
新星総合法律事務所弁護士・医師
児　玉　安　司

（聞き手　山内俊一）

　警備や理（美）容業の就職時に、麻薬や大麻使用者ではない旨の診断書作成
を求められることがあります。肘関節の注射痕の有無で判断していますが、尿
や血液検査も開業医レベルで必要でしょうか。必要の際は、具体的な方法につ
いてご教示ください。

＜宮城県開業医＞

麻薬の診断書作成時の対応

　山内　この質問にあるような診断書
で、我々が参考にすべき基準といった
ものは何かあるのでしょうか。
　児玉　なかなか難しい質問で、麻薬
や大麻使用者について、精神保健指定
医が診断をする際には法律でどのよう
な検査が必要かという基準があるので
すけれども、実際に開業医の先生が請
け負われるときは、ドクターの裁量に
ゆだねられている範囲が非常に広くて、
ドクターの側がたいへん困られること
も多々あるようにお聞きしています。
　山内　実際問題として法律的な面で、
例えば診断書ですね、こういったもの
はある程度定義はされているものなの
でしょうか。
　児玉　診断書については、医師が診

断の結果、得た判断を表示し、人の健
康上の状態を証明するために作成する
文書と解釈されています。
　山内　それに関して、例えばこうい
った事例が来たときの作成の要件とい
ったあたりを含めて少し解説願えます
か。
　児玉　麻薬や大麻使用者ではない旨
の診断書について、個々の開業医がど
のような場合にどう判断すべきかとい
う手取り足取りの規制は細かく存在し
てはおらず、大枠として規制のポイン
トが３つあります。
　１つ目は故意に虚偽の診断書を作成
してはいけないというルールです。虚
偽診断書作成罪、刑法160条の条文が
ありまして、医師が公務所に提出すべ

き診断書、検案書、または死亡証書に
虚偽の記載をしたときには、３年以下
の禁錮または30万円以下の罰金に処す
るというたいへん厳しい規定がありま
す。
　山内　下手すると医師免許の取り上
げにもなりかねないということですね。
　児玉　ただ、これは過失で、つまり
何かのエラーがあって間違えて診断書
を書いたということは処罰されません。
わざと、故意に虚偽の診断書を作成し
たという場合だけが対象になっていま
す。
　山内　そのほかはどうなのでしょう
か。
　児玉　２つ目の重要なルールは、診
察をしないで診断書を作成してはいけ
ないということです。これは医師法20
条に「医師は、自ら診察をしないで治
療をし、もしくは診断書もしくは処方
箋を交付し、自ら出産に立ち会わない
で出生証明書等を交付してはならな
い」という規制がありまして、これは
刑事処罰の対象になっています。
　山内　さらにもう一つというのは何
でしょうか。
　児玉　３つ目は、正当な拒絶事由が
ない場合は診断書を交付しなくてはい
けないというルールです。診断書交付
義務として医師法19条２項に規定があ
ります。ただし、これは刑事処罰はあ
りませんし、これまで裁判例等で正当
な拒絶事由を比較的広く認めてきてい

ます。
　山内　ただ、いずれにしても、文章
としてはきちっとなっていますが、現
場でこれを運用するときにはかなりグ
レーゾーンがいっぱい出てきそうな感
じもしますね。
　児玉　おっしゃるとおりです。例え
ば診断書が詐欺や脅迫などの不正目的
で使用される疑いが客観的状況から濃
厚であるような場合については、診断
書を作成すること自体をお断りするこ
とはできますし、他方、ドクターの裁
量でどの範囲の検査をするかというこ
とを判断するのが医師資格に伴う権限
であり、義務として法律の中で定めら
れているところです。
　山内　例えば、あまり書きたくない
なといったようなケースで、どこかほ
かの公共の施設、警察病院みたいなも
のもありますが、ああいうところに依
頼するというわけにもいかないわけで
しょうか。
　児玉　それはなかなか難しい問題で、
今回の質問は麻薬や大麻等に関する質
問だけなのですけれども、今、社会生
活の中で、医師、歯科医師、薬剤師、
救命救急士などの医療関係の資格から、
理容師、美容師、さらには警備員にな
るとき等にも医師の証明書が必要とさ
れていますし、運転免許や成年後見制
度にかかわる判断等々、非常に広い範
囲の判断が医師に求められているとい
う状況があります。その中で、その全
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部を第三者の公的な機関にゆだねると
いうことになりますと、制度の運用も、
予算措置もなかなか難しいことになり
ますので、現実には一人ひとりのドク
ターがまさにプロフェッショナルとし
ての裁量をもって、この診断書という
なかなか重たい問題に向き合わざるを
得ない状況になっています。
　山内　具体的なところになりますが、
診断書作成のときの要件ですが、これ
だけでも、全部満たそうと思うと非常
にたいへんな感じがします。すべてを
やる必要は必ずしもないということで
しょうか。
　児玉　はい。例えば、薬物中毒の検
査方法や診断基準については、精神保
健指定医についての麻薬および向精神
薬取締法施行令が参考になります。そ
の施行令は、問診、視診、触診、聴診、
打診、禁断症状の観察、脳波検査、肝
機能検査、禁断症状誘発検査、尿検査、
経歴や環境の検討など、非常に広い範
囲の検査を列挙しています。
　山内　とてもできそうにないものも
ありますね。
　児玉　おっしゃるとおりです。ただ、
ここで大事なポイントは、どのような
ときに、どこまでの検査を施行するか
というのは、医師の合理的な裁量に基
づく判断とされていて、常に全部をや
る義務があるのではなく、例えば問診、
視診、触診の結果や、経歴や環境の検
討などを踏まえて、どこまでの検査を

するかを決めていく権限がドクターの
側にある。それは精神保健指定医のよ
うな、法が診断手順を定めている場合
だけでなく、開業医一人ひとりがこう
いう患者さん、あるいはこういう診断
書を求める方に向き合われたときに、
どこまでの検査をするかということ自
体の裁量をゆだねられている。常に全
部が義務ではない。どこまでやるかと
いうのは医師の判断だということにな
ります。
　山内　たとえて言いますと、この10
年来ずっと通院されているような患者
さんに対しては、まあ大丈夫だろうと
いうことで簡単な問診で済ますという
ことも可能ということでしょうか。
　児玉　おっしゃるとおりです。厳格
な要件を課しているときでも、経歴や
環境の検討などということで、長らく、
例えばかかりつけ医として、家族環境
から疾患の状況なども皆わかっている
ときに、簡単な問診で済ますことは医
師の裁量としてありうることと思いま
す。
　山内　問診の要ですけれども、例え
ば職業とか、そういったものなのでし
ょうか。
　児玉　ドクターが判断に必要な生活
状況も含めて、それを聞くことができ
るからこそ診断ができ、診断ができる
からこそ診断書が書ける。それだけ医
師という仕事が社会の中でたいへん信
用性の高い職業とされているので、そ

ういう対応を求められているというこ
とだろうと思います。
　山内　一方で、初診でいきなり来ら
れた場合はなかなか対応が難しいよう
な感じがしますね。
　児玉　おっしゃるとおりです。様々
な診断書の作成、とりわけ大麻、アヘ
ン、その他の薬物中毒に関連する診断
書について、初診で作成する場合には
正確性、実効性が不十分という議論も
あります。
　山内　例えば注射痕を調べるとあり
ますが、実際の刑事事件になりますと、
全身、裸にして検査することもやって
いるわけでしょうが、我々ではそこま
でなかなかできないですね。
　児玉　全くおっしゃるとおりです。
結局、どのような目的に使われ、その
診断書がどのような法律的な効果をも
たらすかということによって、必要と
される観察期間も検査の範囲も随分異
なってくるように思われます。
　ちょっと一例を挙げさせていただき
ますと、成年後見制度が高齢社会とと

もにだんだんにその活用の範囲を広げ
ているところですけれども、最高裁判
所事務総局は、以前から本人を診察し
ている医師が作成する場合、１回の診
察で作成されることが想定されるもの
の、初診など、医学上の資料が不十分
な場合は１カ月程度の期間、２～３回
の診察で作成されることが想定される
ということを、成年後見制度における
診断書作成の手引きの中で書いていま
す。これは成年後見という制度の重要
性、それがもたらす効果の重大性を考
えて、それに関する診断書を作成する
ときには、やはり初診では無理だろう
ということを示している内容だと思い
ます。
　山内　いずれにしても、個人と公と
のバランスのうえで我々もしっかりと
判断をしなければならないところでは
あるということが言えると思うのです
が。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　山内　ありがとうございました。
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のバランスのうえで我々もしっかりと
判断をしなければならないところでは
あるということが言えると思うのです
が。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　山内　ありがとうございました。
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