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医療・介護における身体拘束の
人権的視点からの検討

一宮身体拘束事件判決を参考にして

山　本　克　司

Ⅰ　はじめに

　平成 22 年 1 月 26 日に医療・介護における身体拘束の違法性をめぐる

最高裁判決が出た。この事件の概要は、当直の看護師らが抑制具である

ミトンを用いて入院中の患者の両肢をベッドに拘束した行為に対し、患

者（後に子らが訴訟を継承）が債務不履行又は不法行為に基づき損害賠

償の支払いを求めたものである（いわゆる一宮身体拘束事件）（最判平

成 22 年 1 月 26 日）1。一宮身体拘束事件は、患者に対する身体拘束の

違法性が争われた訴訟で、最高裁が判断を示した最初のものである。

　最高裁は、入院患者に対する抑制行為が許容されるのは、「その患者

の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情があ

る場合」のみであるとした。本件では、抑制行為にやむを得ないと認め

られる事情があったとして身体拘束を肯定している。

　しかし、この判例は、身体拘束原則禁止を解除する（身体拘束を認め

る）根拠として、厚生労働省老健局が平成 12 年に示した①切迫性、②

非代替性、③一時性を示すのみで、具体的な身体拘束原則禁止解除基準

を示したものではない。また、身体拘束の人権の視点から細かい分析も

なされず、当該事案限りの事例判断に終わっている。このような判決で

1  賃金と社会保障 No.1512、21 頁参照。
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は、医療・介護サービスの対象となる者は、身体拘束による人権侵害に

怯え、福祉に携る者は、「人権｣ と言う抽象的な概念の呪縛のなかで、

常に行為の萎縮に直面する。

　ところで、福祉の現場では、従来から利用者の人権保障については、

経験則が支配し、職員の人間愛と奉仕の精神により支えられている。「身

体拘束ゼロ作戦｣ が提唱されれば、自己犠牲の上に身体拘束ゼロを目ざ

そうとする。しかし、これでいいのだろうか。福祉では、利用者、利用

者の家族、施設職員の誰もが幸せでなければならないし、幸せになる権

利をもっている。職員の自己犠牲は、どこかで歪みとなって、利用者へ

の虐待を誘発する危険性をもっている。社会のどの領域においてでも同

じであるが、社会福祉においても利用者も施設職員も誰もが人権を保障

されなければならない。

　そこで、私は、医療・介護における「身体拘束」を法学（特に憲法・

人権論）の分野からより精緻に検討したいと考える。

Ⅱ　身体拘束と人権および虐待概念関係の明確化

1　身体拘束の現状

　上川病院院長吉岡充によれば、特別養護老人ホーム、老人保健施設、

介護療養型医療施設の介護保険施設だけで、確実に毎日 4万人以上の高

齢者が身体拘束を受けているという。しかも、そのうちの 3割に当たる

1万 2000 人以上が法的には三要素（厚生労働省老健局が示した身体拘

束を例外的に認める切迫性・非代替性・一時性の要件）を満たさない違

法な身体拘束、すなわち虐待にさらされているのである。身体拘束に関

する統計は、国や都道府県が取るものである以上、表に出ない被拘束ケー

スの存在もある。また、介護保険の三施設以外のグループホームや有料

老人ホームなどでの身体拘束の事例もある。したがって利用者の実数は

さらに多い 2。

　身体拘束についてのわが国の法制度の現状としては、一般的な見解と
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して以下のように説明されている。「人の身体に対する拘束が違法であ

ることは、わが国の法制度上は自明である。個人の尊重を定めた憲法

13 条、身体の自由を定めた憲法 31 条、逮捕監禁を犯罪として処罰して

いる刑法 220 条などをみれば、わが国の法体系が人の意に反する身体拘

束を原則として違法としていることを原則として否定していることはで

きない」3。

　しかし、この見解では、一般論として身体拘束の違法性を論じて、身

体拘束の対象者の人権尊重を喚起できたとしても、医療・福祉従事者に

対する身体拘束原則禁止を解除する基準を明確にすることはできない。

また、身体拘束の絶対禁止あるいは原則禁止も明確にすることはできな

い。身体拘束の具体的な弊害を認識した上でより詳細な侵害される人権

の検討が必要である。

2　身体拘束の弊害と人権侵害

　この点、身体拘束「ゼロ作戦推進会議」が作成した「身体拘束ゼロへ

の手引き」が参考になる。これによれば、身体拘束の弊害として、身体

的弊害、精神的弊害、社会的弊害が指摘されている（人権の関係につい

ては筆者の考え）。

（1）身体的弊害

　関節の拘縮、筋力の低下、褥瘡の発生、食欲低下、心肺機能・感染症

への抵抗力の低下（個人の尊厳の侵害、生存権の自由権的側面の侵害）

（2）精神的弊害

　不安や怒り、屈辱、あきらめ、認知症の進行（個人の尊厳の侵害、表

2  認知症介護研究・研修仙台センター「介護保険施設における身体拘束状況調査」
（厚生労働省による全国調査、2005 年 12 月）を根拠としている。「身体拘束運動
の再構築を！」『賃金と社会保障』No.1512、12 頁参照。
3  中谷雄二「わが国における医療機関の身体拘束に対する法規制の現状と今後の
課題」『賃金と社会保障』No.1512、4 頁参照。
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現の自由、生存権の自由権的側面の侵害、人格権の侵害）

（3）社会的弊害

　施設等に対する不信感、偏見、心身機能の喪失による医療的処置によ

り金銭的負担が発生（個人の尊厳の侵害、人格権の侵害、財産権の侵害）

　身体拘束は抑制バンドなどにより物理的に行なわれるか、薬剤投与に

より化学的に行なわれるかのいずれかによって、ベッドから起き上がる、

トイレに行く、社会的に活動するなどが制限される状態を指す 4。身体

拘束・抑制にはベッド抑制と車椅子抑制がある。ベッド抑制は、1970

年代に、老人医療費の無料化を契機としていわゆる「点滴漬け」として

現出したものである。車椅子抑制は、1989 年に出された高齢者保健福

祉推進十ヵ年戦略（ゴールドプラン）のいわゆる「寝たきりゼロ作戦」

を契機として、寝たきりはよくないという「離床運動」の誤解の基に現

出してきたものである。

　寝たきりを避けて車椅子に座らせると重度の障害をもつ高齢者や変形

拘縮のある高齢者は長時間座位を保てないで、ずり落ちてくる。この防

止にとして介護メーカーが開発したのが「安全ベルト」と称する T字

ベルトである 5。日本の身体拘束の歴史をみると医療福祉制度の最低基

準の遵守のみが目立ち、利用者の人権尊重の視点が欠落している。

　また、身体拘束を単に「人権侵害」とのみ理解し、具体的にどのよう

な人権が侵害されているかの精緻な検討がなされていない。それゆえに、

介護保険法 110 条 2 項（指定介護療養型医療施設基準）を受けて定めら

れた厚生労働省令「指定介護療養型医療施設の人員設備及び運営に関す

る基準」（以下、厚生労働省令）15 条 4 項で原則として禁止されている

4  林泰史「身体拘束の医学的有害性について」『介護福祉』2006 秋季号 No.63、
30 頁。
5  柴尾慶次「身体拘束を考える：施設ケアのあり方と組織の課題」『介護福祉』
2006 秋季号 57～59 頁参照。
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身体拘束の具体的な行為と侵害される人権との関係を明確にする必要が

ある。加えて身体拘束の医学的有害性についても検討するする必要があ

る。

　東京都リハビリテーション病院長林泰史によれば、以下の医学的有害

性を指摘している。抑制バンドで手足を固定した場合には四肢末梢側に

循環障害や浮腫を生じる、固定した部位に擦過傷を生じる、抑制の仕方

や部位によっては呼吸抑制による肺炎・消化管の蠕動運動障害によるイ

レウスを生じる、など様々な有害事象がみられる。高齢者に対して 3日

間以上身体拘束をした場合には生命予後に影響し、抑制死がみられると

の報告がある。抑制死は、拘束されることによる弊害や新たな問題行動

がより強い身体拘束・科学的拘束を必要とするといった悪循環を呼び、

終に転倒すらできないような体となり、また人間としての尊厳と誇りと

が奪われて生きる気力を失うために生じるものである。

3　身体拘束は高齢者虐待防止法が予定する虐待行為か

　高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以

下、高齢者虐待防止法）は、わが国で初めて虐待の定義 6 について明文

化した。しかし、身体拘束については、明文規定がないので虐待か否か

が問題となる。身体拘束を単に「人権侵害」と抽象的な表現をするより

も明文に基づいて「虐待」とした方が、一般市民をして身体拘束の無価

値性をより強く意識させるのではなかろうか。それゆえ、身体拘束の具

体例と高齢者虐待の態様の関係を意識する必要がある。

6  身体的虐待とは、「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
を加えること」（法 2条 4項 1号イ）。
　ネグレクト（介護・世話の放棄・放任）とは、「高齢者を衰弱させるような著
しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待と
同様な行為の放置等養護を著しく怠ること」（法 2条 4項 1号ロ）。
　心理的虐待とは、「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他
の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと」（法 2条 4項 1号ハ）。
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　肯定説（身体拘束を虐待類型に含める説）は、高齢者虐待防止法 2条

5項に規定される虐待によって生ずる被害は、不当な身体拘束によって

生ずるものであり、また、不当な身体拘束は列記の虐待（身体的虐待、

心理的虐待など）の程度と同程度の、ときにはそれ以上悪質な虐待であ

ることもあり、当然、高齢者虐待防止法の対象として規制されるべきも

のであるとする 7。

　一方否定説（身体拘束を虐待類型に含めない説）は、不当な身体拘束

は、施設における高齢者虐待の最たるものであるにも拘らず、各種の虐

待が列記されている中で記載されていないのは、やはり高齢者虐待から

除外されていると考えざるを得ないし、また、肯定説は拡大解釈しすぎ

るとする。

　厚生労働省の見解は、以下の点を理由として肯定説を採用している。

①高齢者に不安や怒り、屈辱、諦めといった大きな精神的な苦痛を与え

る、②関節の拘縮や筋力の低下など高齢者の身体的な機能を奪ってしま

う危険性がある、③高齢者が、他者からの不適切な扱いにより権利を侵

害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれるこ

とは許されるものではない 8。

　私は、身体拘束は、高齢者虐待の身体的虐待、心理的虐待、ネグレク

ト、場合によっては性的虐待と同じ結果無価値性があること、および高

齢者虐待と同じく虐待者の反社会性（行為無価値性）があることから身

体拘束は高齢者虐待に該当すると考える。否定説は、身体拘束を高齢者

虐待に含めることが文言の拡大解釈に該当するとするが、私は、高齢者

の法益侵害の無価値性（結果無価値）ならびに虐待者の行為の無価値性

が高齢者虐待の身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト等と同じである以

7  学説の分類については、日本高齢者虐待防止学会第 2回大会の和田忍「身体拘
束禁止規定の一考察」を参考にしている。
8  『市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について』（厚生
労働省老健局 2006）を参照している。
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上、拡大解釈とするのは妥当ではないと考える。

　厚生労働省老健局『市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と

養護者支援について』（平成 18 年 4 月）によれば、身体拘束はすべて高

齢者虐待に該当し、介護保険法に基づく指定基準が規定する「緊急やむ

を得ない場合」に当たる場合に限って、高齢者虐待に該当しないと解し

ている。しかし、身体拘束の態様と高齢者虐待の態様及び侵害される人

権の種類との関係について分析したものはない。

　この点について高村浩以下のように解釈している。①例外要件（切迫

性・非代替性・一時性）を満たさない身体拘束は、「高齢者を養護すべ

き職務上の義務を著しく怠る」ものとしてネグレクトに該当する。②例

外要件を満たさず、かつ身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある方

法で身体拘束を行なった場合は、ネグレクトと身体的虐待の双方に該当

する。③例外要件を満たさず、かつ著しい心理的外傷を与える方法で身

体拘束を行なった場合は、ネグレクトであると同時に心理的虐待に当た

る 9。

　私は、すべての身体拘束は後に述べる身体拘束原則禁止解除基準を満

たさない限り、すべての態様において心理的虐待であると考える。なぜ

ならば、一般健常者において、身体拘束は意思活動の正常性を阻害する

ものであり、過度な心理的ストレスを伴うからである。尚、認知症など

で判断能力が低下している場合であっても、心理的ストレスは生じるの

であるから健常者と同様に心理的虐待が発生すると考える。

4　身体拘束禁止の保護法益としての人権

（1）総説

　身体拘束を考えるにおいては、どの人権の侵害に該当するかを精査す

る必要がある。従来、福祉の現場では人権概念が極めて曖昧に使われて

おり、その結果、福祉現場の様々な場面において高齢者の人権のみなら

9 高村浩「身体拘束の法的側面」『介護福祉』2006 秋季号 No.63、38 頁。
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ず、高齢者に関係する施設職員や社会福祉法人などの人権が侵害されて

きた。

　例えば、福祉施設では頻繁に人権研修を行うが、人権の理論的・体系

的な側面の学習をすることなく、一律に「高齢者の人権尊重」という抽

象的な結果のみを求める。その結果、施設職員は迷い、悩み、高齢者の

自律・自立支援の枠を超えたサービス提供を目指し、過度に疲弊するこ

とが少なくない。この弊害を除去するためには、人権の本質と身体拘束

が関係する人権の種類を明確化し、外部に示すことにより施設職員の内

心的行為規範（自己の行為の正当化根拠）を構築しなければならない。

　ところが、高齢者虐待防止の第一線で活躍する研究者の論文の中では

単に「拘束や抑制は人権侵害にあたる」10 とか ｢身体拘束そのものは人

権侵害（下線は筆者による）のおそれの高い行為であり、容易に認めら

れるべきものではない｣ 11 と、「人権侵害」という包括的かつ曖昧な概

念でしか書かれていない場合がほとんどである。

　また、一宮身体拘束事件について、2009（平成 21）年 12 月 9 日に最

高裁判所第三小法廷に出した被上告人代理人弁護士の答弁書の中でも

「身体拘束が原則として違法な人権侵害にあたることはあきらかである」

とか「何人の、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは

自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」、「人間の尊厳を冒す

ような上告人の行為は、Aの人格権に対する違法な加害行為である」と

しか主張していない。判例においてすら、「身体抑制や拘束に関しては、

従来から、患者の身体機能を低下させるなどの弊害がある上に、個人の

尊厳や人権擁護の観点からも疑問がある」とか「本件抑制は患者の身体

の自由を奪い、これを拘束するものであるから」12 と述べるなど、身体

10 柴尾慶次「身体拘束を考える：施設ケアのあり方と組織の課題」『介護福祉』
2006 秋季号 56 頁。
11  「一宮身体拘束事件控訴審判決名古屋高裁平成 20年 9月 5日判決について」『賃
金と社会保障』No.1480（2008 年 12 月下旬号）42 頁。
12  一宮身体拘束事件名古屋高裁判決平成 20 年 9 月 5 日
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拘束が具体的にどの人権の侵害になるのか明確にはしていない。そこで、

身体拘束の態様により具体的にどの人権が侵害されるかを図 1で検討し

た。

図 1　身体拘束原則禁止となる行為と侵害される人権・虐待の態様

No. 身体拘束の具体例と関係する人権 虐待の態様

1 徘徊しないように、車椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等でしば
る

・身体的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、法定
手続きの保障、財産権、生存権（自由権的側面・社会権的側面）、
人格権（自己決定権、プライバシー権・名誉権）

2 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる ・身体的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、法定

手続きの保障、生存権（自由権的側面・社会権的側面）、人格権（自
己決定権、プライバシー権、名誉権）

3 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む ・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、財産権、
生存権（社会権的側面）、人格権（自己決定権、プライバシー権、
名誉権）

4 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で
縛る

・身体的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、財産権、
人格権（自己決定権、名誉権）、生存権（社会権的側面）

5 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をか
きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を
つける

・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、生存
権（社会権的側面）、人格権（自己決定権、名誉権）

6 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型
拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける

・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、法定
手続きの保障、財産権、生存権（自由権的側面、社会権的側面）

7 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用 ・身体的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待・個人の尊厳、表現の自由、奴隷的拘束・苦役からの自由、自己

決定権、財産権、生存権（自由権的側面、社会権的側面）、人格権
（自己決定権、名誉権）



120

（『身体拘束ゼロへの手引き～高齢者ケアに関わるすべての人に～』、厚

生労働省 2001.3 をベースに人権と虐待の態様を筆者が検討を加えたも

のである。厚生労働省が示した No.1～11 までの身体拘束が高齢者虐待

とどのような関係にあるかを示し、かつ下段で関係する人権について考

察した。この関係を認識することにより身体拘束を行うすべての主体に、

行為客体である高齢者の人権保障を意識させる内心的行為規範を構築さ

せることを目的としている。）

（2）個人の尊厳（個人の尊重）

　身体拘束は高齢者の「個人の尊厳」を侵害する。「個人の尊厳」は、

日本国憲法の中核規定（13 条）であり、すべての人権・法律・政治・

経済・社会制度の授権規範となる。身体拘束の人権侵害性を検討にする

には、先ず、個人の尊厳の意義を明確化する必要がある。

　個人の尊厳とは、個人よりも社会全体の優位を説く全体主義を否定し、

個人をかけがえのない存在ととらえてその尊重を求める個人主義の思想

に立脚する考え方である。この原理は、思想・信仰・表現などの人格的

8 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せ
る

・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、奴隷的拘束・苦役からの自由、表現の自由、生存
権（社会権的側面）、人格権（自己決定権、プライバシー権、名誉
権）

9 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも
等でしばる

・身体的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待

・個人の尊厳、表現の自由、奴隷的拘束・苦役からの自由、財産権、
生存権（社会権的側面）、人格権（名誉権）

10 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる ・身体的虐待
・心理的虐待

・個人の尊厳、表現の自由、財産権、生存権（自由権的側面、社
会権的側面）、人格権（自己決定権、プライバシー権、名誉権）

11 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する ・ネグレクト
・心理的虐待

・表現の自由、奴隷的拘束・苦役からの自由、財産権、生存権（自
由権的側面、社会権的側面）、人格権（自己決定権、名誉権）
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自律や精神作用を特に保護していると考えられる 13。憲法学説上、「個

人の尊厳は、一方で自由の保障を根拠づけ、同時に、他方で国民の制憲

権を根拠づけるのである。そして、憲法はこのような論理に立つ基本価

値を体現するものとして、またそれゆえに、最高規範性を与えられるの

である」14 と説明している。あるいは別の論者は、人間の人格不可侵の

原則と説明している 15。

　私は、「個人の尊厳」とは、人権の形成過程から自己の人生を誰にも

介入・干渉されることなく自律・自立的に送る権利であると考える。そ

して、自由権を中心とするすべての人権の根拠となる具体的規範性を

もった包括的な人権であると考える。では、なぜ「個人の尊厳」が高齢

者をはじめ、すべての人権の根拠となるのであろうか。この点について、

私は、人権は人類の歴史の集大成であり、私たちの祖先の生命・自由・

財産などの多大な犠牲の結果、この存在価値が私たちの社会に承認され

たからであると考える。すなわち、「個人の尊厳」は人類の歴史と英知

の至高なる所産であり、人類共通の財産であるからすべての社会体制の

根源となりうるのである。個人の尊厳は身体拘束を否定する総則的・指

導的役割を担う人権である。

　ところで、身体拘束は厚生労働省の『身体拘束ゼロへの手引き』によ

れば身体拘束について、上記の 11 種類が列記され、それらはいずれも

個人の人格を損なうような手段で高齢者の身体活動、精神活動に介入・

干渉する。その結果、高齢者は自己の思い通りの人生の実現（自己実現）

を著しく阻害されることになる。それゆえ、身体拘束はいかなる態様で

あっても人権の根源である「個人の尊厳」の重大な侵害行為であること

が推定される。

13  吉田善明他編著『憲法辞典』三省堂、2001 年、168 頁参照。　
14  野中俊彦他著『憲法Ⅰ［第 4版］』有斐閣、2006 年、23 頁参照。
15  芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法［第 4版］』岩波書店、2006 年、10 頁参照。
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（3）身体拘束と身体的自由・表現の自由

　身体拘束は高齢者の身体活動の自由を拘束するので人身の自由、とく

に「奴隷的拘束」（18 条）に反する。憲法 18 条は、「奴隷的拘束」や「そ

の意に反する苦役」が、「個人の尊重｣ 原理を基礎とする人権の保障構

造に適合しないこと、すなわち、それからの自由こそが、「ほとんどす

べての人権の基礎ないし前提」であることを確認した規定である 16。こ

の規定は、奴隷制度廃止を目的としたアメリカ合衆国憲法修正 13 条 1

節に由来するといわれる 17。しかし、日本には奴隷制度は存在しない。

そこで、どのように解釈するのか問題となる。

　この点について、私は戦前の国家総動員法による国民徴用制度とか、

ナチス支配下ドイツでの労働強制や強制労働からの自由を意味すると考

える。また、施設職員による身体拘束は態様によっては、高齢者に対す

る「奴隷的拘束」に該当すると考える。なぜならば、身体拘束は、個人

の尊厳を損なった国民徴用や強制労働と対象者の自己実現過程の制約に

おいては、近似性を有する無価値な行為であるからだ。

　また、図 1の態様によっては、自由権の中核である精神的自由の一類

型である表現の自由の侵害となる。表現の自由は自己統治と自己実現を

本質にもつが、身体拘束は、このうち自己実現の侵害となる。すなわち、

高齢者は自己の自由な行為をすることにより、自分の目的とする活動を

実現し、自己の思い通りの生活を実現し、満足を得る。しかし、身体拘

束によりこの活動を制限すると円満な人格形成が損なわれ、自己実現が

阻害される。そこで、身体拘束は高齢者の表現の自由（21 条）を侵害

する行為である。

16  小林孝輔他編『基本法コンメンタール憲法』日本評論社、2002 年、101 頁参照。
17  アメリカ合衆国憲法増補第 13 条第 1節では、「奴隷および不任意の労役
（involuntary servitude）は、犯罪に対する刑罰として適法に宣告を受けた場合を
除くほか、合衆国内あるいはその管轄に属するいずれの地にも存在してはならな
い」となっている。宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』日本評論社、
1979 年、18～19 頁参照。
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（4）身体拘束と人格権

　人格権とは、各人の人格に本質的な生命・身体・健康・精神・自由・

氏名・名誉・肖像および生活等に関する利益の総体をいう。名誉権もプ

ライバシー権も人格権の一種であるが、名誉権は人の価値に対する評価

をいうのに対し、後者は社会的評価にかかわりない私的領域をいう 18。

この人権は、日本国憲法上、明文規定はないが個人の尊厳保障に密接に

関連しているので 13 条の「幸福追求権」から新しい人権として導かれる。

　ところで、身体拘束においては、拘束により屈辱的な姿態が社会に曝

されることになるので高齢者の社会的評価を下げることになり、名誉権

を侵害する。また、身体拘束により、高齢者の病歴、性癖、日常生活の

問題点など個人情報に関する事項が表面化する。そこで、プライバシー

権の侵害にあたる場合もある。

（5）身体拘束と生存権

　高齢者への身体拘束は、高齢者に対して肉体的・精神的な苦痛を与え

るだけでなく、高齢者の起きる、歩くなどの基本的な能力を奪い、心肺

機能の低下や感染症への抵抗力の低下などをもたらす 19。これは、本来、

人が自らの人生を自らの意思に基づき全うする生存権の自由権的側面を

侵害するものである。

　また、身体拘束は、高齢者の健康で文化的な最低限度の生活の実現を

阻害するものであり、厚生労働省の指導の下、極力廃止の方向性が求め

られる。それゆえ、身体拘束は、すべての態様によっても国家の介入に

よる人権保障の側面（生存権の社会権的側面）を侵害すると考えられる。

18  芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法［第 4版］』岩波書店、2007 年、120 頁参照。
19  中谷雄二「わが国における医療機関の身体拘束に対する法規制の現状と今後
の課題」『賃金と社会保障』No.1512、9 頁参照。



124

Ⅲ　身体拘束原則禁止と解除基準の問題点

1　身体拘束の違法性阻却自由の検討

　施設において利用者（高齢者）が施設に「入居」20 する場合に、家族

や利用者が身体拘束に同意するという文書に署名・捺印する場合が少な

くない。また、施設においては、これを根拠として身体拘束が行なわれ

てきた。しかし、このような一般的包括的な同意書では、身体拘束の違

法性を阻却することはできない。

　では、福祉施設で身体拘束を全面的に廃止できるのであろうか。感情

論として身体拘束の廃止を唱える前に、法的な問題点の検討が必要であ

る。上記のように身体拘束は個人の尊厳を侵害することは、明白である。

それゆえ、行為自体の違法性が推定される。この行為が例外的に違法性

阻却されるものとして想定されるのは、①緊急避難などの緊急行為によ

る場合と、②正当業務行為の場合である 21。

　高齢者福祉施設における身体拘束の問題について、身体拘束原則禁止

を解除する場合に、即、厚生労働省老健局が示す解除の三要件（切迫性・

非代替性・一時性）をあたかも錦の御旗のごとく持ちだす福祉関係者が

少なくない。しかし、国家機関の中で最も人権侵害の危険性が大きい行

政機関の一つに位置づけられる厚生労働省老健局が示す高齢者虐待防止

の運用基準を過信することは人権保障の観点から好ましくない。あくま

で、この基準は緊急避難と正当業務行為の判断のための一資料として考

えるべきである。

20  老人福祉施設において「入所」という表現が用いられるが、「入所」は施設に
収容するというイメージが強く、措置の時代の福祉政策の印象を受ける。それゆ
え介護保険制度の基盤となる契約を前提とするならば、当事者の対等性をイメー
ジできる「入居」の方が妥当な表現であると考える。
21  中谷雄二「わが国における医療機関の身体拘束に対する法規制の現状と今後
の課題」『賃金と社会保障』No.1512、6 頁参照。
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　すなわち、医療行為により高齢者の身体拘束を行なう場合は、医師の

判断が必要であり（医師法 17 条、31 条）、臨時の応急の必要性がある

ときは看護師によることも例外的に存在する（保健師助産師看護師法

37 条但書）。その場合でも、医学的正当性判断の担保のために、事後に

医師への報告・医師の承認を必要とする。この場合、医師の正当業務行

為、場合によっては緊急避難の判断基準が「切迫性・非代替性・一時性」

の三要件である 22。

　では、老人福祉施設において医療行為でない場合の身体拘束はどのよ

うに考えるべきであろうか。具体的には、高齢者自身の自傷又は他害の

恐れがある場合が問題となる。この点、私は精神保健福祉法第 36 条を

類推解釈すべきであると考える。精神保健福祉法第 36 条は、「精神科病

院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのでき

ない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる」

としている。この条文を本来の対象者でない高齢者に類推適用すること

は高齢者の人権保障の観点から問題がある。しかし、認知症を発症した

高齢者の行動は、精神疾患をもつ者と近似性があり、認知症自体が精神

疾患の一類型である以上、高齢者の人権保障の観点からも類推適用には

問題ないと考える。それゆえ、高齢者施設で入居者である高齢者が自傷

あるいは他害行為をする場合には、施設管理者（施設長）の判断により

上記の三要件のもと身体拘束を例外的に認めることは正当業務行為、あ

るいは事例によっては緊急避難による違法性阻却の要件になると考え

る。一宮身体拘束事件名古屋高裁判決（平成 21 年 9 月 5 日）によれば、

「切迫性、非代替性、一時性の三要件については、上記の緊急避難行為

として許されるか否かを検討する際の判断要素として参考になるものと

考えられる」と判示している。

22  中谷雄二「わが国における医療機関の身体拘束に対する法規制の現状と今後
の課題」『賃金と社会保障』No.1512、7 頁参照。
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2�　厚生労働省老健局の示す「緊急やむを得ない場合」に該当する三要

件の問題点

（1）総説

　厚生労働省は、身体拘束について高齢者虐待の一類型であることを肯

定した上で、①切迫性（利用者本人または他の利用者の生命または身体

が危険にさらされる危険性が著しく高い場合）、②非代替性（身体拘束

以外に代替する介護方法がないこと）、③一時性（身体拘束は一時的な

ものであること）を要件として、身体拘束原則禁止を解除し、身体拘束

を認めている。

　しかし、私は、この要件は曖昧で現実に適用が困難ではないかと考え

る。曖昧な基準は、施設職員の広汎な裁量により身体拘束を容易に認め

ることになるとともに、反面施設職員の日常業務遂行にあたり行為の萎

縮効果を生ぜしめる危険性もある。これは、施設職員の表現の自己実現

の手段となる人権の重大な侵害である。そこで、この基準の法的な問題

点を解釈上解決するとともに明確な制約の視点をもつ基準の定立を図ら

なければならない。

（2）切迫性の要件について

　切迫性の要件については、「利用者本人または他の利用者の生命また

は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い」との判断基準が曖昧で

ある。

　先ず、判断者の主体は、医療行為を基礎とする身体拘束については、

医師法 17 条、31 条 1 項但書を根拠に原則として医師、精神疾患に類似

する行為を基礎とする身体拘束については、精神保健福祉法 36 条を根

拠に施設管理者（施設長）と考える。

　次に、「著しく高い」の内容が不明瞭である。すなわち、身体拘束の

原因となる行為と利用者本人又は他の利用者の生命又は身体の安全とい

う法益侵害との因果関係について、合理的な範囲であればよいのか、当

時の医療・介護技術から見て最高の知識をもって判断するという「疑い
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を容れない合理性｣ までも求めるのか問題となる。私は、患者の身体的

権利の最大限の保障という医師法の立法趣旨から考えて、疑いを容れな

い合理性までも必要と考える。

　

（3）非代替性について

　非代替性については、高齢者の人権侵害を最小限度にするという視点

が必要である。身体拘束以外に代替する医療・介護方法がないというの

では、施設職員に漠然とした規範意識しか与えず、人権侵害を最小限度

とする効果が期待できないのではないか。現場職員の規範意識をより明

確化し、身体拘束による高齢者の人権侵害を防止するためにはより具体

的な規範意識を喚起する人権制約基準を提起する必要があると考える。

　また、身体拘束に至る身体拘束の行為主体（医療・福祉施設職員）の

先行行為についても相当因果関係の範囲で非代替性の検証が必要であ

る。一宮身体拘束事件では、身体拘束に先立ち、本来トイレに行ける高

齢者に対して看護師の人員配置の観点から安易にオムツを着用させてい

る。これが、一連の医療行為の中で身体拘束を誘発している。それゆえ、

身体拘束が発生した一時点だけではなく、身体拘束に至るまでの医療・

介護の一連の過程で相当因果関係の範囲で非代替性を検討する必要があ

る。

（4）一時性の要件について

　身体拘束は一時的なものであることは感覚としては理解できる。しか

し、現場職員の立場から「身体拘束を禁止する。でも現状では身体拘束

が必要かも」という規範意識に直面すると、「一時的」という表現は身

体拘束の行為主体の裁量範囲が広く、規範内容が曖昧なので、職務行為

の萎縮を招きかねない。

　一宮身体拘束事件以前の判例は、「身体拘束の違法性」ではなく、転

倒事故において「身体拘束をしなかったことの違法性」が争われている

（東京地裁平成 8年 4月 15 日、判例時報 1588 号 117 頁）。この判例の流
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れを考えれば、施設職員は、一時的なら転倒を防止するために、むしろ

身体拘束を行なうことが予想される。これを防止するためには、身体拘

束の行為主体（医療・介護職員等）を名宛人とする明確な基準が必要で

ある 23。

Ⅳ�　人権の私人間効力と身体拘束原則禁止解除の三
要件にかかわる人権制約基準

1　憲法の私人間効力に関する検討

　憲法は、元来、国民の国家に対する人権保障として成立してきた。す

なわち、憲法は、国家と国民間に直接適用されるものであり、私人間に

おいては原則として適用されないものとされてきた。

　医療・福祉領域においてこれをあてはめるならば、医療・介護施設は

私人であるから、いくら身体拘束が発生しても私人間の問題であり、身

体拘束の客体となる高齢者は憲法上の人権保障を求められない。福祉領

域で今日、「人権啓発｣ が盛んに提唱されているが、これでは単なる政

治的プロパガンダや道徳的な標語でしかなくなる。また、いくら侵害さ

れる人権の分析をしても、これらの人権はプログラム規定的な役割しか

果たさない。日本の福祉における高齢者の人権保障とは、そんなに軽薄

なものなのだろうか。疑問である。

　そこで、私は、高齢者の個人の尊厳保障の観点から高齢者の人権は私

人間においても対国家に準じた形で保障される必要があると考える。し

かし、私人間に憲法が直接適用されるとすると一般市民社会の私的自治

を損なうことになり、私人間の自由な行為が、憲法により制約を受ける

ことになる。また、人権は歴史的には、国家権力に対抗して国民の自由

を守る手段として形成されてきたので、私人に憲法を一律に適用すると、

23  舟木浩「病院内における身体拘束の違法性を認めた判決」『賃金と社会保障』
No.1480、37 頁参照。
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人権は国家権力への対抗手段であるという本質を見失うことになる 24。

ここから、直接効力説を採用することはできない。

　一方、私人間において憲法の適用を全く否定するのは、福祉領域にお

いて経験則的人権概念を蔓延させ、高齢者の人権保障を曖昧にするばか

りか、高齢者に関係する施設職員等の人権をも曖昧化するので好ましく

ない。曖昧な人権概念の蔓延によるいわゆる「人権のインフレ現象」の

弊害である。

　判例は、私人間においては憲法の条文を公序良俗違反など民法の一般

原則に置き換えて適用する間接適用説を採用している 25。間接適用説は、

憲法の対国家に対する国民の人権保障規範としての性格を維持しつつ、

市民社会のルールである私的自治を尊重するという点でバランスのいい

学説である。しかし、この学説を福祉領域に適用した場合、福祉の根幹

を支える「人権」が不明瞭になるのではなかろうか。すなわち、間接適

用説では、人権は私人間の利益調整としての公序良俗違反（民法 90 条）

や権利の濫用禁止（民法 1条 3項）、あるいは、信義誠実の原則（民法

1条 2項）の道徳レベルでの価値しかなくなるのである。果たしてこれ

で日本の高齢者福祉を考えていいのであろうか、私は疑問に思う。

　上記の公法と私法を二分する伝統的なドイツ法的な学説である無効力

説、直接適用説、間接適用説では、人権の尊重を標榜する日本型福祉を

維持することができないのではなかろうか。それゆえ、公法と私法の分

離を前提としないアメリカ型の State Action理論の弾力的な運用を考え

たい。

　この学説は、人権の本質は国家に対する防御権であることを前提とし

24  後藤光男編著『プライム法学・憲法』敬文堂、2007 年、86～87 頁（山本克司
担当）参照。
25  間接適用説の判例としては、三菱樹脂事件（最大判昭和 48・12・12 民集 27・
11・1536）がリーディングケースとなり、以後日産自動車事件（最判昭和 56・3・
24 民集 35・2・300）や昭和女子大事件（最判昭和 49・7・19 民集 28・5・790）
などに承継されている。
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て、第 1類型では、公権力が、私人の私的行為に「極めて重要な程度ま

でかかわりあうようになった」と判断できる場合に憲法を私人間に直接

適用するとする。そして、この基準としては、①国有財産の理論、②国

家援助の理論、③特権付与の理論などがある 26。

　日本の社会福祉は、従来、国家が福祉運営の主導的役割を担う「措置

制度」が採用されてきた。この制度の下では、社会福祉法人の運営は、

国庫補助に委ねられていた。それゆえに、「国家援助の理論」を用いる

ことができるのではなかろうか。これは国から助成措置を受け、施設の

運営については、国の指導・監督に服しているときは、福祉施設の行為

を国家の行為と同視して憲法を適用するというものである。具体的に憲

法が適用されるための要件は、①援助額が多額にのぼるなど、特別なも

のであること、②事業の運営と政策に国家の高度なコントロールが及ん

でいること、③私的団体といえども公共的性格が強いこと、である 27。

　現在、福祉領域においては、2000 年の介護保険施行以降「契約制度」

に移行し、運営されている。しかし、現在においても、老人福祉施設の

運営上、認可・指導・勧告・援助など国や地方公共団体のコントロール

は、随所において見られる。この現状から、State Actionが最も好まし

いと考える。この学説に基づいて、身体拘束に関する人権を検討すると、

医療・福祉施設職員と高齢者間、同施設と高齢者間においては、利用者

である高齢者は、憲法保障の人権を主張することができる。

　尚、医療・福祉施設の中で利用者同士の人権抵触が発生した場合はど

のように考えるべきであろうか。具体的ケースは、施設を利用している

高齢者の他害行為の場合である。対等な立場にある自然人としての利用

者同士に State Actionを用いるのは困難である。この場合は、間接適用

26  State Actionについては、芦部信喜編『憲法Ⅱ　人権（1）』有斐閣、1978 年を
参考にしている。
27  後藤光男編著『プライム法学・憲法』敬文堂、2007 年 89～90 頁（山本克司担
当）を参照。
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説を用いて、憲法の人権規定を民法の一般原則に置き換えて主張すべき

である。なぜならば、同じ施設で同じ空間で生活を共有する利用者同士

で過度に人権主張することは、私的自治を破壊し、人間関係を疎遠にし

てしまう。問題解決に副作用を残さないためには、大袈裟な人権理論を

使うべきではない。

2�　切迫性判断基準：「明白かつ現在の危険」（Clear�and�Present�

Danger）の基準

（1）総説

　この基準は、①ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪を引き起こ

す蓋然性が明白であること、②その実質的害悪が極めて重大であり、そ

の重大な害悪の発生が時間的に切迫していること、③当該規制手段が上

記の害悪を避けるのに必要不可欠であること、の三つの要件の存在が論

証された場合にはじめて、当該表現行為を規制することができるとする

ものである。

　これを身体拘束にあてはめれば、①高齢者の身体拘束のない行為が、

近い将来、高齢者自身（利用者）、利用者の身体行為と接触する他の利

用者、あるいは利用者の身体行為と職務上密接に関係する医療・福祉施

設職員に対して彼らの法益である生命・身体が重大な危険にさらされる

蓋然性が明白であること、②その法益侵害が生命・身体の生理的機能か

ら見て極めて重大であり、その重大な法益侵害の発生が時間的に切迫し

ていること、③身体拘束が上記の法益を維持する上において必要不可欠

であること、ということになる。

　この原則は、とりわけ 1940 年代にアメリカの連邦最高裁多数派によっ

て、表現の自由を制約する法令それ自体の合憲性判定基準として用いら

れ、表現の自由擁護のための理論としての発展を遂げた。わが国にお

いても、この原則は戦後いち早く注目され、表現の自由の「守護神」

のごとくに、一時期、学説及び下級審の判例上、隆盛を誇ったことがあっ

た 28。現在、学説上この説の有用性を疑問視する者がいるが 29、経験則
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が支配し、明確な人権制約基準の意識すら希薄な福祉の領域では、現状

を打破し、人権啓発をより促進するためには有意義な基準ではなかろう

か。

　この私の主張に対して、憲法学者の一部からは、表現の自由の制約基

準を身体拘束に準用するのは適用領域が違うのではないかとの批判があ

る。しかし、身体拘束禁止の保護法益は、高齢者などの意思に基づく身

体の自由な活動による「自己実現」の保障であり、Clear and Present 

Dangerの基準（明白かつ現在の危険）の基準が対象として本来予定す

る民衆のデモ行進の保護法益も意思に基づく身体の自由な活動による

「自己実現」の保障である。それゆえ、身体拘束原則禁止の解除基準と

して Clear and Present Dangerの基準を採用することは何ら問題ないと

考える。

（2）具体的論点の検討

①　「実質的害悪」の検討

　この基準を検討するにあたり、「実質的害悪」とは何かが問題となる。

アメリカにおける解釈は、それは重大な害悪という限定はあるものの、

きわめて広く、一定の社会的利益を阻害するものを一般的に含むものと

してとらえられており、とりわけ、国家ないし社会公共の安全の阻害と

いったものが、多くの場合その内容とされてきた 30。

　身体拘束においては、アメリカのように抽象的にとらえることはでき

ない。なぜならば、この概念を曖昧化すると、Clear and Present 

28  浦部法穂著『違憲審査の基準』勁草書房、1987 年、57 頁以下参照。
29  わが国では、下級裁判所の判決で用いられた例はあるが、最高裁の判例では、
この基準の趣旨を取り入れた判例はあるが、明確には採用されていない。佐藤幸
治教授や奥平康弘教授はこの基準について疑問をもっている。佐藤幸治「明白か
つ現在の危険」『憲法の争点［新版］』有斐閣、1985 年、80 頁以下参照。奥平康
弘「表現の自由」『日本国憲法体系第 7巻』53 頁以下など参照。
30  浦部法穂著『違憲審査の基準』勁草書房、1987 年、60 頁参照。
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Dangerの基準による限定は無意味なものになってしまうからである。

私は、身体拘束における実質的害悪とは、個人の生命の喪失と身体の生

理的機能の回復が著しく困難になる程度の暴行を意味すると考える。

　暴行の概念については、刑法学上、有形力が不法に行使されるすべて

の場合（最広義の暴行）、人に対する不法な有形力の行使（広義の暴行）、

不法な有形力が人の身体に対して加えられる場合（狭義の暴行）、人に

対し、かつ、その反抗を抑圧するに足りる程度に強度の不法な有形力の

行使（最狭義の暴行 )に分類される 31。身体拘束が、高齢者の個人の尊

厳を著しく損なう行為類型であることを考えれば、それを抑制するため

の暴行概念は、最狭義の暴行ととらえるべきある。そこで、「実質的害悪」

とは、「施設利用の高齢者自身、この高齢者と接触関係にある他の利用

者（同じ施設を利用している高齢者）、身体拘束の対象となる高齢者と

職務上密接な関係にある福祉に従事する医療・福祉施設職員の生命の喪

失ならびに身体の生理的機能を侵害する程度の暴行の発生」と考える。

②　「明白性」の検討：因果関係の観点から

　「明白性」の認定については、制限の対象となっている高齢者の人身

の自由・表現の自由とその行為から発生する害悪との間に明らかな因果

関係が認められることが必要である。この因果関係は、人権制約が緩や

かな経済的自由の制約基準である「合理性の基準｣ においてもある程度

まで因果関係は明らかにされなければならないのだから、より人権制約

の厳格性が求められる人身の自由や精神的自由においては、Clear and 

Present Dangerの基準の適用上、合理性の基準における因果関係より

もさらに明白な因果関係が求められると考えるべきであろう。具体的に

は、中心静脈栄養や点滴やバルンカテーテルなどの各管類を自己抜去さ

れれば高齢者にダメージがあるだろうという蓋然性ではなく、専門的職

業人の視点から疑いの余地のない程度に不可避的に害悪が発生すること

31  大塚仁『刑法概説（各論）』有斐閣、1996 年、34 頁参照。
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という確実性が示される必要がある。

③　「現在性」の要件の検討

　「現在性」の要件は、通常、時間的近接性、害悪発生の危険性が差し迫っ

ていることを要求するものとされる 32。浦部教授は、「時間的近接性と

いう概念は、やや曖昧であるが、要するにこれは、現実の危険、具体的

危険を要求するものと理解しうるように思われる。すなわち、『現在性』

は、その表現行為が現実的・具体的に『害悪』を生じせしめる危険をも

つか否かという点にかかわるものである」としている 33。

　この考え方を身体拘束にあてはめると、「現在性」とは、「高齢者の身

体拘束のない自由な行動が、その高齢者と彼（彼女）をめぐる関係者の

生命の喪失または身体の生理的機能の回復が著しく困難となる危険性を

発生させていると具体的に認識できる状態にあること」となる。

④　「必要性」の要件の検討

　身体拘束原則禁止を解除するにあたり、現状における医療・介護領域

の専門的・一般水準から身体拘束を必要とする疑いを容れない程度の合

理性が推定できれば「必要性」があると判断できる。

3　非代替性判断基準：LRA(Less�Restrictive�Alternative) の基準

　身体拘束は、医療・介護における数多の技術のうちの一つの手段であ

る。そこで、憲法学上手段審査として唱えられてきた LRAの基準（必

要最小限度の基準）の身体拘束への準用を考えてみたい。

　これは、立法目的は表現内容には直接かかわりのない正当なものとし

て是認できるが、規制手段が広汎であるである点に問題のある法令につ

いて、立法目的を達成するため規制の程度のより少ない手段が存在する

32  伊藤正巳『言論・出版の自由』岩波書店、1959 年、280 頁参照。
33  浦部法穂『違憲審査の基準』勁草書房、1987 年、63 頁参照。
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かどうかを具体的・実質的に審査し、それがあると判断される場合には

当該規制立法を違憲とする基準である 34。

　私たちの個人の尊厳にとって、必要不可欠な人権は自由権である。そ

こで、自由を確保し、もって個人の尊厳を確保するためには、人権制約

は必要最小限度であるべきである。それゆえ、この基準は憲法による自

由権保障には常に付随して登場する。また、生存権の自由権的側面は、

本質において自由権であるから制約基準としてこれを準用できると考え

る。　

　この基準を身体拘束にあてはめると、高齢者の表現行為を制約し、人

身の自由を拘束する必要がある場合に、一般的専門的職業人の視点から

数多の医療・介護技術の中から、当該状況において、身体拘束よりもよ

り自由の侵害が少ない医療・介護技術を検討し、それがあるにも拘らず、

身体拘束を選択した場合には、高齢者虐待として、身体拘束原則禁止は

解除されない。反対に、身体拘束以外に自由の侵害が最小になる医療・

介護技術の選択の余地がない場合には、身体拘束原則禁止が解除され、

身体拘束が認められる。

　一宮身体拘束事件判決について、上記厚生労働省令 15 条 4 項の「生命、

又は身体を保護するために緊急やむを得ざる場合」、例外的に身体拘束

が認められるとされた部分を最高裁判決では「患者の受傷を防止するな

どのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合」（下線は筆

者による）に例外的に身体拘束が認められるとしている。

　この判決に LRAの基準をあてはめると、「生命または身体」の保護が

より保護法益が軽い「受傷」となっている。生命又は身体の保護を行な

うべきケアが漠然とした「受傷」を防ぐケアとなることは、より人権制

約が厳しい医療・介護が可能であるにもかかわらず、より人権制約が緩

やかな医療・介護を認めることになるので高齢者の自己実現に必要な自

34  芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法［第 4版］』岩波書店、2006 年、196～197
頁参照。
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由権保障を弱めてしまう。また、同様に「緊急やむを得ない」という条

文が「必要やむを得ない」という医療機関・介護施設にとって身体拘束

を是認しやすい語に置き換えられている。この最高裁の判断は LRAの

基準に照らせば、「人権制約は目的達成上より小さく」という人権保障

の本質を欠落したものとなっており、妥当ではない。

Ⅴ　おわりに

　わが国の身体拘束についての判例は、転倒事故において抑制をしな

かったことの違法性が争点となった判例はすでに何件かある。しかし、

高齢者の身体拘束の違法性が正面から争われたのは、一宮身体拘束事件

が最初である。この背景には、高齢者のいわゆる「泣き寝入り」がある。

すなわち、面倒を見てもらってきた施設に対して苦情を言うことに対し

て本人や家族の躊躇がある 35。訴訟になれば受任する弁護士の確保と弁

護士費用が高いハードルとなる。さらに懲罰的損害賠償が認められない

日本の裁判実務では、身体拘束によって軽い怪我をした程度では、訴訟

で勝訴したとしても損害賠償額が少額にとどまるため、実際に弁護士へ

の依頼は必然的になくなる。これでは、高齢者の人権は保障されない。

それゆえに、高齢者の人権保障に対する内部統制として医療・介護に携

る者は高い人権意識と精緻な人権調整能力をもつ必要がある。ところが、

一宮身体拘束事件に見られるように裁判所自体が身体拘束原則禁止解除

の明確な人権調整（制約）基準を提示していない。

　そこで、私は、経験則が支配する福祉領域に明確な人権概念と精緻な

人権制約基準の導入をすることにより高齢者養護者あるいは施設職員の

個人の尊厳保障・人権保障を提言している。本稿では、その視点から独

自の人権制約基準の試案を提唱した。しかし、福祉の現場では、この理

35  舟木浩「病院内における身体拘束の違法性を認めた判決」『賃金と社会保障』
No.1480、34 頁参照。
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論を即座に実践に活用できるとは思えない。ロールプレイなどを活用し

た演習が必要である。また、事例を通して、自ら事案を解決する能力を

身につける必要がある。私は、これを「ソーシャル・リーガルマインド」

と呼んでいる。

　身体拘束問題は、医学・看護学・心理学・社会学などが学際的に交わ

る。しかし、根底に憲法学の人権論に裏付けられた正確な理解がなけれ

ば、いかに高度な学問分野にあっても高齢者本人の個人の尊厳に資する

ものにはならない。その意味で、明確な概念と精緻な人権制約基準を内

容とする人権論の重要性を各学問領域の基礎として医療・福祉に携さわ

る者誰もが認識して欲しい。また、単なる一方的な講義形式の人権研修

会でなく、臨機応変な人権活用能力の育成を意識した体系的・理論的な

人権講義と演習が望まれる。
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