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平成SO年10月26日

各都道府県医政主管部（局） 御中

厚生労働省医政局医事課

意見の聴取等実施マニュアルの改正について

標記につきましては、 「医師、歯科医師及び保健師等に対する不利益処分に係る意見

の聴取等の実施についての一部改正について（平成25年7月31日医政発O731第

9号厚生労働省医政局長通知） 」及び「意見の聴取等実施マニュアル（平成25年7月

31日厚生労働省医政局医事課事務連絡） 」により実施方法等について周知させていた

だいておりますが、意見聴取内容の充実等の観点から、意見の聴取等実施マニュアルの

別紙1及び2について、質問を行う際の留意点や当事者の説明が不十分な場合における

追加質問の例を追記し、別添のとおり改正することとしましたので通知します。

今後も、同マニュアルを参考としつつ、業務の円滑な実施につき御配慮願います。



意見の聴取等実施マニュアル

第1 意見の聴取の実施

1 意見の聴取の期日及び場所の決定

（1） 都道府県知事は、 2の通知が意見の聴取を行うべき期日のおおむね4週間前ま

でに不利益処分の名あて人となるべき者（以下「当事者」 という。 ）に到達する

必要があることに留意の上、当該期日を決定する。

（2） 意見の聴取の場所については、例えば、本庁庁舎内の会議室などを選定する。

（3） 意見の聴取の期日及び場所の決定に当たっては、可能であれば当事者とあらか

じめ連絡をとることが望ましい。

2意見の聴取の通知（医師法（昭和23年法律第201号）第7条第6項、歯科医

師法（昭和23年法律第202号）第7条第6項又は保健師助産師看護師法（昭和

23年法律第203号）第15条第4項において準用する行政手続法（平成5年法

律第88号。以下「準用行政手続法」 という。 ）第15条及び医師法第7条第17

項、歯科医師法第7条第17項又は保健師助産師看護師法第15条第15項関係）

(1) 都道府県知事は、意見の聴取を行うべき期日のおおむね4週間前までに、当事

者に対し、平成7年11月21日健政発第905号厚生省健康政策局長通知「医

師、歯科医師及び保健師等に対する不利益処分に係る意見の聴取等の実施につい

て（以下「第905号通知」 という。 ）別記様式第3号により、意見の聴取の実

施について通知する。

（2） 別記様式第3号の記入は、次による。

ア 「予定される処分の内容」及び「処分の原因となる事実」については、医師

法第7条第16項、歯科医師法第7条第16項又は保健師助産師看護師法第1

5条第14項に基づく厚生労働大臣通知の記載事項を転載する。

イ 「意見の聴取に関する事務を所掌する部署」の「名称」及び「所在地」につ

いては、各都道府県当該事務担当課（室等）の名称及び所在地を記載する。

（3） 当事者の所在が判明しない場合には、準用行政手続法第15条第3項に規定す

る公示の方法によることができる。 この場合においては、掲示を始めた日から2

週間を経過したときに当該通知がその者に到達したものとみなされることにかん

がみ、意見の聴取を行うべき期日が掲示を始めた日からおおむね6週間を経過し

た後になるよう留意する。

〕

3代理人資格の確認（準用行政手続法第16条並びに第17条第2項及び第3項関

-1-



係）

意見の聴取に関する行為を当事者又は参加人の代理人が行う場合には、都道府県

知事又は主宰者は、あらかじめ、当該代理人に対し、その資格を証する書面の提示

を求め、その資格を確認する。

4意見の聴取の期日又は場所の変更（医師法、歯科医師法及び保健師助産師看護師

法意見の聴取等手続規則（平成7年厚生省令第60号。以下「意見の聴取等手続規

則」 という。 ）第3条において準用する厚生労働省聴聞手続規則（平成12年厚生

・労働省令第2号。以下「準用手読規貝ﾘ」 という。 ）第4条関係）

（1） 意見の聴取の期日又は場所の変更を希望する旨の申出が当事者よりあった場合

には、その変更を検討する必要がある。また、当該申出が、やむを得ない理由に

よるものと認められるときは、原則としてこれに応ずる。

（2） 都道府県知事は、意見の聴取の期日又は場所の変更を検討するに当たっては、

当事者等と十分に調整を行う。また、当該期日等を変更する場合には、意見の聴

取を実施できると見込まれる期日又は場所を選定する。

（3） 意見の聴取の期日又は場所の変更については、都道府県知事は、第905号通

知別記様式第4号により、当事者等に通知する。

5 関係人に対する参加の求め又は参加の許可（準用行政手続法第17条及び準用手

続規則第5条関係）

（1） 主宰者は、関係人に対し意見の聴取に関する手続への参加を求め、又は当該手

続への参加を許可するに当たっては、次に掲げる事項に留意する。

ア利害関係を有し、又は事実を検討するに当たり欠くことができないもの

と認められる者に対しては参加を求め、又は参加を許可する。

イ意見の聴取の審理の円滑な進行の妨げにならない範囲で参加を求め、又

は参加を許可する。また、当該審理の円滑な進行を不当に妨げるおそれの

ある者については、参加を許可しないことができる。

（2） 関係人に対し、参加を求め、又は参加を許可するに当たっては、準用行政手続

法第18条に基づく文書等の閲覧及び同法第24条第3項に基づく報告書の作成

を適切かつ円滑に進める観点から、当該者が自己の利益を害されることとなる関

係人か否かについても確認しておく。

6文書等の閲覧（準用行政手続法第18条及び準用手読規則第6条関係）

（1） 都道府県知事は、閲覧が円滑に進むよう、資料目録を作成し、その内容を相手
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方に教示するなど、適宜必要な配慮を行う。

(2) 閲覧させることにより第三者の利益を害するおそれがある場合など、正当な理

由により閲覧を拒むことができる場合であっても、支障のある部分を伏せるなど

して閲覧させることが望ましい。

(3) 都道府県知事は、閲覧請求者から資料の複写の申出があれば、適宜対処する。

7意見の聴取の期日における審理の進行及び陳述書等の提出（準用行政手続法第2

0条及び第21条並びに準用手続規則第9条関係）

（1） 別紙1 「意見の聴取の進め方」に示された手順を参考にする。

（2） 意見の聴取の期日に当事者全員が出頭しない場合を除き、当該期日に審理を行

う。

（3） 審理は原貝Iとして公表しない。

(4) 当事者等が質問を発するに当たり、主宰者の許可を要することとされているの

は、質問権の濫用により審理の円滑かつ適切な進行が妨害されるおそれがあるこ

とを考慮したものであるが、 この場合には、主宰者は当事者等の質問権を不当に

制限することのないよう配慮する。

（5） 主宰者には当事者又は参加人に対し質問を発すること等が認められるのは、当

事者等の主張の内容等をより明らかなものとし、もって当事者等の権利利益の保

護に資する趣旨であるが、主宰者は、 このことを根拠として、処分の原因となる

事実を立証する証拠書類等の提出を促してはならない。

（6） 意見の聴取の期日への出頭に代えて、当事者又は参加人により提出された陳述

書及び証拠書類等について、意見の聴取の期日に出頭した者より提示の求めがあ

った場合には、主宰者は原則としてこれに応じる。ただし、提示することにより

提出者又は第三者の利益を害するおそれがあると認められる場合には､主宰者は、

当該証拠書類の全部又は一部について提示を拒むことができる。

（7） （6）の陳述書及び証拠書類等の提示は、陳述書及び証拠書類等の原本又はそ

の写しを提示する方法による。

ただし、陳述書については、提示を求める者が同意する場合には、当該陳述書

の読み上げによることも可能である。

（8） 意見の聴取の審理の秩序を維持するため、主宰者が当事者等に対し、陳述等制

限し、又は退場を命ずる等適当な措置を採る場合には、当事者等の防御権を不当

に制限することのないよう配慮する。

（9） 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の内容を的確に記録し、又は記録補

助者に記録させ、その責任において審理の議事録を作成する。
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8意見の聴取の続行及び終結（準用行政手続法第22条及び第23条関係）

（1） 主宰者は、意見の聴取の期日に予定していた審理を終了した時点において、必

要かつ十分な審理が行われたものと認めるときは、意見の聴取を終結する。また、

その時点において当事者等の防御権を保障するため、又は、処分の原因となる事

実について当事者等の主張に根拠があるか否かを明らかにするために当事者等の

意見陳述を促す必要があるなど特段の事情が認められるときは、主宰者は意見の

聴取を続行するものとし、次回の意見の聴取の期日及び場所を定める。

（2） 次回の意見の聴取の期日及び場所については、意見の聴取の期日に出頭した当

事者及び参加人に対して口頭で告知する場合を除き、あらかじめ、第905号通

知別記様式第5号により、当事者及び参加人に通知する。また、この場合におい

ては、必ずしも次回の意見の聴取を行うべき期日のおおむね4週間前までに到達

する必要はない。

（3） 当事者等が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、準用行政手続法第2

3条に規定する場合を除き、主宰者は、改めて意見の聴取の期日を定めることと

なるが、この場合は、準用行政手続法第22条の適用を受けるものであり、また、

新たに定めた意見の聴取の期日及び場所の当事者等への通知については（2）によ

る。

（4） 当事者の代理人が聴取の期日に出頭し、若しくは陳述書若しくは証拠書類等を

提出し、又は参加人の代理人が聴聞の期日に出頭した場合にあっては、その当事

者又は参加人については準用行政手続法第23条第1項は適用されない。

（5） 主宰者は、準用行政手続法第23条の規定に基づく意見の聴取の終結に当たっ

ては、当事者等の権利利益を不当に損ない意見の聴取の本来の趣旨を没却するこ

とのないよう十分かつ慎重な検討を行った上で判断する。

9意見の聴取の調書並びに報告書の作成及び閲覧（準用行政手続法第24条並びに

準用手続規則第12条及び第13条関係）

(1) 主宰者は、意見の聴取の審理（陳述書等による場合を含む。 ）の経過について、

その責任において調書及び報告書を作成する。また、当事者等から提出された証

拠書類等とその当事者等が行った陳述の内容の対応関係を明らかにしておく。

(2) 調書については、意見の聴取の審理の期日ごとに、第905号通知別記様式第

6号により作成する。ただし、意見の聴取の期日に審理が行われなかった場合に

おいては「当事者（代理人、補佐人）の氏名及び住所」 、 「参加人（代理人、補
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佐人）の氏名及び住所」及び「参考人の氏名及び住所」を、意見の聴取の期日に

出頭しなかった当事者等がなかった場合においては「意見の聴取の期日に出頭し

なかった当事者（代理人、補佐人）及び参加人（代理人、補佐人）並びに当事者

（代理人）について正当な理由の有無」の記載は不要である。

(3)報告書については、第905号通知別記様式第7号により作成する。また、別記

様式第7号中「意見」には、例えば、

・ 当事者が処分が適当でないことの理由として提示した○○については、特に

配慮する必要はない。

・ ○○なので、当事者の××の主張には理由があるものと考える。

・ 処分に当たっては、 ××について参酌は願いたい。

など、厚生労働大臣が処分の決定をするに当たって参酌すべき事項を記載する。

(4) 意見の聴取を続行する場合には、主宰者は、既に実施済みの審理に係る調書を

都道府県知事に提出するまでの間適切に管理する。

(5) 主宰者は、作成した調書及び報告書を意見の聴取の終結後速やかに都道府県知

事に提出する。

(6) 主宰者又は都道府県知事は、調書及び報告書の閲覧が随時可能なように保管す

るとともに、当事者及び参加人による閲覧請求があった場合には、これに応ずる。

10意見の聴取調書及び報告書の写しの厚生労働大臣への提出(医師法第7条第8項、

歯科医師法第7条第8項又は保健師助産師看護師法第15条第6項及び意見の聴取

等手続規則第4条関係）

（1） 都道府県知事は主催者が作成した意見の聴取調書及び報告書の写しを速やかに

厚生労働大臣に提出する。なお、提出するに当たっては次の書類を添付すること。

ア意見の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取通知の写し（第905号通知別

記様式第3号）

イ提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録

ウ意見の聴取に係る意見書(処分の決定についての意見があるときに限る） （第

905号通知別記様式第8号）

エ都道府県医師会会長、歯科医師会会長又は看護協会会長若しくは助産師会会

長等の意見を記載した書面

（2） （1）において、 ウの意見の聴取に係る意見書を添付する場合は、別記様式第

8号中「意見」に、主宰者の意見を踏まえた当該事案に対する都道府県知事の意

見を記入する。

f
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2 弁明の聴取の実施

1弁明の聴取の日時及び場所の決定

（1） 都道府県知事は、 2の通知が弁明の聴取を行うべき日時のおおむね2週間まで

に当事者に到達する必要があることに留意の上、当該日時を決定する。

（2） 弁明の聴取の場所については、例えば本庁庁舎内の会議室などを選定する。

(3) 弁明の聴取の日時及び場所の決定に当たっては、可能であれば当事者とあらか

じめ連絡をとることが望ましい。

第2

2弁明の聴取の通知（医師法第7条第12項、歯科医師法第7条第12項又は保健

師助産師看護師法第15条第10項関係）

都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時のおおむね2週間前までに、当事者

に対し、第905号通知別記様式第10号により、弁明の聴取の実施について通知

する。

3議事の進行（医師法第7条第14項、歯科医師法第7条第14項又は保健師助産

師看護師法第15条第12項関係）

（1） 議事の進行に当たっては、別紙2 「弁明の聴取の進め方」に示された手順を参

考にする。

（2）､ 当事者は、弁明の聴取の日時に代理人を出頭させることができる。また、当事

者又はその代理人（以下「当事者等」 という。 ）から証拠書類又は証拠物が提出

されたときは、内容を確認の上、受理する。

4弁明の聴取の終結

都道府県知事による弁明の聴取は、当事者等の出頭の有無、証拠書類若しくは証

拠物の提出の有無又は弁明の聴取の日時における当事者等の弁明の内容にかかわら

ず、弁明の聴取の日時の経過により弁明の機会の付与がなされたものとして終結す

る。

5聴取書及び報告書の作成並びに厚生労働大臣への提出（医師法第7条第15項、

歯科医師法第7条第15項又は保健師助産師看護師法第15条第13項及び意見の

聴取等手続規則第5条関係）

(1) 都道府県知事は、弁明の聴取の経過について、その責任において聴取書及び報

告書を作成する。

（2） 聴取書については、第905号通知別記様式第11号により作成する。ただし、
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当事者及びその代理人が出頭しなかった場合においては「弁明の聴取の日時に出

頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所」及び「弁明者又はその代理人の弁

明の要旨」を除く。

(3) 報告書については、第905号通知別記様式第12号により作成する。また、

処分の決定についての意見があるときは、別記様式第12号中「意見」には、例

えば、

・ 当事者が処分が適当でないことの理由として提示した○○については、特に

配慮する必要はない。

・ ○○なので当事者等の××の主張には理由があるものと考える。

・ 処分に当たっては、 ××について参考とされたい。

など、厚生労働大臣が処分の決定をするに当たって参考となる事項を記載し、当

該処分の決定についての意見がないときは、 「意見」及び「理由」に「－」を記

載する。

3再教育研修命令に係る弁明の聴取の実施

1再教育研修命令に係る弁明の聴取の日時及び場所の決定

(1) 都道府県知事は、行政処分に係る意見の聴取又は弁明の聴取と再教育研修命令

に係る弁明の聴取を同日に行うこととして差し支えない。

なお、再教育研修命令に係る弁明の聴取を別途行う場合は、第2の1 （1） と

同様に当該日時を決定する。

(2) 再教育研修命令に係る弁明の聴取の場所については、例えば本庁庁舎内の会議

室などを選定する。

(3) 再教育研修命令に係る弁明の聴取の日時及び場所の決定に当たっては、可能で

あれば当事者とあらかじめ連絡をとることが望ましい。

第3

2再教育研修命令に係る弁明の聴取の通知（医師法第7条の2第5項又は歯科医師

法第7条の2第5項において準用する医師法第7条第12項又は歯科医師法第7条

第12項関係）

（1） 都道府県知事は、再教育研修命令に係る弁明の聴取を行うべき日時のおおむね

2週間前までに、当事者に対し、第905号通知別記様式第10号により再教育

研修命令に係る弁明の聴取の実施について通知する。ただし、行政処分に係る意

見の聴取と同日に行う場合は、第905号通知別記様式第3号により、再教育研

修命令に係る弁明の聴取を行うべき日時のおおむね4週間前までに、再教育研修
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命令に係る弁明の聴取の実施についても通知する。

（2） 別記様式第3号の「再教育研修に係る弁明の聴取」の記入は、次による。

ア 「予定される再教育研修の内容」及び「再教育研修の原因となる事実」につ

いては、準用する医師法第7条第16項、歯科医師法第7条第16項に基づく

厚生労働大臣通知の記載事項を転載する。

イ 「再教育研修に係る弁明の聴取に関する事務を所掌する部署」の「名称」及

び「所在地」については、各都道府県当該事務担当課（室等）の名称及び所在

地を記載する。

※別記様式第10号についても、同様とする。

3再教育研修命令に係る弁明の聴取の期日又は場所の変更

行政処分に係る意見の聴取と同日に再教育研修命令に係る弁明の聴取を行う場合

で、第1の4により行政処分に係る意見の聴取の期日又は場所の変更がされたとき

は、再教育研修命令に係る弁明の聴取の期日又は場所の変更も併せて行うものとす

る。

4議事の進行（医師法第7条の2第5項又は歯科医師法第7条の2第5項において

準用する医師法第7条第14項又は歯科医師法第7条第14項関係）

（1） 行政処分に係る意見の聴取において、関係人に対してなされた参加の許可等、

行政処分に係る意見の聴取手続においてのみ適用となる手続については、再教育

研修命令に係る弁明の聴取には適用されない。

（2） 議事の進行に当たっては、別紙3「再教育研修命令に係る弁明の聴取の進め方」

に示された手順を参考にする。

（3） 当事者は、弁明の聴取の日時に代理人を出頭させることができる。また、当事

者又はその代理人（以下「当事者等」 という。 ）から証拠書類又は証拠物が提出

されたときは、内容を確認の上、受理する。

5弁明の聴取の終結

都道府県知事による再教育研修命令に係る弁明の聴取は､当事者等の出頭の有無、

証拠書類若しくは証拠物の提出の有無又は再教育研修命令に係る弁明の聴取の日時

における当事者等の弁明の内容にかかわらず、再教育研修命令に係る弁明の聴取の

日時の経過（第3の3による期日の変更があった場合は、変更後の期日の経過）に

より再教育研修命令に係る弁明の機会の付与がなされたものとして終結する。

6聴取書及び報告書の作成並びに厚生労働大臣への提出（医師法第7条の2第5項

又は歯科医師法第7条の2第5項において準用する医師法第7条第15項又は歯科
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医師法第7条第15項及び意見の聴取等手続規則第5条関係）

(1) 都道府県知事は、再教育研修命令に係る弁明の聴取の経過について、その責任

において聴取書及び報告書を作成する。

（2） 聴取書については、第905号通知別記様式第11号の2により作成する。た

だし、当事者及びその代理人が出頭しなかった場合においては「弁明の聴取の日

時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所」及び「弁明者又はその代理

人の弁明の要旨」を除く。

（3） 報告書については、第905号通知別記様式第12号により作成する。なお、

当該処分の決定についての意見があるときは、別記様式第12号中「意見」には、

例えば、

再教育研修命令の決定に当たっては、 ××について参考とされたい。 ﾉ

’
など、厚生労働大臣が再教育研修命令を決定をするに当たって参考となる事項を

｢意見」及び「理由」に記載し、当該処分の決定についての意見がないときは、

｢－」を記載する。

１

年
年
年

９
５
０

１
２
３

成
成
成

平
平
平

月
月
月

６
７
０

■
■
一
同
同
［
［
Ｈ
Ｈ

11

31

26

改正

改正
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