された場合）英国児童死亡データベースに登録を行う必要

がある。 
2). 当該児が死亡した場合、CDOPの指定医にも連絡を取り、以下の際に指定医の助言を

受ける必要がある。 
a) 多機関連携調査を行うべき事例であるかどうかの判断 
b) 当該児が生前に小児医療者の診察を受けていたか否かを確認する（その場合、そ

の小児医療者に成人対象の「死亡率および罹患率に関する会議（M&M会議）」

に出席を依頼する）。 
c) 成人対象のM&M会議し、その際にCDOPに報告するためのフォームC[付録5参照]

の作成を行う 
3). 臨床的ケアの質の検証を行う際には、SJR(Structured Judgment Review)手法やそ

の他のエビデンスに基づく死亡事例検証手法を用いる必要がある。この死亡事例検証

報告書やフォームCやM&M会議報告書は、関連するCDOPのパネルに提供する必要

がある。このような連携を行う際に、CDOPの指定医師は支援を行う職責を負ってい

る。 
 
自殺と自傷 
7.1.11 概略、および基本原則 

7.1.11.1. 本ガイドラインでは自殺による死亡事例を、「『死亡者が意図的に、かつ死に

つながる行為であることを理解したうえで行った行為により死亡した』との合理的に疑う

に十分な状況があり、コロナー（や陪審）が自殺であると判断した事例」と定義してい

る。真の自殺者の割合は統計的に報告されているよりも高いと推察されており、若年者の

主要な死亡原因の1つである。本ガイドラインでは、精神疾患罹病者の自殺と他殺に関す

る英国機密調査（NCISH：the National Confidential Inquiry into Suicide and 
Homicide by People with Mental Illness）に基づく自殺事例サーベイランスを行う方法

論や、CDR会合やCDOPの会合の場に精神科医の参加を必須化するための方法論や、国

家レベルで自殺に関連する情報を収集する方法論について論じている。 
 
7.1.12 精神疾患罹病者の自殺と他殺に関する英国機密調査(NCISH) 

7.1.12.1. NHSの下部組織の「医療ケアの質改善共同体(HQIP：Healthcare Quality 
Improvement Partnership)」は、精神疾患患者の臨床的予後検証プログラムの一環とし

てNCISHを実施している。NCISHは2015年に開始され、国家統計局(ONS：the Office 
for National Statistics)のデータに基づいて、小児の自殺事例を全例検証している。現

在、自殺事例に関してのコロナー審問の結果、CDOP会合の報告書、重大事件検証の報告

書、刑事裁判結果など、さまざまな情報源から詳細な情報が収集されている。NCISHの
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報告書が2016年と2017年に発行されている。 
 

7.1.13 自殺した小児事例の検証方法 
7.1.13.1. 子どもの自殺事例においても、その他の原因による死亡事例と検証方法は特に

変わるものではないが、以下の点につき留意する必要がある。 
 

 自殺や自傷の疑いのある事例は、全例、詳細調査のためにコロナーに照会を行う必要が

ある 
 自殺や自傷の疑いのある事例は、全例、多機関連携調査を行う必要がある 
 CDR会合では、精神医療者からの適切な助言を受けられるように、精神医療者や子ども

の人生に関与していた鍵になる教育者・児童相談所職員・保健サービスの専門家が参加

する必要がある。CDR会合では、以下の特定のリスク要因を考慮する必要がある。 
 

 家族内の精神疾患、アルコール/薬物乱用、DV 
 虐待/ネグレクト 
 親しい人物との死別（含、自殺） 
 いじめ体験（含、オンラインでのいじめ） 
 インターネットでの自殺方法の検索の有無、ならびにSNSなどへの自殺メッセージ

の投稿歴の有無 
 テストなどの、学業上のプレッシャー 
 引きこもりなどの、社会的孤立状況 
 日常生活に大きな影響を与える身体的疾病の有無 
 アルコールの乱用や違法薬物の乱用 
 精神疾患、自傷、自殺念慮の有無 

 
 CDOPの関連するパネルでは、小児死亡のうち自殺もしくは自傷が疑われる全て事例に

つき、NCISHに登録をしなくてはならない(ncish@nhs.net)。 
 レビューによって自殺の疑いが確認された場合、精神医療者が参加したまた別のパネル

を開催し、議論する必要がある。 
 
精神科に入院中の子どもが死亡した場合 
7.1.14 概略、および基本原則 

7.1.14.1.任意入院であれ、1983年精神保健福祉法(MHA: Mental Health Act)に基づく入

院であれ、本セクションで述べた原則は、すべての精神科入院中の小児死亡事例に適用さ

れるものである。 
 
7.1.14.2. 精神科入院中の小児の死亡は、全例が多機関連携調査を行う適応である(第3章
の3.2参照) 
 
7.1.14.3. 一般病棟であれ閉鎖病棟であれ、精神科病棟に入院中の小児の死亡事例は全

て、コロナーに報告する必要がある。そのうえで、内因死ではないと判断された事例で

は、コロナーは正式に調査を開始し、場合によってはコロナー審問に付されることとな

る。 
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7.1.14.4. 精神保健福祉法に基づく措置入院中の小児が死亡した場合には、で子どもが亡

くなった場合、虐待死亡事例検証(safeguarding practice review)の対象にもなる。 
 

7.1.15 CDRのプロセス 
7.1.15.1. 精神科入院中の小児が死亡した際に、医師はコロナーや警察への通報と同時

に、地域のCDOPの指定医にその死亡を通知しなくてはならない。NHSの管理下にある

公的病院であれ、管理下にない民間病院であれ、精神疾患患者の入院施設は、入院患者が

死亡した場合には「ケアの質管理委員会(Care Quality Commission)」に、その死亡を通

知する義務がある。ただしNHS管理下の病院の場合には地域の管理者に連絡すること

や、地域のリスク管理システムが「英国死亡事例通告/検証システム(the national 
reporting and learning system)に情報登録を行う体制が整備されている場合にはそのリ

スク管理システムに連絡を行うことで、でその通知義務は免除される。 
 
7.1.15.2. 本ガイドラインの第2章に記載されている通り、精神科入院中の小児が死亡した

際には、迅速な意思決定が行われる必要があり、その後に続く調査/捜査（第3章参照）を

行った後に、CDR会合を開催する必要がある(第4章参照)。CDR会合には、地域の精神保

健チームのケアコーディネーター、児童青年期の精神保健医療者の他、必要に応じて家庭

医(かかりつけ医)、教育/学校の代表者、児童相談所の児童福祉司が参加する必要がある。

CDR会合に引き続き、通例は有識者パネル(CDOP)による検証が行われることとなあるで

あろう(第5章参照）。 
 

7.1.16 虐待死亡事例検証(Child safeguarding Practice Reviews) 
7.1.16.1. 精神保健福祉法による措置入院中の子どもや、州による拘留中の子どもが死亡

した場合には、その死亡情報はは教育水準局(Ofsted)と地域の虐待死亡事例検証の実施共

同体に通知を行わなければならない。このような死亡事例は、保護観察中や収監中の小児

死亡事例と併せて、地域や国の虐待死亡事例検証の中で、保護対策の実施の適切性につい

ての検証につなげなくてはならない。このような検証は、通常は他の死亡事例調査と並行

して行われ、検死の結果や有識者パネル(CDOP)の結果が出た後に、検証結果が出される

こともある。 
 

7.1.17 養育者・医療スタッフやその他の職員の支援、ならびに検証への関与 
7.1.17.1. すべてのCDRプロセスと同様に、精神科入院中の小児死亡事例の場合にも、家

族の有意義な関与は必要である(第6章参照)。特に複数の調査が並行して行われる場合に

は、家族との唯一の窓口としての主担当ワーカーを任命し、調整を行うことは不可欠であ

る。 
 
7.1.17.2. 死亡事例が入院していた病院の入院管理者は、複数の調査が並行して実施され

ている場合には、個々の調査の進捗状況を把握するケースマネージャーとしての機能を発

揮する必要があるであろう。 
 
7.1.17.3. 家族に対してグリーケアの提供は必須であり、また死亡児のケアに関わってい

たスタッフに対しての心理的サポートも提供されることが望まれる。 
 

 



57 
 

保護観察下にある子どもや、収監中の子どもが死亡した場合 
7.1.18 概略、および基本原則 

7.1.18.1. 保護観察下にある小児の死亡事例の調査を行う責任は、コロナーと「受刑者の

処遇に関する矯正保護オンブズマン(PPO：Prisons and Probation Ombudsman)にある
21。なお福祉施設である一次保護所で小児が死亡した場合にも、同様のプロセスが適用さ

れる。小児が死亡した地域のCDOPは、詳細な二次審査の実施の責務を負う。 
 
7.1.19 受刑者の処遇に関する矯正保護オンブズマン(PPO) 

7.1.19.1. PPOは刑務所、少年刑務所、少年院、鑑別所、入国管理センター、収容訓練施

設で生じたすべての小児死亡について調査を行う職責を担っている。当該施設を護送や通

院などで一時的に不在にしていた場合であっても、PPOが調査を行う権限を持つ。ただ

し警察での拘留中に死亡した場合や、病院入院中に死亡した場合には、PPOの調査対象

外となる。 
 
7.1.19.2. 保護観察中の小児が死亡した場合、警察も調査を開始しコロナーに報告書が送

付されることとなる。また警察は同時並行的に、犯罪事件としての捜査を開始することと

なる。PPOは当該小児の死亡児の状況を明確化するために詳細な調査を行い、関連機関

に対して、調査内容を提言と共に報告を行うが、この報告書はコロナーによる調査とは全

く別に行われる。ただしPPOの報告書のコピーは、コロナーによる調査の一助とするた

めに、コロナーにも送付される。PPOによる調査の結果は、ウェブサイト上にも公開さ

れる。刑務所と保護観察所には、保護観察中の人物が死亡した際のスタッフ向けの独自の

内部ガイドラインを策定しており、その中には家族や養育者へのサポート体制についても

記載されている。 
 

7.1.20 PPOとNHSの協力体制  
7.1.20.1. NHSの「保健および司法委員会(Health and Justice commissioners)」は、拘留

下にある小児や若年成人の保健医療サービス委託に対しての責任を負っている。保護観察

下にある小児が死亡した場合、PPOは地域のNHSの保健および司法委員会のリーダー

に、初期調査対応を行う人物の履歴と共に接触を図り、臨床的観点からの検証を行うよう

に要求するが、このような接触は通例PPOが死亡を把握してから1日以内に行われる。臨

床的検証を行う主たる目的は、当該死亡児に提供されたすべての治療やその他の医療サー

ビスが死亡に寄与した可能性を検証し、その死亡から得られる教訓を明確化し、必要に応

じて医療提供体制の改善に向けた提言を行うことにある22。 
 
 
 
 

 
21保護命令を受けたり拘留を受けた10～17歳の小児の保護施設としては少年刑務所、少年院、収容訓練

施設の3つの居住形態がある。少年院は1989年児童法25条に基づく施設であり、子ども自身や他者の保

護のために、安全な環境下でケアや適応指導が行われる。 
 
22 http://www.ppo.gov.uk/app/uploads/2014/07/PPO -Clinical-Reviews-Part-2-Guidance-
clinicalreviewers-September-2014.pdf 
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7.1.21 地域のNHSの対応 
7.1.21.1. 保護観察下にある小児の死亡が、NHSの管理下にある医療機関で行った治療が

原因であった場合や、医療機関の対応がその死亡に寄与した可能性のある場合、重大イン

シデント事例として、重大インシデント対応骨子(the Serious Incident Framework)に沿

った調査が行われることとなる。保護観察下の小児が死亡した際には、医療者はNHSの
地域委員や地域のCODPにその情報を通知しなくてはならない。このような事例は全例が

PPOやコロナーの調査対象となることは広く認められているが、死亡の発生した地域の

CDOPはその調査結果を受諾し、（運用が開始された以降は）英国小児死亡データベース

に関連するデータの登録を行う必要がある。保護観察下にある小児の死亡は、本来それだ

けで重大インシデント事例としての対応が求められるものである。NHSの地域委員会

は、NHSの「保健および司法委員会(Health and Justice commissioners)」を通じて、こ

れらの小児死亡を同時にNHS本部にも通知を行う必要がある。 
 

 
7.1.21.2. 死亡事案発生した医療機関の実際に治療に携わっており死亡の発生に有責性が

問われうる立場の医療者ではなく、第三者的立場の医療者が検証を行う限り、重大インシ

デント調査は、PPOが実施を推奨した臨床的検証のニーズを満たすものとなるであろ

う。 
 

7.1.22 保護観察下にある子どもが死亡した場合の、CDRのプロセス 
7.1.22.1. 保護観察下の小児が死亡した際には、医療者はNHSの地域委員や地域のCODP
にその情報を通知しなくてはならない。このような事例は全例がPPOやコロナーの調査

対象となることは広く認められているが、死亡の発生した地域のCDOPはその調査結果を

受諾し、（運用が開始された以降は）英国小児死亡データベースに関連するデータの登録

を行う必要がある。 
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第8章 
特定機関の役割 
 
英国教育省 

英国教育省は、未成年者へのサービスの提供や、高等教育・専門教育・技術取得を含むあら

ゆる教育に関する業務を主管しており、雇用均等局を所領している。本省は、背景要因や家族

状況に関わらず、すべての未成年に対するサービスや教育を確実に提供するために業務を行っ

ている。2017 年まで、本章は CDR 業務を主管していた。 
 
英国保健省  

英国保健省は、国民の健康と長寿に関する業務を主管しており、国民が敬意と尊厳を持って

必要な保健サービスや医療を受けられるように業務を行っている。2017 年に、これまで教育

省が担っていた CDR 業務の管理を請け負うこととなった。 
 
地方自治体 

地方自治体は、地域における教育、社会支援、道路工事、輸送、経済発展、支出管理、住

宅、環境保護、文化、観光などの公共事業の提供を行っている。 
CDR に関する地方自治体の責務に関しては、「2017 年版 小児に関する社会福祉法(the 

Children and Social Work Act 2017)」に明記されており、医療サービス委託ｸﾞﾙｰﾌﾟ(CCGs)と
連携して、当該地域に居住しているすべての子どもの死亡、ならびに適切と判断される場合に

は、他の自治体に居住している小児の死亡について、CDR が適切に行われるように整備を行

うことが求められている。 
 
医療サービス委託グループ(CCGs：Clinical Commissioning 
Groups) 

CCGs は英国国民医療保健サービス(NHS)内の、臨床医主導の法定組織であり、各地域の医

療サービスを計画し、委託する役割を担っている。 
CDR に関する CCGs の責務もまた「the Children and Social Work Act 2017」に明記され

ており、地方自治体と連携して当該地域に居住しているすべての子どもの死亡、ならびに適切

と判断される場合には、他の自治体に居住している小児の死亡について、CDR が適切に行わ

れるように整備を行うことが求められている。 
 
医療安全調査局(HSIB:Healthcare Safety Investigation 
Branch) 

HSIBは医療事故の可能性のある事例が発生した際に、医療機関内の調査を行う組織であ

る。HSIBは特定の個人や組織を非難したりその責任を追及することではなく、中立かつ公平

に詳細な調査を行うことを目的としている。HSIBはウェブサイトを通じて、あらゆる組織や

個人から照会を受ける。HSIBの調査対象となるのは、医療提供体制上の教訓を得たり改善に
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つながる知見を得ることができうる可能性や、究極的には患者へのケアの提供体制を改善しう

る可能性のある事例である。この調査は、親や家族を含めて、子どもに発生した出来事に関与

した全ての人々が協力し合うことで、原因の特定や、システム全体を変えるような提言を行う

ことが可能となる。 
 
チーフコロナー事務局 

チーフコロナーは、地域のコロナー制度における長であり、英国内でリーダーシップを

発揮する立場のコロナーである。コロナーは、死因の調査を独立して行うことができる、

司法官職保有者である。コロナーは自身の所管する地域で発生した死亡事例に関する報告

書を受け取り、コロナーとして対応を要する基準(付録2)を満たしているのか否かの調査

も行う。 
 
警察  

警察は犯罪の予防や摘発、犯罪者の送検など、様々な業務を請け負っている。警察はま

た、地方自治体やCCGsと協力して、子どもを保護する職責も担っている。警察は、犯罪

死や虐待死の可能性のある死亡事例や、生前の子どもの安全に懸念がある死亡事例が発生

した場合に、その調査の先導的な立場を担う。警察は多機関連携調査対応を行う上で、キ

ーとなる機関である。 
 
英国公衆衛生庁(PHE: Public Health England) 

PHEは、政府・地方自治体・NHSなどへ助言支援を行う、自主運営機能をもった保健

省の独立した執行機関である。PHEの使命は、国民の健康を増進し、公衆衛生的な均霑

化を促進することにある。PHEの看護部門の長は、政府の専門的アドバイザーとして、

小児分野においては家庭訪問保健師や学校の養護教諭に対し、助言を行う。 
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付録 
付録1 – 参考事例 
ここでは典型的な4つの模擬事例を通じて、CDRのプロセスがどのように進行す

るのか提示する。 
事例 1 

生後15か月齢の幼児。複雑型心奇形に対して選択的開心術目的に入院中であった。術後

に重症出血と低血圧症を合併しPICUに帰室するが、神経学的合併症により麻酔から覚める

ことなく数日後に死亡した。 
迅速な意思決定[Immediate decision making]  

小児循環器医と患者安全チームのメンバーとの間で、会合が行われた。両親からは、手術

室でどのような合併症が起きたのかを完全には理解できていいないという不安が語られた。

会合により、本児例の死亡についてはコロナーに紹介する基準に適合しており、コロナーに

よる司法解剖を実施すべき事例であるとの合意にいたった。さらに会合メンバー間で、手術

室で起こった出来事をしっかりと見極めるには、重大インシデント調査が必要であるとの判

断がなされた。この判断に関して、コロナーに照会するだけではなく、CDR会合の場にも

情報提供するべきである旨の決定がなされた。 
調査/捜査[Investigation]  

コロナーによる検視後に、司法解剖が実施された。同時に病院医療安全チームにより、重

大インシデント調査が実施された。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family]  

家族には担当ワーカーがつき、支援が実施された。家族には重大インシデント調査が行わ

れる旨が伝えられ、コロナーの行った調査結果についても伝達がなされた。家族の懸念に具

体的に対応するために、重大インシデント調査を実施する前に、家族同席でのミーティング

が計画された。今後、様々な専門職が揃った状態でCDRが行われることとなることを説明

し、そのプロセスについても具体的に説明がなされた。 
CDR会合(病院内死亡事例検証：hospital mortality meeting)  

司法解剖が実施された後に、コロナーは解剖で得られた所見を医療者と家族が共有するこ

とを承諾した。重大インシデント調査の結論もまとめられた。CDR会合（病院内死亡事例

検証）には、患者安全チーム、地域の小児科医、小児心臓外科医・人工心肺チーム、小児循

環器内科医、小児集中治療医、看護師やその他の医療者、法医学者/病理学者が出席し、死

亡に寄与した要因や本児の死から得られた教訓につき検討がなされ、書面（フォームC）の

原案が記載された。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family]  

家族はこれまでに担当ワーカーが開催した2回の会合に、患者安全チームと医療チームと

共に出席していた。重大インシデント調査と司法解剖の結果についても、家族に伝えられて

いた。また家族は、CDR会合が行われる予定であること、そしてその会合の場では、重大

インシデント調査では検討されなかったいくつかの疑義について討論がなされる予定である

ことが伝えられていた。CDR会合の最後には、担当ワーカーを通じて日程調整を行い、こ

の後に会合の結果を両親に伝達することが確認された。 
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有識者によるパネルレビュー[CDOP:The Child Death Overview Panel Meeting]  
本事例は既に死亡時点で、CDOP事務局にその通知がなされていた。CDOP事務局はその

後、当該医療機関から書面（フォームC原案）を受理し、またコロナーからの評定書

（verdict）も受理した。CDOPの管理者とパネルにより指定された医師（指定医）は、心

臓疾患ネットワーク(the cardiac network)の指導者と協議を行い、本事例は地域の心臓疾患

パネルの場で検証を行うことが最良であるとの意見で一致した。CDOPの中心メンバー

（CDOP座長、指定医、CDOPの管理者、一般市民の代表）に加え、心臓ネットワークの指

導者、地域外の小児循環器内科医、地域外の小児循環器外科医、小児病理医、救急看護師代

表が参加して行われた。 
 
パネルでの審議事項 
パネルレビューの場では、提出されたあらゆる情報を検証し、本児の死に寄与した要因や

本事例から得られた教訓に対してCDR会合が結論づけた内容に、すべて同意した。その後

パネルの座長名で、重大インシデント調査の結果提起された全ての提言が実行されるよう

に、英国保健省の最高責任者宛てに要望書が提出された。指定医は、このパネルレビューで

検討された重要事項を要約した報告書を作成し、英国小児死亡データベースに登録を行っ

た。 
 
事例 2 
生後3か月齢の乳児。昼頃に母親が寝かしつけ、その2時間後に様子を見に行ったところ、

ベビーベッド内で冷たくなっているところを発見した。すぐに999番(訳注：日本の119番)に
通報がなされ、救急救命室に搬送されたが、蘇生されることなく死亡宣告となった。 
迅速な意思決定[Immediate decision making] 

医療チームは、本事例が多機関連携対応を行うべき基準を満たしていることや、コロナー

に照会する基準を満たしているとの迅速意思決定を行った。迅速な事例の背景情報確認によ

り、本児の同胞たちが児童相談所の判断で社会的養護下にあることが確認された。医療チー

ムは、オンコールの医療者と、警察官、当番児童福祉司に連絡を行い、病院に来院するよう

に依頼した。 
調査/捜査[Investigation]  

本事例はコロナーの管理下に置かれ、司法解剖が実施された。多機関連携調査の医療側リ

ーダーによって、調査のコーディネートが行われた。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family] 

家族には主担当ワーカーが割り当てられた。CDRのプロセスについての説明がなされ、

多機関連携調査が行われることやコロナーによる対応の詳細についても情報提供がなされ

た。解剖を含めた詳細な調査や、家庭への訪問調査が必要である旨の、法的根拠や理論的根

拠についての説明もなされ、訪問調査を行う日程についての説明も行われた。 
CDR会合(最終死亡症例検討会：final case discussion) 

司法解剖が実施された後に、コロナーは解剖で得られた所見を医療者と家族が共有するこ

とを承諾した。医療側リーダーによって多機関連携調査のコーディネートが行われ、かかり

つけの家庭医の診療所での開催が決定された。会合には救急隊員、警察、家庭医、児童福祉

司、保健師、解剖医、救急医師が出席した。死亡に寄与した要因や本児の死から得られた教

訓につき検討がなされ、書面（フォームC）の原案が記載された。 
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家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family] 
家族はすでに複数の専門家と何回か面会を行っており、司法解剖の結果についても知らさ

れている。CDR会合の結論についても、家族との面会が予定された。 
有識者によるパネルレビュー[CDOP:The Child Death Overview Panel Meeting]  

本事例は既に死亡時点で、CDOP事務局にその通知がなされていた。CDOP事務局は、

CDR会合の結果作成された書面(フォームC原案）を受理し、またコロナーからの評定書

（verdict）も受理した。コロナー事務局においてSUDIパネルレビューが実施され、保健

師、児童福祉司、警察が出席した。 
 
パネルでの審議事項 

パネルレビューの場では、提出されたあらゆる情報が検証され、本児の置かれた社会的状

況の重要性に関して、CDR会合の結論とは異なる見解がもたらされた。フォームCの記載内

容に修正が加えられ、これらのデータは英国小児死亡データベースに登録された。 
 
事例3 
満期産で出生した女児。重症新生児仮死により、挿管された状態で高次医療機関のNICUに

搬送され、脳低体温療法が施行された。頭部MRIでは重度の低酸素性虚血性脳症の所見を

呈していた。経過中に両親とは何度も話し合いがなされ、生後4週齢の時点で積極的治療の

中止の意思決定がなされた。 
迅速な意思決定[Immediate decision making] 

出生医療機関と高次医療機関の新生児科医と、地域の産科医同士で速やかに会合の場が持

たれた。この会合により、母親は胎児の動きが少ない事に気づくとすぐに受診し、緊急帝王

切開が実施されたことが明らかとなった。医療サービスや福祉サービスの提供や、家族の社

会的背景に懸念点は確認されなかった。死亡診断書(MCCD: Medical certificate of cause of 
death)に疑義があると判断したコロナーから、当該医療機関に疑義照会がなされた。 
調査/捜査[Investigation] 

家族からは、院内での病理解剖を行うことに同意する旨の申し出がなされた。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family]  

家族には、新生児のグリーフケアチームから、主担当ワーカーが割り当てられた。家族に

対して、新生児科医と病理医から解剖を行う意義につき説明がなされた。当初家族は「赤ち

ゃんはもう十分頑張ったので」と解剖に反対していた。その後、家族はCDRのプロセスに

ついても説明を受け、2週間後に再度説明と話し合いの場が設定された。 
CDR会合(病院内周産期/新生児死亡事例検証：hospital perinatal mortality meeting)  

病院内周産期/新生児死亡事例検討会が高次医療機関で開催され、新生児搬送チーム、助

産部門、NICU／産科チーム（高次医療機関）、グリーフケアチーム、新生児科医（地域病

院）、産科医（地域病院）が出席した。家庭医は出席できなかったが、報告書が提出され

た。本児の死亡に寄与した要因や本児の死から得られた教訓につき検討がなされ、書面（フ

ォームC）の原案が記載された。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family] 

両親は、主担当ワーカと新生児科医との話し合いの場を持った。両親からは主担当ワーカ

ーに、「地域病院の産科医とも継続して話し合いをしたい」との希望が伝えられ、その調整

が行われた。 
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有識者によるパネルレビュー[CDOP:The Child Death Overview Panel Meeting] 
本事例は既に死亡時点で、CDOP事務局にその通知がなされていた。CDOP事務局は、

CDR会合の結果作成された書面(フォームC原案）を高次医療機関から受理。CDOPの管理

者と指定医は、地域の新生児医療ネットワークの長と相談を行い、本事例は新生児パネルの

場での検証が最適であるとの合意に至った。パネルレビューには、CDOPのコアメンバー

（CDOP座長、指定医、CDOP管理者、一般市民代表）に加え、新生児ネットワークの長、

地域外の産科医、地域外の新生児科医、助産師が出席した。 
 
パネルでの審議事項 

パネルレビューの場では、提出されたあらゆる情報が検証された。この情報にはCDR会

合では検討されなかった家庭医や児童福祉司からの情報も含まれていた。パネルでは、

CDR会合の結論に対して合意はしたものの、CDR会合の場では家族の社会的背景が十分に

理解されていないとの懸念が意見として出された。委員会の座長は、このことを当該医療機

関に伝える書面を作成し、提出を行った。指定医はパネルレビューで話し合われた重要事項

を要約した報告書を作成し、英国小児死亡データベースに登録を行った。 
 
 
事例4 
進行性の神経筋疾患を基礎疾患として有する17歳男児。呼吸不全により、地域の医療機関

に入院となった。本児には「家族は彼に挿管することや地域の小児集中治療室に搬送するこ

とを望まない」という事前ケアプランがあった。彼は成人を対象とした集中治療室に入院

し、非侵襲的人工呼吸（NIV）が行われた。その後、複数回の話し合いがなされ、通い慣れ

た地域のホスピスに転院する予定となる。ホスピスではNIVによる加療は中止され、36時
間後に本児は穏やかに息を引き取った。 
迅速な意思決定[Immediate decision making] 

ホスピスの医師は、本児の主治医であった小児科医と神経内科医と連絡をとり、死亡診断

書の内容につき、適切であるとの合意を得た。 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family] 

家族にはホスピスの主担当ワーカーが割り当てられた。家族は本児が死亡するまでの数日

間を共に過ごした。またホスピスは、両親が希望の時間に出入室ができるように配慮がなさ

れ、面会を希望すればすべての専門家と面会が可能である旨の説明がなされた。さらにホス

ピスでは、葬儀について希望通りの方法で実施できるように、支援が行われた。 
調査/捜査[Investigation]  

本事例に関しては、調査/捜査の必要性はないと判断された。 
CDR会合  

関係者との調整の後、本児が死亡したホスピスでCDR会合が実施され、家庭医、一次診

療の小児科医、ホスピスチーム、二次病院の小児科医、高次医療機関の神経内科医、緩和ケ

アチーム、集中治療医が出席した。会合では主に終末期医療管理について話し合われ、あら

ゆる観点からの検証が行われた。本児の死亡に寄与した要因や本児の死から得られた教訓に

つき検討がなされ、書面（フォームC）の原案が記載された 
 
家族に寄り添った支援の提供[Involving and supporting the family] 

両親は、主担当ワーカーと面会を行った。地域の小児科医とホスピスチームが、両親との
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面会を申し出たが、その段階で両親は「誰にも会いたくない」と回答した。主治医である家

庭医が両親と面会を行い、会ってみるように説得を行った。 
有識者によるパネルレビュー[CDOP:The Child Death Overview Panel Meeting] 

本事例は既に死亡時点で、CDOP事務局にその通知がなされていた。CDOP事務局は、CDR会合の

結果作成された書面(フォームC原案）をホスピスから受理。ホスピス／緩和ケアチームの上級専

門職が出席し、標準CDOPパネル会合が実施された。 
 
パネルでの審議事項 

パネルレビューの場では、提出されたあらゆる情報が検証され、CDR会合の結論に対し

てすべて合意した。パネルレビューで話し合われた重要事項を要約した報告書が作成され、

英国小児死亡データベースに登録が行われた。 
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付録 2 – コロナー照会を行うべき基準 

 
 
2016年7月23日付、チーフコロナーガイドライン23 
 
コロナー照会を行うべき理由を以下に列記する： 

 死因が不詳の場合 
 死亡者が、死亡の14日以内、もしくは死亡後にCDOPの指定医の診察を受け

ていない場合 
 死因が何らかの暴力による可能性がある場合 
 内因死以外が死因の場合 
 死因が、事故死である場合（直接の死因がその他の理由であったとしても、

死に至る端緒が事故であった場合には時間がたっていてもコロナー照会を行

う必要がある) 
 死因が、セルフネグレクトや他者によるネグレクトであった可能性のある場

合 
 死因が労務に関係していた可能性のある場合 
 死因が堕胎であった可能性のある場合 
 術中死や、術後リカバリールームで死亡が生じた場合 
 死因が自殺の可能性がある場合 
 死亡が警察や刑務所などの拘留下で生じた場合や、釈放直後に生じた場合 
 死亡が精神保健福祉法の元での、措置入院や医療保護入院の際に生じた場合 
 その他、死亡に際し何らかの疑義のある場合 

 
上記基準以外にも、個々のコロナーが照会を求める場合もありうる. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/2016/07/guidance-no-23-report-of-death.pdf 
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付録3 – 迅速意思決定の際の様式 
 
子どもの氏名  
住所  
健康保険番号 
病院名 

 

ctions to be completed with 1-2 hours of death being declared 
 
小児死亡発覚後1-2時間以内に決定すべき事項  
 決定すべき事項 該当に〇 行うべき対応 対応終了時、〇 
1 本事例は多機関連携調査を行

うべき事例（外因死、不詳

死、保護観察中[もしくは収監

中]の死亡、精神科入院中の死

亡）であるか？ 

はい・いいえ はいの場合、当番の専

門医療者、警察、当番

の児童福祉司やその他

の必要な人物を病院に

収集する。 

はい 

2 死亡診断書の記載に何かしら

の問題はあるか？ 
はい・いいえ 問題がある場合、コロ

ナー事務局に照会 
はい 

3 診療やケアの提供上の何らか

の問題はあるか？ 
はい・いいえ 問題がある場合、医療

安全チームに連絡 
はい 

3a その他の患者の安全の担保の

ために、速やかな対応を行う

必要があるか？ 

はい・いいえ・不

明 
はいの場合、具体的に： 

3b 医療事故発生登録用紙(Datix 
form)の記載を行ったか？ 

はい・いいえ・不明 

3c 法律(Duty of Candour)に基づ

いた遺族への謝罪と説明を行

ったか？ 

はい・いいえ・不明 

4 家族支援のための対応法につき記載せよ(担当ワーカーやグリーフケア担当者の割り当て等) 
 
 
 
 

 
記載者氏名  
職位  
日付  

  



68 
 

付録4 – SUDI事例における 
標準的検体採取項目 
 
以下に示した標準的な検体の採取は、SUDI事例やその他の死因が不詳の事例の対応を行

った際には、可能な限り早急に行う必要がある。 
 
検体 提出先 取り扱いの注意点 検査項目 
血清 1-2ml 生化学検査室 遠心分離後 –20°Cで保

存 
必要時には薬毒物検査

も実施* 
血液培養 
（好気/嫌気各

1ml） 

微生物学検査室** 採血量が不十分の場

合、好気性ボトルを優

先 

培養検査と、感受性検

査を実施 

ろ紙血採取 生化学検査室 室温（ろ紙血に十分しみ

こませる。乾燥させるた

め、ビニール袋には入れ

ないこと） 

先天代謝異常検査を実

施 

ヘパリン血漿

1-2ml 
細胞遺伝額検査室 室温（遠心分離は行わ

ない） 
必要時に、遺伝学的検

査実施 
髄液 微生物学検査室***  室温 検鏡、培養検査、感受

性検査を実施 
鼻咽頭拭い液 ウイルス学検査室#  室温 NAAT検査（拡散増幅

検査）を実施** 
鼻咽頭拭い液 微生物学検査室 室温 培養検査と、感受性検

査を実施 
あらゆる部位

からのスワブ

培養検体 

微生物学検査室 室温 培養検査と、感受性検

査を実施 

尿(採取可能

な場合) 
一般検査室 遠心分離後、上清液を 

–20°Cで保存 
必要時には薬毒物検査

や先天代謝異常検査も

実施 
 
注－死因が不詳の事例の場合、これらの検体のほとんどは英国においてはコロナーの管理下に

置かれるものであり、検体採取に当たってはコロナー事務局と密に連携して行うことが重要で

ある。乳児がCPAで受診した場合、蘇生中や死亡確認後に様々な検体が採取されることであろ

う。どのような検体を採取したかについては明確に記録に残す必要があり、またコロナー事務

局にもその記録を報告し、検体を証拠能力を保ったまま確実に保管され、また検査結果につい

ては解剖医に可能な限り速やかに伝達する必要がある。証拠能力を維持するための一連の検体

の取り扱い(Chain of evidence)に注意し、入念な記録とラベリングを行う。SUDI事例におい

ては、全例で上記の表で掲げた検体すべてを採取する必要がある。SUDC（幼児以上の小児の

不詳死）事例においては、死亡状況や臨床所見に応じて、適切な検体項目を選択する。 
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* 通常の死亡事例ではルーチンで薬毒物検査を行う必要性は低いが、コロナー照会事例におい

ては必須である。どの薬毒物までの同定を行うべきかは、事例毎に判断する必要がある。 
** SUDI事例において、培養検査やウイルス抗体検査などで、微生物が検出されたとしても、

それが真に死亡に寄与したのか否かは状況により異なり、その判断は困難である。 
*** 臨床病歴や診察所見から、施行の必要性を判断する 
# 検体は、ウイルス分析を専門的に実施している研究所に送付することが望ましい 
 
 
1a. さらなる検体採取の必要性について、死亡対応の専門的トレーニングを受けた

小児科医にコンサルトすることが推奨される 
 

 先天代謝疾患が疑われる場合には、全例で皮膚生検を行い線維芽細胞培養を行う 
 病歴上、ミトコンドリア異常症が疑われる場合には、筋生検を行う 
 一酸化炭素中毒が疑われる場合には、血液ガス分析で一酸化炭素ヘモグロビン濃度を確認

する 
 
1b. 司法対応上の考察事項 
 

 検体の採取に当たっては、可能な限りコロナーに連絡し許諾を得ておく 
 採取したすべての検体は、「Chain of evidence」が保たれるような方法で、記録トラベリ

ングが行われる必要がある 
 「Chain of evidence」を保つためには、採取した検体は直接警察官に提出（検査室で検

査を行った検体は、検査技師が直接警察に提出）する必要がある 
 警察やコロナーに直接検体を提出する際には、授受に際してその場でサインのやりとりを

行う 
 検体を採取した身体部位についても、細かく記録を残す必要がある 
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付録5 – フォームC（修正版） 
 
 
児の死亡時年齢     検証実施日時     性別 
 
事例提示を行う時点で判明している死因（死亡診断書に記載された死因、もし

くは解剖医やコロナーによる死体検案の結果つけられた死因）を記載) 
 
 
 
 
 
 

 
事例の概要 
 
 
 
 
 
 

 
 
死亡に寄与した要因 
検証の場では当該事例の死亡に寄与した可能性のあるあらゆる要因につき分析

し、同定した要因の死亡への寄与の程度につき、以下の0-3のいずれに該当するの

か、選択する。 
 
0－情報入手ができず評価不能 
1–死亡に寄与した要因はない、もしくは何らかの要因が同定されたが死亡に寄与

した可能性は低い 
2－死亡や死亡に繋がりうる脆弱性を引き起こした可能性のある要因が同定され

た。 
3－死亡の直接的な原因となった要因が同定された 
 
これらの情報や検証から得た教訓について、地域の関係機関にフィードバックす

る必要がある。 
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ドメインA – 子どものニーズ 
子ども側に内在していた要因 

既知の健康上のニーズ、健康に影響を及ぼしうる要因、発達上の問題や知的な問題、行動

上の問題、社会的な関係性の問題、自我同一性や自立の問題、薬物・アルコールの乱用問題

など。子どもの持つストレングス(強み)や困難性などについても記載する。 
それぞれの情報ごとに、要因としての死亡への寄与の程度につき、上述の0-3のいずれに該

当するか記載せよ 
 
 
 
 
 

 
 
ドメインB – 家族や養育者の育児能力などの社会的環境 
社会環境要因 

家族構成や家族機能などを含めて記載。基本的な養育提供状況、乳児例の場合は出生前の

妊婦健診の受診状況、監護状況、現在や過去の虐待やネグレクト（監督ネグレクト、情緒的

ネグレクト、適切な刺激の欠如、適切なしつけの欠如、親子の境界があいまい）、安定した

生活基盤の欠如、養育者の薬物・アルコール乱用の有無、親族との関係性、雇用状況や世帯

収入、社会的支援の有無、保育・教育環境など 
それぞれの情報ごとに、要因としての死亡への寄与の程度につき、上述の0-3のいずれに該

当するか記載せよ 
 
 
 
 
 

 
 
ドメインC – 身体的な安全環境 
身体的な安全環境に関する要因 
既往も含め、これまでに熱傷・転落損傷・交通外傷・その他の家庭内事故やその他の身体的

な安全上、懸念すべき事態はあったか？ 
それぞれの情報ごとに、要因としての死亡への寄与の程度につき、上述の0-3のいずれに該

当するか記載せよ 
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ドメインD – サービスの提供 
サービス提供に影響をおよぼした要因 
必要であったサービスと、実際に提供したサービスの両者につき検討を行う。子どもと家族

のニーズと、サービスの提供との間に生じていたギャップや、サービスの提供に関するアク

セス性や患者側の理解度などを含めたあらゆる問題につき検討を要する。 
それぞれの情報ごとに、要因としての死亡への寄与の程度につき、上述の0-3のいずれに該

当するか記載せよ 
 
 
 
 
 

 
検証の場では、以下の表にに沿って死因をカテゴライスすること 
本カテゴリー分類は階層構造をとっている。死因が一つ以上のカテゴリーに跨

る場合には、すべてのカテゴリーにチェックを入れた上で、最も可能性の高いも

のを主カテゴリーにとして分類し、その他のものは副カテゴリーとして分類す

る。 
 
カテゴリー カテゴリー名とその詳細 

 
該当する 
場合、☑ 

1 故意に加わった外傷，虐待，ネグレクト  
窒息,揺さぶり、刺傷、銃創、中毒、その他の手段による他殺(戦
争やテロ、その他の集団暴力による死亡を含む)。ネグレクト(育
児放棄)による死亡 

□ 

2 自殺または故意の自傷 
縊死、銃器損傷、アセトアミノフェン中毒、自絞、溶剤吸入、ア

ルコールまたは薬物中毒、その他の自損による死亡。通常は乳幼

児でなく思春期の児にみられる 
□ 

3 外傷・中毒，およびその他の外因死  
単独の頭部外傷、頭部以外の外傷または多発外傷、熱傷、溺水、

就学前児の意図しない中毒物質誤飲、その他の外因による死亡

（アナフィラキシーはここに含む）。故意に加えられた外傷はカ

テゴリー1 に分類 

□ 

4 悪性腫瘍  
固形腫瘍、白血病、リンパ腫、組織球症のような悪性の増殖性疾

患。たとえ死亡直前の最終イベントが感染症や出血などであって

も、基礎疾患として有していればこのカテゴリーに分類 

□ 

5 急性の内科・外科疾患 
川崎病、急性腎炎、腸捻転、糖尿病性ケトアシドーシス、喘息発

作、腸重積、虫垂炎など。てんかんに伴う予期せぬ突然死はここ

に含む。 

□ 
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6 慢性疾患  
クローン病や肝疾患、神経変性疾患、免疫不全、囊胞性線維症な

ど。周産期以降に発生した原因の明らかな脳性麻痺も含む。たと

え死亡直前の最終イベントが感染症や出血などであっても、基礎

疾患として有していれば、このカテゴリーに分類される 

□ 

7 染色体異常、遺伝疾患、先天異常 
トリソミーおよびその他の染色体異常。単一遺伝子病、心奇形を

含むその他の先天異常 
□ 

8 周産期/新生児疾患  
年齢に関わらず、死因が周産期のイベント（例：早産児）に合併

する続発症に由来する死亡。分娩前または分娩時に生じた酸素欠

乏、気管支肺異形成症、新生児出血後水頭症による死亡など。原

因不明の脳性麻痺児の感染症や、先天性または新生児早期（生後

1 週間未満）の感染症はここに分類 
 

□ 

9 感染症  
生後 1 週齢以降、または修正在胎週数が正期に達した以降の、他

のカテゴリーに分類される疾患の合併症ではない、あらゆる感染

症による死亡。敗血症、肺炎、髄膜炎、HIV 感染症など 

□ 

10 突然の予期せぬ説明困難な死亡  
SIDS（乳幼児突然死症候群）と診断されたもの。または年齢に

関係なく死因が確認できないもの。てんかんに伴う突然の予期し

ない死亡は、カテゴリー5 に分類 

□ 

 
 
修正可能な要因 
（地域や国の施策を改善することで、将来的な予防可能死を減らす何らかの要因

を同定できるかの検討を行う） 
 
同定された、修正可能な要因 □ 
同定された、修正不能な要因 □ 
判断を行う上で欠落していた情報. 
（注：ただし実際には本項目にチェックが入ることはまれである） □ 

 
問題点、並びに検証から得た教訓 
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提言を受けた具体的な行動プラン 
 
 
 
 
 
 
 

 
家族への支援プラン 
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付録6 – 有識者パネル(CDOP)メンバー 
の職責 

座長 
 CDOPの座長は、パネルでの討議を効果的なものにするため、以下の職責を担う:  
 CDOP会合の座を取り持ち、以下の法定要件を満たすための努力義務を負う;  
 CDOPの管理者や指定医と協力し、日程を調整し、アジェンダ（議題）を作成するとと

もに、CDOPとしての提言を作成し、年次報告書を作成する。 
 パネルに参加するメンバーを決定し、外部委員の参加の要否を決定する。またすべての

メンバーから、守秘義務に関する誓約書の署名を得る。 
 公衆衛生の専門家が座長を行う場合には、疫学データや健康サーベイランスデータを

CDOPに提供する 
 当該地域の小児死亡のパターンや傾向を評価し、将来的な小児死亡を減少させるための

公衆衛生学的予防策の実施に協力する 
 
CDOP事務局および管理者  
CDOPの事務局及び管理者は、指定医や座長と協力し、以下の役割を担う:  

 小児死亡児の通知・情報取集・データ登録の体制を整備する  
 CDOPの標準パネルやテーマ別パネルが円滑に行われるように、調整を行う  
 小児死亡事例に対応した人物が、その旨やその他に必要となるデータを送付することを

円滑にするための調整を行う 
 小児死亡発生時の登録書式（フォームA）を受領した場合に、事例に通し番号を付与す

る 
 死亡した子どもやその家族と関わりを持っていた機関を明確化し、それら機関から関連

する情報をフォームBにより収集する 
 CDR会合の座長と連携し、CDR会合の議事録要旨をフォームC草案の形で受領する 
 CDOP会合の結論をフォームC最終版としてまとめ、英国保健省(Department of 
Health)に報告する。英国保健省に送付する。英国小児死亡データベース(National 
Child Mortality Database)が実運用された以降は、データをそこに送付する。 

 
CDOP指定医  
CDOPの指定医は、以下の役割を担う:  

 CDR過程すべてに責任を負う  
 成人を対象としたICUで小児が死亡した際に、適切な対応への助言を行う  
 標準CDOPやテーマ別CDOPを開催する際に、外部専門家を招聘する必要性の有無につ

き助言を行う  
 CDOP会合の際に、死亡に寄与した修正可能な要因を同定するための助言を行う  
 必要時には、適切なテーマ別CDOPパネルが首尾よく開催できるように、地域の臨床ネ

ットワークとのコーディネートを行う  
 将来的な小児の予防死を減らすための戦略を立て、それを実行するためにCDOPをサポ

ートする  
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 CDOPの座長とともにCDOPの活動をまとめ、年次報告書を作成する  
 
看護師/助産師  
看護師や助産師は、以下の役割を担う:  

 子どもの死亡に関連する健康上の問題を、CDOPが評価する際に助言を行う 
 子どもの健康や福祉を増進しうる看護活動や助産活動につき、CDOPに助言を行う 
 CDOPが適切な予防戦略を立案する際に、助言を行う  
 看護師やその他の医療関係者と、必要な際に適切なコーディネートを行う 
 助産師やその他の周産期医療関係者と、必要な際に適切なコーディネートを行う 
 周産期死亡事例のCDOPパネルを開催する際に、母親や家族の支援を行い、適切な評価

を行うための助言を行う  
 
病院勤務医師および診療所医師 
医師は以下の役割を担う:  

 死後検査や剖検結果を含めて、医学的情報をCDOPが解釈する際に助言を行う 
 小児に生じた損傷について、死因について、医学用語について、考えられる病態につい

て、行われた治療について、など医学的問題全般に関しての助言をCDOPに行う 
 
警察  
警察の代表者は以下の役割を担う:  

 犯罪の可能性のある事例において、犯罪捜査としてのあらゆる情報をCDOPに提供する 
 警察の行なった事情聴取、物的証拠採取を含めた捜査資料をCDOPに提供する 
 個々の事例の評価を超えた、公衆へのリスクというものをCDOPが評価する際に、助言

を行う 
 関連する警察部局や、必要時には検察とのコーディネートを行う 

 
児童相談所やその他の虐待対応組織  
児童相談所やその他の虐待対応組織の代表者は、以下の役割を担う:  

 死亡児の置かれていた社会的環境や状況、家族関係性につきCDOPが評価する際に、適

切な助言を行う 
 CDOPが、子どもや家族の社会的支援のニーズを評価し、実際のケアの提供体制がどう

であったのかを評価する際に、助言を行う 
 子どもの権利や福祉について、ならびに関連する法規やガイドラインについて、CDOP
に助言を行う 
 虐待/ネグレクトが関与したケースとして、より詳細な調査を行うべき事例を同定する 
 地域の他の機関との調整を行う  

 
教育関係者  
教育関係者は、以下の役割を担う:  

 死亡児や死亡児の同胞の教育上のニーズや、提供されていた教育サービスをCDOPが評

価する際に、適切な助言を行う  
 CDOPが予防戦略を立案する際に、適切な助言を行う  
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一般市民代表  
一般市民代表者は以下の役割を担う:  

 一般市民の視点を、CDOP会合の場に提供する  
 情報の解釈や評価を行う際に、一般市民や家族の視点を反映させる 
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付録7 – 各パネルで推奨されるメンバー 
新生児医療パネル: 循環器疾患パネル: 
CDOP指定医 CDOP指定医 
CDOP管理者 CDOP管理者 
新生児医療ネットワークの長 小児循環器疾患医療ネットワークの長 
助産師 小児循環器内科医 
保健師 小児循環器外科医 
産科医  循環器疾患リエゾン看護師 
法医学者/病理医 法医学者/病理医 
移植医療チーム 移植医療チーム 
一般市民の代表者 一般市民の代表者 

 
SUDIパネル:  外傷パネル: 
CDOP指定医 CDOP指定医 
CDOP管理者 CDOP管理者 
SUDI対応小児科医 外傷医療ネットワークの長 
助産師/保健師 小児脳神経外科医 
警察 移植医療チーム 
児童福祉司 (警察) 
法医学者/病理医 児童福祉司 
救急医療部門の長 救急医療部門の長 
一般市民の代表者 一般市民の代表者 

 
自殺パネル: 知的障碍児パネル: 
CDOP指定医 CDOP指定医 
CDOP管理者 CDOP管理者 
一般市民の代表者 知的障碍児/者死亡事例検証プログラム

(LeDeR)の管理者 
児童精神科医 知的障碍者支援看護師 
家庭医 児童福祉司/虐待対応組織職員 
児童福祉司 関連する専門医（小児神経科医、小児呼吸

器科医など） 
教育機関の代表者 移行期医療の代表者 
若者支援機関代表者 一般市民の代表者 
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付録8 – グリーフケアのリソース 
Bereaved Parents Support Organisations Network (BPSON) 
グリーフを抱える家族を支援する団体のアライアンス 
www.bpson.org.uk 
 
Bereaved Parent Support, Care for the Family 
グリーフを抱える家族を支える、電話サポートを含めたピアサポート団体 
www.careforthefamily.org.uk/bps 
How can you help bereaved parents? BPS Handout resource 
029 2081 0800 
 
Child Bereavement UK 
専門家のトレーニングや、家族や地域の支援団体へのサポートを行っている 
www.childbereavementuk.org 
0800 02 888 40 
 
Child Death Helpline 
死因や年齢を問わず、子どもの死別を体験したすべての人に支援を提供している団体 
www.childdeathhelpline.org.uk 
0800 282 986 or 0808 800 6019 
 
The Compassionate Friends 
死別を体験した両親や家族のピアサポート団体 
www.tcf.org.uk 
0845 123 2304 
 
The Lullaby Trust 
子どもを亡くした家族（特にSIDS家族）に対しての心理的支援を行っている 
www.lullabytrust.org.uk 
Bereavement support line: 0808 802 6868 
 
Sands 
乳幼児との死別を体験したあらゆる個人へのサポートを提供している 
https://www.uk-sands.org/support 
Helpline: 0808 164 3332 
 
Winston’s Wish (siblings) 
両親やきょうだいを亡くした子どもと、その家族の支援を行っている団体. 
www.winstonswish.org.uk 
Tel: 08088 020 021 



報告用紙 A 子どもの死亡通知 

子どもの死因検証統括委員会 ID 番号                        

 

報告用紙 A 子どもの死亡通知 

子どもの死因検証統括委員会事務局に通知してください。   

メールアドレス:____________________ 

電話番号:      ____________________       Fax: ____________________ 

 

本報告用紙に記入された情報及び情報の転送に伴う安全管理については、管轄区のカルディコ

ット保護審議会で検討され、了解を得なければなりません。 

複数の関係機関が関与している場合には、調整役がどの機関が通知するか合意を取るようにし

てください。 

子どもの死亡の詳細 

氏名  

別名・通称名などあれば  

生年月日 ____/____/____ 

日齢/月齢/年齢：＿＿＿ 

マイナンバー 

住所  

郵便番号  

学校・保育園など  

死亡日時・時刻 ____/____/____     時間 ____:____ 

その他の重要な家族成員 

 

 

通知時の詳細 

通知した日 ____/____/____  

通知者の氏名  

通知者の所属機関名  

住所  

電話番号  

メールアドレス  

注意：１ページ目は匿名化のために取り除くことができます。２ページ目は報告用紙 B ととも

に子どもの死因検証統括委員会に提出しなければなりません。 

  



報告用紙 A 子どもの死亡通知 

子どもの死因検証統括委員会 ID 番号                        

 

死亡の詳細 

死亡・致死的なイベントが発生

した場所 

（上記と違う場所で発生した場

合はその住所も記載） 

 

死亡は予期できましたか？  予期できた    予期できなかった† 

検視官への連絡  した        

 していない   

 不明 

 適応外 

連絡した日時： 

 ____/____/____  

検察医の名前： 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

戸籍係への連絡  した        

 していない   

 不明 

 適応外 

連絡した日時： 

 ____/____/____  

戸籍係の名前： 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

死因を記載した医学的な死亡診

断書 

 発行された        

 発行していない   

 不明 

 適応外 

発行した日時： 

 ____/____/____  

 

 

死体検案  実施された        

 実施していない   

 不明 

 適応外（NA） 

実施した日時： 

 ____/____/____  

実施場所： 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

† 予期できない死亡とは、死亡 24 時間前には、死亡に至る重大な可能性がある、死亡に至る

急変が起こる、死亡に至るイベントが重なりつつあることが予期されなかった死亡と定義され

ます。 

 

通知の詳細：通知に至った状況について概要を記載してください。もし他の検証会議（組織内

検討会等）が開始されている場合は、本死亡によって何らかの対策が取られたかについても、

記載してください。 

 

 



報告用紙 A1 子どもの死亡通知：経過記録 

子どもの死因検証統括委員会 ID番号                        

 

関係機関への連絡（子どもの死因検証統括委員会連絡員が記入すること） 

 

関係機関 名前、住所、電話番号 関係機関の報告書 

 依頼した日 提出された日 

かかりつけ医  ____/____/____ 

 

____/____/____ 

 

助産師・（保健師／訪

問看護師）・養護教員 

 ____/____/____ 

 

____/____/____ 

 

小児科医  ____/____/____ 

 

____/____/____ 

 

警察  ____/____/____ ____/____/____ 

 

児童福祉（ソーシャ

ル・ケア） 

 ____/____/____ 

 

____/____/____ 

 

学校・養護教員  ____/____/____ ____/____/____ 

 

その他  ____/____/____ ____/____/____ 

 

  ____/____/____ ____/____/____ 

 

  ____/____/____ ____/____/____ 

 

  ____/____/____ ____/____/____ 
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報告用紙B 関係機関報告用紙 

 

本報告用紙記入後、子どもの死因検証統括委員会事務局までご返送ください。   

メールアドレス： 

住所：             Fax 番号： 

 

本報告用紙に記入された情報及び情報の転送に伴う安全管理については、管轄区のカルディ

コット保護審議会で検討され、了解を得なければなりません。 

 

本報告用紙は、当該機関で所有している情報に基づいて記載し、すみやかに子どもの死因検

証統括委員会事務局に返送してください。記載すべき情報に関し不明な点があれば、子ども

の死亡検証統括委員会事務局に問い合わせてください。 

 

本報告用紙記載について： 本報告用紙は、子どもと家族に関わったすべての機関に送付さ

れていますので、各機関がすべての項目に記載する必要はありません。ご自身が所属する機

関に該当する項目にだけ、記載ください。 データの照合や比較をすることを目的としたチェ

ック方式やはい／いいえ方式の質問もありますが、子どもの死亡の本質を子どもの死亡検証統

括委員会がより詳しく理解するために必要な情報があれば、各セクションには空欄があります

ので、叙述的／質的に情報を記載ください。情報を持っていない質問については 〇をつける、

不明や該当なしにチェックするか、空白にしておくことができますが、可能な限り〇をつける

か、不明などにチェックしてください。何か記載いただくと、子どもの死亡検証統括委員会は、

「この質問項目を考慮していただいたが、貴機関には何も情報がなかった。」ということが分

かります。  

本報告用紙には、A～Fの６つのセクションがあります。また、死亡のタイプごとに異なる、

B2～B12の追加用紙があります。 

追加：新生児死亡の事例では、B2 報告用紙の記載から始めてください。 

 

本報告の目的： 本報告用紙Bは一人ひとりの子どもの死に関する情報を集めるためにデザイ

ンされています。本報告用紙の第一義的目的は、各管轄区の子どもの死因検証統括委員会が、

担当地域におけるすべての小児死亡事例を検証することで、死亡のパターンを理解し、子ども

の死亡に関与する要因を抽出し、最終的には、予防可能な子どもの死亡の防止策を作っていく

ことです。 

 

機密性： 本報告用紙で提供される情報は、「子ども保護のためのワーキングトゥギャザー」

第7節に記載されているチャイルドデスレビューを行うために利用されます。すべての遺族は

チャイルドデスレビューについて説明を受けています。集められた情報には、個人的で繊細に

扱われる必要のある情報も含まれるため、情報を扱う際には、子どもの死因検証統括委員会は、

1998年データ保護法に基づく各委員の果たすべき義務に留意しなければなりません。すべて

の事例は子どもの死亡検証統括委員会で議論される前に匿名化されます。集められた情報はす

べて厳密に保管され、地域／国レベルで議論される際には、匿名化されたデータとしてのみ照

合することができます。  
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本ページは、匿名化のために、子どもの死因検証統括委員会開催前に取り除かれることもあ

ります。 

A： 識別と報告のための詳細情報 

 

子どもの氏名         生年月日 ／   ／ 

マイナンバー       死亡年月日 ／   ／ 

 

性別 

 

男児 

 

□ 

 

 

 

女児 □ 

住所  

（わかれば郵便番

号も含めて） 
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報告機関に関する情報 

 

機関名          報告者名  

住所  

郵便番号  

電話番号   メール

アドレス 
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B： 事例及び死亡に至った状況の概要 

本セクションは、子どもの死亡の本質と死亡の仕方についての情報に関するセクションで

す。本事例に関する情報をすべて記載してください. 

 

「死亡の詳細」については、子どもが死亡した時に治療に関わった医師が記載してください。

― ほかの職種の方は、何か情報があれば記載してください。 

 

死亡の詳細 

今回の死亡の原因を、どう考えてい

ますか？（もし分かれば、「登録さ

れた死亡原因」項目に記載してくだ

さい） 

          

どのような死亡でしたか？ □ 計画的された緩和ケア 

 □ 生命維持装置の中止・限界 

 □ 脳幹死 

 □ 心肺蘇生に反応しない 

 □ 目撃者のいる死亡 

 □ 死亡した状態で発見された 

 □ 不明 

予期された死亡 

予期されなかった死亡 

□ 

□ 

 

死亡原因の記載のある死亡診断

書が発行されていますか？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

この死亡は検視官に報告されま

したか？ 

はい／いいえ／対象外／不明 

□   □   □   □  

死後検査は行われましたか？ はい／いいえ／対象外／不明 

□   □   □   □                                  

 

（分かれば）死後診察の日時   ／   ／ 

（分かれば）死後診察の場所  

検視は行われましたか？ はい／いいえ／対象外／不明 

□   □   □   □                                  

 

（分かれば）死後診察の日時   ／   ／ 

 

（わかれば）登録された死亡原因

（新生児以外の場合） 

Ia       
 
Ib       
 
Ic       
 
II        
 
 
 

登録された死亡原因（新生児の場

合） 

 

(a) 新生児の主たる疾患や状態 

 

(b) 新生児おける 他の疾患や状態 

 

(c) 母体の主たる疾患や児に影響があったと考えられる状態 

 

(d) 母体のそれ以外の疾患や児に影響があったと考えられる

状態 
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(e) 他に関連があることが考えられる状態 

 

 

全事例が対象：可能な限り記載してください。 

 
死亡に至る事象や状況が起

きた時に、子どもはどこにい

ましたか？ 

 急性期病院 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

救急外来 

小児病棟 

新生児集中治療室（NICU） 

小児集中治療室（PICU） 

成人集中治療室（AICU） 

その他 

 □ 普段生活している家 

 □ 他の居住地 

 □ 里親宅 

 □ 在宅ケア施設 

 □ 公共スペース 

 □ 学校 

 □ ホスピス 

 □ 精神科病棟 

 □ 海外 

 □ その他（具体的に）  

 □ 不明 

 

子どもの死亡確認はどこで

行われましたか？ 

 急性期病院 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

救急外来 

小児病棟 

新生児集中治療室（NICU） 

小児集中治療室（PICU） 

成人集中治療室（AICU） 

その他 

 □ 普段生活している家 

 □ 他の居住地 

 □ 里親宅 

 □ 在宅ケア施設 

 □ 公共スペース 

 □ 学校 

 □ ホスピス 

 □ 精神科病棟 

 □ 海外 

 □ その他（具体的に）       

 □ 不明 
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以下のどれかのイベントで、起きたことが分かっているものがありますか？ 

□ 新生児死亡 B2報告用紙を作成 ‐本報告用

紙は、これ以上記載する必要が

ない可能性もあるため、先にB2

報告用紙を完成してから 本報

告用紙の以下の部分の記載を続

けてください。  

□ 生命予後が不良とされる子どもの死亡（主治医か緩和

ケアチームのメンバーが記載） 

B3 報告用紙を作成 

□ 予期せぬ乳児の突然死（予期せぬ乳児の突然死専門小

児科医か指名された代理人が、各地域の症例検討会議

中、もしくはその直後に記載する。各地域の症例検討

会議が開催されないような稀な場合には、予期せぬ乳

児の突然死専門小児科医か指名された代理人が調査

終了時に記載する） 

B4 報告用紙を作成 

□ 交通事故／衝突 B5 報告用紙を作成 

□ 溺死 B6 報告用紙を作成 
□ 火事／熱傷 B7 報告用紙を作成 
□ 毒物中毒 B8 報告用紙を作成 
□ そのほかの故意ではない損傷／事故／外傷 B9 報告用紙を作成 
□ 違法薬物 B10 報告用紙を作成 
□ 明らかな殺人 B11 報告用紙を作成 
□ 明らかな自殺 B12 報告用紙を作成 

 
 

死亡状況： 

死亡につながったと考えられる状況を叙述的に記述してください。これには重要な背景状況の

時系列変化（例：関係機関のかかわり、家族環境の変化など）や重要な出来事の詳細も含まれま

す。 

検討事項：死亡につながったと思われるイベント、本児出生前の家族状況、妊娠や出産状況、乳

児期、幼児期、学童期、思春期の状況。 
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C: 子ども 

 

本セクションは、子どもに関する情報と子どもの死亡に関連した可能性が少しでもある状態

や要素についての情報に関するセクションです。本事例について、あなたが持っている情報を

記載してください。 

 
 

出生体重       gms  
      Ibs      oz 

出生時妊娠期間 

（在胎週数） 

      

最終生前体重 

 

日付 

      gms  
      Ibs      oz 

    ／   ／ 

最終出生前身 

 

日付 

      cm 
      ft       in 

   ／   ／ 

死亡時に、以前から分かっていた健康上の問題がありました

か？ 

「はい」であれば、以下に詳細を記載してください。 

 
 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

児は予防接種をすべて接種していましたか？ はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

最終ワクチン接種日   

    ／   ／ 

死亡時に、以前から分かっていた機能障害や発達障害がありま

したか？ 

「はい」であれば、以下に詳細を記載してください。 

 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

死亡時に服用していた薬はありましたか？ 

「はい」であれば、以下に詳細を記載してください。 

 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

教育／職業 □ 未就園・未就学 

 □ 保育園・幼稚園 

 □ 学校 

 □ 大学 

 □ 教育を受けていない 

 □ 中退 □ 就職 

 □ 無職 

就職している場合にはその内容を記載してくだ

さい。 

      

民族 □ 

 

白人 

 
 
 
 
 
 
 

□ イギリス／ウェールズ／北アイルラン

ド／ブリトン） 

□ アイルランド人 

□ ジプシーやアイリッシュトラベラー 

□ それ以外の白人系背景 

（具体的に） 

 □ 

 

混合／複数民族 

 

□ 白人と黒色カリブ民族 

□ 白人と黒色アフリカ民族 

□ 白人とアジア民族  

□ それ以外の混合／複数民族背景（具体的

に） 
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 □ 

 

アジア人かアジ

ア系ブリティッ

シュ民族 

□ インド民族 

□ パキスタン民族 

□ バングラデシュ民族 

□ 中国民族 

□ それ以外のアジア系民族背景（具体的

に） 

 

 □ 黒色民族／ 

アフリカ民族／

カリブ民族／ 

黒色ブリティッ

シュ 民族 

□ アフリカ民族 

□ カリブ民族 

それ以外のブラック／アフリカン／カリビ

アン背景（具体的に）      

 

 □ それ以外の民族 □ アラブ民族 

□ それ以外の民族グループ（具体的に） 

 □ 不明／記載なし 

宗教（記載してく

ださい） 

 
      

 
 

子どもに起因する要因： 

これまでに記載していない子どもに関連する要因について叙述的に記載してください。 

検討事項： 分かっていた健康上の問題、健康に影響するような要因、成長パラメーターであ

る発達／教育問題、発達行動の問題、社会性、アイデンティティや独立性、死につながった可

能性がある子どもに関連する要因。悪い点だけではなく、良い点（強み）についても記載して

ください。 
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D： 家族や環境 

本セクションは、子どもの家族や周囲の環境についての情報に関するセクションです。知って

いる内容に関して以下に記載してください。 

 

〇をつけるか、☑をつけてください。 

 

 年齢／ 

生年月日 

 

性別 子どもか家族と

の関係 

職業 主たる家族として生

活していますか？1   

母       女性    母       はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

父       男性 父       はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

それ以外の関係者（例．母のパートナー、重要な世話人など。番号をふり、わかっている情報

で以下の表に記載成してください。それ以外の成人も、以下に追加してください。） 

1                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

2                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

3                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

4                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

同胞（番号をふり、以下に記載してください。 さらに同胞を追加することもできます。異父

異母同胞や血縁関係のない同胞も記載してください。） 

1                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

2                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

3                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

4                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

6                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

7                              はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

その子ども／家族は難民申請をしていましたか？  

はい／いいえ／不明 

                                □   □   □                                                                                                                 

 
 
  

                                            
1 もし子どもが複数の家庭で暮らしていた場合：例えば両親が別れている場合など、子ども

がほとんどの時間を過ごす家庭を「主要家庭とするが、更なる詳細はナラティブセクションで

記載してください。 
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更なる家族情報 

（主たる家族あるいは子どもがある程度の時間を過ごす家庭に関する情報） 

 

〇か☑をつけてください。 

 

 母 父 他の成人１ 他の成人２ 

喫煙者 はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

次のようなことが

分かっています

か？ 

    

学習障害も含めて

障害があります

か？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

健康状態に問題が

ありますか？  

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

精神状態に問題が

ありますか？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

薬物依存がありま

すか？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

過度なアルコール

摂取があります

か？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

触法行為がありま

したか？ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

はい／いいえ／不明 

□   □   □    

はい／いいえ／不明 

□   □   □ 

 

両親は何らかの親戚

関係がありますか？

（婚姻関係以外に） 

はい  い

い

え 

 詳細を記載してください 

 

家庭内暴力がありましたか？（詳しい情報を以下に記載）                                                  

はい／いいえ／不明 

 
 

 

家族や周辺状況に関する要因： 

ここまでに記載していない内容で、関連していると考えられる要因について記載してくださ

い。 

 

検討事項： 家族関係や機能、広い意味での家族関係、居住状況、就職や経済状況、社会適応

や支援、地域資源の活用状況。悪い点だけではなく、良い点（強み）についても記載してくだ

さい。 
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E：子育て力 

 

本セクションの目的は、子どもの死亡に何らかの形で関連を持った可能性がある子どものケ

アに関する要因と、子どものサポートや子育てに関連したと思われる要因を理解することで

す。知っていることをすべて記載してください。 

 

死亡した時、あるいは死亡に

いたる事象が起きたときに

子どもはどこに住んでいま

したか？ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

親の家 

親以外の親戚の家 

里親ケア（短期里親） 

里親宅 

住宅 

長期入院先 

ホスピス 

その他 

子どもが死亡した時、あるい

は死亡にいたる事象がおき

たときに、直接子どもの面倒

をみていたのはどなたです

か？（該当する項目全てにチ

ェックしてください。） 

□ 

□ 

母 

父 

□ 他の成人（リストを作成し、各成人と児の関係を記載して

ください） 

      

□ 子ども／若い人（リストを作成し、それぞれの年齢と子ど

もとの関係を記載してください。） 

      

□ 

□ 

 

医療関係者 

その他（以下にリストを作成してください。） 

 
 
 

 
 

子どもは何らかの児童保護プランの対象

でしたか？ 

□ 

□ 

□ 

死亡時に対象となった 

過去に対象であった 

対象になったことがない 

最も直近の児童保護プランの分類 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

身体的虐待 

ネグレクト  

心理的虐待 

性的虐待 

不明 

その子どもは何らかの行政命令の対象で

したか？ 

□ 

□ 

□ 

死亡時に対象 

過去に対象であった 

対象になったことがない 

最も直近の行政命令の分類 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

警察権限による保護 

緊急保護命令 

暫定保護命令 

保護命令 

監督命令 

在宅命令 

1989年児童法20項 

反社会的行動禁止命令 

その他の裁判命令、具体的に記載を 
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1989年児童保護法17項に定義されるよう

な要保護と評価される対象でしたか 

□ 

□ 

□ 

死亡時に対象 

過去に対象であった 

対象になったことがない 

同胞が児童保護プランの対象であったこ

とがありますか？ 

□ 

□ 

□ 

死亡時に対象 

過去に対象であった 

対象になったことがない 

同胞が行政命令の対象となっていたこと

がありますか？ 

□ 

□ 

□ 

死亡時に対象 

過去に対象であった 

対象になったことがない 

 

子育て力に関する要因： 

これまでに記載していない内容で、子育て力に関連することであなたが知ることがあれば、叙

述的に記載してください。 

検討事項： 基本的なケア、医療ケア（適切な妊婦健診など）、安全、心理的な暖かさ、刺激、

指導や枠組みの設定、安定性を子どもに与えているかどうか。悪い点だけではなく、良い点（強

み）についても記載してください。 
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F：サービスの供給 

本セクションの目的は、子どもや家族に対して提供されているサービスに関する情報を集め

て、子どもやその家族への支援の効果を検証し、家族のニーズと不一致／ギャップがあるサー

ビスを見つけることです。所属する機関が所有している情報に基づいて、記載してください。 

 

関係機関の詳細情報 

以下に示したサービスが、子どもや新生児期か母に対して提供されたかどうかを記載してく

ださい。サービスが提供されていたのであれば、その詳細について、自由記載欄に記載してく

ださい。 

 

〇か☑をつけてください。 

 

機関／専門職 死亡時や最後の病状との関連

で関わった2 

それ以前に関わっていた 

一次医療 はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 

はい／いいえ／不明／対象外       

□   □  □   □ 

二次／三次病院医療 はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
二次／三次地域健康サービス はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
ホスピスサービス はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
小児・思春期メンタルヘルス

関連 

はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
警察 はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
地方自治体児童サービス はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
教育 はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
コネクションサービス はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
保護観察 はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
それ以外（具体的に記載） 

 
      
 

はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 
はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □ 

 

死亡時に専門職が関わっていなかった場合、

貴機関の専門職が最後に家族か子どもと接触

したのは、いつでしたか？ 

専門職名     

最終接触日     ／   ／    

接触の内容 

□ 当機関からの接触はなかった 

□ 不明 

 

 
 

ニーズと不一致／ギャップのあるサービスはあり はい／いいえ／不明／対象外 

                                            
2．死亡時あるいは、最後の病状との関連で提供されたサービスについては、もし亡くなる時

に提供されていなかったとしても、そのサービスも記載してください。例えば、就学中、定期

的な医療機関の通院、ソーシャルワークが関与していた事例、緩和ケアなどです。 
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ましたか？（「はい」であれば、以下に詳細を記

載してください。） 

 
 
 

□   □  □   □       

サービスへのつながりにくい家族でしたか？（「は

い」であれば、以下に詳細を記載してください。） 
 
 
 

はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □       

 

サービス提供に関する要因 

 

これまでに記載していない内容で、サービス提供に関連することであなたが知ることがあれば、

記載してください。 

  

必要だったサービスや提供されたサービスを明らかにして、サービスの内容や時期、サービスと

子どもや家族のニーズとの間のギャップ、サービス提供や利用に関する問題、死別ケアに関連す

る前向き／ネガティブな関わりなどについて考えてください。 

 
 
 

 

重大インシデント調査が行われましたか？ 

‐「はい」ならば、実施機関を具体的に記載

してください。 

はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □        

 

それ以外の内部調査機関などがあったら詳細を記載 

 

この子どもの死は重症事例検証の対象です

か？ 

はい／いいえ／不明／対象外 

□   □  □   □        

 

検討課題について 

この子どもの死亡の結果として、あなたが前向きに検討するべきだと考える行動や学びがあれば

記載してくだい。さらに広い多機関での検討する必要があると思われる内容について記載してく

ださい。 
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報告用紙 B2 新生児死亡 

本報告用紙は、日齢 28 日未満で死亡した新生児全例に記載してください。この情報は英国−：

審査および機密調査による母子のリスク低減（以下 MBRRACE-UK）事業の安全性の高い電子デー

タ収集システムの情報を補完します。母・新生児・乳児臨床転帰調査プログラムと地方児童保

護安全理事会／子どもの死因検証統括委員会は、その機能を有効にする種に、MBRRACE-UK の情

報を利用しています。 

 

1 死亡は突然死、あるいは 予期せぬ死亡でしたか？（予期せぬ死亡の定義は子どもの保護の

ためのワーキングトゥギャザーを参照してください。） 

 

はい－まだ、開始していないのであれば 速やかに地域の迅速対応の手順を開始してください。

その後 質問２に進んでください。 

 

いいえ－質問２に進んでください 

 

2 助産師か産科あるいは新生児科に係るスタッフの場合のみ： 

i) MBRRACE-UK システムによって情報提供をしてください。 

ii) MBRRACE-UK に提供した情報のコピーを安全に地域の子どもの死亡検証統括委員会事

務局に送付してください 

 

3 全ての専門職に：その児は病院を退院していましたか（あるいは病院での出生ではなかった

のですか）？ 

 

はい－標準報告用紙 B を完成してください（当てはまる項目すべてに記載してください） 

 

いいえ－以下の質問４－１２に記載してください。 

 

4 家族には、家庭内暴力（DV）（過去または現在）がありますか？ 

 はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 
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5 家族には、児童保護案件（過去または現在）がありますか？ 

  

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 

 

6 家族には、薬物やアルコール依存の問題（過去または現在）がありますか？ 

 

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 

 

7 その家族には、なにか気にかかる社会的要因（過去または現在）がありますか？ 

 

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください 

 

8 父又は母は、亡命希望者ですか？ 

 

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 

 

9 家族内に、メンタルヘルスの問題を抱えている人はいますか？ 

 

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 

 

 

10 家族内に、精神発達障害者・児はいますか？ 

 

はい□ / いいえ□ / わからない□ 

もし あれば、詳細を記載してください。 
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11 他の関係機関によるかかわりが（過去または現在）ありますか？ 

 

 

警察 はい□ / いいえ□ / わからない□ 

社会福祉 はい□ / いいえ□ / わからない□ 

保護観察 はい□ / いいえ□ / わからない□ 

薬物/アルコール治療施設 はい□ / いいえ□ / わからない□ 

その他（具体的に） 

 

 

 

12 周産期・母子死亡報告書に記載していない追加情報や上記の質問項目以外に、関連性があ

ると思われる情報や子どもの死因検証統括委員会に有益と思われるような情報を記載してくだ

さい。 
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報告用紙 B3 - 生命予後が不良とされた子どもの死亡（緩和ケアをうけていた事例も含みま

すが、緩和ケアサービスを受けていた子どもに限定していません。） 

 

報告用紙 B3 は、必ず主治医か緩和ケアチームの担当者が記載してください。 

 

主となる診断名： 

 

 生命予後が不良な状況とは 治癒する望みは考えられず、子どもや若年者が死亡するこ

とが予想される状況のことです。このような状況では 子どもは進行性に悪化していきま

すので、両親や世話人への依存性がますます強くなることがあります。 

 

 このような状況は 以下の４つに分類されます（www.act.org.uk）。子どもの状況が最も

近いものに☑︎してください。 

 

□ 生命予後が不良な状況であり、治療は可能であるが、うまくいかない可能性がある場合。

治療がうまくいかない、あるいは急激な悪化がみられた場合には、緩和ケアへのアクセ

スが必要です。それは、致死的な状況の長さには関係しません。長期的な寛解が得られ

る、あるいは治癒的な治療が成功した場合には、緩和ケアは必要なくなります。例：が

ん、心臓・肝臓・腎臓などの不可逆的臓器不全状態。 

 

□ 早期死亡が不可避な場合。延命のため、あるいは日常生活への参加を目指して長期にわ

たる集中治療が行われた場合。例：嚢胞性線維症、デュシェンヌ型筋ジストロフィ。 

 

□ 進行性で治療的なかかわりが不可能な場合。治療は緩和ケアのみであり、その治療は数

年にわたることが多い。例：バッテン病、ムコ多糖症 

 

□ 不可逆的だが、非進行性の状況で重篤な障害を引き起こす場合。健康状態が悪化しやす

く、早期死亡となる可能性があります。例：重症な脳性まひ、脳神経や脊髄損傷に伴う

多発障害、複雑な健康ケアのニーズ、予期せぬ生命を脅かす事象のハイリスク。 

 

□  その他、具体的に記載してください。 

 

 

□  不明 

本児に対する終末期/アドバンスケアプランは決定

していましたか？ 

□ はい □ いいえ □ 不明 
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終末期ケアの場所について希望がありましたか？ 

 □ はい □ いいえ □ 不明 

 

はい、であれば 具体的にどこですか？ 

□  自宅 

□  病院 

□  ホスピス 

□  それ以外 具体的に記載してください 

 

子どもは 望んだ場所で 亡くなりましたか？    

□ はい □ いいえ □ 不明 

いいえ であれば、それはなぜか？ 

 

蘇生希望せず や 死亡時は自然に任せて という希望がありましたか？ 

□ はい □ いいえ □ 不明   

 

死亡する前に、ホスピスチームへの紹介、あるいはチームからの情報提供がありましたか？ 

□ はい □ いいえ □ サービスが提供されなかった □ 不明    

紹介日    /     /       

死亡する前に、在宅緩和ケアサポート専門チームへの紹介、あるいはチームからの情報提

供がありましたか？ 

□ はい □ いいえ □ サービスが提供されなかった □ 不明    

                         紹介日    /     /    

明らかに終末期、あるいは病状の最終章になったという時期がありましたか？ 

 

あったのであれば、それはどのくらいの期間続きましたか？ 

 

それば どのような状況でしたか？（例：胸部の感染症、けいれん発作の悪化、病状の進

行が徐々に悪化） 

 

死亡した状況を 描写してください 

 

死は次のいずれかによるものでしたか？（〇をするか、☑をつけてください） 

 a) 元々の病状の自然経過 □ はい □ いいえ 

 b) 病状の合併症 □ はい □ いいえ 

 c) 治療による合併症 □ はい □ いいえ 
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 d) 元々の病状と関係のある急な病態の変化 □ はい □ いいえ 

 e) 元々の病状とは無関係のな急な病態の変化 □ はい □ いいえ 

 f) それ以外の何らかの要因 □ はい □ いいえ 

 g) それ以外に（具体的に） 

 

□ はい □ いいえ 

 不明 □ はい □ いいえ 

誰が家族に対して死別に関するサポートをしているのか？ 

□  地域コミュニティ 

□  ホスピス 

□  病院 

□  死別チャリティグループ 

□  上記の組み合わせ 

□  それ以外  具体的に記載をしてください 

□  まだわからない 

 

もしも、必要とされた場合には、地域に死別家族に対するサポートスペシャリストがいま

すか？ 

a) 親に対して           □ はい □ いいえ □ 不明 

b) 同胞に対して          □ はい □ いいえ □ 不明 
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終末期、死亡前後、死別後におけるケアに関するコメント：例えば、うまくいったこと。 

改善すべきこと。受けにくかったサービス、あるいは調整が難しかったサービスなど。 

 

 問題点 提言、教訓や今後にむけての

改善点 

ケアにかかわった機関やチ

ーム 

 

  

子どもに起こった問題（例：

症状のコントロ―ル、感情面

のコントロール、コミュニケ

ーション、ケアの実践に関す

る問題点） 

 

  

家族に起こった問題（例：精

神的サポート、コミュニケー

ション、経済面、備品、住居、

レスパイト） 

  

サービス提供者に関する問

題（例：調整、コミュニケー

ション、資金、責任） 

  

死亡時あるいは死亡後に起

こった問題（例：サービスの

情報提供や調整の実践に関

する問題、死亡の通知、死亡

診断書、ご遺体の移送） 
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報告用紙 B4 – 予期せぬ乳幼児突然死 

（生後から２歳未満の乳幼児の予期しない突然死） 

 

報告用紙 B4 は予期せぬ乳幼児突然死専門小児科医、または指定された代理人が記載してくだ

さい。さらに、地域の事例検討会議中か終了後直ちに記載してください。地域の事例検討会議

が開催されないということは稀と思われますが、その場合には、予期せぬ乳幼児突然死専門小

児科医または指定代理人が調査した結果を元に、本報告用紙に記載してください。 

 

 すべての質問にお答えいただき、お答え頂けない項目は「不明」に〇をつけるか、☑をつけて

ください。 

 

A: 素因またはリスク因子 

〇をつけるか、☑をつけてください。 

家族： 

 

第一・第二等親の親戚に、過去に予期しない乳幼児の突然死が起こったことがありますか？

（例：同胞、異父・異母兄弟、両親の同胞や異父・異母兄弟） 

                    はい   いいえ   不明  

第一・第二等親の親戚に、乳幼児特発性危急事態が起こったことがありますか？ 

                    はい   いいえ   不明  

母親は喫煙者ですか？          はい   いいえ   不明  

父親は喫煙者ですか？          はい   いいえ   不明  

他に家庭内に喫煙者はいますか？     はい   いいえ   不明  

家庭内で違法薬物の使用がありますか？  はい   いいえ   不明 

本乳幼児： 

 

在胎 37週未満で出生しましたか？      はい   いいえ   不明 

出生体重が２５００ｇ未満でしたか？      はい   いいえ   不明 

双胎・品胎、またはそれ以上の多胎出生でしたか？ 

                       はい   いいえ   不明 

過去に乳幼児特発性危急事態が起きたことがありますか？         

 はい   いいえ   不明 
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体重増加不良のために、医療者や家庭訪問専門職（看護師・保健師）が懸念していましたか？ 

                    はい   いいえ   不明 

母乳栄養でしたか？（１日以上）     はい   いいえ   不明 

スケジュール通りに予防接種が受けていましたか？ 

                                     はい   いいえ   不明 

普段からおしゃぶりを使っていましたか？ 

                    はい   いいえ   不明 

 

 

B: 死亡状況 

死亡前 24 時間以内に、家族・介護者または専門職によって、何らかの病気や症状が認められ

ていましたか？  

 はい   いいえ   不明 

最後に子どもが生存しているのを見た・聞いたときから、死亡しているのが見つかるまでの時

間 

 10分未満 

 10分 – 1 時間  

 1 – 2時間 

 2 – 4時間  

 4 – 6時間 

 不明 

子どもの死亡が発見された時間帯 

 24:00 – 6:00  

 6:00 – 12:00  

 12:00 – 18:00 

 18:00 – 24:00 

 不明 

死亡が発見された直前、または倒れた直前の子どもの状態は、以下のどのような状態だと考え

られましたか？ 

 覚醒していた 

 眠っていた 

 不明 
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眠っていた場合、子どもが向いていた方向は、 

 うつぶせ（腹臥位） 

 あおむけ（仰臥位） 

 横向き 

 その他 

 不明 

死亡発見時の子どもの体位は、 

 うつぶせ（腹臥位） 

 あおむけ（仰臥位） 

 横向き 

 その他 

 不明 

眠っていたと考えられた場合、子どもが寝ていた場所は、 

 ベビーベッド、持ち運び用ベビーベッド、バシネット（かご型ベッド） 

 車のチャイルドシート 

 大人のベッド（一人で寝ていた） 

 大人のベッド（誰かと一緒） 

 ソファ（一人で寝ていた） 

 ソファ（誰かと一緒） 

 床 

 その他（特記してください） 

 

 不明 

誰かと一緒に寝ていた場合、その人は誰でしたか？ 

 母親 

 父親 

 両親 

 同胞 

 その他（具体的に） 

 

 不明 

誰かと一緒に寝ていた場合、その人は８時間以内に以下のものを摂取していたか？ 
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  アルコール（２単位以上）    はい   いいえ   不明 

  大麻              はい   いいえ   不明 

  鎮静剤（処方薬・市販薬）    はい   いいえ   不明 

  オピエイト                    はい   いいえ   不明 

  その他の処方薬         はい   いいえ   不明 

    （具体的に）： 

  その他の違法薬物        はい   いいえ   不明 

    （具体的に）： 

最後に子どもが寝たとき、おしゃぶりをしていましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

誰かと一緒に寝ていた場合、その人が子どもに覆いかぶさっていたという証拠はありますか？                

                  はい   いいえ   不明 

「はい」であれば、具体的にその証拠について記載してください。 

 

現場検証を行なった結果、寝ていた場所は危険と考えられましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

「はい」であれば、何が危険と考えられたか具体的に記載してください。 

 

子どもが発見されたとき、蘇生行為は実施されましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

自己心拍・自発呼吸は再開しましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

医療行為開始から子どもの死亡が宣告されるまでどれくらい時間がかかりましたか？ 

 1時間未満 

 1 – 2時間 

 2 – 6時間  

 6 – 24 時間 

 24時間以上 

 不明 

治療／蘇生中、死亡確認後など遺体安置場に搬送される前に、どんな検体採取／調査が行われ

ましたか？ 

  血液培養            はい   いいえ   不明 
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  脳脊髄液の検査         はい   いいえ   不明 

  代謝検査（血液検査）      はい   いいえ   不明 

  薬物検査（血液検査）      はい   いいえ   不明 

  繊維芽細胞培養のための皮膚生検 

                  はい   いいえ   不明 

  全身骨Ｘ線検査                はい   いいえ   不明 

  その他（具体的に）： 

 

死後２４時間以内に、多機関による初期検討会（電話会議、または集まって実施）が開催され

ましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

その初期検討会には、どの関係機関が参加しましたか？ 

  二次医療機関（病院）小児科医     

                  はい   いいえ   不明 

  かかりつけ医          はい   いいえ   不明 

  家庭訪問専門職（看護師・保健師） 

                  はい   いいえ   不明 

  地域小児科医          はい   いいえ   不明 

  その他の医療関係者       はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

  警察の児童虐待捜査チーム    はい   いいえ   不明 

  その他の警察関係者       はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

  児童福祉（ソーシャル・ケア）  はい   いいえ   不明 

  その他の福祉関係者       はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

  その他の専門職種         はい   いいえ   不明 

  （具体的に）： 

死後に、専門職による家庭・現場訪問が実施されましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

家庭・玄葉訪問を実施していた場合、子どもの死亡後から実施までの時間はどれくらいでした

か？ 
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 4時間未満 

 4 – 12 時間 

 12 – 24時間  

 24 – 48時間 

 48 – 72時間 

 72時間以上 

 不明 

もし家庭・現場訪問を実施していた場合、誰が参加しましたか？ 

  警察              はい   いいえ   不明 

  小児科医             はい   いいえ   不明 

  児童福祉（ソーシャル・ケア）  はい   いいえ   不明 

  かかりつけ医          はい   いいえ   不明 

  家庭訪問専門職（看護師・保健師）        

                  はい   いいえ   不明 

    子どもを担当していた家庭訪問専門職（看護師・保健師） 

                  はい   いいえ   不明 

  その他の専門職         はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

   

死亡は検視官への届け出がなされましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

「いいえ」であれば、その理由を具体的に記載してください。 

 

死体検案は誰が行いましたか？ 

  小児病理専門医         はい   いいえ   不明 

  成人病理専門医           はい   いいえ   不明 

  法医病理医                  はい   いいえ   不明 

  その他             はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

 

病理医によって記述された死因は何でしたか？ 

  1a:  
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    1b: 

    1c: 

     2: 

病理医が指摘した重要な追記すべき病理所見はありましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

ある場合、具体的に記載してください。 
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最終事例検証 

 

子どもの死因検証統括委員会委員長が最終的に完成してください。 

最終事例検討会が実施されましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

実施されたのであれば、最終事例検討会は、死後どれくらい経過してから開催されましたか？ 

 2ヶ月以内 

 2 – 3ヶ月  

 3 – 4ヶ月 

 4 – 6ヶ月 

 6ヶ月以上 

最終事例検討会に、参加したのは誰でしたか？ 

  警察              はい   いいえ   不明 

  小児科医             はい   いいえ   不明 

  児童福祉（ソーシャル・ケア）  はい   いいえ   不明 

  病理医・解剖医          はい   いいえ   不明 

  検視官                        はい   いいえ   不明 

  病理医・解剖医          はい   いいえ   不明 

  かかりつけ医                  はい   いいえ   不明 

  家庭訪問専門職（看護師・保健師）        

                  はい   いいえ   不明 

    子どもを担当していた家庭訪問専門職（看護師・保健師） 

                  はい   いいえ   不明 

  その他の専門職         はい   いいえ   不明 

   （具体的に） 

   

地域の事例検討会によって死因と考えられたものは、何でしたか？ 

  1a:  

    1b: 

    1c: 

     2: 

 



報告用紙 B4  予期しない乳幼児突然死 

子どもの死因検証統括委員会 ID 番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

最終事例検討会によって、重要な寄与因子・原因因子が特定されましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

最終事例検討では、検視報告書が利用できましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

エイボン臨床病理分類図を使用しましたか？ 

                  はい   いいえ   不明 

使用した場合、最終的な死因分類を記載してください。 

 

 

最終事例検討会の報告書を、以下の関係機関に提供しましたか？ 

  警察              はい   いいえ   不明 

  小児科医             はい   いいえ   不明 

  児童福祉（ソーシャル・ケア）  はい   いいえ   不明 

  病理医・解剖医          はい   いいえ   不明 

  検視官                        はい   いいえ   不明 

  病理医・解剖医          はい   いいえ   不明 

  かかりつけ医                  はい   いいえ   不明 

  家庭訪問専門職（看護師・保健師）        

                  はい   いいえ   不明 

    子どもを担当していた家庭訪問専門職（看護師・保健師） 

                  はい   いいえ   不明 

  その他の専門職         はい   いいえ   不明 

   （具体的に）： 

  

他に追記しておくべき関連情報がある場合は、記載してください。 
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Form B5 交通事故 

 

事故発生日   /    /      衝突時刻  ：   

原因分類  運転者 

  歩行者 

  車両・オートバイの同乗者 

  不明 

子どもが運転者・同乗者・歩行者の場合、子どもにぶつかった車両の種類 

 自転車  他の車両 

 オートバイ (50 cc 以下)  他の車両 (動力ではないもの) 

 オートバイ (50 cc〜125 cc 以下)  乗馬 

 オートバイ (125cc〜500cc以下)  農業車両（掘削機など） 

 オートバイ (>500cc)  路面電車 

 タクシー・レンタカー  貨物車両 (最大総重量 3.5t 以下) 

 車  貨物車両 (3.5t〜7.5t 以下) 

 ミニバス (8 – 16座席)  貨物車両 (>7.5t) 

 バス (17 人以上座席)  不明 

子どもにぶつかった車両の運転手の年齢          

子どもが運転者・同乗者・歩行者の場合、子どもが乗車していた車両の種類 

 自転車  他の車両 

 オートバイ (50 cc 以下)  他の車両 (動力ではないもの) 

 オートバイ (50 cc〜125 cc 以下)  乗馬 

 オートバイ (125cc〜500cc以下)  農業車両（掘削機など） 

 オートバイ (>500cc)  路面電車 

 タクシー・レンタカー  貨物車両 (最大総重量 3.5t 以下) 

 車  貨物車両 (3.5t〜7.5t 以下) 

 ミニバス (8 – 16座席)  貨物車両 (>7.5t) 

 バス (17 人以上座席)  不明 

子どもにぶつかった車両の運転手の呼気検査 

 適応外  検査を拒否 

 陽性  事故時に運転手に接触なし 

 陰性  （医学的理由で）未提供 
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 検査未実施  不明 

車両にはシートベルトがありましたか？  シートベルトは使用されていましたか？ 

     はい             はい 

     いいえ            いいえ 

     不明             不明 

車両にはエアバッグがありましたか？    エアバッグは展開していましたか？ 

     はい             はい 

     いいえ            いいえ 

     不明             不明 

エアバッグは電源が入っていましたか？   

     はい             

     いいえ            

     不明  

子どもが同乗者の場合、 

子どもが乗っていた車両の運転手の年齢         

同乗者の位置      前の座席     後部座席 

            その他 

子どもが歩行者の場合（歩行者の位置） 

 自動車道で、横断歩道を横断している時  自動車道の中央で、中央避難場所や中

央分離帯ではない場所 

 自動車道で、横断歩道の進入部にあるジ

グザグ線内を横断している時 

 自動車道で、横断はしていない 

 自動車道で、横断歩道の出口部にあるジ

グザグ線内を横断している時 

 歩道、または歩道の端 

 自動車道で、他の場所を横断している時  不明 

 中央避難場所や中央分離帯で  その他（具体的に） 

 

自転車やオートバイのとき、ヘルメットは着用していましたか？ 

     はい             

     いいえ            

     不明  
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報告用紙 B6 溺死 

 

溺死の種類：   お風呂 

                  庭園の池 

                  川・湖・運河 

                  プール           室内プール 

                                      個人所有のプール 

                                 自治体のプール 

                                 不明 

           不明 

           その他 （具体的に記載してください） 

 

 

庭園の池、プールでの溺死の場合： 

庭園の池やプールは柵で囲まれていましたか？  はい 

                       いいえ 

                       不明 
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報告用紙 B7 熱傷 

 

熱傷の種類   火 

        電気 

        化学物質 

        高温の液体 

        不明 

        その他（具体的に） 

 

もし火事の場合、 

出火場所    住宅地（具体的に） 

 

        商業地、ビジネス街（具体的に） 

 

        交通機関（具体的に） 

 

        その他（具体的に） 

 

        不明 

現場に、火災警報器・煙探知機がありましたか？    はい 

                          いいえ 

                          不明 

火災警報器・煙探知機は作動しましたか？       はい 

                          いいえ 

                          不明 
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報告用紙 B9 その他の不慮の事故死 

 

不慮の事故の特性を記載してください（例：転落、車両以外の衝突、スポーツ外傷、窒息、咬

傷、刺傷、電気ショック） 

 

 

 

 

事故事象の概要 

 

 

 

 

事故の発生場所   普段居住している家や庭園 

          その他の家・庭 

          公共の場（例：公園など） 

          学校やその他の教育機関 

          公共の建物 

          その他の建物 

          その他（具体的に） 

 

          不明 

転落の場合 

転落の種類   同じ高さからの転倒・転落 

        ビルや建物からの転落 

             階段に転落・階段からの転落 

        その他の違う高さからの転落 

        はしご・脚立に転落、はしご・脚立からの転落 

        特定不明の転落 

おおよその転落の高さ： 
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報告用紙 B10 薬物誤用による死亡 

 

子どもは、薬物誤用対応サービス機関については知っていましたか？   

        はい 

        いいえ 

        不明 

子どもが今までに使用していたと分かっている薬物は、 

  ヘロイン           エクスタシー 

  メタドン           大麻 

  その他のオピエイト      アンフェタミン（エクスタシーを除く） 

  化学溶剤           抗精神病薬 

  ベンゾジアゼピン       コカイン（クラックを除く） 

  バルビツール         抗うつ薬 

  アルコール          クラック 

  幻覚剤            その他（具体的に） 

  不明       
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報告用紙 B11 明確な殺人 

 

 47 条に基づく審議、家庭裁判所や刑事訴訟の手続きが進行中であっても、すべての関係機関

で開催時期を調整して、地域の事例検討会議を開催しなければなりません。47 条に基づく審議、

家庭裁判所や刑事訴訟の手続きが検討されている、あるいは手続きが進行している場合には、

地域の事例検討会議が得られる情報には制限がある可能性があります。しかし、地域の事例検

討会議が、死亡によって影響を受けた家族やその他の人と情報を共有し、これからのケアの計

画を立てる機会を提供することは重要であるため、この会議を開催すべきではないのは例外的

な状況に限られます。 

 

 同様に、子どもの死因検証統括委員会は、全てのこのような死亡について検討すべきですが、

上に記載した司法手続き等が完了するまでは、完全な情報は手に入らないかもしれません。そ

のような状況であっても、公衆衛生や公衆保護の意義を評価し、同様の死を予防し、サービス

提供を改善するための教訓を得るために、法的手続きが終了する前に開示された情報だけを利

用して、子どもの死因検証統括委員会による検討を開始することは可能です。予備的な会議の

後に完全な検証を実施する必要があります。そして、早期の検討で得られた教訓は、法的手続

きが終了した後に得られた新しい情報に基づいて再検証する必要性があります。 

 

 

殺人の方法    絞扼、窒息、溺死 

         銃殺 

         鋭器 

         殴る、蹴る 

         鈍器 

         火事 

         中毒（具体的に） 

         その他（具体的に） 

 

         不明 

容疑者との関係  母親 

         父親 

         他の家族成員 



報告用紙 B11 明確な殺人 

子どもの死因検証統括委員会 ID番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

         親戚ではないが、子どもの知り合い 

         見知らぬ人 

         加害者は特定されていない 

         不明 

 

 

容疑者の年齢     歳 

他に被害者はいましたか？  はい  いいえ  不明 

該当する子どもとの関係性を記述して

ください 

 

 

刑事上の有罪判決でしたか？  はい  いいえ  不明 

「はい」の場合、有罪判決の種類は何で

したか？ 

 殺人罪 

 過失致死罪  

 幼児殺害 

 子どもの死亡の原因となった、または 

  死亡が起きるのを放置した 

 その他  

 

容疑者は警察に知られた人でしたか？  はい  いいえ  不明 

容疑者の暴力行為が過去に知られてい

ましたか？ 

 はい  いいえ  不明 

ギャングの暴力行為と関係がありまし

たか？ 

 はい  いいえ  不明 

 

上記に含まれていないことで、事件と容疑者について知っていることを詳しく記載してくださ

い。 

検討事項：事件の本質、前もって熟考されていたものか衝動的だったか、動機と思われること。 

 



報告用紙 B12 明確な自殺 
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報告用紙 B12 明らかな自殺 

 

 47 条に基づく審議、家庭裁判所や刑事訴訟の手続きが進行中であっても、すべての関係機関

で開催時期を調整して、地域の事例検討会議を開催しなければなりません。47 条に基づく審議、

家庭裁判所や刑事訴訟の手続きが検討されている、あるいは手続きが進行している場合には、

地域の事例検討会議が得られる情報には制限がある可能性があります。しかし、地域の事例検

討会議が、死亡によって影響を受けた家族やその他の人と情報を共有し、これからのケアの計

画を立てる機会を提供することは重要であるため、この会議を開催すべきではないのは例外的

な状況に限られます。 

 

 同様に、子どもの死因検証統括委員会は、全てのこのような死亡について検討すべきですが、

上に記載した司法手続き等が完了するまでは、完全な情報は手に入らないかもしれません。そ

のような状況であっても、公衆衛生や公衆保護の意義を評価し、同様の死を予防し、サービス

提供を改善するための教訓を得るために、法的手続きが終了する前に開示された情報だけを利

用して、子どもの死因検証統括委員会による検討を開始することは可能です。予備的な会議の

後に完全な検証を実施する必要があります。そして、早期の検討で得られた教訓は、法的手続

きが終了した後に得られた新しい情報に基づいて再検証する必要性があります。 

 

自殺の手段（複数ある場合は、直接死因を一つ選んでください） 

            一酸化炭素中毒死 

            窒息死 

            首吊り死／絞扼死 

            熱傷死 

            溺死 

            感電死 

            銃器による 

            切／刺創による 

            高所からの飛び降りによる 

            電車の前への飛び込み・線路に横たわる 

            道路への飛び込み・道路に横たわる 

            その他（具体的に） 
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            不明 

 

   中毒        家庭用品（具体的に） 

 

            処方された医薬品（具体的に） 

 

            処方されていない医薬品（具体的に） 

 

            その他（具体的に） 

 

            不明 

 

 

遺書は残されていましたか？  はい  いいえ  不明 

メンタルヘルスサービスが被害者を知っていま

したか？  

 はい  いいえ  不明 

被害者は自殺傾向があると思われていました

か？ 

 はい  いいえ  不明 

被害者は過去に自傷行為を行なっていました

か？ 

 はい  いいえ  不明 

以下の事項は、自殺となんらかの関係があると

考えられましたか？ 

 性虐待  

 身体的虐待 

 心理的虐待 

 ネグレクト  

 家庭内暴力 

 家族内の不和 

 人間関係の問題  

 いじめ 

 性同一性 

 学校での疎外  

 その他の学校での問題 

 精神疾患 
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 身体的疾患  

 死別 

 

上記に含まれていないことで、今回の事象について知っていることを詳細に記載してください。 

検討事項：事件の本質、前もって熟考されていたものか衝動的だったか、動機と思われること。 
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報告用紙 B13 剖検所見概要 

 

病理医の記録に基づいて、病理医または小児科医が記載してください。 

 

剖検の許可権限      検視官 

                         家族成員の同意 

剖検を実施した病理医   小児病理医 

                         総合（成人）病理医 

             法医 

                         その他（具体的に） 

病理医による臨床経過の概要 

 

以下の補助的な調査は実施されましたか 

     現場／状況検証（検証の種類、日時、実施者、結果の概要を具体的に記載） 

 

     X線全身骨検査、（実施者、結果を具体的に記載） 

 

     微生物検査（検体の種類、日時、結果を具体的に記載） 

 

     ウイルス検査（検体の種類、日時、結果を具体的に記載） 

 

     薬・毒物検査（具体的に記載） 

 

     代謝検査（具体的に記載） 

 

     細胞遺伝学検査（染色体） 

 

     その他（具体的に記載） 

 

 

全体的な病理所見（肉眼解剖所見）の概要 
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病理組織所見の概要 

 

 

病理医の結論に基づく直接死因と間接死因の概要 

 

 

病理医による死因 

    1a    ___________________________ 

    1b    ___________________________ 

    1c    ___________________________ 

     2    ___________________________ 

 

剖検によって得られた上記以外の関連する情報 

 

 

本報告書記載者     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

役職          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

日付          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 



報告用紙 C 検証結果（案） 
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検証結果（案） 

 

子どもの死因検証統括委員会は、この解析結果（案）を、以下の目的に用います。 

 子どもの死亡に関する情報を評価 

 学ぶべき教訓を特定 

 全国における全ての子どもの死から学んだことを情報として提供 

 

子どもの死因検証統括委員会前に、地域事例検討会を開催し、子どもの死因検証統括委員会で

討議するために本報告用紙 C の原案を作成し、子どもの死因検証統括委員会に郵送し、地域で

の検証結果を報告してください。 

 

会議に出席した機関 

 プライマリー・ヘルス・ケア 

 小児科 

 医療機関 

 メンタルヘルス・サービス 

 救急隊 

 警察 

 児童福祉機関 

 学校 

 その他（具体的に） 

 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 はい   いいえ 

 

 

 

検討会で利用した文書のリスト 

 

 

 

 

現時点で考えられている死因 
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事例の概要 

２−３段落以内で記載してください。背景と死亡に至るまでの事実の概要を記載してください。

できるだけ短く記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの死因検証統括委員会は、以下の見出しに従って、子どもの死亡に寄与した可能性が

ある環境要因、外来性の要因、医学的要因、個人的要因があったかどうかを検討することにな

っていますので、次に挙げる４領域については、特定した要因ごとに影響レベル（0-3）を決定

してください。 

0 情報は得られなかった 

1 特定された要因はなかった、またその要因は特定されたものの、その要因が死亡に貢献する

可能性は低い 

2 要因が特定され、その要因は脆弱性、疾患、または死亡に貢献した可能性がある 

3 要因が特定され、その要因が十分な・完全な死亡理由となった。 

この情報は、地域レベルでの教訓として情報提供しなければなりません。 
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領域 子どものニーズ 

子どもが持つ固有の要因 

本領域には、既知の健康上のニーズ、健康に影響を与える要因、発達・教育面の問題、行動の

問題、社会性、自我同一性や独立心、薬物やアルコールの乱用が含まれます。強みや課題を考

えてください。 

該当する情報を記載してください 

 

 

死亡に寄与した可能性がある要因に☑︎してください。 情報の妥当

性（0-3） 

状況： 

急性・突然発症した病気 

具体的に： 

はい いいえ 不明  

慢性疾患 

喘息 あり なし 不明  

てんかん あり なし 不明  

糖尿病 あり なし 不明  

その他（具体的に） 

 

あり なし 不明  

障害 

知的障害（具体的に） 

 

あり なし 不明  

運動障害（具体的に） 

 

あり なし 不明  

感覚障害（具体的に） 

 

あり なし 不明  

その他の障害（具体的に） 

 

あり なし 不明  

 

心理的・行動面・精神医学的な問題が子どもにあり

ましたか？ 

（具体的に） 

あり なし 不明  
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アレルギー 

（具体的に） 

あり なし 不明  

子どもはアルコール・薬物誤用していましたか？ 

（具体的に） 

あり なし 不明  

 

領域 家族と環境 

家族と環境面に関連する要因 

本領域には家族構成や家族機能、家族の薬物やアルコールの乱用、より広い家族関係、居住環

境、雇用や収入、地域への統合と地域支援、地域のリソースが含まれます。強みや課題を考え

てください。 

該当する情報を記載してください。 

 

 

 

以下の要因が存在したか、死亡に寄与した可能性がありましたか？ 

各項目に☑︎してください。 

情報の妥当

性（0-3） 

家族や世話人の心理的・精神的・行動面の問題 

（具体的に） 

あり なし 不明  

家族や世話人によるアルコール・薬物誤用 

（具体的に） 

あり なし 不明  

家族や世話人が家の中で喫煙 

（具体的に） 

あり なし 不明  

母が妊娠中に喫煙 

（具体的に） 

あり なし 不明  

居住環境の問題 

（具体的に） 

あり なし 不明  

家庭内暴力 

（具体的に） 

あり なし 不明  

添い寝 

（具体的に） 

あり なし 不明  

いじめ 

（具体的に） 

あり なし 不明  
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非行・ナイフによる犯罪 

（具体的に） 

あり なし 不明  

ペット・動物虐待 

（具体的に） 

あり なし 不明  

血縁関係の問題 

（具体的に） 

あり なし 不明  

 

領域 養育能力 

養育能力に関連する要因 

本領域には、基本的なケアの提供に関連した問題、医療ケア（妊娠期のケアも必要に応じて含

まれます）、安全性、心理的なあたたかさ、指導・境界線を教えること、安定性が含まれます。

強みや課題を考えてください。 

該当する情報を記載してください。 

 

 

 

以下の要因が存在したか、死亡に寄与した可能性がありましたか？ 

各項目に☑︎してください。 

 

状態： 

情報の妥当

性（0-3） 

養育能力の乏しさ、見守りの欠如 

（具体的に）） 

 

あり なし 不明  

児童虐待・ネグレクト 

（具体的に） 

あり なし 不明  

 

 

領域 サービス供給 

＜サービス供給に関連する要因＞ 

本領域には、特定されたサービス（要求されたもの、提供されたもの含む）、子ども・家族のニ

ーズとサービス供給のギャップ、サービス供給や受け入れに関連する問題が含まれます。 

該当する情報を記載してください。 
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以下の要因が存在したか、死亡に寄与した可能性がありましたか？ 

各項目に☑︎してください。 

情報の妥当

性（0-3） 

医療ケアへのアクセス 

（具体的に） 

あり なし 不明  

過去の医療的な治療介入 

（具体的に） 

あり なし 不明  

過去の外科的な治療介入 

（具体的に） 

あり なし 不明  
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 子どもの死因検証統括委員会は、下の表に沿って、死因／死因の可能性あり、に分類しなけ

ればならなりません。 

 この分類は階層性になっています。一つ以上の分類が当てはまる場合には、最上位の分類が

適応されます。 

 

分類 分類名と詳細  

1 

 

故意による外傷、虐待・ネグレクト 

窒息死、揺さぶり損傷、刺殺、銃火器による死亡、毒殺、そのほかの手段に

よる明らかな・可能性の高い殺人、戦争・テロ・集団暴力による他殺、重篤

なネグレクトによる死亡 

 

2 

 

自殺、または故意による自傷 

首吊り、銃火器による自殺、アセトアミノフェン服毒死、自絞死、化学溶媒

吸入による自殺、アルコール／薬物中毒死、その他の自傷による死亡。通常

は、年少児よりも思春期の児に該当することが多い。 

 

3 

 

外傷、その他の外的要因 

孤発性の頭部外傷、その他の多発外傷、熱傷損傷、溺死、就学前の子どもの

不慮の誤飲・中毒、アナフィラキシー、その他の外因。 

除外：故意による外傷・虐待・ネグレクト（分類１）。 

 

4 

 

悪性腫瘍 

固形腫瘍、白血病／リンパ腫、組織球症のような悪性の増殖性疾患など。死

亡直前の最終イベントが感染症や出血などであっても、基礎疾患として有し

ていれば、このカテゴリーに分類する。 

 

5 

 

急性の内科・外科疾患 

例えば、川崎病、急性腎炎、腸軸捻転、糖尿病性ケトアシドーシス、喘息発

作、腸重積、虫垂炎など。てんかんに伴う予期せぬ突然死も含める。 

 

6 

 

慢性的な疾患 

例えば、クローン病、肝疾患、免疫不全など。死亡直前の最終イベントが感

染症や出血などであっても、基礎疾患として有していれば、このカテゴリー

に分類する。 

包含：周産期以降の原因が明らかな脳性麻痺。 

 

7 

 

染色体異常、遺伝子異常、先天異常 

トリソミーおよびその他の染色体異常、単一遺伝子病、神経変性疾患、嚢胞
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性線維症、心奇形を含むその他の先天異常 

8 

 

周産期・新生児期のイベント 

死亡時年齢的とは関係なく、最終的に周産期のイベントが関連する死亡。例

えば未熟性の後遺症、分娩前または分娩中の低酸素症、気管支肺異形成症、

出生後水頭症など。 

抱合：原因不明の脳性麻痺、先天性または新生児早期（生後１週間未満）の

感染症。 

 

9 

 

感染症 

感染症が主因の死亡（すなわち、上記のカテゴリーに分類されない）で、生

後１週間以降、または早産児が退院以降に発症したもの。敗血症、肺炎、髄

膜炎、HIV感染症などが含まれる。 

 

10 

 

予期せぬ突然の説明のできない死亡 

「SIDS（乳幼児突然死症候群）」または年齢に関係なく死因が確認できないも

のと病理学的診断に診断された死亡。 

除外：てんかんに伴う突然の予期しない死亡（分類 5）。 

 

 

子どもの死因検証統括委員会は、死亡の「予防可能性」を分類しなければなりません。一つに

☑︎してください。 

予防可能な子どもの死亡は、子どもの保護のためのワーキングトゥギャザー（2015 年）の第 11

節に定義されています。 

 

修正可能な要因が特

定された 

委員会は、いずれかの領域において、一つまたは複数のこの子

どもの死亡に寄与した可能性がある要因を特定した。地域また

は国レベルの介入によってその要因を修正することにより、将

来の子どもの死亡リスクを下げることができる可能性がある。 

 

修正可能な要因は特

定されなかった 

委員会は、この死亡に関連する修正可能要因を特定しなかっ

た。 

 

 

 

上記の判断を行うには情報が不十分である。 

注意事項：この分類はなるべく使わないでください。 

 

 

検討会で特定された問題点 
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検討会で特定された問題を一覧表にして記載してください。ここには、重要な人物の検討会へ

の欠席、重要な書類がなかったことなども含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教訓 

見出された教訓を一覧表にして記載してください。問題点と提言は重複しても構いません。 

 

 

 

提言 

全ての提言を一覧表にして記載してください。問題点や教訓で前述したものも含まれます。 

＜特定機関に対して＞ 

 

 

＜地域の子ども保護委員会＞ 

 

 

＜地域＞ 

 

 

＜国＞ 

 

 

 



報告用紙 C 検証結果（案） 

子どもの死因検証統括委員会 ID 番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

子どもの死亡時年齢＿＿＿＿        検証した日＿＿＿＿＿        子どもの性別＿＿ 

  

 

家族へのフォローアップのプラン（必要であれば） 

 

 

 

 

 

 

可能性のある行動 

この死亡は、追加調査のために、他の機関や行政（警察、検死官、安全衛生庁、重大事例検証

委員会など）に連絡をするべきですか？ 

 

 はい    いいえ   既に連絡した  

 

はいの場合、具体的に記載してください。 
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予期せぬ子どもの死亡の場合、全事例で記入してください 

1 死亡日時             ／    ／    

 子どもの年齢   歳   ヶ月   日    年齢不詳 

2 迅速対応チームに連絡をしたのは誰でしたか？ 

（該当するもの全てに☑︎してください） 

 救急車・救急搬送      病院救急科 

 連絡せず          不明 

 その他（具体的に） 

 

3 迅速対応チームへの連絡は、死亡発見後どれくらいの時間で行われましたか？ 

 ２時間以内         24 時間以内 

 次の勤務日         不明 

 さらに後で（具体的に） 

 

4 病院で最初に聞き取り（発生状況など）をしましたか？ 

その場合、誰が実施しましたか？（該当するもの全てに☑︎してください） 

 小児科医          救急医 

 警察官           聞き取りなし 

 不明            

 その他（具体的に） 

5 病院で子どもの診察をしましたか？誰が実施したか？ 

その場合、誰が実施しましたか？（該当するもの全てに☑︎してください） 

 小児科医          診察なし 

 救急医           不明 

 警察官           

 その他（具体的に） 

6 適切に臨床検査を実施しましたか？ 

 地域のプロトコールに従って全ての検査が実施された 

 検査がいくつか実施された 

 検査は実施されたが適切ではなかった          

 検査は全く実施しなかった 
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 不明  

 検査の実施が難しかった場合、その理由は何でしたか？ 

7 子どもの親は以下のケアやサポートを得られましたか？ 

（該当するもの全てに☑︎してください） 

   子どもを抱きしめることができた    書面での説明を提供された 

   写真や形見の品をもらった   相談先・連絡先をもらった 

   死別のカウンセリングや宗教上の

サポートなどが提供された 

  死後状況について情報提供をうけた 

   迅速対応チームについての説明を

受けた 

  適切な対応はなし 

   不明    

8 早期に多機関での情報共有や検討会の計画が立てられましたか？それはいつ開催され

ましたか。（該当するもの全てに☑︎してください）  

  はい、電話で相談しました  死亡当日 

  はい、集まって会議で実施  後日（具体的に） 

  いいえ  不明 

9 多機関合同の家庭訪問は実施しましたか？ 

 はい             適応外 

 いいえ            不明 

 

実施された場合、それはいつでしたか？ 

 死亡当日           後日（具体的に） 

 翌勤務日           不明 

 

実施された場合、家庭訪問に参加したのは誰でしたか？ 

（該当するもの全てに☑︎してください） 

 小児科医           かかりつけ医 

 SUDI 専門小児科医       保健師、助産師 

 警察（児童虐待調査ユニット）  死別サポート・ワーカー 

 その他の警察          ソーシャル・ワーカー 

 その他の犯罪・司法関係者    不明 

 その他（具体的に） 
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多機関合同の家庭訪問が実施されなかった場合、その理由を記述してください。 

 

 

 

10 剖検は実施されましたか、また誰が実施しましたか？ 

（該当するもの全てに☑︎してください） 

 はい             いいえ 

 総合病理医           小児病理医 

 法医病理学者         不明 

 その他（具体的に） 

 

実施された場合、いつ実施されましたか？ 

 死亡当日           後日（具体的に） 

 

 翌勤務日            不明 

 

11 最終事例検討会は実施されましたか？ 

 はい             計画中 

 いいえ             不明 

 

実施された場合、死亡後どれくらいの時間が経ってから実施されましたか？ 

 ２ヶ月以内          

 ２−４ヶ月で        

 さらに遅い時期（具体的に）   

 不明 

 

検視が実施された・または計画された時、最終事例検討会は検視前に開催されましたか、

それとも検視後に実施されましたか？ 

 検視前            

 検視後 

 検視は実施されなかった             



迅速対応のための調査項目 

子どもの死因検証統括委員会 ID 番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 不明 

 

最終事例検討会には誰が参加しましたか？ 

（該当するもの全てに☑︎してください） 

 小児科医           かかりつけ医 

 SUDI 専門小児科医       保健師、助産師 

 警察（児童虐待調査ユニット）  死別サポート・ワーカー 

 その他の警察          ソーシャル・ワーカー 

 その他の犯罪・司法関係者    不明 

 その他（具体的に） 

 

最終事例検討会の結果は家族に知らされましたか？ 

 はい、保健師から     はい、手紙で 

 はい、電話で          はい、その他の方法で 

 いいえ             不明 

12 最終的な死因は何ですか？ 

 自然要因による死亡      SIDS 

 事故              殺人 

 自殺              死因は特定されなかった 

 不明 

 その他（具体的に） 

 

13 児童保護に関連する懸念があったか？ 

 はい             いいえ 

 不明 

14 このケースは、司法調査のために児童保護局（CPS）に通告がなされたか？ 

 はい             いいえ 

 不明 

 



子どもの死因検証委員会のための調査項目 

 

子どもの死因検証委員会用調査項目 

 

1. 過去６ヶ月間に、管轄区内で、管轄区内に通常居住している子どもの死亡例は何例でした

か？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

 

2. 委員会に報告されたのは、何事例でしたか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

 

3.  過去６ヶ月間に、管轄区内で、管轄区外に居住している子どもの死亡が委員会に報告され

たのは何事例でしたか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

 

そのうち、実際に委員会で積極的に関わった／関わっているのは何事例ですか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

 

4. 過去６ヶ月の間に、何回委員会が開催されましたか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

   

  過去６ヶ月内に開催された会議毎に、以下を記載してください。 

 

5. 会議に参加していた機関・専門職 （該当するもの全てに☑︎してください） 

   

 警察  児童福祉機関 

 病院の小児科医  地域の小児科医 

 看護師  助産師 

 公衆衛生  プライマリー・ケア 

 教育・学校  検視官 

 死別サポート  一般市民 

 不明   

その他（具体的に） 

   

  委員会のメンバーは何人いますか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 
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6. 検証委員会では、何事例を議論しましたか？ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   不明 

 

  それぞれの会議で以下の分類に当てはまる死亡は何事例ありましたか？ 

内因による予期された死亡   件 殺人   件 

内因による予期されない死亡   件 自殺   件 

SIDS   件 死因は特定できず   件 

事故   件 ニア・ミス事例   件 

不明   

 

  各年齢別に、何事例ありましたか？ 

新生児（生後４週未満）   件 乳児（4 - 52週）   件 

1 - 4 歳   件 5 – 9 歳   件 

10 -14歳   件 15 -18歳   件 

不明   

 

  予防可能と考えられた死亡は、何事例ありましたか？ 

予防可能   件 潜在的に予防可能   件 

予防可能ではない   件 得られた情報では判断できない  

 

7. 追加の調査のために連絡をとったケースはありましたか？その場合、どの関係機関に、何

件連絡をしたか記載してください。 

   

   連絡した事例はなかった 

     検視官                                               ______件 

警察・児童福祉機関                                    ______件 

児童福祉機関（47条に基づいて、同胞児・他の子ども）  ______件 

重賞事例検証のために地域の児童福祉局         ______件 

   不明 

その他（具体的に）                   ______件 

 

 



子どもの死因検証委員会のための調査項目 

 

8. 以下の領域に関して、パネルは提言を作成しましたか？ 

 （該当するもの全てに☑︎してください） 

 

 個々のケース・マネージメントに関す

る提言 

 地域への教育・啓発活動 

 委員やサービス提供者の教育  国への教育・啓発活動 

 地域組織の構造改革や実践の変更  アドボカシー、ヘルスプロモーション 

 地域の政策・実践の変更  地域社会の動員・結集 

 条例や国策への影響  提言は作成されなかった  

 不明   

 

 



 

子どもの死亡事例検証 

両親、養育者のためのガイド 



はじめに 

このリーフレットは18歳以下のお子さんを亡くされた親御さんや養育者

のためのものです。Child Death Reviewのプロセスで何が起こるかにつ

いて、お伝えします。実施されることは地域によって、少し異なること

もあります。 

どんなお子さんの死もとても悲しい出来事です。すべての子どもの死を慎重に検証するこ

とは極めて重要です。私たちはそれらの事例からできるだけ多くを学び、ご家族へのより

良いサポートと、将来起こりうる死の予防へとつなぐことを目的としております。 

死別後のサポート、グリーフケアを提供している団体はリーフレットの最後に掲載してお

ります。このリーフレットをお読みになっても疑問が残る場合は以下の人物に連絡を取る

ことをお勧めします。 

あなたの地域の連絡先はこちらです 



随時情報が知らされていること 

お子さんの検死のどの段階においても常に情報を知らされているべきです。専門家があな

たになにか尋ねる必要が出てくることもあります。 

予期された死 

もしあなたのお子さんの病気が長期にわたる場合や、余命が宣告されたような状態にあり

死が予想される、あるいは避けられない場合、ご家族とサポートチームがともに最適看護

経路「ケアパス」を作ることをお勧めします。これには終末期のケアプランも含まれます。

地域の医療スタッフほかホスピスや病院のスタッフが一丸となってあなたとご家族をサポー

トします。 

コロナーは検死の手配が必要となるかもしれません。そうでない場合はお子さんの死亡届

を早く出すことがき、予定していた葬儀や追悼のプロセスを進めることができます。 

予期しない死 

予期しない死は多くの場合、突然に起こります。「予期しない」というのは亡くなる24時

間前あるいは死の原因となった出来事の24時間前には予想されていないという意味です。 

乳幼児突然死症候群（SIDS）のように明確な死因が見当たらないこともありますし、事故

のように原因が明確なこともあります。死因が不自然または特定できない場合、すべての

突然死と予期しない死はコロナーおよび警察に報告する義務が法律で定められています。

「迅速対応」が開始されます。 

　お子さんの死に関する検証について 
　随時、情報が知らされているべきです。 



迅速対応 

迅速対応には3つの段階があります。 

１．即座の応答 
すぐに：あなたのお子さんは通常病院の救命救急センターに搬送されます。小児科医およ

びほかの医師によって検査され、血液やほかのサンプルを採られます。病院の専門家によっ

て何が起こったのかということと、お子さんの情報を尋ねられます。小児科医と警察など

異なる業種間で最初の会議が行われます。お子さんの髪の毛の房や手形足形など思い出の

品を取っておく機会がもうけられるしょう。もしそのような機会が与えられていなければ

尋ねても問題ありません。 

２．早い応答 
通常は1週間以内。検死を実施するかどうか病理医に尋ねます。お子さんについての情報は

関与している専門家全員が共有します。家庭内での死亡、特に赤ちゃんの場合は警察の訪

問があります。警察の役割は違法行為が行われたのではないかというあらゆる可能性を取

り除くことです。また医師や看護師が訪ねてきてどこで亡くなったか、さらに詳しい情報

はないかと尋ねることもあります。このような訪問は時には一緒に訪ねてくることもあり

ます。家庭の外でお子さんが亡くなった場合は警察がその場所に行き、さらなる質問のた

めに後で訪問があるかもしれません。 

３．時間が経ってからの応答 
1週間から通常は数か月あとになって。もし要求があればさらに背景となる情報が集めら

れます。例えば健康状態の記録、妊娠中やその他関連した情報などです。事例に関与して

いる専門家グループ間で最終のケースディスカッション（事例検討）が行われ、報告の完

了となります。コロナーは検死を実施するかどうか決定します。 

　予期しない子どもの死は 
　迅速対応からはじまる



専門家会議 

予期された死、予期しない死ともに医師、看護師ほかお子さんに関わった者がお互いに話

しあい、なぜ亡くなったのかという事実を明らかにします。 

またあなたに支援を提供します。 

死亡時と死亡後どのように手順が実施されていたのかを考察・検討します。 

それら一つひとつ考察・検討についてのフィードバックは得ることはないかもしれません

が、たいていの場合は調査のおよび次にどのようなことが起こるかについては知らされま

す。あなたに情報をお伝えするのは、お子さんを生前から知っていて面識のある専門家や

警察官になります。あなたからの情報はとても重要です。もしお伝えしたい意見や情報が

ございましたらこのリーフレットの冒頭に掲載の人物にいつでも連絡を取ることができま

す。 

事例検討 
検死の結果が完了すると関与した専門家たちによる最終会議が開かれます。 

この会議の目的は死の原因および死に至ったであろう要因を再検討することです。これに

よって将来起こりうる悲劇を防ぐことにもつながります。死亡時や死後、任務がどのよう

に行われたか考察・検討するためのものです。この会議の報告はChild Death Overvie Panel

およびコロナーにも送られます。会議の後、チームの誰かがあなたのもとを訪れ、導き出

された結論について話しあい、あなたが抱く質問に答えます。 

お子さんの死についてできるだけ多くの情報を集めるために関与した専門家同士でお互い

話し合うことが大切です 

コロナーと検死 

コロナーは普段、予期しない死の検死を行います。検死は死の原因が不確定もしくは不自

然と考えられる場合に行われます。交通事故死が不自然な死の一例とされることもありま

す。 

　お子さんの死についてできるだけ多くの情報を集める 
　ために関与した専門家同士で話し合うことが大切です



ご希望であればリーフレット「Guide to coroner and Inquest」を手に入れることができま

す。リーフレットではコロナーとその職員がどのようなことを行っているのか、検死の際

どのようなことが起きるのかについて詳細に説明してあります。Ministry of Justice（司法

省）のサイトでダウンロードが可能です。 

検死 

検死とは以下に対する調査です 

・	誰が、いつ、どこで亡くなったか確認すること 

・	おおまかに死因を確定させること 

告発や非難は含まれません。 

コロナーが検死を実施すると決定した場合、いつどこで実施されるのかについて詳細を知

らされます。あなたが証人として呼ばれている場合、検死に立ち会わなければなりません。

証人として呼ばれていない場合は出席するかどうかご自身で決めることができます。検死

の現場では質問が可能で、あなたも質問を受けることがあるかもしれません。ほかの専門

家も出席するかもしれません。検死は公にされ、新聞記者が出席することもあります。 



検死と病理医 

検死とは何ですか？ 
検死とは、死後解剖としても知られていますが、病理医と呼ばれる医師が死亡した人を検

査することを言います。子どもの検死は赤ちゃんや子どもに影響を及ぼす病気・状態に特

化した病理医が行います。 

お子さんの検死をするかどうかについての権限はあるのか？ 

もしお子さんの死が予期しないもので、コロナーに委託されていた場合、検死するかどう

かをあなたが決定することはできません。コロナー が指示を出すことができます。 

もしコロナーの関与がなければ、検死は両親の同意があった場合のみ実施されます。 

医療スタッフとの十分な話し合い、あなたとあなたの家族にとってこの決断が正しいのか

どうか決めないといけません。 

検死の場であなたの医師の説明を求めることも可能で、このことについてはコロナーがさ

らなる情報を提供することができます。 

有識者によるパネルレビューは将来起こりうる死亡事故
を防止するため、すべての子どもの死亡を調査することが
法律で義務付けられています。 



なぜ検死は重要なのか？ 

検死は以下のことを行います。 

・	お子さんの死亡に関する医学的な説明 

・	あなたが心配しているほかの疾患や問題を見つけだす 

・	あなたの家族にとって重要で知っておいた方がいいと思われる他の病気を特定する 

・	将来、あなたの家族やほかの子どもにとって助けとなる知識を提供する 

いくつかのケースでは検死で死の原因を特定できないこともあります。 

お子さんにどんなことが起こるのか？ 

検死の支持または同意を得られた場合、通常は2，3日以内にできるだけ早く行われます。

子ども専門の病理医が検死をする運びとなった際は、お子さんは別の病院に搬送されるこ

ともあります。 

検死の最中、病理医は主要な臓器すべてを検査し、死の原因の手掛かりとなる異常な兆候

がなかったかを探します。 

検死はお子さんが手術をしているのと同等の配慮をもって実施されます。ごく小さなサン

プルや組織が採取され、検査されます。 

検死が実施された後、コロナー が許可すればお子さんに会って抱きしめることができます。

そして葬儀の前に、希望する場所にお子さんを連れていくことができます。家で過ごすこ

ともできます。ご家族が希望すれば病院のスタッフと話し合うことが可能です。 



検死の結果 

検死が終わって間もなく、病理医がコロナー に最初の報告をします。可能であればコロナー

の承認があれば、早い段階での結果のフィードバックをもらうことができます。検死の最

終報告は検査の回数や種類によっては数か月かかることもあります。 

組織の保持 

検死の期間中、特定の検査のためにいくつもの小さな組織を採取する必要があります。検

査が終わった後それらのサンプルをどうするか尋ねられます。あなたはサンプルを以下の

ように扱ってもらえるよう依頼することが可能です。 

・　返却してもらう（コロナーの職員にそのサンプルをあなたがどう取り扱えばいいか相 

　　談することができます。） 

・	子どもの医療情報とともに病院に保管またはあなたの同意を得て研究、将来の検査や

ほかの目的のために利用（例、教育のため） 

・	病院にて破棄 

すべての臓器 

まれな場合ですがすべての臓器が、数日から数週間を要する特定の検査のため保管される

こともあります。このような場合はコロナーの職員があなたに起こりうることについて説

明します。 

・	臓器が返却されるまで葬儀の延期を希望する 

・	後日臓器があなたの元に返却されることを希望する 

・	病院が保管するまたは尊厳をもってそれらを破棄することを許可する 

葬儀ディレクター、医師ともにそれらの選択肢について話し合いたいと思われるかもしれ

ません。 



いつ死亡届けを出せるのか 

いつお子さんの死亡届を出しますか？ 

病院の医師が診断書を発行した時またはコロナーがPink Formを発行した時にただちにお子

さんの死亡届を出すことができます。もし検死審問が行われる場合、それが終わった時点

でコロナーが死亡届を提出します。死亡届が提出されたら死亡診断書（死亡証明書）の入

手が可能になります。 

いつ葬儀を行えるのか 

葬儀の計画を立てることはどのタイミングでもできますが、死亡診断書（死亡証明書）を

入手してからもしくはコロナーから適切な形式の用紙を入手してから葬儀を行うことが可

能になります。担当の葬儀ディレクターとどのような選択ができるか相談し、あなたやご

家族にとって最も有意義な儀式になるよう時間をかけて話し合うことが望まれるでしょう。

宗教的要望やほかの条件があって、葬儀のタイミングに影響すると思われる際は病院のス

タッフに相談してください。あなたの希望に沿えるようコロナーにも注意を促すと思いま

すが、いつもそれが可能とは限りません。 



有識者によるパネルレビュー 

有識者によるパネルレビューとはなにか 

18歳以下のすべての子どもの死は地域の虐待対応共同体を代表する有識者によるパネルレ

ビュー（CDOP）による調査が必要です。 

有識者によるパネルレビュー（CDOP）は専門家からなるグループで、その地域すべての

子どもの死を考察するため年に数回集まります。 

Panel では死亡した子どもの名前は特定されずすべての詳細は匿名で扱われます。 

主な目的は将来起こりうる死を予防することです。 

Panelは域の虐待対応共同体で学んだ提案と教訓を作成します。 

Board は年に1回の報告を公的文書として作成します。誰でもこの文書を読むことができま

すが、子ども個人や家族を特定するような詳細は含まれていません。 

パネルには誰がいるのか？ 

Panelには以下の代表者がいます。 

・	公衆衛生 

・	地域のソーシャルケアサービス 

・	警察 

必要であれば専門的なアドバイスのために他の専門家が招かれることもあります。 

あなたは会合に出席できるのか 

Panel（会議）に両親は呼ばれませんがお子さんの調査において抱くかもしれない所感や意

見を伝えることができるとの案内があるかもしれません。もしご希望であればこのリーフ

レットの冒頭に掲載されている人物に連絡してください。 



地域の虐待対応共同体 

この共同体はパネルによって提言されたものを、推進する責任者のもとに確実に届けます。

子どもの死亡数が少ない場合、審議会は重大インシデント調査と呼ばれるより詳細な検査

が実行されるよう決定することもあります。 

　地域の虐待対応共同体はその地域のすべての 
　子どもの安全を守り、子どもの福祉を促進する 
　責任があります。 



用語集 

有識者によるパネルレビュー 

専門家からなる団体で割り当てられた地域の子どもの死亡を考察・検討し将来の死亡を予

防するための可能なパターンと潜在的な改善策を打ち立てる。 

コロナー 

コロナーとは突然死や予期しない死、不自然な死を調査する司法官 

検死 

いつ、どこで誰が死亡したのかについての確認と原因を確立することが可能かどうかの決

定のためのコロナーの調査（審問） 

地域の虐待対応共同体 

子どもの保護と幸福の促進のため関連した組織が合意してできた団体 

小児科医 

子どもの治療専門の医師。小児科医（またはあなたのお子さんの年齢によって別の医師） 

は通常主なつながりの一つです。小児科医はお子さんの死亡時から、死亡調査の期間を通

して関わりがあります。検死が実施されれば小児科医はあなたとともに結果を検討するこ

とになっています。 

病理医 

死後解剖とも呼ばれる検死を行う医師 

警察 

警察はすべての予期しない死、または更なる調査が必要な状況において法的に関与する義

務があります。警察の役目は違法行為が行われた可能性を排除することです。警察はほと

んどの事例の最初の段階において調査を先導し、またどの段階においても疑わしい状況が

見つからない場合も常にそうします。 

迅速対応 

予期せずに子どもが死亡した場合、自動的にこの手順が取られます。 

重大インシデント調査 

死に至った深刻な懸念事項のある子どもの詳細な調査 



その他の専門家 

用語集は子どもの死亡事例検証のプロセスに関わる主要な専門家の定義も含みます。 

以下、多くの多職種の人も関わっています 

・	救命救急のスタッフ 

・	救急の職員 

・	一般開業医 

・	保健師 

・	ホスピスのスタッフ 

・	地方自治会の代表者 

・	助産師 

・	養護教諭 

・	ソーシャルワーカー 

・	教師 

これらすべての専門家たちは、お子さんを異なる視点から知っているため死亡に至ったで

あろう状況および死亡時における想定される限りの全体像を構築し、さまざまな情報を提

供することが可能です。 



グリーフサポート（死別後の支援） 

お子さんの死の検証を通して、サポートされ、つながることで力になってもらえると思う

地元の団体やサービスについての情報を知らされるべきです。下記の団体は、全国で活動

している団体で、サポートやアドバイスも届けています。 

Bliss 
特別なケアを必要とする早産児の家族への死別後を含むサポート　/ SCBC 
www.bliss.org.uk　0500 618 140 

Childhood Bereavement Network 
子どもや若者の死別を支える地域や国のサービスに関する情報やアドバイス 
Email: cbn@ncb.org.uk　020 7843 6309 

Child Death Helpline 
年齢や原因に関係なく子どもの死に衝撃を受けている人のための団体　 
www.childdeathhelpline.org.uk　0800 282986 

The Compassionate Friends 
死別を体験した両親とその家族へのサポート 
Email: helpline@tcf.org.uk　Helpline 0845 123 2304 

The Lullaby Trust 
赤ちゃん、乳幼児を突然死や予期しない死で亡くした人へのサポート 
Email: support@lullabytrust.org.uk　0808 802 6868 （無料電話相談） 

SANDS 
赤ちゃんの死に影響を受けている人をサポートしています 
www.uk-sands.org　020 7436 5881 （電話相談） 

Winston’s Wish 
遺児の支援とアドバイスを行っています 
08452 03 04 05　www.winstonswish.org.uk 

Child Bereavement UK 
赤ちゃん、子どもの亡くなる時や終末期、また子どもが死別に直面している際の家族
の支援や専門家の教育を提供しています 
www.childbereavementuk.org　0800 02 888 40 

　このリーフレット作成にご協力いただいた専門家の 
　みなさまおよびお子さんを亡くされた親御さんたち 
　に心より感謝を申し上げます 

http://www.bliss.org.uk
mailto:cbn@ncb.org.uk
http://www.childdeathhelpline.org.uk
mailto:helpline@tcf.org.uk
mailto:support@lullabytrust.org.uk
http://www.uk-sands.org
http://www.childbereavementuk.org


ララバイ・トラストは　死別を経験したご家族へのサポート、赤ちゃ
んのための安全な睡眠についての専門家のアドバイスを提供してい
ます。乳幼児突然死に関する啓発活動をしています。 
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赤ちゃんが予期せず、突然に

なくなったときに



はじめに 
あなたの赤ちゃんが 、思いもかけず突然に亡くなったことを知り、大

変悲しく思います。この悲劇にご家族はどれだけショックを受け、辛い

思いをされていることでしょう。ララバイトラストは、この小冊子が、

あなたがこれから経験する実際的なことや、悲しみと喪失の複雑な考え

を、説明する助けになることを願っています。 

この過程で、子どもを亡くし、その経験をシェアしてきた親たちと出会うかもしれません。 

どの赤ちゃんも、決して我が子のようではなく、また誰1人として、まったく同じ喪失とい

うのはありません。それでもあなたに、そして誰かを失うという孤独な経験に対して、少し

助けになるかもしれません。 

この本をすぐに読んでもいいですし、見出しをちらっと見ただけで、後に取っておこうとす

るかもしれません。読むときには、ゆっくり時間をかけてください。 

この小冊子を他の人とシェアすることも、あなたがどのような気持ちでいるのかを理解して

もらうのに、助けになるかもしれません。 

お子さんが亡くなったことで辛い思いをなさっているすべての方に、心からお悔やみ申し上

げます。 

もし余分にこの小冊子が必要なときには、どうぞ私たちに連絡をください。 

ヘルプライン：0808-802-6868 月～金　10時～17時 

                                                土日　18時～22時 



赤ちゃんが 思いもよらず突然に亡くなるとき 

赤ちゃんや幼児が、思いもかけず突然亡くなることについて、当初その原因が説明できない

とき「乳幼児の突然死」という表現がなされます。通常の医学用語は「突然・不慮の乳幼児

死亡」(SUDI)　です。(*乳幼児突然死)乳幼児が突然、思いもかけず亡くなったとき、検死・

剖検によって、原因が分かることもあります。例えば、予見されなかった感染症や代謝異常

などです。検死・剖検によっても原因が分からなかった死亡は、通常「乳幼児突然死症候群」

(SIDS)と登録されます。時には、SUDIや「不詳」など、別の用語が使われることもあります。

「ゆりかご死」という言葉は、乳幼児の思いがけない突然の死を表現すのに、過去によく使

われていました。この表現では、赤ちゃんがゆりかごで眠っているときだけに乳幼児突然死

が起きる、という誤解を与えるため、今では、ほとんど使われていません。 

不慮の突然死の直後に起きること 

赤ちゃんが亡くなった直後の時間が、どれだけ深い苦悩に満ちたものであるか、私たちは理

解しています。これらの覚書が、いくつかの手続きについての説明の助けになることを願っ

ています。いくつかの大切な決定を要することがあるからです。もし、私たちで何か助けに

なることあがれば、いつでもララバイ（子守歌）トラスト・ヘルプラインに電話してくださ

い。 

ヘルプライン： 0808 802 6868 

月曜～金曜 午前10時～午後5時 

土曜＆日曜 午後6時～午後10時 

あなたの赤ちゃんが病院に連れて行かれると、医師か他の医療者が、正式に赤ちゃんの死亡

確認をしなければなりません。死亡の原因が分からないときは、彼らは検死官　（または

スコットランド検察官）に知らせなければなりません。 

少量の血液や組織のサンプルが、病院スタッフによって採取されるかもしれません。また、

髪の一房や、手・足形など、赤ちゃんの思い出の品を採取ことを、彼らは申し出るでしょう。

もしそのような申し出がない場合は、あなたの方から頼んでかまいません。 



家族全員の写真撮影を手配することもできますし、その写真は特に、兄弟のお子さん達が 

成長するにつれて価値のあるものになるでしょう。または、これから家族のもとに生まれて

くるであろう子どもさんにとっても同様です。 

赤ちゃんなしでの帰宅は、ご両親にとって、この上なく難しく感じるでしょうから、病院で

の時間を十分にとり、愛する人や友人と一緒に帰るようしてください。 

検死について 

検死官は、すべての不慮の突然死に対して、その原因や状況を確立するために調査します。

検死官は、小児専門の病理学者が検死を行うことができるように、赤ちゃんを霊安室に連れ

て行く手配をするでしょう。その場合、可能な施設を備えた隣の市のこども専門病院まで移

動することになるかもしれません。検死官は、これらについて親の承諾を取る義務はありま

せんが、あなたにそのプロセスを説明します。 

ご家族の多くは、赤ちゃんと離れることを、非常に難しいと感じますが、赤ちゃんは、専門

の小児病理学者から、丁重なケアを受けます。検死は、ご遺体の外側と内側を、注意深く調

べます。なぜ赤ちゃんが亡くなったのかを発見するためです。約半数の症例で、検死・剖検

中に死因が見つかります。 

例え今の時点で死因が見つからないとしても、将来医学研究が進んだ時に、例え少量でも

保存されていた組織を調べることで、いずれ答えが得られるかもしれません。 

検死の結果次第で、検死官は、死因審問が必要かどうかを決定します。 

あなたか、あなたの代理の医師が、病理学者の剖検報告書の写しを検死官に請求する権利が

あります。報告書は、小児科医に頼んで、一緒に読み進めてください。あなた自身のために

報告書の写しを請求することもできますが、別途料金がかかります。 

検死・剖検が終わると、赤ちゃんのお葬式の手配をすることができます。ただ、剖検の詳細

な結果が分かるまでには、５，６週間かかるかもしれません。埋葬、火葬のどちらにするか

を尋ねられるでしょう。正しい書類が用意するためです。 



この段階でまだはっきり分からないときは、後で葬儀ディレクターにどちらにするか伝える

ことができます。 

組織の保存 

検死・剖検の一環として、病理学者は、小さな組織のサンプルを、スライド標本にするため

に採取するでしょう。これらの組織は、検査のためにしばらくの間保管されなければならな

いでしょう。 

検死・剖検が完了すると、それらの標本をどうしたいか聞かれます。 

それには3つの選択肢があります。 

・将来の検査や研究の使用のために組織を保存する 

・病院側で丁重に破棄してもらう 

・あなたに返却する。 

ご両親の中には、赤ちゃんの組織が研究の役に立つであろうことや、将来の医学の進歩によ

り、もっと答えが得られるかもしれない、ということに、非常に慰めを感じられる方もいらっ

しゃいます。なので、それらの選択肢のことを、注意深く確実に説明してもらうようにして

ください。 

さらなる検査のために臓器全体を保管することは、大変まれですが、その場合には、あなた

に対して説明がなされます。 



検死後の赤ちゃんのケア 

あなたは家や病院で、赤ちゃんが霊安室に連れて行かれるまで赤ちゃんを抱っこすることが

できていたと思います。 

検死後、そして死亡確認書が発行されたら、葬儀までの間に、どこでどのように赤ちゃんの

ケアをするか選択することになるでしょう。 

多くのご家族は、病院や葬儀場で赤ちゃんに会うことを選びます。  

葬儀までの数時間から数日間を、家で赤ちゃんと過ごされる方もいらっしゃいます。見慣れ

た愛情のこもった環境で、赤ちゃんとお別れができるのは、ご家族の助けになる機会かもし

れません。 

あなたが何かを信仰していれば、その代表者を招いて、祈りや加護を授けることもできま

す。  

赤ちゃんの容貌の変化や、目に見える剖検の跡など、どんなことでも、医療者や葬儀屋に

質問してください。（通常は、赤ちゃんの服を脱がせない限り分かりません） 

自然な死後の変化のために、触れたり抱っこしたときに、赤ちゃんの感触が違って感じられ

るかもしれません。前もって何が起きるか知っていることは助けになるので、もし必要であ

れば、他のお子さん達に、赤ちゃんの見た目や雰囲気がどうなっているか、話してあげてく

ださい。 

赤ちゃんの死亡登録をする 

もし死因審問が必要なければ、検死官は赤ちゃんの死因を記載したピンク色の用紙を地域の

戸籍係に送ります。 

その後、あなたは正式に、死亡登録することができます。法的には、5日以内に済ませなけ

ればなりません。（ある一定の状況下では延長することもできます） 



検死官の職員か別の役人が、いつ、どこで登録するかをアドバイスするでしょう。 

その際、赤ちゃんの出生証明を持参してください。もし出生登録をしていなかった場合は、

登録が必要です。 

戸籍係は、あなたに以下のものをお渡しします。 

  

・死亡確認書一通（余分に購入する際には、わずかな手数料がかかります） 

・埋葬か火葬の実施に際に必要な、緑色の用紙 

・葬儀費用を申請する場合には、雇用年金局へ提出するための証明書 

葬儀の手配 

どのように、赤ちゃんの命に敬意を払うかは、あなたとご家族次第です。 

以下のようなサービスを考慮されるかもしれません。 

・あなた自身の教会での葬儀と、地元の墓地での埋葬 

・あなた自身の教会か、火葬場での葬儀と、地元の火葬場での火葬 

・宗教色のない葬式。これはあなたやご家族友人、または英国ヒューマニスト協会のような 

　組織によって手配することができます。 

・ご自宅での葬儀。宗教いかんにかかわらず。 

・葬儀のあとしばらくしてからの、感謝をささげる儀式 



費用 

費用は様々ですので、手配を完了する前に見積もりを求めてください。葬儀社の中には赤ちゃ

んの葬儀を無料で執り行うところもあります。（これは搬送やお棺などの基本的な費用をカ

バーするものです） 

低所得の場合は、ソーシャルファンドの葬祭扶助を受けることができるかもしれません。よ

り詳しい情報は、こちらへ www.gov.uk/funeral-payments 

もしくは葬儀社さんと話してみて下さい。 

葬儀社選び 

共感する心をもった葬儀社と共に葬儀の準備をすることは大きな助けになることがありま

す。どの葬儀社を選んでもよいのです。それは必ずしも葬儀場へとあなたのお子さんを搬送

してくれる人でなくてもよいのです。 

あなたの信仰を代表する人のアドバイスや、他の情報に通じた人も助けてくれるかもしれま

せん。宗教色のない形を選択することも希望しても構いません。「イギリス葬祭協会」

0845-230-1343に連絡をとることで、あなたのお住いの地域で葬儀社を見つけることもでき

ます。 

埋葬または火葬による儀式 

あなたの信仰を代表者や葬儀社は埋葬にするか火葬にするかについて決めるのに力

になってくれるでしょう。埋葬または火葬の土地の所有に関する権利や、プレート、

墓石といったどんな形のメモリアルが認められるのか、またコストについても相談

することができます。家族、友人たち、葬儀を手伝ってくれる人たちと一緒に、歌

や賛美歌、音楽、文学作品や詩などの朗読をどうするかについても相談することが

できます。こうした決めなければいけないことには戸惑うかもしれませんので、自

分自身に納得のいく選択をできるように、しっかり時間をとってください。 

http://www.gov.uk/funeral-payments


お遺灰について 

火葬を選んだ場合、すべての場合ではありませんが、火葬後に、火葬場からお遺灰

をもらうことが可能な場合があります。 

もし必要なら、他の火葬場が可能丘どうかも含めて詳細を尋ねることや、前もって相談する

ことをおすすめします。 

お遺灰について下記のようなことが選べます 

• 火葬場の追悼ガーデンに安置する 

• 他の火葬場や、土地の所有者の許可のもとお気に入りの場所に安置する 

• 地元の教会の墓地、一般の墓地、または他に意味のある場所に埋める 

•  あなたの選択で特別な場所にまく 

• 火葬と同じ日にお遺灰の引き渡しを望むのであれば、午前に火葬が行われた場合は

可能なことがある。おうちにお遺灰をとっておく選択をする家族もいる。重ねてお

伝えしますが、これはとても難しい選択なので、決めるのに十分必要な時間をとっ

てください。 

遺された子どもたち 
遺された兄弟、姉妹にとって、彼らがどんなに幼くても、葬儀の場を共にし、さよならを言

えるようにして、葬儀に関わることは助けになるかもしれません。 

葬儀の際し、子どもたちのケアをあなたの家族の一員や友人にお願いすることもあるでしょ

う。通常、子どもたちに何が起きているのか、わかりやすく、率直な説明を行うことがなに

よりです。 

また学校にも葬儀と、兄弟姉妹の赤ちゃんが亡くなったことについて知らせることは大切で

す。そうすることで、学校も彼らを支え、心理的に、行動的に変化があるかどうか確認する

ことができます。 



追悼 
多くの礼拝の場や、一部の病院で、あなたが望めば、赤ちゃんの名前を刻むことができ

る”Book of Remembrance” (追悼ブック)があります。 

墓石やメモリアル・プレートを希望しているのであれば、葬儀社にアドバイスを求め、見積

もりをとってみましょう。 

墓地で認められている墓石の種類に関しては規制があります。 

木を植えたり、あなたの赤ちゃんを永続的に追悼できる何らかの形を望んだりするかもしれ

ません。引っ越しをする時に、持っていけるように、大きな鉢に植えることを考えてもよい

でしょう。 

あなたと家族が、あかちゃんの生きた記念を残すのに役立つ物を入れておける、オリジナル

の宝物箱や、思い出帳などを求めるのもよいでしょう。 

他にもお子さんがいる場合、家族全員の写真を取り出して、額に入れることで、毎日目にす

ることのできる特別なものとなるかもしれません。 

また、ララバイトラストのウェブサイトにあなたの赤ちゃんの追悼を載せたいかもしれませ

ん。詩や、写真、ほんのわずかな言葉でもあなたの赤ちゃんについて残せます。それは他の

親御さんや、ウェブサイトに訪れた人たちも目にすることができます。 

死因審問 
死因審問というのは誰が、いつ、どこで亡くなったのか、死の原因を確定させるために行う

調査のことです。 

死因審問は医療的な調査であり、罪や責任を追求するために行ったり、死に関係した人の行

動について言及したりするものではありません。 

ほとんどの幼児の死亡は死因審問が行われます。 

解剖を経ても医学的、また他に説明が見つからない場合は、コロナーが乳幼児突然死症候群

（SIDS）または、SUDI（乳幼児の予期せぬ突然の死）として認めるでしょう。多くの親御

さんから、死因審問によって赤ちゃんが亡くなった「適切な理由」が説明されればと望んで

いても、そうはいかないことも多く、そうした結果にがっかりしていると聞いています。 



コロナーが死因審問を実施することを決めたら、日にちと時間、場所が伝えられます。 

しばしば死因審問は時間がかかることがあるため、コロナーは死因審問が完了する前に埋葬

や火葬の許可をする指令を出すかもしれません。 

死因審問は公開されているので、あなたを支えてもらうのに友人や家族についてきてもらう

のもよいでしょう。 

ときにはメディアが死因審問に現れることもあり、ショックを受けるかもしれません。あな

たはメディアに話す必要はありません。目撃者として呼ばれない限り、参加する必要もあり

ません。 

死因審問では質問もできます。行く前に質問を書き留めておくとよいでしょう。 

警察官や小児科医、病理学者や保健師が出席することもあります。 

コロナーズ ・コート支援サービス（CCSS）と話すことで役立つことがあるかもしれません 

CCSSは登録チャリティで、トレーニングを積んだボランティアが死因審問に参加する遺族

や証人の心理面や現実的なサポートを提供してくれます。 

CCSSは手続きが始まる前に、あなたを裁判所へ連れていき、死因審問がどのように実施さ

れるかについて説明をすることができます。サービスのあるコロナー裁判所がどれかは下記

サイトを尋ねてみて下さい。 

www. coronerscourtssupportservice .org.uk  

または電話をこちらまで。 0207 802 4763. 

子どもの死亡事例検証 

今ではすべての子どもの死は有識者によるパネルレビューをつうじて検証されます。将来の

死を防ぐことと、サポートを向上させるためにすべての子どもの死について調べます。どん

なプロセスかについては、専門家によってあなたに説明がなされるべきです。ただ、もし疑

問があればいつでもお電話ください。 

ヘルプライン： 0808 802 6868 

月曜～金曜 午前10時～午後5時 

土曜＆日曜 午後6時～午後10時 



経済的な準備 

こうした困難な時期でも、あいにく、取り掛からなければいけない経済的な問題がありま

す。葬儀のあとに時間がとれるようであれば、それから集中しておこなうのでもよいと思い

ます。もしかしたら友人や家族の誰かに助けを求めてもよいかもしれません。 

ここに知っておいたほうがよいことをいくつか挙げておきます。 

• あなたのお子さんの死について児童手当のオフィスに連絡をする必要があります。 

　08453 021 444まで、児童手当ヘルプラインに電話をすることもできます。 

児童手当てオフィスは英国歳入税関庁の他の部署に知らせてくれるので、英国歳入税関庁　

に一度連絡するだけで大丈夫です。お子さんが亡くなってから８週間は児童手当の権利があ

ります。児童手当の申請前にお子さんが亡くなった場合でも、申請することができます。 

• 被雇用者である場合、法定上の産休の権利はあり、その分の給与も支払われます。一部は

支給されないかもしれないけれど、あなたのお子さんが生まれてから一年間は復帰する必要

はないかもしれません。たとえ、お子さんが亡くなっていても、あなたの雇用者から別に出

産給付をもらうことがあるかもしれません。 

• あなたのお子さん用に信託資金の口座を開設していたら、解約する必要があるでしょう。

あなたのお子さんの名義の保険証券も取り消す必要があります。あなたの地域の銀行や、保

険会社に連絡をとってみてください。またこちらをご覧ください。 

• 無料歯科や、処方箋といって、あなたがまだなお権利のある様々な給付に関しては保健師

さんとお話してみてください。 



その他考慮すべきこと 

赤ちゃんが亡くなったとき、授乳していたのであれば、保健師またはかかりつけ医に母乳を

どうするか相談してみてください。 

スーパーマーケット赤ちゃんクラブや、オンラインクラブなど、 あなたがなんらかの赤ちゃ

んグループに参加していたのであれば、もう参加を希望していないことを伝得る必要がある

でしょう。 

グリーフの中で 

私達は、愛する誰かが亡くなったとき、圧倒されるような喪失とかなしみの感情を経験し

ます、それを私たちはグリーフと呼んでいます。子どもが亡くなったとき、それは特に衝撃

が大きなことであり、また、人が経験しうる限り最も痛みの大きな経験であるともよく言

われます。 

その喪失が突然であるということから、衝撃による計り知れない影響とトラウマを経験す

るかもしれません。そのような要素のすべては完璧に圧倒されるような気持ちになり得ます

し、孤立感や喪失感もまた感じるでしょう。あなたの思考や感情がどんなものであれ、グ

リーフは深い意味で個人的な経験であり、設定された時間やプロセスはありません。 

　乱気流のような時になり得るでしょう、しかしながら静寂の期間もあるでしょう。薄れて

いくように見えた激しい感情が舞い持ってくることもあり得ます。そこには困惑がともない、

決断をすることや、ちょっとした時間でも集中することが難しくなったりもします。たとえ

眠れていたとしても、それでも疲労感を感じるかもしれません。グリーフの中にある人たち

はおかしくなってしまうのではないかという恐怖感をもつこともあるでしょう。多くの親た

ちが、彼ら彼女らのお子さんのことはいつも頭にあって、腕の痛みを経験したり、お子さん

の泣き声が聞こえたりすると言います。中には日々子育てでしていたことを続ける必要があ

ると強く思う人もいます。 

親御さんは頻繁に、彼ら彼女らがしたことまたはしなかったことの全てを何度も思い返し、

それがその死を引き起こしたのではないかと心配になったりします。時には自分自身を責め

たり、お互いを責めたりすることもありますし、医者や、保健師や、最近子どもに会った人

の誰にでも怒りを感じたりします。そのような罪悪感や他責感の感情は当たり前のもので、

実質的に普遍的なものであって、時間と共に薄れていくものです。 



怒り、ほぼいつでも体験するものは、多くの親が助けになると思った様々な方法で表に表現

することができます、例えば、泣くこと、屋外のオープンな場所で叫ぶこと、ウォーキング、

ランニング、ジョギングといった運動をするといったことです。宗教上の信念に疑問を持つ

こともあるかもしれませんし、なんらかのさらなる悲劇が起こるのを恐れることもあるかも

しれません。ふとした時に自死の念が浮かぶことがあるかもしれません、そんな時は、 

The Lullaby Trustへ連絡したいと思えば、あなたがどんな気持ちかを全て話していただけま

すし、あなたの地域の医療従事者またはその他の信頼できるサポーターたちと繋がりを持ち

続けることができます。 

ヘルプライン： 0808 802 6868 

月曜～金曜 午前10時～午後5時 

土曜＆日曜 午後6時～午後10時 

もしあなたが自分自身を傷つけてしまいそうだと感じるような危機にあるようでしたら、

the Samaritans 08457 90 90 90に電話をすることを考えてみてください。 



共通する感情 

自身のお子さんを亡くす経験をした親のほとんどがそれまで経験した痛みの中で一番激し

いものだったと表現します。果たしてその痛みを克服し、生き抜いて、そして人生に意味が

あるとまた感じることができるのだろうかと、想像を巡らせるかもしれません。 

　お子さんが亡くなってからの初めの数週間は、霧の中で動いているように感じるかもしれ

ません。一部には、葬儀の体験を、傍観者のような、もしくは感情的にはそこに参加してい

ないような感じがしたと表現する親もいます。そのような反応は、子どもの死の後のごく初

めの時期を乗り切れるように手助けをする自然な方法なのです。 

あるお母さんはどのくらいの孤立感を感じたかをこう表現しました。 

「葬儀の後、みんな家に帰ると、ある意味正常の状態に戻らなければならない。でもたく

さんの夜を、ただ自分が辛いからって繰り返し人に迷惑をかけちゃいけないって感じたりし

ながら、孤独なグリーフの中で過ごすことがあるの。」 

The Lullaby Trustに手紙をくれたお父さんは息子さんの葬儀の後の気持ちをこう表現しまし

た。 

「葬儀の後、私の一部分は前へ進むなんてできないと感じていました。残りの自分は、正常

な状態を探し求めていました、痛みを防ぎ止めるために日常のルーティンや何も考えずにや

るようなことをやりながら、何が起こったのかを考えないよう避けていました。 

1週間後に仕事に復帰しましたが、とにかく集中することができませんでした。一点を見つ

めることができなかったのです。」 

誕生日、休日、そして命日が激しい痛みと苦しみの時期をもたらすきっかけになることがあ

ります。それらはすべて正常な反応です。あなたとあなたのパ―トナーは違った形でグリー

フを体験するでしょう、そして気持ちを共有するときに難しさがあるかもしれません。カッ

プルの一部であるのにも関わらず孤立感を感じたりするかもしれません。片方の人がお子さ

んについてなるべく多く話したいと思っていてももう片方の人はそうではなく、お子さんの

名前が口にされるのすら聞きたくないと思っていることがあるかもしれません。 

あるお母さんがThe Lullaby Trustに語ってくれました。 



「クリスは話すことをしたがらなかった、それが彼なりの対処の仕方だったの、それでも私

はジャックのことを話したかった、人々の口から彼の名前が語られ続けられるように。夜

に私は目が覚めたまま横になっていると、彼はそこで、すべての不安や心配を忘れて眠って

いる。ジャックを失ったことは私たちの関係にとても大きな歪みをもたらしたけれど、最後

には私たちを完全に繋ぎ合わせることになったの、今では、私達を引き離すには原子爆弾が

必要なくらいよ」 

あるお父さんは言いました。 

「私達はそれぞれ違った方法でなんとかしようとしていたんだ。妻はグリーフの中にあって、

自分はそうではなかった。自分自身が自分の気持ちとの折り合いをつけていこうと試みてい

る最中でありながら妻と子供たちを支えるという重責によって、私はいっぱいいっぱいにな

り始めてしまったんだ」 

友人や親戚が両親のそれぞれに対して違った態度を示すことがよくあります。父親は人から

「奥さんはどんなご様子ですか？」と聞かれることが多く、人々は「あなたはどんな様子で

すか？」と尋ねることを忘れてしまいがちです。 

The Lullaby Trustに語ってくれた別のお父さんによれば。 

「私の妻は愛する人を亡くした人、として扱われていた。私は私が責任を持った人を亡くし

た人、として扱われいたんだ。私は”僕だって彼を愛していたんだよ！わかるだろう！”と叫

びたかった。 

父親は過去を振り返らないようにさせること、そして未来のほうを向かせようとするのが自

分の役割だと感じることがあるかもしれません。男性は助けの手を拒絶することがよくあり

ます、もしくはそれが助けになることであってもサポートを求めずにいることもがあるかも

しれません。 

親同士の関係性が更に身体の接触に影響することもあります、片方の人には接触が癒しや慰

めに必要だと感じていても、もう片方の人はそれを求めていない場合です。性交をすること

についてや、もう一人子どもを持つことに対して違った気持ちを持っているかもしれません。



それぞれの反応の原因を誤解する可能性があります（時にはパートナーの片方が、もう片方

の人のグリーフの表現では自分たちの子どもへの愛は自分が思うほど強くなかったというこ

とになってしまうでは、と感じます）。ですから、あなたのニーズと気持ちについて、心を

開き、正直に伝え、お互いの反応を受け止めることが有効です。 

時が経てば、お互いの異なる方法を尊重し合えるカップルは、より気を楽にして、話し合い、

共有し合い、支え合おうとすることができるのに気付くでしょう。 



もしあなたが一人だったら 

親御さんにとって赤ちゃんの突然の言うのはとりわけ難しいものになるかもしれません。 

あるお母さんから私達が聞いたのは 

「愛する赤ちゃんが亡くなったことを共有する相手がいない時にグリーフがもたらす孤独感

というのは表現し難いものがあります。あなたが周りの人たちを遮断し、あなた自身が暗闇

の世界へと駆り立てられるように思われるかもしれません。ただ求めているのは、眠れな

い夜を慰めてくれる相手、抱きしめてくれる相手、涙をぬぐってくれたり、思い出を共有し

てくれたりする相手なのです」 

もしあなたが一人だったら、夫婦が受け取っているような共感を得られないように感じるか

もしれません。子供を1人で育てるのは大変なことなので、あなたの赤ちゃんの死は、不幸

に見えて実は感謝することだと言う人もいるかもしれません。 

あるお母さんがこう言っていました。 

私の両親は生活の中で赤ちゃんの存在を大きな問題だと見ていました。彼が死んだとき、両

親は「結果としてはこれで一番良かったんだ」と言いました。彼らはこれが解決策だったん

だと感じていました。 

多くの両親は彼らの両親を必要に応じて頼ることができます。しかし、支えてくれる家族が

いないこともあります。 

ララバイ・トラストにはビフレンダープログラムがあり、あなたの助けとなるかもしれませ

ん。それによってあなたが抱えている考えや思いについて語り合うことのできる、他のご遺

族（親御さん）たちとつながることができます。 ビフレンダーに直接話をするのに、ララ

バイ・トラストまでお電話ください。 

ヘルプライン: 0808 802 6868　月～金 10時ー17時   土  18時ー22時 

この電話相談はあなたが赤ちゃんを亡くした直後に役立つかもしれませんし何ヶ月ももしく

は何年も後に役立つことがあるかもしれません。もし話す気になれないのであれば、日記

をつけたり手紙を書いたりすることも助けになるかもしれません。あるお母さんはこう言っ

ていました。 

「マイケルにいつも手紙を書いていた もう今では手紙を書いていないけれどその書いた手

紙は今でも持っていますそして時々読み直すのです」 

たとえあなたが一人でいるわけでなくても、亡くなったお子さんに手紙を書いたりすること

は支えになるかもしれません。 



もし双子の一人が亡くなったら 

もしあなたのお子さんが双子だったら亡くなったお母さんのことを適切に思い嘆くことはで

きないかもしれません。日々のルーティンの断続的なケアやあなたの愛情を必要とする生き

残った赤ちゃんがいるからですそしてそのことはあなたが自分自身の感情を置き去りにする

ことにも繋がるかもしれません。生きている赤ちゃんを見ると、本当は二人だったのにとい

うことを思い返し、複雑な感情を抱くかもしれません。 双子の両方の赤ちゃんが亡くなる

ことは、めったにないことなのだけれども、お医者さんや病院はあなたの生き残った赤ちゃ

んが検査のために入院することを勧めてくるかもしれません。さらなるサポートや、安心を

得られる、地域のCONIのスキームに参加することについて、助産師や保健師や小児科医と

相談をしたいかもしれません。双子の片割れが亡くなった時誕生日のような記念日はとり

わけ心が痛む時期になるかもしれません。生きている子供が成長するとともに、子供たちが

双子のお兄さんやお姉さんがいたことを知っていることが大切です。 あなたの思い出屋写

真を共有することが助けになるかもしれません。 

仕事に復帰する 

あなたが雇用されているのなら仕事に復帰することはとても困難な時期となるでしょう。 

同僚たちの多くは、あなたの赤ちゃんの亡くなったことについてや、あなたが感じているこ

とについて、何と言うべきなのか、何を言わぬべきなのかということがわからないでいるで

しょう。気にはかけているのだけれども共感を示すことが難しいと感じている人も多くいま

す。 

ある親御さんはこう言っていました。 

「仕事に復帰することは 大変なことでした。 突然涙が出てきて動揺するんじゃないかとと

ても恐れていました。他のみんなも私を恐れていました何と言ってよいか何をしたらよいか

がわからなかったからです。」 

多くの親御さん、とりわけお母さん方は子どもが亡くなった時は働いていないことがあり

ます。親御さんが食を離れたり産休や育休をとると決めていた場合は職場復帰する時に状況

が変わったことを説明するのを難しく思うかもしれません。仕事復帰する前に、何が起きた

のか雇い主からあなたの同僚に伝えてくれるよう頼むのも役立つかもしれません。 



赤ちゃんが亡くなった後の人生 

親御さんたちが将来に対して抱いていた夢や希望というものはお子さんの死によって変わら

ざるを得ません。 

あるお父さんは言っていました。 

「子供と一緒にできたことがあるのと同じぐらい、できなかったこともあるので私は息子を

思って寂しく感じています。」 

「ここ最近で最も衝撃的だったことは、根本的に、パトリックの子が私たちを変えたこと、

また変え続けているということです。 彼の人生はたった5ヶ月でしたが、他に一体誰が私た

ちの人生にそのような深い印象を与えることができるでしょうか」 

人によってはある時点でそれを終わらせるべきだと言うかもしれません。それは子どもを亡

くした親にとって意味のない考えです。なので、あなたが前向きに歩んでいくことを他人に

すすめさせないでください。 

友人や親族たちからのサポートがあれば、またララバイ・トラストのビフレンダーやアドバ

イザーと相談することで、どんなふうに対処したり歩みを進めていくのかについて、あなた

は決断ができるでしょう。あなたのグリーフを麻痺させるために、アルコールや薬またドラッ

クなどを乱用したくなったり、気分が落ち込んでいたりするときには、誰かと話し合うのも

良い考えです。 

そこまで深い死別経験はあなたの中の優先順位や、人生に対する見方を全く違ったものにす

ることもあります。 

あるお母さんはこんな風に言っていました。 

「グリーフが私にとって役立ったのは、私を賢くし、未来をより明るいものにしました。何

がやってきたとしても、なんでも対処ができることがわかります。これ以上悪いことは起こ

りようがないということ。私は胸に息子をいつも抱いています。そんな天使が私の人生を共

有してくれることを嬉しく思っています」 



赤ちゃんの兄弟・姉妹 

赤ちゃんが亡くなったことが他の子どもたちにどう影響するのか心配するということは親御

さんたちの間では自然なことです。亡くなったことについて話し合ったり、説明したりする

というのをとてもむずかしいこととして気になっているかもしれません。 

大切なことは、正直に子どもたちに何があったのか伝えることと、子どもたちの疑問には包

み隠さず答えることです。 

良かれと思って、親切心から子どもたちに伝えられる言葉は異なった意図が伝わってしまう

ことがあるので、控えましょう。例えば下記のようなものが挙げられます。 

・「眠りについたのよ」 

子どもたちに、自分たち自身も起きられなくなるのではないかと不安になり、眠りにつくの

が怖くになります。 

・「私たちはあなたの兄弟（姉妹）を失ったのよ」 

子どもたちに対して、失ったおもちゃを探すかのように、再び見つけるつもりで探させたま

まにしてしまいます。 

・「お医者さんがあの子を連れ去ったのよ」 

子どもたちにとっては医者にかかることが怖くなってしまいます。「天国にいってしまった」

または「神様のもとで生きている」という表現は幼い子どもにとって、安心できると思える

ような宗教の信仰を家族内で共有していない限り、混乱の元になるかもしれません。 

どの子どもも、その子なりのグリーフとの向き合い方があります。その子たちの個々の感情

を表現できるよう応援してあげましょう。 

あなたと同じように、答えのでないようなことに疑問を抱くかもしれません。それでも、

年齢に応じた言葉で可能な限り、誠実な説明が求められているでしょう。 

何が起きたのかを知るのに幼すぎるということはありません。幼い子どもでわからなかった

としても、情報や、愛情、そしてサポートを必要としているのです。 

子どもも、大人どうように、悲しみ、怒り、不信、時には罪悪感さえ、様々な感情に苦し

んだりします。（例えば、よちよち歩きの子どもでさえも、彼/彼女らの嫉妬心や、おもちゃ



を巡って喧嘩をしたことが死をもたらしたのではないかと心配することがあるというのは多

くの親御さんには驚きのことだと思います） 

赤ちゃんが亡くなったのは誰のせいでもないということを伝えて子どもたちを安心させてあ

げることは大切です。 

きょうだいは、行動が幼児退行したり、依存的になったり、おしゃぶりやおもらしを再びす

るようになったり、頭痛、腹痛を訴えたりするかもしれません。 

子どもたちは自分の感情について話したりしないかもしれません。むしろ押さえ込んだり、

必要以上にいい子に振る舞おうとしたり、役立とうとさえするかもしれませんが、それによっ

て大人たちは彼/彼女らが影響を受けていないと思ってしまうことがあります。本当は全く

違うのです。 

亡くなったあとの様々なことや、儀式にきょうだいたちも参加できるようにしてください。

参加させないことは不安や戸惑いを感じさせたり、ひとりぼっちだという気持ちにさせてし

まいます。 

葬儀や追悼の儀式に子どもたちが出席、参加するためにどのように準備すべきか決めるに当

たっては助けが必要かもしれません。 

このことについて、ララバイ・トラストの電話相談アドバイザーに相談することもできます 

電話相談: 0808 802 6868 月～金 10時～17時 　土日 18時～22時 

きょうだいへのサポートについてもっと知りたい場合は、子どもたちにグリーフサポートを

提供している、Winston’s Wish 08452 03 04 05　また Child Bereavement UK  

014 4 568 00 まで連絡してみてください。 



子どもたちの助けになる方法 

まとめ 

・子どもたちには、偽りのない情報と、わかりやすい言葉で、率直に話して下さい。 

・子どもたちが自分の感情について話したり表現をできるように、またあなた自身に対して

も正直になれるように、力づけてあげてください。 

・子どもたちの声を大切に聴き、彼/彼女らの考えを浅はかだと払い除けたり、伝えてくれ

た感情を否定したりしないでください。 

・疑問に思うことをすすんで受け容れようとしてください。ストレートに傷つくような質問

もあるかもしれません。それでも子どもが質問をしたのであれば、それは彼/彼女らが答え

を知りたいからであり、対処することができるのです。 

• 繰り返し聞かれる質問は、辛抱強く耳を傾け、何度でも答える必要があります。（そして

答は一貫している必要があります）。困っている、悩ましい状況を脱するために、

複数の大人に対して、同じ質問を繰り返すかもしれません。 

• 本当のことであるのならば「わからない」ということも正しいことです。 

• 涙を流す時を共にしてください。なぜあなたが泣いているのかわかれば、子どもたちは驚

いたりしません。そしてそうすることで子どもたちにも同じようにすることを認め

られます。 

・子どもたちが怒っているときも、辛抱づよくあってください。怒りもまた自然な反応です。

• 写真をみたり、出来事を思い出すことで赤ちゃんの思い出を共有してください。メモリー

ブックやボックスにまとめることもできます。 

• 日々の決まったことはいつもどおり続けてください。就寝時間や、おはなしの時間、あそ

び時間、散歩や食事など。はじめは中々難しいかもしれませんが、子どもに関わる

ルーティンを可能な限り一貫して続けるために他の親戚や愛する、信頼のおける大

人たちの助けを借りて下さい。 



• 子どもたちを、親戚や友人たちのところではなく、可能な限りお家にいられるようにして

あげてください。 

• 何が起きたかを学校の先生や遊びのグループリーダーの人に話して下さい。学校や保育園

など預けている先で、その人達がどんな風にその出来事を扱ったり、子どもをサポートする

かについて話し合ってください。 

子どもたちにとって、感情を表現することは大切です。もしとても幼い場合、おもちゃや遊

びを通じて、表現するとよいでしょう。あなたを困らせたり、戸惑わせたりするような子ど

もの反応があったら、家庭医や保健師、もしくはララバイ・トラストの電話相談アドバイ

ザーにそのことについて、相談を求めるのも一つです。 

ララバイ・トラスト 電話相談: 0808 802 6868 　月～金  10時 ‒ 17時　 土日 18時 ‒ 22時 

 Winston’s Wish 08452 03 04 05  



祖父母や他の家族について 

お子さんの死は家族の全員に影響します。 

ある祖父母の方は、赤ちゃんが亡くなったグリーフと、自分の息子、または娘のグリーフ、

二重の痛みを感じると私たちに話してくれました。 

邪魔をせずに力になる方法を見出すのに苦労します。そして、しばしば、自分自身のグリー

フを表現する権利がないように感じます。かわりに遺された孫のサポートに集中します。 

家族のメンバー全員がその死について怒りを感じている場合は、最も身近な人に怒りを向け

ることがしばしばあります。そして簡単に誤解されてしまいます。 

育児の方法が世代間で異なることでの緊張や、もっと年配の健康な（病気を抱えていたとし

ても）他の親族が生きていることの不公正さについて口に出すことが、激した時に、大きな

傷つきを生み出します。 

孫から遠く離れて暮らしていたとしても、とても深い喪失感を抱くことがあります。そのお

子さんが亡くなる前に、会うことも抱くこともできなかったでしょう。 

関係性が姪御さんや甥御さんだった場合、他の親族にとってもこうした考慮すべきことはあ

てはまります。喪失感が自分たちの子どもや、これから生まれてくる子どものことで、恐れ

を感じて複雑なものになるかもしれません。突然すべてのことが不確かなように思われるの

です。 

ある叔母さんが私たちに話してくれたのは 

「私自身の子どもにだって同様に起きたかもしれない。それがどんなものになったのかは想

像はできないけれど」 

こうした恐怖に加えて、あなたが妊娠していたり、小さなお子さんがいたりする場合、自分

の子どもに会うことについて、亡くなった赤ちゃんの親御さんがどう思うのか気になるでしょ

う。 

ある親戚の人が手紙で私たちに伝えてくれたのは　 

「私が間違ったことを言ってしまわないか不安でした。過ぎていく年月と共に和らいでいく

こともできる苦しい思い出を、刺激してしまうのではないか気になっていました。できるこ

とも言えることもほとんどないように思われて、無力感でいっぱいでした」 



家族がどう力になってよいかいつも自信が感じられているわけではない一方で、ご遺族は彼

／彼女らの貴重なサポートについてしばしば触れることがあります。 

他の子どもたち、また日々の活動や現実的なことについて力になることはほぼいつでも歓迎

されています。そばにいて話を聴いてくれる家族がいることに感謝をしている親御さんも多

くいます。 

ララバイ・トラストの電話相談は突然の、思いがけない赤ちゃんの死によって影響を受けた

家族のみなさんのためにあります。 

ララバイ・トラスト 電話相談: 0808 802 6868 　月～金  10時 ‒ 17時　 土日 18時 ‒ 22時 

死別を経験した多くの祖父母のみなさんがビフレンダーとしてお孫さんを亡くされた方々を

サポートしています。 

お世話をしていた赤ちゃんが亡くなった場合 

あなたの保育園であろうと、里親であろうと、また親御さんのおうちで赤ちゃんの面倒を見

ていたときであろうと、誰かの赤ちゃんが亡くなったとしたら、それはとてもショックなこ

とです。 

あなたはその危機に対応しなければいけない人物だったでしょうし、ひょっとしたら、蘇

生を試みたり、救急サービスに連絡をとったりしたかもしれません。 

あなたが保育園で働いていたとしたら、同時に他のスタッフや子どもたちを落ち着かせなけ

ればいけなかったでしょう。 

あなたは警察から事情聴取をされたでしょう。あなたは専門家として問題にされているかの

ように感じているかもしれません。 

赤ちゃんの親御さんが到着したとき状況はさらに難しいものだったかもしれません。警察

からなお事情聴取を受けていた時であれば、親御さんたちに正しく話すことができなかった

でしょう。 



ご家族の中には、初期の段階で、警察や救急サービスが、赤ちゃんの親御さんよりも、現場

にいたケアの担い手に対して尋ねているので、疎外されている感じがしたと言っていた方も

おられます。 

ケアの担い手は、ララバイ・トラストのことを紹介をしたかったし、親御さんに話しかけた

かったと私たちに伝えてくれていましたが、そうしたことは認められていませんでした。 

赤ちゃんの死について責められていたとしたら、親御さんに話しかけたことはトラウマを残

すことになっているかもしれません。 

精神的にきつい一方で、ショックをうけたグリーフの只中にある親御さんは、子どもの死に

ついて理由を見つけようとするので、そうした反応は自然なものでもあります。 

あなたは自分の保育のルーティンについて振り返ったでしょうし、その赤ちゃんが良いケア

を受けていたか確認したことでしょう。 

乳幼児の突然死の原因は正確には知られていませんが、あなたはその死が防げたものだった

のではないかと困惑しているかもしれません。 

なにも悪いことをしてはいないと確信をもっていたとしても、またいつもと何ら変わらぬ行

動をとったはずだったとしても、強い罪悪感を抱くことがあります。 

あなたのケアのもとで、誰かが亡くなった時、そしてその子どものことをとても好きだった

時に、ケアに携わった者がその後の手続きに関与することはめったにありません。またその

ことが多くの人々にとってはその死と折り合いをつけるのに助けとなります。 

あなたは家族と共に悲しんだり、葬儀に参列したり、赤ちゃんにさようならを言う機会が得

られないかもしれません。 

あなたの赤ちゃんでなかったとしても、ショックやグリーフを経験することは十分あり得ま

す。 

ある保育園のオーナーが私たちに言葉にしてくれました。 

「なぜ自分の子どもではないのに、悲しんでいるのだろうかと尋ねる人は多いです。こうし

た発言は非常に痛ましいものであったし、今もなおそうです。同様の経験をした人に話せた

りはしなかったので、とても孤立していました。私が10年前に感じた傷つきと孤立感は誰

にも感じてもらいたくありません。誰かわかってくれる人に話す必要があります」 



赤ちゃんの死は親御さんとケアの担い手との関係を変えるかもしれません。強い友情が育ま

れる場合もあれば、その人にもう二度と会いたくないと思うこともあります。 

あるお母さんはこんな風に伝えてくれました。 

「もう６年になるけれど、保育士さんの道を車で通り過ぎることが今もなおできないんです。

彼の死について彼女を責めてはいないけれど、あの日に何があったのか話すために彼女と会

うことはできませんでした」 

あなたがナニーであるなら、お世話をしていた赤ちゃんの死は、仕事、時にはおうちや友だ

ちのつながりさえを失うことを意味している。 

あなたが自分のグリーフを経験し、ご遺族の行動を受け容れようとしている間、理解のある

人に話をすることは役立つかもしれません。 

ララバイ・トラストの電話相談にサポートを求めてお電話いただくこともできます。 

ララバイ・トラスト 電話相談: 0808 802 6868 　月～金  10時 ‒ 17時　 土日 18時 ‒ 22時 

サポートを見つける 

あなたの赤ちゃんが亡くなった悲劇について話をすることは大きな助けとなります。すぐに

安心を求めて親しい親族や友人たちに頼る人は多いです。またGP（かかりつけ医）や保健

師、あなたの赤ちゃんを知っている助産師さんに話をすることもできます。身体的な症状が

出ていたり、気分がかなり沈んでいたりする状態なのであれば、ぜひそうしてください。 

赤ちゃんが亡くなったときに、あなたの感情に全く誰も助けになってくれなかったと感じて

いるかもしれませんが、心理面のサポートは短期的には、進み続けるのを助けてくれるでしょ

う。 

ララバイ・トラストが助けになれること 

ララバイ・トラストはご遺族に、ケアの担い手に、ご遺族と関わる専門家、赤ちゃんの死に

影響受けたり、関連のする人ならどなたに対しても、電話相談を提供しています。特別なト

レーニングを受けたアドバイザーのスタッフがいて、あなたの電話には直接応答します。あ

なたが伝えてくれた内容については外部に漏らすことはありません。 

ララバイ・トラスト 電話相談: 0808 802 6868 　月～金  10時 ‒ 17時　 土日 18時 ‒ 22時 



ビフレンダー  

ララバイ・トラストの電話相談アドバイザーは、似たような状況で赤ちゃんを亡くした経験

のある親御さん（または祖父母、叔父叔母）とおつなぎすることもできます。 

ビフレンダーの人たちは、サポートするために特別に準備をしてきています。あなたが望め

ばあなたや、あなたのご家族と会うこともできるでしょう。あるいは、電話で話したり、メー

ルでのやりとりを選ぶこともできます。 

紹介 

他にもアドバイスや支援をしてくれる団体はあります。 

ララバイ・トラストの電話相談にお電話ください。0808 802 6868 

支えを届ける 

何か声をかけることよりも、ただ傍にいることのほうが大事なこともあります。 

• 動揺している遺族に、その人が感じていることならなんでも表現させてあげてください。

たとえ、その感情が激しいものや、驚くようなものであったとしても。善い悪いを決めるよ

うな言葉はつかわないでください。 

• 亡くなったお子さんについて望むだけ、その両親が話しをできて、聴いてもらえる環境を

整えましょう。そのことが親御さんにとっては助けとなります。 

• 赤ちゃんの特性について気兼ねなく話してください。話題を避けることのないように。 

• 赤ちゃんの名前を呼んでください。 

• もし写真やスクラップブックが親御さんにとって慰めになるようなら、赤ちゃんの写真を

一緒にみることをおすすめします。 

• とりわけ、親御さんたちがあまりに困惑している場合、give them comfort  個々のニーズ

に応じるために、家族の中の他の子どもたちにも特別気にかけてあげてください。 



電話や、買い物、料理、育児など現実的な問題の手助けを申し出てください。主導権を奪わ

ないように気をつけてください。 

• 明らかな要望がないのであれば、赤ちゃんの洋服やリネンを洗わないでください。赤ちゃ

んの匂いのまだあるものに大きな安心を感じる親御さんも多いのです。 

• あなたが頼まれない限り、赤ちゃんの持ち物をしまいこんだりしないでください。後々、

後悔につながることもあるので、決して片付けたり、棄てたりしないでください。

心の準備ができたとき、それをすることが、折り合いをつける重要な一部となった

ときに、大体の親御さんはお子さんの持ち物を扱うでしょう。 

• 決して悲しんでいる人にどうすべきとか、どう感じるべきかなどは言わないでください。

全ての人が異なった反応をします。そしてその違いを受け容れることが大切なので

す。 

•死別経験の中に何かぽじティブなものを見出そうとしないでください。そうすることは、

親御さんが後々に、自分自身で行いたいことかもしれないし、行いたくないことかもしれま

せん。 

• 親御さんたちが、ある特定の問題についてどう感じているか分からない場合、尋ねてみま

しょう。どう感じているのか、どんな考えをもっているのかについて、勝手に想定したり、

推測するべきではありません。 

• ララバイ・トラストのリーフレットをご遺族に届けることについて心配しないでくださ

い。ご両親は、また残りの家族は、リーフレットを読むことでいくらかの安心感を得ること

ができるでしょう。 

• たとえ時々の電話だけであっても、数ヶ月時が経つ中でつながり続けて下さい。ある一定

期間が過ぎたら乗り越えるというわけではなく、家族や友人のサポートを必要とし続けてい

ます。 

• 記念日や、伝統的な、特別な家族ですごす日は、とりわけしんどい時期となります。より

支えることが力になるかもしれません。徐々に、年月が経っていけば、苦しみが減ってきた

という親御さんもいます。 

• あなたが支えていることがどれだけ価値があるかわからないかもしれませんが、支えるこ

とをやめないでください。 



次の赤ちゃんをもうけることについて 

また赤ちゃんをもうけることを決めるのはとても個人的なものです。あなたと伴侶の方の希

望や時期について一致しないこともあるかもしれません。 

お医者さんや小児科医に、将来の子どもについて相談をすることも助けになるかもしれませ

ん。 

亡くなった息子さんや娘さんの代わりとなる赤ちゃんはいません。というのも一人ひとりが

固有の性格をもった特別な存在だからです。 

もう一人お子さんをもうけることが、様々な入り混じった感情と共に、不安に感じることも

あると思います。例えば、幸せな気持ちと不安な気持ちが入り混じっていたり、あふれる愛

と、愛しすぎる恐怖が入り混じっていたりすることがあります。 

あるお母さんはララバイ・トラストに話してくれました。 

「トムの死によって私達の夢は砕け散りました。赤ちゃんたちに触れるのが今でも怖いです。

そして新たな子どもを愛しすぎるのを恐れています」 

あなたが新たなパートナーと歩んでいるのであれば、その人があなたの考えや、思いを理解

するのが難しいと思うこともあります。赤ちゃんと親の間にある強い絆を経験したことがな

い場合にはとりわけです。 

そうした感じていることについて正直に話すことや、はじめはある程度理解がなくても、辛

抱強さを示そうとすることも助けになります。このリーフレットや乳幼児の突然死に関する

その他の参考になる文献を新しいパートナーに見せたりすることも役立つでしょう。 



次の赤ちゃんのケア 

ララバイ・トラストには、また赤ちゃんをもうける時にご遺族へのサポートとして次の赤ちゃ

んケア（CONI）プログラムがあります。 

症状日記をつかったり、大きさをはかったり、動きを観察したり、体温をはかったり、体重

表をつけたり、保健師さんの定期的な訪問を通じて、親御さんがお子さんの成長を観察する

ことができます。こうしたことは、心配を和らげるのに役立ちます。 

CONIプラスは、乳幼児の突然死を経験したお子さんの拡大家族を対象として、他の理由で

突然亡くなったお子さんの親御さん、またいのちの危険がある出来事で苦しんだお子さん

の親御さんのためのものです。 

多くの病院やコミュニティ保健センターを通じて手に入るスキームもあります。もっと情報

をお求めのかたや、CONIやCONIプラスがあなたのお住いの地域にあるかどうか知りたい方

は、ララバイ・トラストのヘルプラインまでご連絡下さい。 

ヘルプライン：0808-802-6868 月～金　10時～17時 

                                                土日　18時～22時 

CONI 本部： 0114-276-6452 （シェフィールド） 

出版物 

ララバイ・トラストは乳幼児の突然死やそれに関わる課題、研究について、情報が掲載され

ている数多くの出版物を出しています。 

ご興味のある出版物をご要望の方は、ララバイ・トラストの事務所 020 7802 3200に電話を

することもできます。下記にある多くの出版物はウェブサイトから無料でダウンロードいた

だけます。お気軽にお訪ねください。www.lullabytrust.org.uk  

• 子どもの死亡事例検証 

検死・剖検やコロナーの役割を含め、赤ちゃんの予期せぬ突然の死をとりまく、現実的な

問題について保護者や養育者への案内を用意しています。 



•  死別と共に生きる、ウィンストンズ・ウィッシュ。 

死別を経験した子どもと家族のための支援とガイドについてリーフレットがあります。 

• CONI  

医療者や、ご遺族にララバイトラストによる、次の赤ちゃんサポートプログラムの詳細に関

して簡単な案内をご用意しています。 

•ファンドレイジング（資金調達） 

020-7802-3201にお電話いただくか、fundraising@lullabytrust.org.ukまでメールでご連絡い

ただき、ファンドレイジングセットのご希望を承ることもできます。 

用語集 

●コロナー 

コロナーは医師または弁護士、または両方兼務していることもあります。コロナーはすべて

の突然死、予期せぬ死、不自然な死を調査するjudicial officerです。 

●死因審問 

誰がなくなったのか、状況を特定し、その死因が特定できるかどうかについて決定するため

の、コロナーによる正式な調査のことです。 

●小児科医 

子どもの治療にあたる専門医です。小児科医は通常主たるコンタクトになります。 

●病理学者 

検死を行う医師のことです。 

●代謝障害 

遺伝的条件が科学的、人間の身体に関する化学的、物理的な過程（代謝）に影響を

及ぼすことがあります 

mailto:fundraising@lullabytrust.org.uk


グリーフサポートのために… 

電話： 0808 802 6868 

E mail :  support@lullabytrust.org.uk 

Visit: https://www.lullabytrust.org.uk/ 

ララバイ・トラストは　死別を経験したご家族へのサポート、赤ちゃ
んのための安全な睡眠についての専門家のアドバイスを提供してい
ます。乳幼児突然死に関する啓発活動をしています。 

The Lullaby Trust 

住所  ⅡBelgrave Road, London. SW1V 1RB 

このリーフレットはララバイ・トラストよって作成されました。リーフレットの情報は

2013年に最後に更新されました。 

チャリティ番号262101に登録。会社登録番号（会社法人番号）0100082． 

旧称　The Foundation for the Study of Infant Deaths (FSID) 

デザイン www.scissorspaperstonedesign.co.uk 

イラスト： Jane Padginton 

mailto:support@lullabytrust.org.uk
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