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第1特 集
訪問看護における
ヒヤリハット
訪問看護の現場では、リハビリテーションや入浴介助時、移動・外出中にヒ
ヤリハットや事故が多く発生しています。これらは誰でも起こし得るものであ
ると認識し、日ごろから対策しておくことが重要です。
また、基本的に訪問看護師は単独で利用者のケアに当たるため、事故発生時
にすぐに他の医療スタッフの応援を呼ぶことはできず、1 人で初期対応を行わ
なければなりません。しかし、事故が起きると当事者はパニックとなり、冷静
な判断ができなくなります。初期対応を誤ると、利用者・家族との関係性の悪化、
ステーションへの信頼の低下、さらには民事上・刑事上・行政上の責任を負う
可能性もあるため、リスクマネジメントが求められます。
本特集では、〈総論〉で訪問看護ステーションにおけるヒヤリハット・事故
の特徴や傾向を踏まえ、安全対策の基本、対応のポイントを説明します。続いて、
〈解説〉では、事故が発生した場合に、訪問看護師や訪問看護ステーションが
問われ得る法的責任について弁護士が解説。さらに架空の事故事例を基に望ま
しい対応方法を考えます。〈事例〉では、事故防止対策に取り組んでいる 3 つ
の実践例を紹介します。

〈解説〉

事故発生時に問われる
法的責任と望ましい対応
看護師かつ弁護士でもある友納理緒さんに、どのような事故が起きた場合に、訪問看護師や訪問看護
ステーションの法的責任が問われるのか解説いただきます。また、架空の事故事例を基に、望ましい対

第

応を考えます。
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②刑事責任

はじめに

③行政処分（戒告、業務停止、免許取り消し）
次にそれぞれの概要を解説します。

本稿では、まず、訪問看護師や訪問看護ステー
ションに発生し得る法的責任について解説した

〈民事責任〉
民事責任は、利用者から追及されるもので、

上で、訪問看護の事故事例（実際の事例を加工

お金を支払うことによって利用者に発生した損

した架空の事例）を基に、どのような対応をす

害を賠償する責任です。
では、どのような場合に、訪問看護師や訪問

べきか検討します。

看護ステーションは責任を負うのでしょうか。

訪問看護における事故発生時の
法的責任

それは、訪問看護師に故意または過失があり、
その行為によって（これを「因果関係」という）、
利用者の権利や法律上保護される利益が侵害さ

まず、具体的な事例の検討に入る前に、そも
そも事故発生時に訪問看護師や訪問看護ステー
ションが問われ得る法的責任について理解しま

を負うことになります。
それでは、民事責任を負うのは、訪問看護師

しょう。

個人でしょうか、訪問看護ステーションでしょ

●法的責任の種類と概要

うか。民事責任は、訪問看護師個人も訪問看護

訪問看護師や訪問看護ステーションが問われ

ステーションも負う可能性があります。誌面の

得る法的責任は、主に次の 3 つです。

関係上、詳しい説明は割愛しますが、訪問看護

①民事責任

師個人は、利用者に対して加害行為を行った者
公益社団法人日本看護協会 参与
土肥法律事務所
看護師／弁護士

友納 理緒

（とものう りお）

16

れ、損害（表）が発生したといえる場合に責任

Community Care 2021-9

2003 年東京医科歯科大学医学部保健衛生学科卒業
（看護師、保健師免許取得）、2005 年同大学院保健
衛生学研究科博士前期課程修了。2008 年早稲田大
学大学院法務研究科修了、2010 年最高裁判所司法
研修所入所、2011 年弁護士登録。都内法律事務所
勤務を経て 2014 年に土肥法律事務所を開設。2014
年衆議院議員政策担当秘書として出向（～ 2016 年
12 月）
。2020 年より公益社団法人日本看護協会参与。

損害の分類
積極損害
財産的損害
精神的損害

消極損害

表
利用者の財産を積極的に減少させる損害（治療費、入通院交通費）
利用者が本来得られるはずであった財産を得られなかったことによ
る損害（休業損害、逸失利益）

精神的苦痛（慰謝料）

としての責任（民法 709 条）を、訪問看護ステー

免許取消といった処分がなされる可能性があり

ションは、利用者との契約の当事者としての責

ます（保健師助産師看護師法 14 条、9 条 1 号）
。

任（債務不履行責任［民法 415 条 1 項］
）と、

●過失

使用者としての責任（民法 715 条）を負ってい
ます。

前述のとおり、訪問看護師や訪問看護ステー
ションに法的責任が発生するには、法律に規定
されたいくつかの要件を満たすことが前提とな

法 715 条）を負ったとしても、それは連帯責任

ります。その 1 つに「過失」があります。この

であり、訪問看護師個人の責任が免責されるわ

「過失」の考え方を知っておくことはとても重

けではありません。そのため、訪問看護ステー

要です。なぜなら、事故発生時に訪問看護師が

ションが利用者に対し損害を賠償した場合でも、

法的責任を負う場合は、訪問看護師に「故意」

その後、加害行為を行った訪問看護師個人に対

または「過失」があることが前提だからです。

し、同人の負担割合に応じた金額を請求するこ

「故意」とは「わざと」、「過失」とは「うっ

とができます（これを「求償」という）。

かり」といった意味合いだと考えてもらうとわ

〈刑事責任〉

かりやすいでしょう。「わざと」事故を起こし

刑事責任は、国を代表する検察官から訪問看

た人は責任を問われても仕方ありませんので、

護師個人が責任を追及されるもので、刑罰を負

気をつけなければならないのは、「うっかり」

う責任です。事故を起こした訪問看護師に成立

事故を起こしてしまった、すなわち訪問看護師

し得る犯罪は「業務上過失致死傷罪（刑法 211

に「過失」がある場合です。

条 1 項）
」です。
「業務上必要な注意を怠り、よっ

それでは、過失とはなんでしょうか。過失と

て人を死傷させた者」、つまり、こちらも「過失」

は、訪問看護師が負っている注意義務に違反す

によって人を傷つけたり死に至らしめたりした

ることをいいます。

場合に責任を問われる可能性があるということ

では、訪問看護師はどのような注意義務を負

です。有罪の場合には、5 年以下の懲役・禁錮

うのでしょうか。それは次の 2 つであるといわ

または 100 万円以下の罰金が科されます。

れています。

〈行政処分〉

❶危険な結果の発生を予見する義務（予見可能

罰金以上の刑に処せられた看護師が資格上の
処分を受けるもので、戒告、3 年以内の業務停止、

事故発生時に問われる法的責任と望ましい対応

なお、
訪問看護ステーションが使用者責任（民

性を前提とする）
❷危険な結果の発生を回避する義務（結果回避
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看護小規模多機能型居宅介護（看多機）が、
地域包括ケアの重要な拠点として注目されて
います。看多機は住み慣れた地域で最期まで
生活したい人の望みをかなえるべく創設され
たサービスですが、その事業所数はまだ十分
とはいえない状況です。
本特集では看多機の特徴や利用者像をはじ
め、令和 3 年度介護報酬改定を踏まえた政
策動向や課題を整理した上で、今後期待され
る役割を展望します。さらに、「重度化防止・
自立支援」「在宅移行支援」「看取り」の事例
をとおして、ケアプランの立て方、利用者に
もたらす効果、多職種との連携の実際などを
紹介するとともに、安定的なサービス提供に
向けた取り組みや課題について報告します。

特集

のサービスを一元的に提供する
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まり」「訪問看護」「訪問介護」

在宅療養の 可能性を 広げる

行が後押しされる中、
「通い」
「泊

看護小規模多機能型居宅介護

病

院から在宅へと療養環境の移
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