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陰湿な傷害事件か、優れたケアか、で争われたつめ切除事件の高裁判決が出ました。
【kobi】
つめ切除事件、看護師に逆転無罪判決

福岡高裁

朝日新聞 2010 年 9 月 16 日
北九州市の病院で２００７年、認知症の入院患者２人の足のつめを切除してけがをさせ
たとして傷害罪に問われた看護師、上田里美被告（４４）の控訴審判決が１６日、福岡高
裁であった。陶山博生裁判長は、懲役６カ月執行猶予３年（求刑懲役１０カ月）とした一
審・福岡地裁小倉支部判決を破棄し、無罪を言い渡した。
事件をめぐっては、患者への「ケア」なのか、傷害罪にあたるのかが争われ、福岡高裁
の判断が注目されていた。日本看護協会は被告の行為について「看護ケアである」との見
解を出していた。
０９年３月の一審判決によると、上田被告は北九州八幡東病院の看護課長だった０７年
６月、入院中の当時８９歳と７０歳の女性２人の足のつめ計３枚をつめ切り用ニッパーで
深く切るなどして、出血を伴うけがを負わせたとされる。一審は「患者への配慮を欠き、
正当な看護行為ではない」と判断していた。
これに対し、被告が控訴。０９年８月からの控訴審では、検察側、弁護側ともに別々の
医師の証人尋問などを行い、今年６月の第６回公判で結審した。
検察側は控訴審で「（職場の人間関係などによる）欲求不満を解消し、隠微な楽しみを得
るため、つめを切り詰めるなどして出血させた。正当な業務行為ではない」として傷害罪
にあたると主張した。弁護側は「当時の標準的手法に照らしても優れたつめケアで、正当
な看護行為だった」と主張。控訴審で検察側証人として出廷した医師が「処置後の状態は
適切」「行為自体は問題ない」と証言した点について、弁護側の主張に沿う見解だとしてい
た。

「１得点、いい経験」

知的障害者サッカー日本代表・加藤さん
秋田魁新報

2010 年 9 月 16 日

南アフリカで行われた大会を笑顔で振り返る加藤さん

８月２１日から９月１２日まで南アフリカで行われた知的障害者
サッカー世界選手権大会に日本代表のメンバーとして出場した加藤
隆生さん（２１）＝秋田市雄和＝が１５日、秋田魁新報社を訪れ、
大会を振り返るとともに、得点を挙げた感想などを語った。
「もう一つのワールドカップ」と呼ばれる同大会。日本代表は予
選リーグで前回王者のサウジアラビアとフランスと対戦、２敗を喫
し決勝トーナメント出場を逃した。順位決定リーグはトルコと引き
分けた後、最終戦の韓国で初勝利を挙げ、トータル１勝２敗１分け
で１１チーム（５カ国が棄権）中１０位の成績だった。

加藤さんは秋田市内のデイサービスセンターで働きながら練習を重ね、秋田大付属養護
学校（現秋田大付属特別支援学校）在学中に出場した２００６年ドイツ大会に続き日本代
表入り。正位置はＧＫだが、今大会はチーム事情からＭＦやＤＦとして全４試合に先発し
ピッチを駆け回った。
特に韓国戦では１ゴールを挙げて５̶１での勝利に貢献した。フィールドプレーヤーとし
ての出場に「小中学校時代にＭＦの経験もあるので違和感はなかったが、本来はＧＫ。ま
さか南アフリカで得点を挙げることができるとは…。いい経験になった」と驚いた様子。
１０位という結果については、「一けたの順位を目指していたので残念。ただチーム全員が
精いっぱいのプレーをできた」と振り返った。

菅総理大臣の続投で予算の組み替えはなくなりましたが、総額規制により 9 月 13 日付で
「平成２３年度厚生労働省所管概算要求における予算の組替え等について」が公表されて
います。詳しくは次のサイトで
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11gaisan/dl/kumikae.pdf
【kobi.】
平成 23 年度障害者施策関係予算の概算要求について
全日本手をつなぐ育成会速報 No.34 9 月 15 日号から
＜厚生労働省関係＞
去る８月 26 日に、厚生労働省関係の平成 23 年度予算の概算要求額が示されました。一
般会計で 28 兆 7954 億円（4.5％増）となっています。社会保障関係（年金・医療等に係
る経費等）の自然増の 1 兆 2400 億円が加算されています。
一方、概算要求にあたって、各省庁一律 10％の減額が求められていますが、それに見合う
額が、「元気な日本復活特別枠」として設けられました。この特別枠は、政策コンテストを
実施し、総理が配分を決定することになっています。例えば、その「特別枠」に対して、
次の事業が提案されています。
○障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業（新規・特別枠）126 億円
障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう、施設や病院からの地域移行を進
め、地域生活の支援を充実するため、①市町村における地域移行推進重点プランの作成と
24 時間緊急対応等の体制整備、②地域生活の核となるグループホーム等の住まいの場の整
備（障害福祉計画：8.3 万人分）、在宅の精神障害者へのアウトリーチ（訪問支援）（47 都
道府県で実施）を、緊急的かつ総合的に行う。
なお、この「特別枠」の予算額は、以下の障害保健福祉予算の概算要求額のそれぞれの
事項に加えられています。
障害保健福祉関係予算概算要求額
障害保健福祉関係予算の概算要求額の総額は 1 兆 1904 億円（前年度 1 兆 901 億円）
で、1003 億円の増額（9.2％増）となっています。知的障害関係の主なものは次のとおり
です。
○自立支援給付等（11.9％増） 5719 億円→6492 億円 773 億円増
○地域生活支援事業（4.5％増） 440 億円→ 460 億円 20 億円増
○自立支援医療（7.8％増） 1954 億円→2106 億円 152 億円増
＊利用者負担あり方については、年末に向けて引き続き検討する。
○障害児施設に係る給付費等（2.0％増） 710 億円→724 億円 14 億円増
○工賃倍増５か年計画支援事業（24.1％減 7.9 億円→6 億円 1.9 億円減
○特別児童扶養手当、特別障害者手当等（2.3％増）1367 億円→1398 億円 31 億円増
○社会福祉施設等整備費（9.7％減） 124 億円→136 億円 12 億円増
○障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進 4.7 億円→4.7 億円
○全国在宅障害児・者実態調査（仮称）実施（新規） 4.2 億円

制度の谷間のない「障害者総合福祉法」（仮称）の検討や施行準備の基礎資料とするため、
障害児・者（これまでの法制度では支援の対象とならない者を含む。
）の生活の実態とニー
ズを把握するための調査を実施する。
○介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（仮称）の実施（新規）21 億円
特別養護老人ホーム、障害者（児）施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを
行うことができる介護職員等の養成を支援する。
障害者雇用施策関係予算の概算要求額
○公的部門における雇用・就労の促進及び支援（91.8％増） 3.7 億円→7.1 億円 3.4 億円
増
＊「チャレンジ雇用」の推進・拡大及び検証、実施。（全省庁関連）
○雇用率達成指導、地域の就労支援の強化等（2.5％減） 81 億円→79 億円 2 億円減
・ハローワークを中心とした地域の関係機関との連携による「チーム支援」の推進 622 百
万円→680 百万円
・障害者就業･生活支援センター 3820 百万円→5367 百万円（282 か所→332 か所）
・障害者トライアル雇用事業の推進 994 百万円→864 百万円（9000 人）
○障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化（28.6％増）21 億円→27 億円 6 億円増
○障害者の職業能力開発支援の強化（1.7％減）60 億円→59 億円 1 億円減
＜文部科学省関係＞
文部科学省の平成 23 年度予算の概算要求額は、一般会計で 5 兆 8348 億円（4.3％増）と
なっています。特別支援教育関係は次ぎのとおりです。
○特別支援教育の推進（11.8％増） 79.7 億円→89.1 億円 9.4 億円増
・特別支援教育総合推進事業 258 百万円
・特別支援教育就学奨励費負担等 7471 百万円→8501 百万円
（支給対象費目）教科用図書購入費、学校給食費、交通費、修学旅行費、寄宿舎居住
費、学用品購入費 等
＊特別支援学校の在籍者数の増（4.0％増） 121755 人→126650 人
＊特別支援学級の在籍者数の増（8.6％増） 145429 人→157936 人
＊特定扶養控除見直しに伴って負担増となる生徒に対する給付 841 百万円［再掲］
対象者 特別支援学校高等部 約 51 千人（非課税世帯除く）
・教科書用特定図書等普及推進事業 125 百万円
○義務教育国庫負担金（1.5％増） 1012.6 億円→1027.8 億円
教職員の給与費の負担（公立特別支援学校の小・中学部分）
○私立高等学校等経常費助成費等補助（10.8％増） 41.5 億円→46.0 億円
私立特別支援学校等の運営費補助
○国立特別支援教育総合研究所の整備運営等（6.7％減）11.9 億円→11.1 億円
また、高齢者関連の中に以下の項目もあります。
認知症の方の暮らしを守るための施策の推進 ３８億円（３６億円）
①地域における市民後見活動の仕組みづくりの推進（新規）
（※市町村圏域等における認知症施策（28 億円）の内数）
市民後見人（弁護士、司法書士等の専門職以外の第三者による後見人）の養成を支
援するなど、地域における市民後見活動の仕組みづくりの推進を図る。
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