
2010.9．3 

第 98回定例記者レク概要 

 

名城大学コンプライアンス研究センター 郷原信郎 

 

［民主党代表選挙について］ 

今日は２つのテーマについてお話したいと思います。まず最初に、民主党の代表選挙の

関係です。 

先週のこの記者レクで小沢氏の民主党代表選挙への出馬に関連して、政治とカネの問題

と小沢氏の出馬、そして内閣総理大臣になるということとの関係について整理をしました。 

 要するに、政治とカネの問題を代表選挙の小沢氏の出馬問題に関連づけるべきではない

ということお話したわけです。小沢氏自身の政治資金違反に関して今年の４月末に検察審

査会で起訴相当という議決が出ましたが、それに対しては検察が再度捜査を行なった上で

再度の不起訴処分を行なっています。それによって公訴権を実行する唯一の国家機関たる

検察としての判断はすでに不起訴で確定しているわけです。その後、検察審査会で再度審

査し、その検察の処分には納得できないと言って、起訴相当という議決を出す可能性もあ

りますが、そういうことが仮にあったとしても、それは有罪の認定とは違います。処分を

検察限りで終わらせるべきではない、公開の法廷で審理した上で、最終的に裁判所の判断

で決着をつけるべきだということです。本来、起訴されても無罪の推定が働くのは当然で

すが、同じ起訴でも、検察が有罪の見通しを相当程度持って起訴した場合と比較すると、

強く無罪の推定が働く、起訴相当の議決が行なわれ、指定弁護士による起訴手続、いわゆ

る強制起訴という手続が行なわれる状況になったとしても、別にそれは有罪の判断がなさ

れたということではないし、そのこと自体が総理大臣たる資格に影響するものではないと

いうことを述べたわけです。 

 ただ、併せて私が言ったのは、とは言っても、起訴されるということは、検察官による

起訴でなくても、強制起訴という手続であっても、いかに無罪の推定が働くとは言っても、

検察審査会の起訴相当議決の可能性があることが影響する面がある。それは、総理大臣に

なることによって、憲法７５条の規定で内閣総理大臣自身が同意しないかぎり、国務大臣

は訴追されないということになるわけで、訴追を逃れる目的であえて代表選に出馬し、総

理大臣になろうとしているんじゃないかということに対する国民感情的な反発が生じるの

は致し方ない面がある。こういう状況で出馬をして、総理大臣をめざそうとすれば、訴追

逃れの批判を受けることはどうしても避けられない面がある、ということです。 

 そして、最後に、ではどうすればいいかということについて、小沢氏自身が、訴追を免

れる気持ちはない、堂々と正面から受けて立つと言うべきだということを言いました。も

し、検察審査会で、市民の方々が公判で最終的な判断をつけるべきだという意味で起訴相

当という議決をした場合には、私はまったく逃げ隠れするつもりはありません、一歩も後



には引かない、堂々と受けて立つ、ということを小沢氏自身が先に明言すればいいじゃな

いかと言ったのです。その後もツイッターなどでも同じ趣旨のことはずっと発言してきま

したし、私は小沢氏がそういう発言をすることを期待していました。 

 そういうふうに小沢氏自身が憲法７５条の問題に対して、自分は逃げるつもりはない、

正面から受けて立つと言えば、先ほど言った訴追逃れという批判を受けることもなくなり

ます。しかも、先ほどから言っているように、強く無罪の推定が働くわけだし、国家機関

たる検察が２回も不起訴にしている。そういう、有罪の可能性がきわめて低いような訴追

というものを仮に総理大臣が受けて立ったとしても、そのこと自体が総理大臣の職務執行

の妨げには私はならないと思いますし、むしろ堂々と受けて立つという態度をとれば、政

治とカネの問題に対して訴追逃れというような疑いを払しょくすることができる。それが、

代表選で本来行なわれるべき政策論争、政策論による選挙を実現するために必要じゃない

かと思っていたわけです。 

 一昨日、代表選の告示があって、そこで菅氏との共同記者会見が行なわれたので、小沢

氏がその点についてどう発言するか注目していたんですが、その場では検審のことが聞か

れなかったということもあって、７５条問題についての言及はありませんでした。しかし、

昨日、日本記者クラブ主催の公開討論会の場では小沢氏は憲法７５条の問題に関して、鳩

山氏と同様であるという意味で、「私も逃げない」と発言しました。これは検察審査会の起

訴相当議決があったときにも、訴追に対しては同意するという意味だと考えられたわけで、

小沢氏は私が期待していた方向の発言をしたものだろうと思いました。 

 ただ、昨日の段階では、その「私は逃げない」という発言が、起訴相当議決が出たとき

に同意するという意味であるかどうかについて、まだ受け止め方が分かれていたようでし

て、今朝の朝刊などを見ますと、朝日、読売、毎日、産経、日経のうち、朝日だけは「私

は逃げない」という発言はしたけど、対応について具体的に言及しなかったということで、

訴追について同意するという明言とは受け止めていませんでした。他の新聞はほとんど「私

は逃げない」という言葉は正面から訴追に同意をする意味だと受け止めて、読売などは１

面トップで大きく報道していました。 

 その点は、昨日の段階ではまだ見解が分かれていたようですが、今朝のテレビ朝日の「ス

ーパーモーニング」で、その点についてさらに具体的に訴追に対して同意するのかどうか

ということを聞かれて、まったく逃げるつもりはない、正々堂々と受けて立つ、と答えら

れたようです。検審の起訴相当議決が出た場合には訴追に対して同意するという小沢氏の

意思は明確に示されたと考えていいと思います。問題はそれをどう評価するかということ

なんですが、私は先ほどから言っているように、まさに小沢氏がそういう明言をすること

が政治とカネの問題を、今回の代表選の争点から外して、本当に政策論議に結びつけるこ

とになるということで評価したいと思います。 

 ところが、今朝の産経新聞の社説では、訴追に対して同意するということを言ったこと

に関して「起訴される可能性がある人が、訴追され、刑事被告人となりかねない人物を最



高指導者として仰ぐ国民は不幸」などと書いてあります。要するに訴追に対して同意する

というのであれば、まさに可能性があり得る検察審査会の起訴相当議決が出たときには、

総理大臣が被告人という立場に立たされることになる。そういうことはあってはならない。

だから、訴追に対して同意するというようなことを言っている小沢氏は総理大臣にすべき

ではない、という意味だと思います。しかし、これは、これまで私が述べてきたことから

は、まったくおかしいと思います。 

 要するに、もし起訴相当議決があって、強制起訴ということになったとしても、検察の

起訴の場合と比べて、強く無罪の推定が働く検察審査会の判断によって、最終的な判断が

持ち越されたにすぎないということです。まず法律論的にそうですし、そして実体的に考

えても、この場でもこれまで何回も言ってきたことですけども、この起訴相当とされた被

疑事実というのは、不動産の取得と代金支払の時期が２カ月余りズレていたという期ズレ

だけの問題です。こういった問題で、そもそも政治家の政治資金規正法違反の刑事責任が

問われるということ自体が検察の常識からすると考えられないわけですし、しかも政治資

金収支報告書の記載義務が会計責任者に負わされている現行法を前提にすると、代表者の

関与というのは、よほど積極的なものでなければ、責任が問われる余地はない。というこ

とからすると、市民の判断として、それでも検察かぎりではなくて、裁判所にも判断して

もらえいう検審の議決が出たとしても、その裁判所の判断はほとんど間違いなく検察と同

じであろう。と考えると、そのこと自体をそんなに重大視する問題ではないということで

す。 

 そして、逆に重要なことは、この検察審査会で起訴相当議決が２回出て、強制起訴にな

るということは、検察の処分に対して、否定的な判断が示されたということであり、起訴

手続も公判立会も、検察ではなくて、裁判所が指定する弁護人によって行なわれるわけで

す。ある意味では指定弁護士に検察の捜査や処分が検証されることになるわけで、起訴相

当議決が出るということも意味は、小沢氏の犯罪事実について裁判所で最終的な判断をす

るということと同時に、１年近くも小沢氏をターゲットにして暴走してきた検察のこれま

での一連の捜査というのはいったい何だったのかということを検証する場にもなると考え

ないといけないと思います。 

 実際に起訴相当という議決が出る可能性はきわめて低いと思いますし、仮に出たとして

も、それが総理大臣となることの資格には影響するものではない。堂々と受けて立つとい

うのであれば、訴追逃れでもないわけですし、この問題は代表選にはほとんど影響しない

問題になったと考えていいと思います。 

 そこで、小沢氏側が憲法７５条問題、訴追同意問題に対して毅然たる態度をとったこと

で、「政治とカネ」の呪文を払いのけることができた現状において、今後の代表選の展開に

ついてですが、ちょうど野球で言えば、１回の表裏の攻防が始まった段階、これまでの攻

防はかなり小沢氏有利の展開だと思います。それは、なんと言っても菅総理側の攻め手が

政治とカネの問題、非常に曖昧な、呪文のような「政治とカネ」という問題を持ち出し、



政治とカネの問題がある小沢氏を総理大臣にしていいのかというようなことばかりが武器

にされていて、そういう菅氏側の最大の武器が結局、小沢氏の側に跳ね返されてしまった

ということは、政策論議を堂々と展開しようとしている小沢氏に相当有利に働いたという

ことだと思います。ホームに向かって投げないで、政治とカネという牽制球ばかりを１塁

に投げていた菅さんは牽制悪投で大量失点してしまったという状況と言っていいんじゃな

いかと思います。 

 そこで、これからは菅さんの側に是非政策論争で頑張ってもらいたいものです。これま

でのような政治とカネの問題とかいうような低レベルの話でなくて、堂々と小沢氏に対抗

する政策論を菅氏側が展開し、政権交代とはこういうことだと、こうやって今までの政治

を大きく変えるんだという具体的な政策をぜひ示してもらって、それと小沢氏が言ってい

る政策とどっちがいいのかということで、これから先の代表選を戦ってもらいたいと思い

ます。 

 私が個人的に期待するのは、真の官僚主導からの脱却というのがどういうことなのか。

何が一番重要なのかということです。なんと言っても一番重要なことは日本の官僚システ

ムの中心に位置してきた財務省の予算査定権、これを中心にしてこの国が動いている、こ

の国の政治が動いている、行政が動いているという状況を脱却すること、それが政権交代

の本当の意味だと思います。私も公共調達をめぐる問題とか、いくつかの地方公共団体の

コンプライアンス、不祥事防止などの関係の仕事にかかわっていますが、常々思うのは、

この財政制度、単年度予算主義という制度によって、いろんなところで、いろんな制約が

生じて、それによっていろんな非効率を生んでいるということです。 

やはり予算と決算のバランスということを考えたときに、日本の国は税制制度が予算に

偏りすぎています。予め定めた予算の枠に縛られる会計制度から、ある程度の裁量の幅を

与えて事後的にお金の使い途を説明させて検証するという決算中心の方向に大幅に変えて

いくこと。それは、従来のように、財務省の主計局に予算を認めてもらうことが役人の世

界で一番大事なことで、それが行える人間、そういう面で能力がある人間が各省庁で能力

があると言われ、予算の査定を最終決定する財務省主計局というのが官僚組織のピラミッ

ドの頂点に位置する、というような官僚制度の下ではなかなか実現できないことです。そ

れを改める、そして、官僚組織を変える、日本の国の政治を変える、地方自治を変える、

ということができてこそ、初めて政権交代の意味があったと言えるんだと思います。そう

いう意味で、菅さんの側には、財政制度そのものにも斬り込むというところを、ぜひこれ

からでもいいから、よく考えていただきたい。それは今までの政治家にはなかなか正面切

って打ち出せなかった政策だと思います。 

 それから、もう１つは、官主導から政治主導への転換というのは、政治が裸のままで指

導性を発揮するのではなくて、やはり民間からの声、民間の発想という力を追い風にして

政治主導になるというところが、これまでの政権交代後の民主党の中で全然感じられなか

った。官がいろんな法律を決めて、守れ、守れと言って、民間企業に、個人に押しつけて



いく構造ではなくて、本当に経済社会、社会の実情に沿ったルールを民間主導で作ってい

って、それを規則、法令のレベルに高めていくという、民主導のコンプライアンス、そう

いった観点でこの世の中の仕組みを大きく変えていかないといけないんじゃないか、とい

うことをずーっと言い続けてきました。しかし、残念ながら、民主党の具体的な政策の中

にそういったものがまだ現われていない。 

 私は、前から言っているように、民主党の幹部の中で一番親しかったのは、仙谷さんで

あり、仙谷とは７年前からの付き合いです。今お話した官主導からの脱却については、以

前から仙谷さんにも言い続けてきたし、仙谷さんもそれ理解してくれていたはずです。政

権交代によって、本当の官主導からの脱却ができるものと期待していたのですが、今のと

ころ、そんな気配はほとんど感じられない。なぜかと言ったら、結局、政治とカネの問題

に今まで、この国の政治が埋没してしまっていたからです。こうやって、ようやくその呪

文が取り払われた今こそ、ここで本当の政策論議をしていただきたい。それは財政制度を

根本的に変える。そして官主導から民主導に経済社会を転換することによって、本当の政

治主導のパワーにしていくということじゃないかと思います。そういう方向でぜひ菅陣営

の側も政策論争で頑張ってもらって、より高いレベルの政策論争がこれからの民主党の代

表選で展開されていくことを希望したいと思います。 

 

［東京医大の第三者委員会報告書をめぐる動きについて］ 

 もう１つのテーマが、この記者レクでも何回もお話してきた、東京医科大学の第三者委

員会報告書に基づく組織改革に関する話です。 

７月１３日に第三者委員会の報告書を公表し、その際、理事長、学長と私の３人が出席

して記者会見を行ないました。その際も理事長の方から、「郷原先生には、まだ８月まで契

約もあるので、引き続き、第三者委員会の報告書の提言の実行に関して、いろいろアドバ

イスをしてもらいたい」というようなことが理事長からも言われていました。ですから、

私が第三者委員会の報告書を作成した、公表したということで終わりではなくて、引き続

き東京医大との契約関係を持って、この問題に関わっていくということは、東京医大の側

からもすでに表に出されていることですから、その契約関係について重要な事実はコメン

トをしておくべきだろうと思います。 

 東京医大との契約にもとづいて、医療のコンプライアンスという観点からアドバイスと

か、サポートを行なうということを目的とする東京医大との契約の期間は４月～８月まで、

８月３１日までということになっていたわけですが、諸般の事情により私は８月３０日で

その契約を終了すると、解消するということを東京医大の側に通知をしました。 

 その事情とか、具体的な中身、その契約にもとづく業務がどういう状況であって、最終

的にどういうようなことになったのかというような点については、弁護士としての業務委

託契約にもとづいてやってきたことで守秘義務がありますので、申し上げられません。 

ただ、一般的にどういう考え方で今回のこの第三者委員会の報告書が出され、そしてど



ういう考え方でこのコンプライアンスが東京医大のコンプライアンスの改革を、そして組

織の抜本改革を進めようとしようとしてきたのかということについては、これまでも記者

会見の場などでも、そしてそのフォローとして、ここの記者レクの場などでも再三にわた

ってお話してきたところですので、説明しておくべきだろうと思います。また、このよう

な契約にもとづくコンプライアンスに関する業務の一般的性格についても説明しておきま

す。 

 要するに、第三者委員会の報告書が提言した、本当に患者中心の医療を実現できるよう

にするための組織の抜本改革が行えるように、コンプライアンスという観点からさまざま

な努力を行なう、さまざまな業務を行なうということを契約の内容にしていたわけです。

こういった契約というのは、これまでにもいろんな企業などの組織について行なってきて

いますが、まずコンプライアンスにどういう基本的な視点で取り組むべきなのかという点

を理解してもらうことが必要です。その一般的な考え方を理解してもらった上で、今回の

第三者委員会の報告書が、東京医大の問題について、どういう調査結果にもとづき、どの

ようにとらえ、そしてどのような改革の方向性を示しているのかという点をしっかり理解

し認識してもらう必要があります。せっかく第三者委員会の報告書を作成し、そして世の

中にも公表したわけですから、提言の内容になっている再生委員会の立上げや再生プロジ

ェクトチームの編成について助言し、再生委員会のメンバーには、第三者委員会報告書の

考え方をしっかり理解してもらうことが重要な業務内容になりますが、それと同時に、報

告書の内容とそのベースとなっている考え方をまず東京医科大学の中で理解をしてもらう。

そのためにできるだけ多くの教職員の方々に集まってもらってお話をする場を作るとか、

個別に研修・教育をする、そしていろんな部署の方々とディスカッションする。いろんな

ことを通じてこの考え方を浸透させていくこと、それらの業務を通じて、第三者委員会の

報告書の提言がしっかり実行されるようにするための様々な活動を行うことが、当初予定

していた業務契約の内容でした。 

そういう業務を行って、８月末までに第三者委員会報告書の提言が実行され、東京医大

において実態に即した抜本改革が行われるための道筋をつけることが私の役割でして、そ

ういう面で私なりに東京医大に対して貢献ができることを前提に、業務契約を締結してい

ました。それを１日早く終了せざるを得なかったということは、前提とされていたところ

と違う状況になったということですが、それが具体的にどういうことなのかは、私の方か

らは申し上げられません。私の考え方は東京医大の理事長に文書で伝えてありますので、

その点について詳しくお知りになりたければ、当事者である東京医大の方にお尋ねになっ

てください。 

そもそも東京医大の方で第三者委員会を立ち上げた目的がどういうことだったのか、ど

ういう考え方であったのか、ということに関しては、５月に立上げた際の理事長で、６月

に辞任された伊東前理事長の「東京医大に第三者委員会を設置した理由」と題するインタ

ビュー記事が、日経メディカルのオンラインサイトに掲載されています。 
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「第三者委員会でしかエゴの集団は変えられない」と、東京医大の現状と改革が容易で

はないことについて率直に話をされています。そういう前理事長の期待に最後まで応えら

れなかったことは心苦しい限りですが、逆に、全理事長の話から、契約の目的が達せられ

ないと私が判断した事情も推測して頂けると思います。 

また、第三者委員会の提言の実行、コンプライアンスの再構築に関して、再生委員会の

委員長以下の人選が極めて重要だということは、この記者レクの場でも、お話ししました。

これまで相次いだ不祥事で信頼を失墜した東京医大が抜本改革によって社会の信頼を回復

するためには、その姿勢を理解してもらうためには、それ相当の期待ができるような人選

をしないといけないということは強く言ってきました。その人選がどうのように行われ、

どのような問題があるかは、業務の内容に関わることですので私の口からは申し上げられ

ません。ただ、再生委員会の委員の就任依頼を受けた癌研顧問の土屋了介氏が就任を辞退

され、就任を辞退したこととその理由についてご自分で文科省と厚労省の記者クラブにペ

ーパーをファックス送付されたということで、記者の方から入手しました。「依頼の後に田

中慶司 東京医大理事長より示された指示、条件は、第三者委員会報告書の趣旨を没却す

るものであり、およそ誠意のみられないもの」などと明確に書かれています。この土屋氏

ペーパーも、再生委員会の人選がどうなっているのか、どういう問題があるのかを推測す

る手掛かりとなると思います。そのあたりからも推測してもらえたらと思います。 

 それから、先程も申し上げたように、一日早く契約を終了させたことは、業務契約に基

づく報酬請求にも関係しています。この報酬の件について、若干、学内の方々の中に誤解

が生じているような話を聞いていますし、それが世の中にも誤解を与えかねないように思

いますので、本来は、個別の契約に係る報酬のことにまで言及すべきではないと思います

が、誤解を解消するために、敢えて報酬の件について若干触れておきます。 

組織の不祥事等に関して弁護士チームを編成して調査を実行する場合には、かなりの費

用がかかります。その調査チームの関係の報酬は、第三者委員会の調査担当委員として調

査を総括した赤松弁護士の側から、他の弁護士分も含めて請求するもので、私が、第三者

委員会の委員長として、そして、先程お話しした業務契約に基づいて頂く報酬とはまった

く別個のものです。その報酬は私の方にはまったく入りません。 

調査の費用というのは、弁護士が通常一時間当たりいくらというタイムチャージで報酬

を計算する場合が多いことから、一般的な感覚からすると、かなり高いと思われるかも知

れません。 

私が入札監視委員会に関わっている沖縄科学技術基盤振興機構の一職員のパワハラの問

題に関して大手法律事務所に調査を委託したら５５００万円という費用がかかったという

ことが公表されていて、国会でも問題にされたようですが、そういう事例と、東京医大で

の調査とは調査の中身がまったく異なります。八王子医療センターの生体肝移植問題をは

じめとして、多くの不祥事について、内部調査の報告書等を精査して、不祥事の中身を把
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握し、それらに対する大学当局の対応状況について、理事会議事録等の関係書類によって

把握した上で、延べ３０人近く東京医大関係者のヒアリングを行い、その結果を成果物に

まとめたもので、その調査結果が、私が委員長として中心になって作成した第三者委員会

報告書でも使われています。こうした調査を２ヵ月近く、８人の弁護士が関わって調査を

行うのには、それ相当の費用がかかるのは当然だと思います。 

また、今回の第三者委員会の立上げの記者会見の際に併せて公表しましたが、相次ぐ不

祥事で大学執行部の対応が混乱を極めていたことから、大学の執行体制の強化のために、

元福岡高検検事長の坂井一郎弁護士に特別顧問に就任して頂き、特別顧問の下に特別顧問

室というのを作って、弁護士とか公認会計士がそこに加わって、理事会の運営、業務の遂

行などをサポートしてきました。その関係でも然るべき費用がかかるのも当然です。 

これらの費用が、すべて第三者委員会関係費用ということで、東京医大の予算上一緒に

扱われた場合、先程の伊東前理事長のインタビューの中でも言われている、「変わってほし

くない」「自分のいう通りになってほしい」と思って第三者委員会報告書が求めている医大

組織の抜本改革に反発している学内の一部の方々が、費用とか報酬の総額を、第三者委員

会の委員長の私に対する攻撃材料に使おうとすることも考えられないわけではありません。

そこで、その点について誤解のないように報酬の内訳について、大まかに説明しておこう

と思ったわけです。 

私自身の報酬に関して言えば、委員長として責任を持って第三者委員会を企画し、委員

会の運営を行ない、議論をとりまとめ、最終的に報告書を作成し、公表することに関する

報酬は、これまで企業等の第三者委員会の場合でも、ほとんど同じ定額の月額報酬で頂い

ています。それに加えて、先ほど申し上げたコンプライアンスについての業務契約という

のがあるわけですが、それは４月から８月までの５ヶ月の間に、これまで発生した問題、

マスコミから批判されている状況や、大学の実情を把握した上で対策を検討し、コンプラ

イアンスに関する体制作りや研修教育などを行うことを内容とするもので、それについて

別途報酬を取り決めています。その業務は、主として第三者委員会の公表の後に集中して

行なうことになるということで、７月末と８月末に半額ずつ報酬を請求することになって

いたのですが、先ほど申しましたように３０日付で１日早く終了させたということの意味

は、その８月末日請求予定の分、要するに半額分の請求を私の方から放棄したということ

です。 

 契約で定められた報酬を放棄するというのは、私にとっても初めての経験ですが、要す

るに、契約の前提が異なってきて、私が契約の目的にしたがって、業務を行うことができ

ない状態になったために、私自身の判断で、請求しないことにしたということです。そん

な状況で報酬だけ全額頂くことは、私自身のポリシーに反するということで、そういう決

断をせざるを得なかったということです。 

東京医大の執行部側からは私の報酬について何も言われていませんし、支払うのが当然

ということで振込の手続もされたようですが、私の側からそれを固くお断りしました。 



 東京医大の問題に関わって以降、私としても膨大な時間を費やしてきましたので、私自

身が受け取った最終的な報酬金額はそれに見合うものではありませんが、当初の契約の目

的が実現できなかったわけですから、致し方ないと思っています。 

 今回の東京医大の問題には、私なりに思い入れを持って取り組んできましたし、第三者

委員会の報告書も、私なりに心を込めて作成したつもりです。やはり東京でも有数の伝統

のある医科大学であるのに、最近、これだけ不祥事が多発し、社会からの信頼が大きく損

なわれかねない状況になっているというのは、その組織の中に何か根本的な問題があるの

ではないかという観点から、短期間でしたが、できる限りの調査・検討を行ないました。

医大改革の経験も有する医療の専門家にも入ってもらった第三者委員会の場で、真剣な議

論を行い、その結果を報告書というかたちでまとめました。私としては、なんとかその方

向で東京医大が抜本的改革を実行してもらいたい、そして、相次ぐ不祥事でいろいろな批

判を受けたてきた東京医大が、この機会に再生を遂げ、逆に医療の世界の改革をリードす

る、先進的な医科大学として、社会から信頼される存在になってもらいたいと願っていま

したし、第三者委員会報告書の最後にもそういう趣旨のことを書いたわけです。 

 そういう思いで始めたにもかかわらず、抜本改革の道筋を付けるまでお世話ができなか

ったというのは、非常に残念ですし、大変申訳なく思っています。ただ、この問題は、前

にもこの場でも言いましたように、複雑多様な社会の要請を受けている医療という分野に

おいて、教育、研究、診療という３つの柱で活動していく医科大学という組織をどうして

いくのか、は非常に難しい要素が多々ある。企業のコンプライアンスなどとは違う難しい

問題があるということは確かでして、なかなか簡単に前に進められるような問題ではない

ことも確かです。 

 東京医大の中堅若手の医師の方々からは、徹底的に改革してほしい、という声をかけて

もらっていましたし、報告書公表以降は、東京医大の患者や遺族の方々からも、私のとこ

ろにいろいろな話が寄せられました。第三者委員会委員長として東京医大の抜本改革に関

わりながら、こうして、途中でその仕事から離れてしまうことは、本当に心苦しい限りで

すが、今後、状況が変わり、私の力が改めて求められる時が来たら、いつでもお手伝いす

るつもりです。 

今後、社会が、そして、皆さんのようなマスコミの方々が、東京医科大学の問題にもっ

ともっとこれまで以上に注目して、関心を持ってもらって、東京医大が抜本改革にどう取

り組むのか、第三者委員会の報告書をどう実行していくのか、しっかり見守っていっても

らいたいと思います。私も、東京医大との契約関係はなくなりましたけれども、今後の東

京医大がどうなっていくのか、重大な関心を持って見守っていきたいと思っています。 

  

 


