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〈翻 訳〉

医療損害責任の紛争事件審理における法律適用の
若干問題に関する最高人民法院の解釈

(最高人民法院裁判委員会2017年⚓月27日制定，2017年12月14日施行)

王 晨（訳)

医療損害責任の紛争事件を正確に審理し，法により当事者の適法な権益を保護し，調

和のとれた医師―患者関係の構築を推進し，衛生健康事業を促進するため，「中華人民

共和国不法行為責任法」，「中華人民共和国民事訴訟法」などの法律規定に基づき，裁判

の実務を踏まえ，本解釈を制定する。

第⚑条 (本解釈の適用範囲）

患者が診療活動において人身又は財産上の損害を受けたことを理由に，医療機関，医

療製品の生産者若しくは，販売者又は血液提供機関に不法行為責任を負うように請求す

る事件には，本解釈を適用する。

患者が美容医療機関又は美容医療科を設けている医療機関が実施している医療美容活

動において人身又は財産上の損害を受けたことを理由に提起した権利侵害紛争事件には，

本解釈を適用する。

当事者が提起した医療サービス契約紛争事件には，本解釈を適用しない。

第⚒条 (複数の医療機関を受診した場合の被告，第三者）

患者が同一の傷病により，複数の医療機関において診療を受けて損害を受け，一部又

は全部の医療機関を提訴した場合，人民法院は，その訴訟を受理しなければならない。

患者が受診した医療機関の一部を起訴した後，当事者が法によりその他の受診した医

療機関を，共同被告又は第三者として申請を追加した場合，人民法院は，その申請を許

可しなければならない。人民法院は，必要がある場合，法により関係する当事者を訴訟

参加に追加することができる。

第⚓条 (医療製品損害責任における被告，第三者）

患者が欠陥医療製品により，損害を受け，受診した医療機関の一部又は全部を提訴し

た場合，人民法院は，その訴訟を受理しなければならない。
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患者が医療製品の生産者，販売者，又は医療機関の一部だけを起訴し，当事者が法に

よりその他の主体を，共同被告又は第三者として申請を追加した場合，人民法院は，そ

の申請を許可しなければならない。人民法院は，必要がある場合，法により関係する当

事者を訴訟参加に追加することができる。

患者が基準に達していない血液の輸血により，損害を受け，権利侵害訴訟を提起した

場合には，前⚒項の規定を参照し，適用する。

第⚔条 (医療損害責任における立証責任など）

患者が不法行為責任法第54条に基づき，医療機関が賠償責任を負うべきことを主張し

た場合，当該医療機関に受診し，損害を受けた証拠を提供しなければならない。

患者が医療機関及び医療関係者の過失，又は診療行為と損害の間に因果関係がある証

拠を提出することができず，法により医療損害の鑑定を申請する場合，人民法院は，そ

の申請を許可しなければならない。

医療機関が責任を負うべきでないと主張する場合，医療機関は，不法行為責任法第60

条⚑項の規定した状況などの抗弁事由につき，立証責任を負わなければならない。

第⚕条 (説明義務違反の立証責任）

患者が不法行為責任法第55条に基づき，医療機関が賠償責任を負うべきことを主張し

た場合，前条⚑項の規定に基づき，証拠を提供しなければならない。

手術，特殊検査，特殊治療を実施する場合，医療機関は，説明義務を負担し，かつ患

者又は患者の近親者の書面同意を得なければならない。ただし，不法行為責任法第56条

の規定した状況に当たる場合は，この限りでない。医療機関が患者又は患者の近親者の

書面による同意の証拠を提出した場合，人民法院は，これにより医療機関が説明義務を

尽くしたことを認定することができる。ただし，患者にそれを覆すに足りる証拠がある

場合，この限りでない。

第⚖条 (診療記録の範囲など）

不法行為責任法第58条に規定する診療記録には，医療機関が保管する外来カルテ，入

院誌，体温記録，医師の指示記録，検査報告，医学映像検査資料，特殊検査（治療）同

意書，手術同意書，手術及び麻酔記録，病理資料，看護記録，医療費用記録，退院記録

及び国務院衛生行政管理部門の規定するその他の診療記録を含む。

患者が法により人民法院に対して医療機関が保管している紛争関連の診療記録などを

提出するように申請し，医療機関が人民法院の指定する期限内に提出しなかった場合，

人民法院は，不法行為責任法第58条 2 項に照らし，医療機関に過失があることを推定す

ることができる。ただし，医療機関が不可抗力などの客観的原因により，提出すること
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が出来なかった場合は，この限りでない。

第⚗条 (医療製品損害責任の立証責任）

患者が不法行為責任法第59条に基づき，賠償を請求する場合，医療製品の使用又は輸

血で損害を受けた証拠を提供しなければならない。

医療製品の使用又は輸血と損害の間に因果関係がある証拠を，患者が提出することが

できず，患者が法により鑑定を申請した場合，人民法院は，その申請を許可しなければ

ならない。

医療機関，医療製品の生産者若しくは販売者又は血液提供機関が責任を負うべきでな

いことを主張した場合，医療製品に欠陥が存在しないこと又は血液が合格製品であるこ

となどの抗弁事由につき，立証責任を果たさなければならない。

第⚘条 (専門的問題に関する鑑定）

当事者が法により医療損害責任の紛争における専門的問題について，鑑定を行うこと

を申請した場合，人民法院は，その申請を許可しなければならない。

当事者が鑑定を行うことを申請をしていない場合において，人民法院が，前項に規定

する専門的問題について，鑑定をする必要があると認めるときは，職権に基づき，鑑定

を委任しなければならない。

第⚙条 (医療損害責任の鑑定者の確定）

当事者が医療損害の鑑定を申請する場合は，当事者双方が協議して鑑定者を確定する。

当事者が鑑定者につき，一致する意見に達することができず，人民法院が鑑定者を確

定する方法を提出し，当事者がそれに同意した場合，当該方法に基づき，鑑定人が確定

される。当事者がそれに同意しない場合，人民法院が，鑑定人を指定する。

鑑定人は，相応の鑑定能力を具備し，鑑定要求に合致する専門家から確定をしなけれ

ばならない。

第10条 (鑑定資料の提供及び質疑）

医療損害の鑑定を委託する場合，当事者は，要求に従い，真実の，完全な，かつ充分

な鑑定資料を提供しなければならない。提供された鑑定資料が要求に合致しない場合，

人民法院は，当事者に資料の変更又は補充を通知しなければならない。

人民法院は鑑定を委託する前に，当事者を招集し，鑑定資料につき，質疑を行わなけ

ればならない。

第11条 (医療損害鑑定の事項など）

鑑定委託書は，明確な鑑定事項及び鑑定要求の記載を有しなければならない。鑑定者

は，鑑定委託の事項と鑑定要求に従い，鑑定を行わなければならない。
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下記のような専門的問題は医療損害鑑定の申請事項とすることができる。

⑴ 診療行為の実施における故意・過失の有無

⑵ 診療行為と損害の結果との間に因果関係の存否及び原因力の大小

⑶ 医療機関が説明義務を果たしているかどうか，患者又はその近親者の書面同意書

を得ているかどうか

⑷ 医療製品に欠陥があるかどうか，当該欠陥と損害の間の因果関係の存否及び原因

力の大小

⑸ 患者の損傷障害の程度

⑹ 患者の介護期間，休養期間，栄養補足期間

⑺ その他の専門的問題

鑑定要求には，鑑定者の資質，鑑定者の構成，鑑定手続，鑑定意見，鑑定期限等を含

む。

第12条 (原因力）

鑑定意見は，患者に損害をもたらす全部の原因，同等の原因，二次的原因，軽微な原

因，又は患者の損害との因果関係がないことに基づき，診療行為又は医療製品等が患者

に損害をもたらす原因力の大きさを表現する。

第13条 (鑑定意見への質疑）

鑑定意見に対し，当事者による質疑を行わなければならない。

当事者が鑑定者の出廷証言を申請し，人民法院による審査・同意を経た場合，又は人

民法院が鑑定者の出廷について必要があると認める場合，人民法院は，鑑定者に出廷証

言をするよう通知しなければならない。

鑑定者が健康上の原因，自然災害等の不可抗力又はその他の正当な理由により，期限

通りに出廷が出来なかった場合，人民法院は，開廷を延ばすことができる。人民法院の

許可があれば，書面説明，視聴転送技術又は視聴資料等の方式で証言することもできる。

鑑定者に前項に規定する理由がなく出廷証言を拒否し，当事者も鑑定意見に対し同意

しない場合，人民法院は，当該鑑定意見を採用しない。

第14条 (専門家の意見）

当事者が，鑑定意見又は事件のその他の専門的事実問題に対し，意見を述べてもらう

ために一名から二名までの医学専門知識を有する者の出廷を申請し，人民法院が許可し

た場合，人民法院は，医学専門知識を有する者が出廷するように通知しなければならな

い。

前項に規定する医学専門知識を有する者の提出した意見は，当事者の陳述と見なされ
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る。意見は質疑を経て事件の事実認定の根拠とすることができる。

第15条 (鑑定意見の採用）

当事者が自ら鑑定者に委託して医療損害の鑑定意見を作成させ，その他の当事者がそ

れに同意した場合，人民法院は，その鑑定意見を採用することができる。

当事者が共同で鑑定者に委託して医療損害の鑑定意見を作成させ，一方の当事者がそ

れに同意しない場合には，当該当事者は，明確な異議内容及び理由を提出しなければな

らない。審査を経て異議の成立を証明するに足りる証拠がある場合，人民法院は，その

鑑定意見を採用しない。異議が成立しない場合，人民法院は，その鑑定意見を採用しな

ければならない。

第16条 (過失の認定）

人民法院は，医療機関及び医療関係者の過失について，法律，行政法規，規則及びそ

の他の関連診療規範に従い，認定を行わなければならない。その際，患者病状の緊急程

度，患者個体の差異，当地の医療水準，医療機関及び医療関係者の資質等の要素を総合

的に考慮することができる。

第17条 (説明義務違反における損害の認定）

医療関係者が不法行為責任法第55条⚑項の規定する義務に違反したが，患者の人身に

損害を与えておらず，患者が医療機関に損害賠償責任の負担を請求した場合，人民法院

は，それを支持しない。

第18条 (緊急医療措置の実施）

生命の危険に瀕している患者の救助等の緊急な事情により，患者に意見を求めること

ができないとき，下記の状況を，不法行為責任法第56条の規定する患者の近親者に意見

を求めることができないこととして認定することができる。

⑴ 近親者が行方不明になっているとき

⑵ 適時に近親者と連絡をとれなかったとき

⑶ 近親者が意見を言わないとき

⑷ 近親者の間で一致する意見に達しえなかったとき

⑸ 法律又は法規が規定するその他の状況があるとき

前項のときにおいて，医療関係者が医療機関の責任者又はその授権を受けた責任者の

許可を経て，直ちに相応の医療措置を実施し，これによって患者が医療機関に賠償責任

の負担を請求したとき，人民法院は，それを支持しない。医療機関及びその医療関係者

が相応の医療措置を行うことを怠り，患者に損害をもたらし，患者が医療機関に賠償責

任の負担を請求した場合，人民法院は，それを支持しなければならない。
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第19条 (共同不法行為責任）

二つ以上の医療機関の診療行為が患者に同一の損害をもたらし，患者が医療機関に賠

償責任の負担を請求した場合，人民法院は，それぞれの状況に応じて，不法行為責任法

第⚘条，第11条又は第12条の規定に従い，各医療機関による賠償責任の負担を確定しな

ければならない。

第20条 (招聘された医療関係者の過失に対する医療機関の責任）

医療機関が本組織以外の医療関係者を招聘し，患者に診療を行わせ，招聘された医療

関係者の過失により患者に損害を与えた場合には，招聘した医療機関が賠償責任を負担

する。

第21条 (医療製品の欠陥又は輸血等による損害賠償責任）

医療製品の欠陥又は基準に達していない血液の輸血により損害を受け，患者が医療機

関，欠陥医療製品の生産者若しくは販売者又は血液提供機関に賠償責任の負担を請求し

た場合，人民法院は，これを支持しなければならない。

医療機関が賠償責任を果たした後，欠陥医療製品の生産者若しくは販売者又は血液提

供機関に求償を求めるときは，人民法院は，これを支持しなければならない。

医療機関の過失により医療製品に欠陥を生じ，又は血液が基準に達しなくなった場合

において，医療製品の生産者若しくは販売者又は血液提供機関が賠償責任を果たした後，

医療機関に求償を求めるときは，人民法院は，これを支持しなければならない。

第22条 (医療製品損害責任における共同不法行為）

欠陥医療製品と医療機関の過失による診療行為が共同で患者に同一の損害を与え，患

者が医療機関と医療製品の生産者又は販売者に連帯責任の負担を求めた場合，人民法院

は，これを支持しなければならない。

医療機関又は医療製品の生産者若しくは販売者が賠償責任を果たした後，その他の責

任主体に求償を求めた場合，人民法院は，診療行為と欠陥医療製品が患者の損害に与え

た原因力の大きさに従い，相応の金額を確定しなければならない。

基準に達していない血液の輸血と医療機関の過失による診療行為が共同で患者に同一

の損害を与えた場合，前2項の規定を参照し，適用する。

第23条 (懲罰的損害賠償）

医療製品の生産者又は販売者が医療製品に欠陥の存在を明らかに知りながら製造又は

販売を続け，患者の死亡又は健康に対する重大な損害をもたらし，権利を侵害された者

が生産者又は販売者に損害賠償及び二倍以下の懲罰的賠償を求めた場合，人民法院は，

これを支持しなければならない。

医療損害責任の紛争事件審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院の解釈（王)
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第24条 (損害賠償金額の計算基準）

権利を侵害された者が賠償責任の負担を請求するために同時に二つ以上の医療機関を

起訴した場合において，人民法院が審理した結果，受訴法院所在地の医療機関が法によ

り賠償責任を負わず，その他の医療機関が賠償責任を負うべきであるとき，障害賠償金，

死亡賠償金の計算につき，下記の状況に基づき，処理をする。

⑴ 一つの医療機関が責任を負うとき，当該医療機関の所在地の賠償基準に従い，執

行をする。

⑵ 二つ以上の医療機関が責任を負うとき，より高い賠償基準を有する医療機関所在

地の基準に従い，執行をする。

第25条 (近親者による医療損害賠償請求など）

患者が死亡した後，その近親者が医療損害賠償を請求した場合，本解釈を適用する。

患者の医療費，葬儀費などの合理的な費用を支払った者がその費用の賠償を求めた場合，

本解釈を適用する。

本解釈における医療製品は，薬品，消毒薬，医療器械等を含む。

第26条 (本解釈の時間的効力）

本人民法院の以前公布した司法解釈が本解釈と一致しない場合，本解釈を基準とする。

本解釈が施行された後もなお終審していない案件には，本解釈を適用する。本解釈が

施行される前に既に終審し，当事者が再審を申し立て，又は裁判監督手続に基づき，再

審が決定された案件には，本解釈を適用しない。

翻 訳
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