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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、死亡事例の予防可能性を主とした後方

視的検証（パイロットスタディー）を行い、その結果につき報告を行っている(日児誌

120(3) 662-672)。今回、パイロットスタディーに登録された乳児死亡事例 214例のデー

タを用いて、統計上の死因と臨床上の死因の合致性、および記載された死因と実際の死因

との合致性につき、乳児死亡簡単分類を基軸として、さらなる後方視的検証を行った。 

死亡統計上の乳児死因簡単分類の各分類の事例数と、パイロットスタディー事例の各分

類の事例数との間には、かなりの乖離が認められたが、①死亡診断書/死体検案書の記載

死因を把握しえた事例の割合が 2/3程度にとどまったこと、②他の都府県で死亡した事例

が混在している事、また逆に他の都府府県で死亡した事例の把握が困難であることから、

その理由の検証は不可能であった。 

記載されていた死亡診断書/死体検案書の死因病名と、検証の結果の死因病名との間に

も、かなりの乖離が確認され、乳児死因簡単分類の変更を要した事例（レッド事例）は、

検討した 214事例のうち 58例（27%）存在しており、乳児死因簡単分類の変更を要さない

ものの、「Ⅱ欄への追記を含む、何らかの修正が望まれるが、乳児死因簡単分類の変更を

伴わない事例」や「死因の明確化のためにはさらなる詳細情報の記載が望まれる事例（Ⅰ

欄への追記を要する事例）」と定義づけたイエロー事例も、検討した 214事例のうち 48

例（22%）存在していた。 

 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あり、また

遺族に手渡しするものでもあり、死亡診断書/死体検案書の記載内容から、正確な死因統

計を取ることは実質不可能といえ、死後に包括的な情報を集約したうえで、死因の検証を

行う体制（チャイルド・デス・レビュー）の整備が不可欠であると考えられた。 
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Ａ．研究目的 

 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、死亡事例の予防可能性を主とし

た後方視的検証（以下、パイロットスタデ

ィーと呼称する）を行い、小児科学会雑誌

に報告を行った(120 巻 3号 662-672）。こ

の検証では小児死亡を 5歳未満と 5歳以上

の 2群に分け、死因を 10のグループ（表

１）に分けて検討を行ったが、死因統計か

らコーディング表（表２）に則って分類し

たグルーピングと、実際のパイロットスタ

ディーのグルーピングとの間には、明らか

な相違が確認された（表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３：死因統計上のグルーピングの事例数（左）

とパイロットスタディーのグルーピング（右）の

事例数との相違(日児誌 120(3) 662-672) 

 

本研究ではさらなる検証のため、対象を

乳児に限定し、統計上の死因と臨床上の死

因の合致性・および記載死因と実際の死因

の合致性につき後方視的検証を行った。 

 

 

  

表１：日本小児科学会の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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表 2：乳児死因簡単分類、ICD10 死因基本分類コード、パイロットスタディーグルーピングの相関表 
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Ｂ．研究方法 

 東京都、京都府、群馬県、北九州市におけ

る 2011年の乳児死亡は死亡統計上 311名で

あった。一方で、パイロットスタディーに登

録された乳児例は 246 例であったが、死亡

診断書/死体検案書の記載が確認しえた事

例は、計 214例であった。 

パイロットスタディーに登録された事例

の、登録時に記載されていた死亡診断書/死

体検案書の記載病名に基づき乳児死因簡単

分類への振り分けを行い、死亡統計上の乳

児死因簡単分類との比較を行った。 

ただし乳児死因簡単分類は、通常の死因

簡単分類で分類されている死因であって

も、Ba1-44 に分類されない死因の場合には

Ba45（その他の全ての疾患）に分類せざるを

得ず、真の不詳死の同定に支障があるため、

Ba45 に該当する不詳死以外の死因に関して

は、通常の死因簡単分類で別途表すことと

した。 

パイロットスタディーでは、死亡診断書/

死体検案書の記載病名だけではなく、ナラ

ティブに死亡に至る経緯を記載した要旨も

登録されており、その要旨を参照に、複数の

医師で改めて死因として記載すべき病態の

検討を行い、もともとの記載死因との合致

性に関しての検証を行った。そのうえで、改

めて検討した死因に基づいて乳児死因簡単

分類への振り分けを行い、「統計上の乳児死

因簡単分類」、「記載死因病名の検証を行う

前の、パイロットスタディーにおける乳児

死因簡単分類」、「記載死因病名の検証を行

った後の、パイロットスタディーにおける

乳児死因簡単分類」との比較を行った。 

最後に表３でしめしたような「日本小児

科学会の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」

に振り分けを行い、比較を行った。 

なお本研究では、死体検案や解剖を行っ

た結果が臨床医にフィードバックされてい

ない事例に関しては、記載された要旨から

最大限の死因の推測を行い、判然としない

ものに関しては不詳死として取り扱った。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、各地域における倫理審査を行

い承認を得た情報をもとにしているが、報

告書の記載に際し、個別の事例の特定につ

ながらないよう配慮を行った。 

 

Ｃ．研究結果   

「統計上の乳児死因簡単分類」、「記

載死因病名の検証を行う前の、パイロッ

トスタディーにおける乳児死因簡単分

類」、「記載死因病名の検証を行った後

の、パイロットスタディーにおける乳児

死因簡単分類」との比較につき、表 4Aに

掲示した（今回の検討で、記載死因の変

更を検討すべきと判断された事例の、乳

児死因簡単分類の分類変更について、矢

印で表している）。 

また表 4Bとして、乳児死因簡単分類の

変更を要した事例（レッド事例）の事例

数と変更割合を掲示した。なお乳児死因

簡単分類の変更を要さなかった事例で

も、「Ⅱ欄への追記を含む、何らかの修

正が望まれるが、乳児死因簡単分類の変

更を伴わない事例」や「死因の明確化の

ためにはさらなる詳細情報の記載が望ま

れる事例（Ⅰ欄への追記を要する事

例）」をイエロー事例として掲示した。 

最後に「日本小児科学会のパイロット

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」の結果を表 5に

掲示した。 
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表 4A：「死亡統計」「死因検証前」「死因検討後」の乳児死因簡単分類（分類変更を矢印

で示した。中太矢印は該当事例が 2例、太矢印は該当事例が 3例であったことを示している。） 
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表 4B：乳児死因簡単分類の変更事例数と変更した割合 

レッド事例：乳児死因簡単分類の変更を伴う死因変更の変更が望ましい事例 

イエロー事例：死因変更は不要であるが、Ⅰ欄やⅡ欄への追記や修正が望まれる事例 
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表 5：「日本小児科学会のパイロットスタ

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」 

 

Ｄ．考察 

表 4Aからも明らかであるが、死亡統計

上の乳児死因簡単分類の各分類の事例数

と、実際の死亡診断書/死体検案書から本

研究の研究者らがコーディングした乳児

死因簡単分類の分類別の事例数（表中で

はパイロット事例数と記載したもの）と

の間には、かなりの乖離が認められた。 

なぜこのような乖離が生じているのか

を詳細に検討することは、本邦の乳児死

亡の統計上のコーディング処理の正確性

や傾向を把握する上で極めて有用であ

る。 

そのために今回の検討でも各都府県の

「市区町村別乳児死因簡単分類表」「死

亡月別乳児死因簡単分類表」「死亡時日

齢/月齢別の乳児死因簡単分類表」をそれ

ぞれ組み合わせて突合を試みたものの、

実際には①死亡診断書/死体検案書の記載

死因を把握しえた事例の割合が 2/3程度

にとどまったこと、②他の都府県で死亡

した事例が混在している事、また逆に他

の都府府県で死亡した事例の把握が困難

であることから、今回は断念せざるを得

なかった。このような検討を行うために

は、各都道府県・政令指定都市が主幹と

なってチャイルド・デス・レビューを行

う枠組みの整備は必須である。 

今回の検討で、医師の記載した死亡診

断書/死体検案書の死因病名は、実態とは

かけ離れたものとなっている可能性が強

く危惧された。乳児死因簡単分類の変更

を要した事例（レッド事例）は、検討し

た 214事例のうち 58例（27%）存在して

おり、乳児死因簡単分類の変更を要さな

いものの、「Ⅱ欄への追記を含む、何ら

かの修正が望まれるが、乳児死因簡単分

類の変更を伴わない事例」や「死因の明

確化のためにはさらなる詳細情報の記載

が望まれる事例（Ⅰ欄への追記を要する

事例）」と定義づけたイエロー事例も、

検討した 214事例のうち 48例（22%）存

在していた。すなわちイエロー/レッド事

例合わせて、ほぼ半数近く（49%）の事例

が死亡診断書/死体検案書の記載に何らか

の疑義や不備が存在していると判断され

た。このことは我が国の死亡統計上、極

めて憂慮される事態である。 

実際、死亡診断書は、火葬許可を得る

ために速やかに発出しなければならない

という側面があり、かつ遺族値直接に手

渡しをしなければならない性質のもので

あり、医学的に妥当な死因病名を記載す

る以上に、その点での配慮を優先せざる

を得ないものである。それ故に、特に虐

待やネグレクトの寄与した死亡などは、

まったく記録に残らず、埋もれてしまう

ことが不可避といえる。 
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また、後にマクロ所見が判明し、明確

な死因が判明したとしても、本来死因変

更の手続きをする制度は担保されてはい

るものの、実際には死後にそのような死

因変更手続きを行ったという事例は、ほ

ぼ皆無なのが実情である。また、まった

く ICD10にそぐわないような死因病名が

記載されていたり、明らかに死因記載上

の不備がある事例であっても、実際に臨

床医に疑義照会がかけられることもな

く、そのままの状態で処理されているの

が実情である。 

このような現状を変えるためにも、死

亡診断書/死体検案書からの死亡統計だけ

ではない、医療者が複数人で妥当性を評

価したり、死後に包括的な情報が得られ

た後の、より正確な死因の評価を行うた

めの制度は不可欠である。臨床医にとっ

て例え死亡が治療の終了を意味するもの

であったとしても、このような活動を行

うことは、医師でしかなしえぬものであ

り、そのような検証の際に予防可能性に

ついても検証を行うことで、将来的な予

防可能死を減らすための知見は蓄積さ

れ、より有用な施策提言にもつながって

いき、実際的な子どもの死亡を減らすこ

とに直結すると思われる。 

 

実際に今回の検証で議論となった各種

事項につき、以下に列記する。 

 

＠死亡診断書の記載時期の問題 

＊代謝異常症など診断確定に時間を要す

る病態では、死亡時に確定診断困難であ

るため、死因として記載がし難い 

＊同じく敗血症などは。培養が出る前に

死亡した場合、あくまで敗血症の診断は

暫定である。またヘルペス感染症なども

死亡後に検査結果が判明するため、死亡

診断書の死因病名とずれが生じる原因と

なっている。 

 

＠死亡診断書記載のルールの不明瞭化 

＊一方で基礎疾患なく、通常死因となり

がたい肺炎や尿路感染症で死亡したとさ

れる事例では、敗血症の可能性が強く示

唆されるが、先行抗生剤投与がある場合

などで培養陰性の場合、臨床診断として

敗血症を記載することが困難である。 

 

＠終末期病態と実死因との乖離（死亡診

断書への記載順位の問題） 

＊また敗血症がいわば終末病態として記

載されている事例も多く、例えば消化管

穿孔などに続発した場合には、敗血症を

採集診断とするべきではなく、消化管穿

孔が死因としてコーディングされるよう

に、死亡診断書には記載する必要があ

る。 

＊同様に低酸素性虚血性脳症や出血性シ

ョックなどが死因として記載されている

事例も複数存在したが、あくまでこれら

は終末病態であり原因となった病態を特

定し、それを死因として記載すべきであ

る。 

＊終末病態としての心不全をⅠ欄に、原

因となる先天性心疾患をⅡ欄としている

ケースも散見された。同じく終末病態と

しての死因とは判断しがたい肺炎を 1欄

の最後に記載している事例も散見された

が、Ⅱ欄に致死的な先天奇形が記載して

いる場合、それを死因とすることがより

妥当と思われた。 

＠統計処理されることを意識していな
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い、ICDに基づかない死亡診断書への記載

やコーディング困難な死因記載 

＊単純にⅠ欄のアイウエを並列に記載し

ている死亡診断書も多い。因果関係が明

確でなくとも、より死因としてコーディ

ングされるべき病態を後ろに記載するこ

とが望まれる。 

＊一方で、複数の医療機関でⅠ欄に「心

奇形→18トリソミー→先天性→不詳」の

ような、医学的には妥当ともいえる思考

プロセスではあるものの、死因のコーデ

ィングを行う上では不要で無効な記載が

散見された。このような記載は今回の検

証ではあえて「不詳死」として分類した

が、実際のコーディング作業は機械化が

進んでおり死因統計上も不詳死となって

しまう可能性が十分考えられる。 

＊これらの背景には、「Ⅰ欄の最下段が

原則的に死因となる」というルールがあ

まり臨床医に浸透していないことも一因

になっていると思われ、死亡事例の発生

時対応講習のような啓発機会が必要とい

える。 

 

＠死因記載のルールの不存在 

＊また、例えば複雑心奇形をもつ 18トリ

ソミーであれば、複雑心奇形を死因とし

て記載し、Ⅱ欄に 18トリソミーと書く選

択もあれば、Ⅰ欄の最後に 18トリソミー

を書く選択もあり、記載のルールが明確

でない。 

＊今回の検証では、18トリソミーがなけ

れば手術適応であった VSDなどが死期を

早めたと判断される場合、死因は 18トリ

ソミーとすべきと判断している。 

＊また心奇形が多岐に及ぶ場合、Ⅰ欄の

エに複数病名が列記されることとなる

が、このような場合もコーディングが困

難であり、例えば複雑心奇形（○○、○

○、○○）などと記載することで、コー

ディングが明快となるであろう。 

 

＠複雑死因の記載の困難性 

＊早産/超低出生体重児や複雑先天奇形児

の場合、唯一つに死因が特定できる場合

にはそれを記載すべきである。ただし複

合して合併症を発症した場合、早産/超低

出生体重児や複雑先天奇形をⅡ欄ではな

く死因そのものにせざるを得ない場合も

あり、その生じた合併症の重みづけは当

該主治医の判断となるため、最終的な死

因のコーディングは必然的にずれてしま

いうる。 

 

＠死因とはし難い病名の、死因病名記載 

＊APGAR4点以上の事例の死因が新生児仮

死とされている事例で、新生児脳症や多

臓器不全などの続発症の発生の記載がな

い事例も複数存在したが、仮死と死亡の

因果関係は不明であり、不詳と分類し

た。 

 

＠死因究明の精度上の不備 

＊急性気管支炎・急性細気管支炎による

死亡は、Ba18（肺炎）にコーディングで

きず、原因特定が不能な不詳死と同様の

Ba45（その他のあらゆる死亡）にコーデ

ィングせざるを得ず、SIDSと判断しえな

い不詳死がぼやけることとなってしまっ

ている。乳児死因簡単分類のみの統計学

的検証は、およそ真の不詳死が不明瞭に

なる危険がある。 

＊致死的とは言えない原疾患の存在を根

拠に、検視で剖検の必要がないと判断さ
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れている事例も散見された。このような

場合は死因は不詳とし、剖検を行うこと

を前提としなくてはならないはずであ

る。現場の検視官の判断を押してまで、

臨床医が剖検をすべきであると進言する

ことはほとんどなく、また進言したとし

ても採用はされない実情も改善すべきで

ある（死因究明を目的とした新法解剖

は、実際上ほとんど行われていない。ま

た新法解剖すべき事案への医師側の意見

も、死因究明法では「法医学的な法医学

に関する専門的な知識経験を有する者の

意見を聴き、死因を明らかにするため特

に必要があると認めるときは、解剖を実

施することができる」という記載にとど

まっており、臨床医の危惧を拾い上げる

体制は実質何もない。法医学者と臨床医

の間での剖検決定前の意見交換の機会も

ない）。 

 

＠不適切な SIDS 診断 

＊ALTEが死因として記載されている事例

も存在した。ALTEが多臓器不全にの契機

になったにしても、ALTEはあくまでⅡ欄

の扱いとなるべき病態である。 

＊Ⅱ欄に記載すべき既往が存在する場

合、SIDSと判断することは原則不可能な

はずである。また、いまだ剖検せずに

SIDSとの臨床判断が記載された死亡診断

書が散見されている。そのような事例の

中で、死亡態様を内因としていた事例も

存在していた。 

 

＠剖検実施事例について（臨床医－法医

連携下での死因に関するディスカッショ

ンを要する事例） 

＊剖検になった乳児早期事例で、生前に

未診断であった PDAが死因と記載された

事例が複数あるが、剖検時に器質的に閉

鎖していない PDA が確認されることはむ

しろ当然であり、これを死因としてはな

らない。 

＊発見時の overlappingや wedging事例

が不詳死となっていたが、窒息やその他

の外因と判断すべき事例も混在している

と思われる。今回の検証では、発見時の

overlappingや wedgingが明確な事例は、

不詳死とは分類せずその他の外因に分類

したが、このような死因病名も、遺族に

渡す死亡診断書/死体検案書には記載がた

めらわれるものとなっていると推察され

る。 

＊AHTを疑うべき事例や明らかな監督ネグ

レクトによる溺水といった虐待/ネグレク

トによる事例が、不詳死や溺水となって

いた。経過の詳記ではそれぞれ虐待/ネグ

レクトを疑った旨の記載があるが、この

ような医療者の疑いを死亡診断書/死体検

案書に反映させることは実質不可能に近

いと推察される。 

＊真冬の overheatingによる死亡など、

疑義のある事例もあり、包括的な情報共

有とディスカッションは不可避である 

 

いずれにしろ、死亡当日や翌日に速やか

にに記載しなくてはならない死亡診断書/

死体検案書のみに死亡統計を頼るのはお

のずと無理があることは明白である（こ

れは初動の１日だけで犯罪性の有無を見

極めようとする、死体検案にも当てはま

る）。そのためには、子どもの死亡を当

日のみで終わりにして蓋をする制度を超

えて、社会で改めて子どもの死亡を見つ

める、チャイルド・デス・レビュー制度
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の法制化を、本分担研究の立場からも改

めて提言したい。 

多機関連携でのチャイルド・デス・レ

ビューの実施には大きなハードルが存在

していることはが事実ではあるが、今回

の検証での中心的な解析対象となったの

は、ナラティブに死亡に至る経緯を記載

した平均 200文字程度の要旨である。こ

のような要旨が存在するだけで、死因統

計の制度は格段に上昇することは、今回

の検証からも明らかである。 

医療機関が CPCの形で法医学者とも連

携して、地域で発生した子どもの死の死

因に関して議論を行うことは、各医療者

がやろうと思うだけで、速やかに実施が

出来るはずである。予防可能死の検証を

行う上での便宜性から、提唱させていた

だいた「日本小児科学会のパイロットス

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」に関しては実質上

それほど大きなずれは生じていなかった

（表５）。このことは、実際に各グルー

プ別にパネルレビューを行う際に、大き

な混乱は生じずに実施可能であるという

ことを意味している。 

法律の施行がなければ CDRの実施はし

えないとの意見はしばしば耳にする。で

は「法律が成立され次第、すぐにでも CDR

の実施に協力することが出来る」と自信

をもって回答可能な地域はどれほど存在

しているであろうか。子どもの死亡に立

ち会う機会の多い我々医療者は、「先ず

隗より始めよ」の精神で、子どもの死因

究明の制度の改善に率先して取り組む必

要がある。 

 

Ｅ．結論 

 死因統計と実際の死亡診断書/死体検案

書との不一致性が明確化した。また実際

に記入された死亡診断書/死体検案書の記

載死因は、詳細な検証を行うことで、改

善を要する事例が看過できない程度に多

いことも示された。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

うことは困難であり、死亡診断書/死体検

案書の記載講習などの卒後教育の充実を

行うとともに、死後に包括的な情報を集

約したうえでの検証（チャイルド・デス

・レビュー）の実施が不可欠である。 
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