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別紙 

諮問第９９２号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「○○病院に関連する精神保健指定医の指定の取消しについて」ほか 11 件の一部開示

決定及び「○○病院に関連する精神保健指定医の指定取消事案を受けた今後の対応につい

て（通知）」ほか 1 件の開示決定は、いずれも妥当である。 

 

２ 異議申立ての内容 

（１）異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第５号。以下

「条例」という。）に基づき、異議申立人が行った「○○病院の医師が『精神保健指定医』

の資格を不正取得したなどとして、今年２度にわたって厚生労働省に指定を取り消され

た問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診

療報酬の不正・返還についての情報一切。」の開示請求に対し、東京都知事が平成 27 年

12 月 18 日付けで行った一部開示決定及び開示決定について、それぞれ取消しを求める

というものである。 

 

（２）異議申立ての理由 

異議申立書及び意見書における異議申立人の主張を要約すると、以下のとおりである。 

 

ア 異議申立人に対する一部開示決定及び開示決定を取り消して、対象情報をさらに特

定し、請求した情報を全部開示する、との決定を求める。また、公益上の理由による

裁量的開示を求める。 

 

イ 情報の検索が不十分であるか、対象情報を解釈上の不存在と判断することが違法で

あるか、対象情報を情報公開の対象外であると判断することが違法である。非開示情

報は、いずれも条例７条２号にも３号にも６号にも全て該当しないか、またはたとえ
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２、３号に該当したにせよ、同ただし書イ、ロ、ハ全てに該当する。本件非開示情報

は、条例９条に該当する。 

 

ウ 開示請求公文書の特定について 

（ア）本件異議申立てでは、文書の特定についても争っている。本件担当課のみならず、

保健所、精神医療審査会、精神保健福祉センター、警視庁、消防等において公文書

を特定すべきである。それら担当課を実施機関担当課に含めて答申を受けたうえで

改めて開示決定等すべきである。むろん、他にも本件対象公文書があれば特定すべ

きである。 

 

（イ）指定医問題に付随する診療報酬の不正・返還に関する公文書について、都におい

ても、その判断を示す公文書やその判断に至る経緯を示す公文書等を特定すべきで

ある。また、診療報酬のうち不当に受け取った分については自主返納する旨の文書

を収受しているのであれば、対象公文書として特定すべきである。 

 

（ウ）何よりも処分を受けた精神保健指定医（以下「指定医」という。）の判断の当否を

検証したことに対する報償費、場所代や交通費やコピー用紙代やお茶代等の食糧費

といった、検証に関する情報を記載した公文書が一切特定されていない。 

 

エ 不開示部分の不開示情報非該当性 

（ア）厚生労働省職員の電子メールアドレスの情報は、明らかに条例７条２号ただし書

イ、ロ、ハに該当する。また、公になっているメールアドレスに対して業務に支障

を来すほどメールが押し寄せていることはなく、同条６号には該当しない。 

 

（イ）本件の場合を含めて指定医の指定を取り消された指定医の氏名は公表等されてお

り、また、民間に所属していたとしても精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。）19 条の４の規定により、特別職の

公務員である。したがって、条例７条２号ただし書イ、ロ、ハに該当する。 

 

（ウ）郵便番号、住所、電話番号は、指定医個人の住宅に係る情報ではなく、勤務先病
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院に係る情報であるから、条例７条２号に該当しないか、同号ただし書イ、ロ、ハ

に該当する。 

 

（エ）各精神科病院の名称であれば、法の規定に基づく調査に関する文書を開示請求す

れば開示になる情報であり、医療機関の名称は公になっている情報に該当する。調

査期間も当然、文書の保存期間内であることから、開示請求すれば自ずと判明する

情報である。したがって、指定医の氏名や勤務先病院名等の情報は、条例７条２号

ただし書イに該当する。 

 

（オ）指定医は、民間に所属していたとしても、法 19 条の４第２項により、特別職の

公務員である。したがって、指定医の勤務先病院名やその所在地等に係る情報は条

例７条２号ただし書ハに該当する。 

 

（カ）東京都が精神科病院に対して指定取消の調査をした日は、これを開示したとして

も、その病院の評判・経営等に悪影響を与えるおそれはないため、条例７条３号に

該当しない。たとえ該当したとしても、国家資格を違法・不当に取得したことは「違

法若しくは不当な事業活動」であり、資格要件のない人物により強制入院という公

権力の行使を受けることは人権侵害に他ならないため、同号ただし書イ、ロ、ハ全

てに該当する。 

 

（キ）病院名は、条例７条３号に該当しない。また、たとえ該当したとしても、上記（カ）

で述べた理由により、同号ただし書イ、ロ、ハ全てに該当する。 

 

（ク）起案文書の申請者は、指定を取り消された指定医であるから、上記（オ）で述べ

た理由により、不開示事由に該当しない。 

 

（ケ）住所のうち都道府県までは東京都と特定できているため東京都までは開示すべき

である。交付年月日は、いつから指定医という公務員になったかという情報である

ため、条例７条２号ただし書ハに該当する。 
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（コ）指定医番号は、すでに指定が取り消された指定医に係るものであり、条例７条２

号に該当しない。また、たとえ該当したとしても、同号ただし書イ、ロ、ハに該当

する。 

 

（サ）指定医の顔写真は、職務遂行に係る公務員の顔であるため、条例７条２号ただし

書ハに該当する。 

 

（シ）指定医の証に記載された情報は、指定医の職務遂行の内容に係る情報であり、指

定医の職務全般に診療記録記載義務が課されていることなどを踏まえれば、氏名、

指定医証番号、交付年月日等は、これを公表しても社会通念上指定医個人の正当な

権利利益を侵害するおそれがある情報とは認められない。したがって、条例７条２

号ただし書イ、ロ、ハに該当する。 

 

（ス）指定医証の返納の申請日、取消年月日は、指定医という公務員の職務遂行情報で

あり、条例７条２号ただし書イ、ロ、ハに該当する。 

 

（セ）指定医の印影は、氏名を開示すべきである以上、開示すべきである。 

 

（ソ）前代未聞の重大事件を受けて行われた検証への協力について、それを担当した者

が誰であるかという情報は、病院の責任者かそれに準ずる者として、その職責をも

って担当しているのであり、条例７条２号ただし書イ、ロに該当する。 

 

（タ）調査実施日の情報のうち条例７条３号により不開示とされた情報は、法や医療法

の規定に基づく調査結果を開示請求すれば公になる情報であり、国により定められ

た様式使用していることをもって、その様式を開示することが精神科入院事業に支

障を及ぼすおそれがあるとは言えない。 

 

（チ）患者の情報とされた情報のうち、指定医氏名は公務員の情報であるため開示すべ

きであり、入院形態は原処分でも開示しているため開示すべきである。 
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（ツ）勤務期間、勤務場所、勤務形態、出勤日、経過は、指定医という公務員の職務遂

行情報であるとともに、法や医療法の規定による調査結果等を開示請求すれば公に

なる情報であり、条例７条２号ただし書イ、ロに該当する。 

 

（テ）他の情報公開請求に対しても、病棟までなら開示になっているが、患者を特定す

ることができないため、病院名までは条例７条２号に該当しない。 

 

（ト）窓口、病院名、連絡先は、上記（テ）で述べた理由により、開示すべきである。 

 

オ 条例９条の不適用について 

公益上の理由による裁量的開示における裁量権の範囲の逸脱またはその濫用がな

かったことの説明が一切なされていない。本件問題の重大性、意見書作成日の直近の

指定医大量処分との関係等においても、公益上の理由による裁量的開示を実施しない

ことは、裁量権の逸脱またはその濫用があったと言うべきである。 

 

３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨 

理由説明書及び口頭による説明における実施機関の主張を要約すると、以下のとおりで

ある。 

 

（１） 対象公文書の特定について 

   指定医の取消しは、法 19 条の２第１項に、医師免許の取消しや医業停止を命ぜられ

たときは、厚生労働大臣は（以下「大臣」という。）指定を取り消さなければならないこ

と、また、同条２項に、法に違反したときや、その職務に関し著しく不当な行為を行っ

た場合、指定医として著しく不適当と認められる場合は、その指定の取消しや一定期間

の職務停止を命ずることができることが規定されている。 

本件は、厚生労働省が○○病院に関連する指定医の指定申請時に不正があったとして

指定医資格の取消し処分を行ったことにより、東京都が厚生労働省の依頼に基づき、処

分を受けた医師が行った業務の妥当性の検証について調査及び報告を行い、また、指定

取消しに係る精神保健指定医証（以下「指定医証」という。）の返納処理を行ったもので

ある。 
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実施機関は、「○○病院に関連する精神保健指定医の指定の取消しについて」ほか 11

件と「○○病院に関連する精神保健指定医の指定取消事案を受けた今後の対応について

（通知）」ほか１件を対象公文書として特定した。 

  

（２） 非開示理由について 

ア 厚生労働省担当者のメールアドレス 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。また、開示することにより、第

三者から大量の問合せ等が送られ、業務に支障を及ぼすおそれがあることから、条例

７条６号によっても非開示とした。 

 

イ 「職歴一覧表」に記載された「氏名」、「指定医取得日」、「調査期間」、「勤務

先」、「常勤・非常勤」、「郵便番号」、「住所」及び「電話」 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。 

 

ウ 「病院名」及び「調査日」 

病院名は、法人に関する情報であり、公にすることにより当該法人の競争上又は事

務運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められることから、条例第７条

３号によって非開示とした。さらに、取消処分を受けた医師の指定医業務内容につい

ては検証の結果、妥当との判断であることから、ただし書にも該当しない。 

また、調査日を開示することにより、東京都の職員が指定医の指定取消しという重

要事案の調査をいつ行ったかが明らかになるため、当該日に何らかの調査が行われた

ことを目撃した患者等によって、当該病院に取消処分を受けた指定医が勤務していた

ことが明らかになると、風評被害が発生する等、病院の評判・経営等に影響を与える

ことから、条例７条３号によって非開示とした。 

 

エ 起案文書の「申請者」 
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  特定の個人を識別することができる情報であり、条例７条２号により非開示とした。 

 

オ 「精神保健指定医の指定の取消しに係る報告について（案）」の「住所」、「氏名」、

「生年月日」、「交付年月日」及び「指定医番号」 

特定の個人を識別することができる一体的な個人情報であり、条例７条２号により

非開示とした。 

 

カ 精神保健指定医の証（写）の「指定医番号」、「氏名」、「生年月日」、「勤務先」、

「本人写真」、「交付日」及び「有効期限」 

特定の個人を識別することができる一体的な個人情報であり、条例７条２号により

非開示とした。 

 

キ 別紙様式８（指定医証の返納）の「申請日」、「住所」、「氏名」、「印影」、「生

年月日」、「指定取消年月日」、「指定医番号」及び「交付年月日」 

特定の個人を識別することができる一体的な個人情報であり、条例７条２号及び４

号により非開示とした。 

 

ク 「医師名」及び「病院対応者」 

  特定の個人を識別することができる情報であり、条例７条２号により非開示とした。 

 

ケ 「調査実施メモ」 

当該メモは、入院届等の記載方法や調査対象医師の勤務状況等調査対象病院の体制

等について記載しており、法人に関する情報であるから、条例７条３号により非開示

とした。 

入院届や定期病状報告は、法に基づいて国により定められた様式を使用しており、

これらの記載内容を開示すると、精神科入院事業に支障を及ぼすおそれがあることか

ら、条例７条６号によっても非開示とした。 

 

コ 「第三者の指定医による妥当性の判断（医療保護入院旧法３３－２）」の「調査対

象医師名」、「患者氏名」、「生年月日」、「病名」、「同意した扶養義務者」、「入
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院年月日」、「今回の入院年月日」、「入院形態の変更等」、「入院直前の精神症状

状態像」、「医療保護入院が必要となる精神症状」、「任意入院が困難な理由等（説

明と同意）」及び「備考」 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。 

 

サ 「第三者の指定医による妥当性の判断（行動制限）」の「調査対象医師名」、「患

者氏名」、「生年月日」、「診断名」、「家族」、「入院年月日」、「最近の状態」、

「行動制限時の入院形態」、「行動制限の開始日時」、「行動制限の内容」、「行動

制限の範囲」、「行動制限を行った理由となる状態像」、「行動制限の理由」及び「備

考」 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。 

 

シ 「勤務期間」、「勤務場所」、「勤務形態」、「出勤日」、「経過」及び「患者名」 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。 

なお、印影について、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認める

ことにつき相当の理由があることから、条例７条４号により非開示とした。 

 

ス 「行動制限に関する一覧性台帳」の「病棟」、「病院名」、「患者氏名」、「年齢」、

「性別」、「病名」、「入院年月日」、「入院形態」、「行動制限開始日」、「理由」、

「拘束」、「開放度」及び「備考」 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があることから、条例７条２号により非開示とした。 
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セ 「各病院連絡等状況」の「窓口」、「連絡先」、「第１報の様子」、「その後」及

び「調査決定」 

「窓口」の欄には職員の氏名が記載されており、個人情報であるため条例７条２号

により非開示とした。 

  「病院名」、「連絡先」は、窓口へと繋がる病院の電話番号であり、法人に関する

情報であることから、条例第７条３号によって非開示とした。 

また、「第１報の様子」、「その後」、「調査決定」は都と調査対象病院とのやり

とりが記載されており、これを開示すると都の業務に支障をきたすおそれがあること

から、条例７条６号により非開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

   審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 ２月１７日 諮問 

平成２８年 ９月１５日  新規概要説明（第１７２回第二部会） 

平成２８年１０月２５日  実施機関から理由説明書収受 

平成２８年１０月２６日  実施機関から説明聴取（第１７３回第二部会） 

平成２８年１１月１８日 異議申立人から意見書収受 

平成２８年１１月２１日 審議（第１７４回第二部会） 

平成２８年１２月１９日  審議（第１７５回第二部会） 

平成２９年 １月３０日  審議（第１７６回第二部会） 
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平成２９年 ３月 ２日  審議（第１７７回第二部会） 

平成２９年 ５月２９日 審議（第１７８回第二部会） 

平成２９年 ６月２９日  審議（第１７９回第二部会） 

平成２９年 ７月２７日  審議（第１８０回第二部会） 

平成２９年 ９月 ４日 審議（第１８１回第二部会） 

平成２９年 ９月２５日 審議（第１８２回第二部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、異議申立ての対象となった公文書並びに実施機関及び異議申立人の主張を

具体的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

ア 指定医の指定の取消しについて 

法19条の２第１項によれば、指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定め

て医業の停止を命ぜられたときは、大臣は、その指定を取り消さなければならないと

し、同条２項は、指定医が、この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき

又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当

と認められるときは、大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停

止を命ずることができる、としている。 

厚生労働省は、○○病院に勤務する医師らが指定医の指定申請時において、自ら担

当として診断又は治療等に十分な関わりを持っていない症例をケースレポートとして

提出した行為があったこと、並びに指導医としての指導及び確認を怠りながら指導医

としてケースレポートに署名をした行為があったことを理由として、平成27年４月15

日付け及び同年６月17日付けで、法19条の２第２項に基づき、指定医の指定の取消し

（以下「本件取消処分」という。）を決定した。 
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本件取消処分の決定後、処分対象となった医師（以下「本件処分対象医師」という。）

が過去５年間に勤務したことのある医療機関が所在する都道府県及び指定都市におい

ては、厚生労働省の依頼に基づき、当該医師が関与した法に基づく指定医が行うこと

となっている業務の妥当性等の調査（以下「本件調査」という。）を行い、また、本

件処分対象医師は、住所地である都道府県又は指定都市経由で厚生労働省に指定医の

指定医証を返納した。 

 

イ 本件請求文書、本件対象公文書及び本件非開示情報について 

  本件異議申立てに係る開示請求は、「○○病院の医師が『精神保健指定医』の資格

を不正取得したなどとして、今年２度にわたって厚生労働省に指定を取り消された問

題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療

報酬の不正・返還についての情報一切。たとえば、起案、議事録・会議報告書、大学

からの文書、大学宛ての文書、プレスリリース、アンケート、チラシ広告およびイン

ターネット上の告知の印刷・設置・配布，新聞や雑誌への広報、広報誌、講師の選定、

礼金の有無や金額、交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第35条及び第38条に規定さ

れる文書およびそれに相当する文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、講

演・講座の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、映像、音声、原稿、電子メール、Ｆ

ＡＸ、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、その他の出席者、上記の

添付文書、上記の関連文書。上記に類する文書等々、とにかく全て。」の開示を求め

るもの（以下「本件開示請求」という。）である。 

実施機関は、本件開示請求に対して別表に掲げる対象公文書１から12まで（以下「本

件対象公文書」という。）について、指定医取消処分を受けた医師の氏名、氏名に付

随する住所等の情報（以下「本件非開示情報１」という。）については条例７条２号、

厚生労働省担当者のメールアドレス（以下「本件非開示情報２」という。）について

は同条２号及び６号、病院の担当者名（以下「本件非開示情報３」という。）、入院

患者の氏名、入院等の状況（以下「本件非開示情報４」という。）については同条２

号、病院名（以下「本件非開示情報５」という。）、調査日（以下「本件非開示情報

６」という。）及び連絡先（以下「本件非開示情報７」という。）については同条３

号、調査実施メモ（以下「本件非開示情報８」という。）については同条３号及び６

号、第一報の様子等（以下「本件非開示情報９」という。）については同条２号及び
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６号、調査実施メモ及び書き込み（以下「本件非開示情報10」という。）については

同条３号及び６号、印影については同条４号に該当するとして、同表に掲げる各非開

示理由に基づき、各非開示部分を非開示とする一部開示決定を行った。 

また、「○○病院に関連する精神保健指定医の指定取消事案を受けた今後の対応に

ついて（通知）」及び「○○病院に関連する精神保健指定医の指定取消事案を受けた

今後の対応について（通知）（案）」については、開示決定を行った。 

 

  ウ 条例の定めについて 

  条例７条２号本文は、「個人に関する情報（第８号及び第９号に関する情報並びに

事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」を非開示情報として規定し

ている。 

また、同号ただし書は、「イ  法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は

公にすることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ  当該個人が公務員等

…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」のいずれかに該当

する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨

規定している。 

条例７条３号本文は、「法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。）その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当

該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると

認められるもの。」を非開示情報として規定している。 

また、同号ただし書は、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危

害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる

情報」、「ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある

支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」、
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「ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民

の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」のいずれか

に該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければなら

ない旨規定している。 

条例７条４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が

認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定している。 

条例７条６号は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは 

地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることによ

り、･･･当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの」を非開示情報として規定している。 

条例９条は、「実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報（第７条第１号、

第８号及び第９号に該当する情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益

上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することが

できる。」と、公益上の理由による裁量的開示について規定している。 

 

エ 本件対象公文書の特定の妥当性について 

本件対象公文書の特定に関し、異議申立人は、異議申立書において、開示等決定を

行った公文書に記載された情報以外にも対象情報を特定して全部開示すべき旨主張し、

意見書において、具体的な公文書名等を挙げ、特定が不足している旨主張する。一方、

実施機関は、本件開示請求の内容から、厚生労働省の依頼に基づき実施機関が行った

本件処分対象医師による指定医業務の妥当性についての調査及び報告並びに指定取消

しに係る指定医証の返納処理における一連の書類を対象公文書として特定した、と説

明する。 

そこで、審査会は、実施機関の行った対象公文書の特定の妥当性について検討する。 

    審査会が各都道府県及び指定都市の担当者宛て厚生労働省から配布された「精神保

健指定医指定医証の交付等事務マニュアル」における「精神保健指定医の指定の取消

しの流れ（法第19条の２第２項）」を見分したところ、法19条の２第２項に基づき各

都道府県及び指定都市が行う指定医の指定の取消しに関する事務の内容は、厚生労働

省からの依頼による処分対象事案の報告、必要書類の作成及び提出並びに返納された
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指定医証原本の送付であることを確認した。これらのことから、実施機関が行った対

象公文書の特定は、上記事務の流れに沿って合理的に行われたものと認められる。 

また、意見書に挙げられている報償費の経費に係る文書及び診療報酬の返還に係る

文書について、審査会から実施機関に確認を求めたところ、いずれの公文書も作成及

び取得していないとのことであった。 

以上のことを勘案すると、対象公文書の特定に関する実施機関の説明に不自然、不

合理な点は見られず、本件対象公文書以外に本件開示請求の対象として特定すべき文

書が存在する事情が見当たらないことから、実施機関が行った本件対象公文書の特定

は、妥当であると認められる。 

 

オ 本件非開示情報１から10までの非開示該当性について 

（ア）本件非開示情報１の条例７条２号該当性について 

     審査会が本件対象公文書２から11までを見分したところ、対象公文書２、４及び

７から11までには、本件処分対象医師の氏名、氏名に付随する住所、生年月日及び

印影等の情報が一体的に記載されている。これらの情報は、個人に関する情報で、

特定の個人を識別することができるものであることから、条例７条２号本文に該当

する。 

     そこで、条例７条２号ただし書該当性について検討する。 

     指定医の指定取消しについては法19条の２で定められているが、指定医の指定又

は指定の取消しに関し、その事実を公表すべき旨の規定は見当たらない。また、同

条３項は、大臣は、指定の取消し等の処分をしようとするときは、あらかじめ医道

審議会の意見を聴かなければならないとしているが、行政処分の取扱いに関し、当

該審議会が示した「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」（平成

14年12月13日 医道審議会医道分科会）などの見解を確認したところ、医師等への

行政処分を行う場合の公表の範囲等について、特段の言及は見当たらなかった。さ

らに、医師法（昭和23年法律第201号）30条の２は、医師の氏名その他の政令で定め

る事項を公表するものと定めているが、指定医の指定又は指定の取消しに関し、そ

の事実を公表すべき旨の規定は見当たらない。 

     一方、平成27年４月16日付けで厚生労働省社会・援護局から各都道府県等精神保

健福祉主管部あて送付された事務連絡によれば、本件取消処分に関しては報道機関
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向け資料が作成され、処分の内容、対象者氏名及び処分を行う理由が記載されてい

るが、本件取消処分に関し、いずれの法令等に基づいて上記内容を公表することと

したのかに関し、特段の記載は見当たらない。 

また、開示請求時点では本件取消処分のみであったが、その後、平成27年10月26

日に、本件とは別の指定医について指定取消処分が行われたとのことである。 

さらに、指定医の指定取消しがあった場合、各都道府県等において、当該指定取

消しに係る指定医証の返納処理を行うこととなるが、この際、指定医の指定取消し

に関し、各都道府県等に何らかの事項の公表を求める旨の厚生労働省からの依頼は

なく、実施機関においても、当該公表を実施する特段の定めを置いていないとのこ

とである。 

これらのことを踏まえると、本件取消処分のように、非違行為に対して不利益処

分を行う場合、不利益処分の有無、内容及び氏名等の特定の個人を識別しうる事項

を公にすべきかどうかについては慎重に検討すべきであるところ、法令等において

上記の事項を公表すべき旨の規定が存在せず、また、国において報道機関向け資料

が作成されるに至った事情や当該非違行為に伴う公表基準が必ずしも判然としない

上、審査会が調査する限り、確認できた同種の事案は２件であるという状況におい

ては、本件取消処分に関する事案等の公表が個別の事情に基づく対応にとどまり、

慣例とまでは言い難いと考えられ、当該公表をもって「慣行として公にされ、又は

公にすることが予定されている」とまでは認められない。 

したがって、条例７条２号ただし書イに該当しない。 

次に、法律に基づく特別な責務を負うものとして大臣等から指定等を受けている

医師に関し、被処分者が指定の取消しを受け、指定医証を返納したにもかかわらず

当該指定等を受けているものとして業務を行うという事態は容易に想定し難く、当

該被処分者の情報が人の生命、健康を保護するため、公にすることが必要であると

までは認められないことから、同条同号ただし書ロに該当しない。 

次に、法19条の４によれば、指定医は、その勤務する医療施設における同条１項

に規定する職務のほか、同条２項各号に掲げる職務を公務員として行うこととされ

ているところ、本件対象公文書２、４及び７から11までには、本件処分対象医師の

氏名、住所、生年月日等の情報は記載されているが、これは職務の遂行に係る情報

には該当しないことから条例７条２号ただし書ハに該当しない。 
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     したがって、本件非開示情報１について、条例７条２号本文に該当し、同号ただ

し書のいずれにも該当しないことから、非開示が妥当である。 

なお、実施機関は、本件非開示情報１のうちの印影については、条例７条４号に

も該当するとしているが、上記のとおり、これらの情報は印影も含めて同条２号本

文に該当すると判断したものであり、同条４号該当性を論ずるまでもない。 

 

（イ）本件非開示情報２の条例７条２号該当性について 

     本件非開示情報２は、厚生労働省職員のメールアドレスであり、個人に関する情

報で、特定の個人を識別することができるものであることから、条例７条２号本文

に該当する。審査会が調査したところ、職員のアドレスを公表する旨の法令等の規

定は見当たらず、同様の慣行も確認されないことから、同号ただし書イに該当しな

い。また、その内容及び性質から同号ただし書ロ及びハのいずれにも該当しないこ

とから、非開示が妥当である。 

     なお、実施機関は、本件非開示情報２について条例７条６号にも該当するとして

いるが、上記のとおり、これらの情報は同条２号本文に該当すると判断したもので

あり、同条６号該当性を論ずるまでもない。 

 

（ウ） 本件非開示情報３の条例７条２号該当性について 

本件非開示情報３は、本件調査の対象となった病院の担当者名であり、個人に関

する情報で、特定の個人を識別することができるものであることから、条例７条２

号本文に該当し、その内容及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しないため、

非開示が妥当である。 

  

（エ）本件非開示情報４の条例７条２号該当性について 

審査会が本件対象公文書９から11までを見分したところ、本件非開示情報４には、

本件処分対象医師が受け持った患者の氏名、当該患者の入院・診療状況等が一覧形

式で記載されており、これらの情報は個人に関する情報で、特定の個人を識別する

ことができるものであることから、条例７条２号本文に該当し、その内容及び性質

から同号ただし書のいずれにも該当しないため、非開示が妥当である。 
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（オ）本件非開示情報５の条例７条３号該当性について 

審査会が本件対象公文書５、６及び９から 12 までを見分したところ、本件非

開示情報５には、本件調査の対象となった病院名が記載されている。 

本件非開示情報５は、これを公にすると、本件処分対象医師が当該病院に勤務

していたという事実が明らかになり、これに伴い、病院に対する風評被害が発生

することにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認

められることから、条例７条３号本文に該当する。また、本件処分対象医師が指

定医の業務を行った時点では、指定医の資格を保持しており、本件調査の結果、

その業務内容については全て妥当と判断されていることから、同号ただし書のい

ずれにも該当しない。 

よって、本件非開示情報５は条例７条３号に該当し、非開示が妥当である。 

 

（カ）本件非開示情報６の条例７条３号該当性について 

審査会が本件対象公文書９から11までを見分したところ、本件非開示情報６に

は、実施機関が本件調査を行った調査日又は調査日時が記載されている。 

本件非開示情報６が記載された公文書には、本件調査の対象となった病院名、調

査日時、本件処分対象医師名等が一体的に記載されていることから、これらの情報

を公にすることにより、調査対象となった病院において本件処分対象医師が勤務し

ていたという事実が明らかになり、これに伴い、病院に対する風評被害が発生する

ことにより、当該病院の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認め

られる。 

よって、本件非開示情報６は条例７条３号本文に該当し、その内容及び性質から、

同号ただし書のいずれにも該当せず、非開示が妥当である。 

 

(キ) 本件非開示情報７の条例７条３号該当性について 

審査会が本件対象公文書12を見分したところ、本件非開示情報７には、調査対象

となった病院の窓口につながる電話番号が記載されている。 

病院の代表電話番号は一般に公表されており、本件非開示情報７を公にすること

により、当該病院に本件処分対象医師が勤務していた事実が明らかになり、病院に

対する多くの問合せや風評被害が発生する等、当該病院の事業運営上の地位その他
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社会的な地位が損なわれると認められる。 

よって、本件非開示情報７は条例７条３号本文に該当し、その内容及び性質か

ら同号ただし書のいずれにも該当せず、非開示が妥当である。  

 

（ク）本件非開示情報８から10までについて 

審査会が本件対象公文書９から12までを見分したところ、本件非開示情報８に

は、調査対象となった病院の担当者名、当該病院の調査概要及び対応状況の調査

内容が記載されており、本件非開示情報９には、調査対象となった病院に実施機

関が第一報を入れた後の状況、病院の担当者名及び病院に対する事務連絡の概要

等が記載されている。また、本件非開示情報10には、病院の対応状況等の調査内

容が記載されている。 

実施機関の説明によれば、当該情報には、検証等における実施機関の確認事項

等が記載されており、公にすることにより実施機関が行う検証等のノウハウが明

らかになること、今後同種の調査に対して病院側が萎縮するなどして、実施機関

による聴取等が適切に行えなくなることから、事務事業の運営に支障が生じるお

それがあるとのことである。 

この点について審査会が確認したところ、本件非開示情報８から10までは、本

件処分対象医師が行った指定医としての業務の妥当性に関する各病院の報告及び

実施機関による検証の具体的内容であることからすると、当該情報を公にするこ

とにより事務事業の運営に支障が生じるおそれがあるという実施機関の説明に不

自然、不合理な点は認められない。 

よって、本件非開示情報８から10までは条例７条６号に該当し、非開示が妥当

である。 

なお、実施機関は、本件非開示情報９については、条例７条２号にも該当し、

本件非開示情報８及び10については、同条３号にも該当するとしているが、上記

のとおり、これらの情報は同条６号に該当すると判断したものであるから、同条

２号又は３号該当性を論ずるまでもない。 

 

  その他、審査請求人は種々主張しているが、いずれも審査会の判断を左右するものでは

ない。 
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よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

吉戒 修一、寺田 麻佑、野口 貴公美、森 亮二 


