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　私は本屋が大好きである。インターネッ

トで書籍が購入できる時代であるが，たま

たま本屋で見つけた本を読むことができる

というのは，人生でとても大切で豊かな時

間であると信じている。

　先日，例によってぶらりと近所の本屋に

寄った。東野圭吾さんの『希望の糸』が文

庫化されていたので，さっそく購入し読ん

でみた。東野圭吾さんは日本で最も成功し

た推理小説作家である。今回話題にしよう

としている加賀恭一郎（俳優の阿部寛さん

が演じており，『新参者』というドラマシ

リーズや『麒麟の翼』『祈りの幕が下りる

時』といった映画で皆さんもご存じであろ

う）シリーズが有名であるが，ドラマでは

福山雅治さん演じる天才物理学者が登場す

るガリレオシリーズなどもあり，日本では

知らない人はいないだろう。他にもマスカ

レードシリーズが木村拓哉さん主演で映画

化されている。

　『希望の糸』はとても面白かった。加賀

恭一郎の従兄弟である松宮刑事の生い立ち

に触れているところもよかったし，ドラマ

で終始扱われている「嘘」についても改め

ていろいろと考えさせられた。そこで，こ

れをよい機会として今年は加賀恭一郎が登

場する小説をすべて時代順に読み直し，か

つ映画とドラマもすべて見直してみようと

決心した。今年の私の目標である。

　この原稿を書いている段階では，加賀恭

一郎が初めて登場する『卒業』（この時の

加賀は大学生である），警視庁捜査一課在

籍中の『眠りの森』，同じく警視庁捜査一

課にいた頃の『悪意』，練馬署に異動して

からの事件である『どちらかが彼女を殺し

た』までを読了し，その次の作品である

『私が彼を殺した』を読みはじめたところ

である。

加賀恭一郎の特徴

　加賀恭一郎はドラマや映画で阿部寛さん

が演じているため，視覚的にはそのイメー

ジが強い。小説の中の表現を拾うと「彫り

の深い顔立ちで眉毛は濃く顎は尖っている」

加賀恭一郎の特徴

加賀恭一郎と動機の探求

今
回
の
学
び

医療現場で間違いが直接患者の死亡や重篤な後遺障害に
直結する状況がある中で，意図と動機はその行為の責任問
題をめぐって重要な問題である。
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（これはそのまま阿部ちゃん），「歯は白い，

背が高く180cmくらいある」（阿部ちゃんは

189cmだから小説よりかなりでかい！），

「高校の恩師から『単なるサラリーマンに

はなるまい』と思われていた」（実際に加

賀恭一郎は大学卒業後一時教師になってそ

れから刑事に転職している）といったこと

がその特徴である。

　推理小説なのだから，当然のことではあ

るが加賀恭一郎の丹念な捜査スタイルは小

説の見どころの一つとなっている。地道に

証拠を集めて深く吟味していくその姿勢が

素晴らしいのだが，それ以上に加賀恭一郎

がこだわっているのはその犯罪が起こった

動機の理解である。あるいは解明に至るプ

ロセスへの当事者の関与である。

　『希望の糸』には「刑事というのは，真

相を解明すればいいというものではない。

取調室で暴かれるのではなく，本人たちに

よって引き出されるべき真実というものも

ある」というセリフがある１）。加賀恭一郎

は「その見極めに頭を悩ませるのが，いい

刑事だ」と述べており，おそらく加賀恭一

郎自身もその見極めに大変な労力を注ぎ込

んでいるのであろう。

刑事の捜査と
医療安全管理者の調査

　捜査とは，犯罪に対して捜査機関が犯人

を発見・確保し，かつ証拠を収集・保全す

る目的で行う一連の行為とされている。捜

査機関は通常国家権力であり，そこには強

制的な権限行使を含んでいる。一方で調査

とは，調べて物事の事情・詳細を明らかに

することといった意味である。

　医療安全の歴史の中で，医療事故をいか

に扱うかという議論が何十年もなされてき

た。医師法21条と医療事故の取り扱いの

関係や第三者機関への報告と警察報告との

関係など，いまだに明確な結論が出ていな

い話題ではあるが，医療への刑事司法の関

与という点で非常に重要な問題を孕んでい

る。

　一方で，いわゆる紛争解決の問題として

は，対話仲介者やメディエーターといった

第三者を介入させることで当事者間での対

話を促進し，紛争解決を目指すといった方

向性が医療では前面に打ち出されるように

なった。紛争解決手法として，権力性と自

律性という観点から整理すると，最も権力

性が高く解決根拠が法律という堅固なもの

が訴訟である。双方の自発的な意思に依存

し，判断根拠も双方の考え方で決まってし

まうのが交渉である。そして，この交渉と

訴訟の間に，第三者を介入させる仲裁や調

停といったものが入ってくる（図１）。
　医療安全管理者の調査という言葉の裏に

は，事故の被害者とその医療にかかわった

当事者の間での対話による解決を目指した

いという欲求が潜んでいるように思える。

対話を促進するためにこそ，事実の事情・

詳細を明らかにする必要があるということ

でもある。あるいはその詳細を明らかにす
刑事の捜査と

医療安全管理者の調査 図１：紛争解決手法
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るプロセスに被害者も当事者もかかわるこ

とによって，双方にとって有益な解決を目

指すということかもしれない。加賀恭一郎

の「本人たちによって引き出されるべき真

実というものがある」１）というセリフは，

まさに個別の状況における個々人の想いと

いうものを念頭に置いた真実の解明を考え

ているのだろう。

　加賀恭一郎は『新参者』の中で，「俺は

ね，この仕事をしていて，いつも思うこと

があるんです。人殺しなんていう残忍な事

件が起きた以上は，犯人を捕まえるだけ

じゃなく，どうしてそんなことが起きたの

かってことを徹底的に追求する必要があ

るってね。だってそれを突き止めておかな

きゃ，またどこかで同じ過ちが繰り返され

る。その真相から学ぶことはたくさんある

はずです」といったことを述べている２）。

　再発予防という言葉は，医療安全の世界

でもしばしば繰り返されるキーワードであ

る。だが，この言葉の重さについては十分

な吟味がないように思われる。加賀恭一郎

の仕事ぶりから考えてみれば，そこでは動

機の解明が重要なのだ。

意図と動機

　本連載においても，リースン（James 

Reason）のヒューマンエラーについて簡

単に解説したことがある３）。リースンの

ヒューマンエラーの分類では，行為を意図

したものと意図しないものに分類する。さ

らにその下位で行為の失敗，記憶の失敗，

思い込みによるエラー，違反といった分類

を行う（図２）。実際に，この分類を院内
で起こったエラーの事例に当てはめてみる

と，ここで述べられている意図とはどの段

階のものを言っているのだろうと疑問に感

じることがある。

　リースンのヒューマンエラーの分類を事

例検討に応用するためには，意図はその行

為自体を行う際の直前の意識状態に限定し

たものであると考えるべきである。さら

に，意図とは別にその行為の動機といった

ものを考えないと，行為自体の是非を問う

ことは難しい。次に，具体的な事例で考え

てみよう。

▶事例１
　医師が，低カリウム血症に対してカ

リウム20mEqを点滴ボトルに注入す

るように指示する。看護師は，患者の

ところへ行くとボトルに注入すべきカ

リウムを点滴ラインから静脈注射（iv）

してしまった。直後に患者は心停止に

至った。

　看護師はカリウムを点滴ラインから静脈

注射したのであるから，これは明確に意図

した行為である。本来はボトルに注入すべ

き薬を「勘違い・思い込み」で静脈注射し

たと考え，意図した行為のうち思い込みの

エラー（ミステイク）として分類される。

意図と動機

　医師が，低カリウム血症に対してカ

リウム20mEqを点滴ボトルに注入す

るように指示する。看護師は，患者の

ところへ行くとボトルに注入すべきカ

リウムを点滴ラインから静脈注射（iv）

してしまった。直後に患者は心停止に

至った。

リウム20mEqを点滴ボトルに注入す図２：「不安全行動」の分類
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　では，この行為に至る動機は何だろうか？

　看護師としての資格を有し，病院の業務

の中で患者を救おうと思って行った行為で

あるから，動機は「業務として」とか「低

カリウム血症の患者を救おうとして」とい

うことになるだろう。決して患者を死なせ

ようとして行った行為ではない。

　こういう観点から，医療現場で行われる

行為は普通は悪意に満ちた動機というもの

はあり得ない。それゆえ，医療従事者の起

こした事故に対して刑事責任を追及するこ

とへの抵抗が強いのである。

　一方で，危険薬のカリウムを静脈注射す

るというのは，あまりにも安易であり慎重

さに欠けていると非難されても仕方がな

い。危険であるということの認識の欠如に

は動機は存在しない。これは悩ましい問題

である。

▶事例２
　右の胸水貯留に対して右側へ胸腔ド

レーンを挿入すべきところを，看護師

も医師も十分に確認を行わず左胸へド

レーンを挿入してしまった。

　この場合，ドレーン挿入に先立って左右

の確認の操作が必要となる。しかし，医師

も看護師もその操作を行わなかった。ド

レーン挿入自体は意図しないとできないこ

とであるから，リースンの分類で言えば意

図した行為のうち思い込みによるエラーで

ミステイクとして分類できる。だが，もち

ろん胸水貯留の診断・治療を目的とした行

為である。つまりそれが動機となる。一方

で，左右の確認の操作を行わなかった動機

は，治療の目的とは別に考えられる。

　その手順が面倒であったり十分に必要性

が理解されていない場合，「時間を短縮す

るため」「面倒なことを省くため」「左右確

認の手順を行おうとすると医師が不機嫌に

なるからそれを避けるため」といったこと

が動機となるかもしれない。こういった動

機は非難の対象となり得るだろう。

意図と動機の明確化

　意図や動機について深く考えはじめる

と，これは行為や自由意思などの哲学的な

議論となる。紙幅の関係で詳細は述べられ

ないが，この問題に対する哲学的な議論は

不十分なものが多い。医療現場で間違いが

直接患者の死亡や重篤な後遺障害に直結す

る状況がある中で，意図と動機はその行為

の責任問題をめぐって重要な問題である。

しかし，いまだ十分にその議論がなされて

いるとは思えない。むしろ自分自身も含め

て意図と動機については，ある点から思考

停止に陥っていたとも思える。

　東野圭吾さんの小説の話から，意図と動

機に関する哲学的な議論にまでずいぶん話

が大きくなってしまったが，まずは加賀恭

一郎の登場する作品を読破しドラマと映画

はすべて鑑賞するという今年の目標を達成

しつつ，意図と動機の不明瞭な問題につい

て年内に一定の見解を出すというのが私の

もう一つの目標となる。

　医療現場はいろいろなことが起こって

日々多忙ではあるが，できれば加賀恭一郎

のように「徹底的に追求する」，そして「そ

の真相から学ぶ」ということを心がけてい

きたいものである。
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　右の胸水貯留に対して右側へ胸腔ド

レーンを挿入すべきところを，看護師

も医師も十分に確認を行わず左胸へド

レーンを挿入してしまった。

意図と動機の明確化
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