原告︑逆転勝訴

に照らして判断すべきだと述
べた︒この結果︑女性につい

ては﹁ミトンによる抑制を行
わなければ転倒︑転落による

重大な傷害を負う危険性は認
められない﹂と認定︒﹁夜間

のせん妾は︑おむつへの排泄

の強要などのつたない対応が

ではなく︑医療施設であって

原因で︑本件抑制に切迫性や
非代替性があると認められ

愛知県一宮市内の病院に入

が︑不必要に体を拘束されて

苦痛を受けたとして︑病院を

相手取り600万円の損害賠

償を求めた訴訟の控訴審判決

が5日︑名古屋高裁であっ

た︒西島幸夫裁判長は拘束は

不要な拘束に警鐘

患者側逆転勝訴﹁人間の尊厳冒す﹂

− 1 − 点 者 の 意 思 に 反 割が﹁緊急性﹂などの要件
知
られる上川病院︵東京都八
塵廃して身体を拘束す を満たしていなかった︒調
王子市︶理事長の吉岡充医師
査対象に含まれなかった有 は﹁5割近い患者を縛ってい
料老人ホームなどを含めれ る病院を目撃したことがあ
ば︑さらに多くの﹁遵法拘
る﹂とした上で︑遵法な拘束
束﹂が行われている可能性も を受けている高齢者は3万5
ある︒
千人を超えると推定︒﹁高齢
﹁縛らない医療﹂の実践で 者の人権を損ない︑不信感

ることはやむを得ない措置な
のか︑虐待にあたるかが争わ
れた今回の訴訟で︑名古屋高
裁は﹁拘束は身体機能の低下
をもたらすだけではなく︑人
間としての尊厳を冒す﹂とし
て︑同意を得ない拘束は原則
違法だと判断した︒身体拘束
は精神病棟などの一部でしか
認められていないにもかかわ
らず︑安全確保などを理由に
不必要に行われている実情が
あり︑判決が医療現場に与え
る影響は大きい︒＝1面参照
厚生労働筈が05年︑介護保
険施設を対象に行った調査
では﹂身体拘束のうち約ゴ
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正当だったとした一審・名古

屋地裁一宮支部判決を変更︒

病院側に7
0万円の支払いを命
じ︑原告側逆転勝訴判決を言
い渡した︒＝9面に解説
判決によると︑﹁一宮西病
院﹂に入院していた女性は03
年11月16日深夜︑必要もない
のに看護師にミトン︵抑制
具︶を使って拘束された︒ミ

トンを外そうとして抵抗した

際に手首などに傷を負った︒

判決はまず︑介護施設だけ

とは原則として違法だ﹂と指

院していた女性︵当時80︶

摘︒そのうえで︑①患者への

名古屋高裁判決

も﹁同意を得ずに患者を拘束 危険が迫っている切迫性⑧ほ ず︑違法だ﹂と結論づけた︒
してその身体的自由を奪うこ かに手段がない非代替性⑨長
女性は一審判決直前に死
く継続しない一時性の3要件 亡︑遺族が訴訟を続けていた︒

入院女性に
抑制具使用

﹁同意得ず拘束違法︺
金曜田
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をもたらすだけでなく︑身
体機能を低下させる﹂と話
す︒

当時80歳だった原告女性も
腰痛治狩で入院中︑看護師を
呼ぶナースコールを繰り返し
鳴らしたなどとして︑ベッド
のさくに縛られ︑手首などを
負傷した︒その後︑家族に
﹁悔しい﹂と打ち明けたこと
から発覚した︒
今回の判決は︑施設側の都
合で高齢者に苦痛を強いてい
る現状に贅鐘を鳴らしたと言
える︒
︵岩波精︶

（名言凰粘）

新
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病院であっても︑同意を得ない拘束
は違法−︒身体拘束をめぐる5日の
名古屋高裁判決はこんな判断を示し
た︒母の遺志を継いだ家族と︑問題に
取り組んできた医師や弁護士らからは
﹁画期的な判断﹂との声が上がる︒一
方で医療現場は︑患者の自由と安全の
ほざまで揺れた︒
＝29面に判決理由要旨

5日午後、名古屋市中
区、竹谷俊之撮影

が︑声を上げて泣いていた︒

母に聞かせなくて良かった﹂︒ くの人に役立てば︑それで満

阜県大垣市＝とともに記者会

貞子さんは当初︑身体を拘

そうとして付いた傷が残って

られた︒手には︑ミトンを外

るのにおむつを無理やり着け

られた︒自分でトイレに行け

見に臨んだ貞子さんの長女栗 腰痛で横向きにしか寝られ
木満里子さん︵65︶＝愛知県稲 ないのに仰向けでベッドに縛

束されたことを家族にも話そ

沢市＝はこう話した︒

うとしなかった︒貞子さんが

ら貞子さんへの身体拘束を耳

一審判決を目前にした06年

が震えたことを覚えている︒

実際に看護師らから体を拘束 いた︒﹁80歳にもなる母にいっ
された3日後︑別の看護師か
たい何をするのか﹂︒怒りで体
打ちされた栗木さんは︑何を

拘束は不必要だったとし︑お
むつでの紺慨を強いたことも

そう説得され︑もう一度法廷
に臨むことを決めた︒
控訴審判決は︑母が受けた

人の弁護団もできた︒﹁貞子
さんのように苦しんでいる人
が︑たくさんいるんです﹂︒

む吉岡充医師らと出会い︑29 報告ができると考えている︒

さんの長男端亮さん︵64︶＝岐 ずかしい﹂︒気丈な性格の母

示した︒﹁賠償額は関係ありま
せん︒判決が今後︑一人でも多

適切ではなかったとの判断を

当時の状況を説明する長
女の栗木満里子さん（左）
と長男の吉田端亮さん＝

控訴をあきらめようとも考え 足です﹂︒栗木さんは︑8日に
たが︑身体拘束問題に取り組 ある母の三回忌では︑最高の

9月︑母は亡くなった︒﹁︵一
審の︶判決文は︑母を認知症
のように言っていた︒むしろ

原告﹁画期的な判断﹂

﹁母の苦痛証明できた﹂

か
者の拘束違法 高裁判決
三
三

﹁体を縛られた母の苦しみ されたのか︑本当のことを母
を証明できたと思っていま に強く聞き出そうとした︒す
ると︑﹁ひどいことをする﹂﹁恥
す﹂︒判決後︑故・吉田貞子

朝
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看護師3人に患者41人⊥27人

拘束の根拠崩れる
患者の意思に反した病院で 摘︒﹁切迫性や非代替性はな
の身体拘束は違法だと原告側 かった﹂と当時の拘束を違法

また︑原告の故・吉田貞子

診療・看護上のミスを指摘し
た︒

定︒しかし︑控訴審は新たな 能だったと指摘した上で︑
による不眠⑧本来は自力で排
証拠調べで示された診寮日誌 ﹁付き添って安心させるとい 泄できるのに︑おむつを強い
で︑患者は27人で︑重症患者 う対応が不可髄だったとは考 られたことへのストレス︑と
えられない﹂とした︒
もいなかったとした︒
一審は︑看護師の負担が大

きいことを理由に﹁看護師が さん︵入院当時80︶を拘束
結果として招いたせん妾な
常時付き添いをすることは困 する直接的なきっかけとなっ のに︑身体拘束した病院側の

﹁拘束は正当﹂とした名古 難だった﹂と指摘し︑拘束以
たせん妄︵意識混濁︶状態が 対応は﹁切迫性や非代替性は
屋地裁一宮支部の判決を覆し 外に転倒や転落を防ぐ手段は 悪化した原因について︑①入 なく︑緊急避難行為として例
たポイントは︑当日の入院患 なく︑やむを得なかったと認 院直後から投与されていた睡 外的に許される場合に該当す

の逆転勝訴とした5日の名古 と断じた︒
屋高裁の判決は︑﹁やむをえ
なかった﹂としてきた病院側
の根拠を否定した︒実際の看

ユ両年（ネガ加年）9日摘

いる︒

患者の高齢化に伴い︑認知

症も増える中︑﹁拘束は増えつ

トイレ誘導でオムツを着ける
のを避けたり︑ベッド回りに

の独自の指針で︑体を縛った センサーを装備して転倒を防
り薬を腐ったりする︒ただ
いだり︒﹁これまで以上に﹃な
し︑事前に必ず家族の承帯を るべく縛らない工夫﹄をし続
得るなどの運用は厳格にして けることになるでしょう﹂

で幅広く点者を受け入れる︒
だが︑急患や手術時には病院

識が遅れていた部分はあり︑ きる環境にはない︒点滴を引
影響はあるでしょう﹂と語る︒ き抜かれないように布で覆い
勤務先は救急から認知症ま ．隠したり︑排尿記録に基づく

は︑介護施設と同様︑医貯現場
患者の安全確保が叫ばれる
も身体の拘束を原則薬止と認 一方︑今の医寮機関には1人
めた判決に﹁確かに我々の認 の患者につきっきりでケアで

つある﹂と明かす︒例えば︑ベ
今回︑名古屋高裁が示した 身体拘束が︑医腰現場でも同 名目で︑愚者を安易に縛って
ッドから看護師を病室に呼ぶ
判断について︑原告側代理人 様に認められないことが明確 きた一般病院に贅鐘を鳴らす
ナースコールを鳴らさずに入
の副島洋明弁護士は﹁介護保 にされたことは画期的︒治療 もの﹂と高く評価する︒
院患者に1人でトイレに行か
険施設では原則禁止とされる 上の必要性や安全確保などの
一方︑愛知県の三河地方に れて転倒・骨折した場合は病
ある終合病院の看護部長︵51︶院側のミスにな・つてしまう︒

医療現場は﹁影響ある﹂

護師1人当たりの患者数は︑ 者数だった︒一審は看護師3
定していた︒控訴審は看護師 眠薬は過剰投与の疑いがあ る事情も認められず︑違法
一審認定より少なかったと指 人に対し患者41人だったと認 の休憩時間をずらすことも可 り︑その投与を中止したこと だ﹂と結論づけた︒
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すおそれのあることは一般に
認識されており︑また当然に
認識できる︒
そもそも医療機関でも︑同
意を得ることなく患者を拘束
して身体的自由を撃つことは
原則として違法だ︒患者また
は他の患者の生命・身体に危
険が差し迫っていて︑他に回
避する手段がないような場合
には︑同意がなくても緊急避
難行為として例外的に許され
る場合もあると解されるが︑
その抑制︑拘束の程度︑内容
は必要最小限の範囲内に限っ
て許される︒右記の手引きが

患者拘束控訴審判決︵要旨︶

例外的に許される基準として
いる切迫性︑非代香性︑一時
性の3要件が判断要素として
参考になる︒
不要な身体拘束は違法だと訴えた入院患者側の主張を認
◆本件抑制の違法性
めて︑愛知県一宮市内の病院側に賠償を命じた5日の名古
本件抑制で︑点者や家族か
屋高裁判決の理由要旨は次の通り︒
＝30面参照
ら事前に同意を得た事実はな
い︒抑制しなければ︑転倒︑転
落により重大な傷害を負う危
険性があったとは認められな
い︒患者の夜間せん妄につい
ては︑病院の診療︑看護上の適
切さを欠いた対応なども原因
となっている︒特に︑おむつへ
の排泄︵はいせつ︶の強要や︑
不穏状態となった患者への看
護師のつたない対応からすれ
ば︑結果としての夜間せん妄
への対応としての本件抑制
に︑切迫性や非代替性がある
とは直ちには認められない︒
当日の入院患者に格別重症
患者もおらず︑看護師がしぼ

◆違法性の判断基準
身体抑制や拘束の問題を見
直し︑行わないようにしよう
という動きは主に介護保険施
設や老人保健施設を中心に見
られたが︑高齢者医原や看護
にかかわることのある医療機
関などでも問題は同様で︑少
なくともこれら医療機関では
一般に問題意識を有し︑ある
いは有すべきだった︒
身体抑制や拘束が︑厚生労
働省がまとめた﹁身体拘束ゼ
ロへの手引き﹂に示されてい
るような身体的弊害︑精神的
弊害及び社会的弊害をもたら

らくの間︑点者に付き添って
安心させ︑排尿やおむつへの
こだわりを和らげ︑落ち着か
せて眠るのを待つという対応
が不可能だったとは考えられ
ない︒
切迫性や非代替性は認めら
れず︑緊急避難行為として例
外的に許される場合に該当す
るという事情も認められな
い︒抑制の態様としても︑様

々な疾患を抱えた当時80歳の
患者に対するものとして決し

て軽微とはいえない︒従っ
て︑本件抑制は遵法だ︒
◆損害額
抑制の結果としての傷害に
より患者が受けた身体的及び
精神的損害に対する慰謝料
は︑病院の不適切あるいは遵
法な対応︑傷害の程度から50
万円が相当だ︒弁護士費用は
20万円が相当だ︒

きだとした︒・

行為としての正当性もあ
る﹂と判断していた︒

について︑﹁ベッドから車
判決言い渡し後︑遺族が
イスに移ることを何度も繰 名古屋市内で記者会見し︑
り返している︒転倒や転落 長男の吉田簑さん︵64︶は
により重大な傷害を負う危 ﹁判決が︑母親と同じ苦し
よう命じた︒原告側代理人 療機関であっても患者を拘 険性があったとは認められ みを味わっている人の役に
は﹁介護施設や医療機関で 束し︑身休的自由を奪うこ ず︑切迫性やほかに方法が 立てばうれしい﹂と話し︑
の身体拘束を違法とする司 とは原則として違法﹂と指 なかったとは認められな
法判断は︑全国で初めてで

その上で︑女性のケース

苦痛を受けたとして︑岐阜

はないか﹂としている︒

院した女性︵当時80歳︶が︑
不必要な身体拘束で心身に

西病院に入院︒同月︑ひも 例外的に許されると述べ︑
付きの手袋でベッドに拘束 判断に際しては①危険が差
され︑外そうとした時に手 し迫っているか②ほかの手
首などに軽傷を負った︒女 段や方法はないか③長期間
性は06年9月に死亡した︒ 続けず︑短期間で終了する
かーの3点を基準とすべ
西島裁判長は判決で︑﹁医

患者に対する身体拘束

巳の摘摘⁝鮎銅関

長女の栗木満里子さん︵65︶
も﹁母親の三回忌︵の法要︶

で良い報告ができる﹂と目

頭を押さえた︒・

病窪営する特定医療
法人杏嶺会の話﹁判決を

厳粛に受け止め︑今後の対
応を検討したい﹂

充理事長︵59︶によると︑﹁医

1薯は︑女性は︑転倒し
療機関では介護施設と比
たり︑ベッドから転落した
べ︑患者の苦痛への配慮よ
りしており︑切迫した危険
りも﹃医師の判断﹄が優先
性があったと指摘︒その上
され︑安易に拘束が行われ
で﹁抑制以外に危険を回避
るケースが散見される﹂と
する手段は無く︑緊急避難
いう︒
判決は︑介護施設と病院
での拘束の要件は同一と
は︑2000年の介護保険 し︑要件を満たさない拘束
﹁医師の判断﹂
制度のスタートと共に︑介 については﹁医師の裁量判
．優先に警鐘
護保険施設では原則禁止さ 断に属することを理由に違
れた︒法的に認められてい 法性を免れることはない﹂
るのは︑自殺する可能性の と踏み込んで指摘︒医療側
れる要件を限定したこの日 高い精神疾患の患者など︑ の一方的な判断で患者に苦
の判決は︑人間としての尊 精神保健指定医が必要と認 痛を強いている施設に強く
厳を冒し︑認知症も進行さ めた場合だけだ︒一だが︑約 是正を迫った︒関係者には︑
せる身体拘束の﹁非人間性﹂ 20年前から身体拘束廃止にこの判決を党勢に受け止め
を明確に指摘したものだ︒ 取や阻んでいる上川病院 る姿勢が求められる︒
︵東京都八王子市︶の吉岡
︵松田 普一郎︶

摘︒患者が点滴を勝手に抜 い﹂と判断︒﹁看護師が付
いて医療行為を妨げたり︑ き添って安心させ︑落ち着

名古屋高裁一宮の病院︑逆転敗訴

県大垣市などに住む遺族が

計600万円の損害賠償を
求めた訴訟の控訴審判決が
5日︑名古屋高裁であった︒
西島幸夫裁判長は﹁抑制は

違法だった﹂として︑請求

を棄却した1審・名古屋地

吉富

温

柔芹′

長河

0万円を支払う

（如見放）

裁一宮支部判決を変更し︑

病院側に計7
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愛知県一宮市の病院に入

病院を経営する医療法人に

1審判決などによると︑ ほかの患者に危華を加えた かせるという対応が不可能
女性は腰痛の治療のため︑ りする危険が差し迫ってい だったとは言えず︑抑制は
2003年8〜日月︑一宮 て︑回避手段が無い場合に 違法だった﹂と結論づけた︒

患者拘束に賠償命令

2008年（平成20年）9月く

（第3唖郵便■年勿亘忍可）

劾刊

新潮加膵年9月細（名言利息ノ

藤
鉦
永
日

る原告の栗木満里子さん

逆転勝訴し︑記者会見す

けたい﹂と話した︒

現場の風潮に歯止めをか

易に身体拘束に頼る医療

香嶺会のコメント判

㊧と吉田端亮さん︵5日

午後︑名古島市中区︶

決を厳粛に受け止める︒
は人間の尊厳を踏みにじ 今後の対応は判決をよく
入院中の女性︵当時80︶
に
よ
る
と
︑
患
者
へ
の
身
体
ない︵非代替性︶−−な
る行為︒今回の判決で安 読んで検討したい︒
への身体拘束を巡り︑一 拘束を巡り︑違法性を認
どを挙げた︒
宮西病院︵愛知県一宮市︶ めた判決は初めて︒
その上で今回のケース
を運営する医療法人杏嶺
判決理由で西島裁判長 について︑女性の挙動は
会に七十万円の支払いを は﹁同意を得ず患者を拘
ベッドから車いすに移
命じた五日の名古屋高裁 束することは原則として
り︑詰め所に来る程度で︑
判決で︑西島幸夫裁判長 違法﹂と指摘︒例外的に
看護師が注意を払えば対 けた長女の栗木滞里子さ
しい﹂と安堵︵あんど︶
は﹁拘束を行わなければ︑ 身体拘束が許されるケー
応できたと指摘︒﹁拘束 ん︵65︶と長男の吉田端
の表情を浮かべ︑﹁少し
転倒︑転落により重大な スとして▽患者らの生命
に切迫性や非代替性は認 亮さん︵64︶は同日午後︑
でもこの判決が多くの人
傷害を負う危険性があっ または身体に危険が迫っ
められず違法﹂とした︒ 名古屋市内で会見︒﹁三
の役に立ってくれれば﹂
たとまでは亭見ず︑遵法﹂ ている︵切迫性︶▽ほか
一審判決直前に死亡し 日後の母の三回忌を前に
と話した︒同席した副島
と指摘した︒原告代理人 にこれを回避する手段が
た女性に代わり訴訟を続 最高の報告ができてうれ
洋明弁護士は﹁身体拘束

名高裁︑賠償訴訟で初判断

同意ない患者拘束﹁違法﹂

【秦三種郵便物認可】【月
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患者拘束違法と認定
名高裁﹁ほかに手段あった﹂

西島幸夫裁判長は︑

〇三年十一月︑腰痛で 岳寿医療センターの遠

入院した吉田さんが頻 藤英俊・包括診療部長

能性がある﹂と懸念を
示した︒

の行き先がなくなる可

う手控えが起き︑患者

繁に看護師を呼んだ ︵五乳は﹁手がかかる患
ことから︑看護師が両 者を入院させないとい

母の悔しさ晴らせた

手を抑制異で拘束︒吉
入院中に看護師から 身体拘束を違法と認め 更︑病院側に計七十万 田さんが抵抗した際︑
ベッドに拘束され身体 た司法判断は初めて︒ 円の賠償を命じた︒
手首などに傷を負っ
判決によると︑二〇 た︒

的︑精神的な苦痛を受
けたとして︑岐阜県大 同意のない身体拘束
垣市の吉田貞子さん＝ は︑医療機関でも原則

易な拘束へのくさびに
なる判決﹂と高く評価
した︒

題化していると指摘︒
副島洋明弁護士は﹁安

当時︵八〇︶＝が︑一宮西的に違法と指摘︒許さ
﹁判決が︑母のよう
今回の判決は︑介護
病院︵愛知県一宮市︶
れるかどうかは︑厚生 に必要のない拘束に苦 施設や医療機関で行わ
を営む医療法人杏嶺会 労働省が示した①生命 しむ人の役に立てばう れている身体拘束が問
に六百万円の損害賠償 や身体に及ぶ危険性② れしい﹂︒病院での身
を求めた訴訟で︑五日 ほかに手段がない非代 体拘束をめぐる訴訟
の名古屋高裁判決は 替性③拘束が長く続か で︑名古屋高裁が拘束
﹁けがを防ぐために拘 ない一時性−を基準に の違法性を認めた五日
束までする必要はな するべきだと述べた︒ の逆転勝訴判決を受け

く︑ほかに手段もあっ
その上で︑﹁拘束は
て︑原告の長女栗木満
医療現場からは︑戸
た﹂として拘束の違法 必要なかった﹂と結論 里子さんつハもと長男吉惑いの声も出た︒愛知
性を認めた︒
づけ︑・吉田さんの訴え 田端亮さん︵六巴は声を 県立看護大の岩瀬信夫
吉田さんの弁護士に を退けた一審名古屋地 そろえた︒
教授︵精神看護学︶は
よると︑医療機関での 裁一宮支部判決を変

貞子さんは二年前の ﹁拘束は基本的に禁止
九月︑一審判決の直前 だが︑多くの入院患者
に他界した︒栗木さん を限られた人数で見な
は﹁ぼけてもいないの ければならず︑深夜帯
に縛られた母の悔しさ などには一時的な拘束
を晴らすことができ がやむを得ない現状も
た﹂と目を潤ませた︒ ある﹂と漏らす︒国立
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0

したのは大きい﹂と評

はなされてこなかった の判断を示し︑必要以

のが実情だ︒
上に身体拘束が行われ
今回の訴訟で医療法 ているとの批判がある

人側は﹁介護保険施設 医療施設に対しても慎
患蓋転勝訴﹁医療は瓢﹂通じず
と医療機関で︑身体拘 重な運用を求めた︒
手引き作成に携わっ
護と同様︑原則として 時性﹂の3要件を示し 束の同一の基準を適用
身体拘束を認めないと た︒異体的な要件が定 すべきでない︒無理な た井形昭弘・名古屋学
まったことで︑介護現 安全要求は︑かえって 芸大学長は﹁高齢者の

安易な身体拘束に警鐘
病院での身体拘束の
是非が争点となった訴
訟で︑拘束の違法性を
認め医療法人﹁否嶺会﹂
︵愛知県一宮市︶に7
万円の支払いを命じた
5日の名古屋高裁判決
について︑原告側は︑
﹁安易な身体拘束が日

場では不必要な身体拘 医療現場を疲弊させ︑ 場合︑医療と介護は不
価した︒
厚生労働省は01年3 束は減少したと言われ 医療崩壊を加速する﹂ 可分だ︒医療機関では
月︑﹁身体拘束ゼロへ
る︒一方︑一般の医療 と主張した︒だが判決 治療が優先され︑患者
の手引き﹂を作成し︑ 施設では従来︑明確な は﹁身体拘束の違法性 のケアは手ぬかりにな
特別養護老人ホームな 基準がなかった︒独白 の判断が異なると解す る面があるが︑今回の
どの介護保険施設での の指針を策定している ることはできない﹂と 判決は一つの警告にな
病院もあるが︑介護保 認定︒3要件を医療施 る﹂と指摘している︒
︻秋山居ニ︼
険施設ほど厳格な運用 設でも適用すべきだと
身体拘束について
迫性﹂﹁非代替性﹂

「

「

￣

常化していることへの
警鐘︒医療現場でも介

一切

聞
新
日
毎

2008年（平成20年）9月6日（土）し施吉尾舶）

