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事実の概要

　長野県にある高齢者総合福祉施設に設置されて
いる特別養護老人ホームの食堂で、他の利用者と
ともに間食のドーナツを食べていたＫ（当時85歳）
が死亡するという事故が発生した。
　検察官は、業務上過失致死事件として、事件の
時にドーナツを配膳していた准看護師Ｙを長野地
検松本支部に起訴した。
　起訴状によると、Ｋは、口腔内に食物を詰め込
む特癖を有し、食物を誤嚥する恐れがあり、かつ、
当時、同食堂において利用者に対する食事の介助
を行う職員が被告人及び同施設介護職員 1名の
みで、同介護職員は利用者に提供する飲み物の準
備中であったため、Ｋの食事中の動静を注視する
ことは困難であったのであるから、同人が間食の
ドーナツを口腔内に詰め込んで誤嚥することがな
いように被告人自らＫの食事中の動静を注視し
て、食物誤嚥による窒息等の事故を未然に防止す
べき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、他
の利用者の食事の介助に気を取られ、Ｋの食事中
の動静を注視しないまま同人を放置した過失によ
り、被害者にドーナツを誤嚥させて、窒息による
心肺停止状態に陥らせ、同人を死亡させたという。
　その後、検察官は、上記の訴因に加えて、特別
養護老人ホームにおいて間食を配膳する際には、
入所者に提供する間食の状態を確認して窒息事故
等を防止すべき義務があるのに、それに反して
ドーナツを配膳した過失により被害者を死亡させ
たという予備的訴因を追加した。
　第一審長野地裁松本支部は、主位的訴因の成立
は否定したが、予備的訴因を認め、Ｙを業務上過

失致死罪で有罪として、罰金 20 万円を言い渡し
た。
　弁護人は、そもそも本件が間食中の事故である
という点に疑問を示し、むしろ自然死ではないか
と主張したが、裁判所は、被害者の死因は間食に
出されたドーナツをのどに詰まらせて窒息したこ
とによるとした。
　その上で、被害者がドーナツを一時に口に入れ
ることによって窒息することを予見できなかった
わけではないが、これまで誤嚥による障害を起こ
していない上、当日、被告人は介助の必要な重篤
な人の介助中であったのであるから、検察官の主
張するように、被害者の動静を注視していなけ
ればならない注意義務があったとはいえないとし
て、主位的訴因の成立を否定した。
　その一方で、被害者は食物を口の中に詰め込む
癖があり、そのため間食にはゼリー状のものを提
供するように申し送りがあったのだから、その点
に注意することなく、ドーナツを提供した点に過
失を認めて、業務上過失致死罪の罪責を問うた。
　これに対して、弁護人は東京高裁に控訴した。

判決の要旨

　原判決破棄。被告人は無罪。
　「原判決は、本件ドーナツが喉頭ないし気管内
を閉塞したため窒息が生じ、被害者はこの窒息に
より心肺停止状態に陥り、これに起因する低酸素
脳症等により死亡したとの機序を認定した上で、
被告人には業務上過失致死罪における過失が認め
られるとしたが、原判決が原判示の過失を認めた
ことは是認できない。」
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　１　原判決の問題点
　「ア　原判決は、結果の予見可能性を検討し、
その上で注意義務を検討するという判断枠組みに
基づき、予備的訴因に沿う過失を肯定していると
ころ、原判決は予見可能性を適切に捉えていない。
　すなわち、原判決が検討した予見可能性の内容
は、被害者自身に対する窒息の危険性を抽象化し、
『本件施設の利用者に間食の形態を誤って提供し
た場合、特にゼリー系の間食を配膳することとさ
れている利用者に常菜系の間食を提供した場合、
誤嚥、窒息等により、利用者に死亡の結果が生じ
ること』とされている。」「特別養護老人ホームに
おける利用者一般という概括的な存在を対象に、
常菜の中でも、どのような種類の間食かを特定し
ないまま、死因についても誤嚥、窒息の例示はあ
るが『等……』を付して包括性の高いものにした
上で、利用者が死亡することについての予見可能
性を問題にしたものであり、要するに、特別養護
老人ホームには身体機能等にどのようなリスクを
抱えた利用者がいるか分からないから、ゼリー系
の指示に反して常菜系の間食を提供すれば、利用
者の死亡という結果が起きる可能性があるという
ところにまで予見可能性を広げたものというほか
ない。しかし、具体的な法令等による義務……の
存在を認識しながらその履行を怠ったなどの事情
のない本件事実関係を踏まえるならば、上記のよ
うな広範かつ抽象的な予見可能性では、刑法上の
注意義務としての本件結果回避義務を課すことは
できない。」
　「原判決は、被告人には本件形態変更を確認す
る職務上の義務があったとした上で、これを法令
等による義務と同視したもののように解される
が、一定の科学的知見や社会的合意を伴わない単
なる職務上の義務を法令等による義務と同列に扱
うのは形式的に過ぎるというべきである。本件で
は、被告人が間食の形態変更を確認しないまま本
件ドーナツを被害者に提供したことが過失である
とされ、この過失によって被害者に本件ドーナツ
による窒息が生じ、その死亡という結果を引き起
こしたことについて行為者を非難するという過失
責任が問われているのであるから、被害者に対す
る本件ドーナツによる窒息の危険性ないしこれに
よる死亡の結果に対する具体的な予見可能性を検
討すべきであるのに、原判決はこの点を看過して
いる。」

　「イ　また、原判決は、主位的訴因の検討にお
いて、被害者に窒息の危険が高かったとまではい
えず、被害者が窒息等をした場合にむせ等周囲の
者が窒息に気付き得る言動をとれないことを予測
するのは困難とした上で……、被害者を注視して
窒息事故を未然に防止すべき義務を否定してい
る。どの程度の予見可能性があれば過失が認めら
れるかは問われている結果回避義務との関係で個
別的に判断されるべきであるから、原判決の上記
判断には当該結果回避義務を課すに足りる程度の
具体的予見可能性を否定する趣旨も包含している
と解される。そうであるとすると、主位的訴因よ
りも時系列的に前の予備的訴因ではなおさら、結
果回避義務を課すに相応しい内容、程度の結果に
対する具体的予見可能性が認められるかを自覚的
に検討する必要があったはずである。しかし、原
判決は、予備的訴因で求められた具体的予見可能
性の内容を前記アのとおり誤って捉えたためか、
上記検討をしていない。」
　「ウ　さらに、原判決は、主位的訴因の検討に
おいてさえ、『看護職は常に介助に入るものでは
なく、介助の主体は介護士とされており、被告人
は間食を配膳することを介護士であるＭから頼ま
れ、配膳を開始した時から被害者の異変が発見さ
れるまでＭから被害者の見守り等について何ら注
意をされたわけでもな（い）』という事情も考慮
して主位的訴因の過失を認めることができないと
しながら、予備的訴因の検討においては上記事情
を考慮した様子はない。しかし、予備的訴因の検
討においても上記事情……を踏まえて実質的に判
断すべきであった。」
　「エ　以上のとおり、原判決は、過失犯につい
て予見可能性から検討する判断枠組みを採用し、
この枠組みに従って主位的訴因を排斥する一方、
予備的訴因に関する判断においては、主位的訴因
の判断と大きく異なる誤った予見可能性の捉え方
をした上で、本件施設における被告人の立場等に
ついても実質的な検討をしないまま原判示の過失
を肯定したもので、この点だけをみても、原判示
の過失に係る判断には重大な問題があり、これを
そのまま是認することはできない。」
　２　予備的訴因に対する判断
　「原判決は、注意義務の内容として、被害者に
提供すべき間食の形態を確認すべきこと（以下「間
食形態確認義務」という。）と、本件ドーナツの
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提供を回避すること（以下「ドーナツ提供回避義
務」という。）を要求している。本件過失の中核（非
難の重点）はドーナツ提供回避義務違反と解され
るが、原判決は、間食形態確認義務が尽くされれ
ば、その後の因果の流れとして被害者に対する本
件ドーナツの提供も回避されたはずであるから、
間食の形態を確認しなかったこと自体を捉えて過
失責任を問えると判断したものと解される。」
　「上記のような流れで間食の形態を確認しなかっ
たことを業務上過失致死罪における過失とするた
めには、遅くとも被害者に本件ドーナツを提供す
るまでの間に本件ドーナツによって被害者が窒息
することの危険性ないしこれによって死亡する結
果についての具体的予見可能性がどのような内容、
程度であったかを十分に検討する必要がある。」
　「ドーナツは被害者が本件施設に入所後にも食
べていた通常の食品であり、本件ドーナツによる
窒息の危険性の程度は低かったこと……、本件形
態変更はあったものの、その経緯、目的に窒息の
危険を回避すべき差し迫った兆候や事情があって
行われたわけではなく、間食について窒息につな
がる新たな問題は生じていなかったこと……、看
護職と介護職の間には各利用者の健康状態につい
ての情報を共有する一定の仕組みがあったが、本
件形態変更は被告人の通常業務の中では容易には
知り得ない程度のものとして取り扱われ……、被
告人が事前に本件形態変更を把握していなかった
ことが職務上の義務に反するとの認識は持ち得な
かったこと……に照らせば、本件ドーナツで被害
者が窒息する危険性ないしこれによる死亡の結果
の予見可能性は相当に低かったといえる。このよ
うな予見可能性の内容、程度に加えて、被害者に
対して食品を提供する行為が持つ意味……も併せ
考えるならば、本件において被告人が間食の形態
を確認せず本件ドーナツを提供したことが刑法上
の注意義務に反するとはいえない。
　そうすると、本件事実関係の下では、被告人に
おいて、自ら被害者に提供すべき間食の形態を確
認した上、これに応じた形態の間食を被害者に提
供し、本件ドーナツによる被害者の窒息等の事故
を未然に防止する注意義務があったということは
できない。」
　以上のようにして、東京高裁は、過失の成立を
認めた原判決の結論は是認できないとし、「本件
公訴が提起されてから既に 5年以上が経過し、現

時点では控訴審の段階に至っている上、有罪の判
断を下した原判決には判決に影響を及ぼすことが
明らかな前記事実誤認がある以上、上記疑義や他
の控訴趣意についての検討に時間を費やすのは相
当ではなく、速やかに原判決を破棄すべきである」
として、破棄自判して被告人に無罪を言い渡した。

判例の解説

　一　本判決の意義
　過失犯の注意義務の内容としては、結果予見義
務か結果回避義務かと争われてきた。しかし、実
際上では、どちらかというのではなく、どちらに
重点を置くべきかについての争いであった。
　本件の場合にも、食事中の動静注視義務違反（主
位的訴因）、ドーナツ提供回避義務違反（予備的訴
因）という結果回避義務を問題にしながら、第一
審においても、この義務違反を認めるためには、
結果の予見可能性があったことを認める必要があ
るとしており、結局は、予見可能性の判断枠組み
を採用して、主位的訴因を否定したことは、本判
決が認定したとおりである。
　問題の核心は、この予見可能性の内容と程度で
ある。本判決の意義は、具体的予見可能性が必要
であることを明確に、その上で本件における注意
義務の成立を否定したことである。本件第一審に
おいても、主位的訴因の判断においては、具体的
予見可能性説に近い立場に立って、その成立を否
定しておきながら、予備的訴因については、信じ
がたいほどずさんな予見可能性判断をしている。
　第 1には、本件においては、ドーナツによる窒
息の危険性がどの程度具体的にあったかを検討す
べきなのに、「原判決は、被告人には本件形態変
更を確認する職務上の義務があったとした上で、
これを法令等による義務と同視した」ため、間食
の形態変化を確認しなかったという点に義務違反
を認め、ドーナツによる窒息の危険性を具体的に
検討することを怠った。
　第 2に、「主位的訴因よりも時系列的に前の予
備的訴因ではなおさら、結果回避義務を課すに相
応しい内容、程度の結果に対する具体的予見可能
性が認められるかを自覚的に検討する必要があっ
たはず」であるのに、その点の検討がされていない。
　第 3に、主位的訴因の判断においては、被告
人が配膳を行った事情を考慮したのに、予備的訴
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因の判断においては、この点がまったく考慮され
ていない。
　以上のような 3点において、原判決には判断
の誤りがあったとの指摘において、本判決が予見
可能性判断を具体的にするという立場に立ってい
ることがわかる。そして、予備的訴因についての
検討において、被害者の死という結果について具
体的予見可能性はなかったと結論した。
　原判決の前半と後半との判断の食い違いに唖然
とした評釈者において、本判決に接して、裁判所
の判断に対する信頼を取り戻した思いがするほ
ど、その判示は具体的で明快である。

　二　過失犯認定上の問題
　１　過失犯における注意義務の内容
　過失犯における注意義務において、予見可能性
の位置づけは、危惧感説が登場した時期には、か
なり後退した。しかし、近年は、実務的にも、予
見可能性を具体的に捉える傾向が一般的と評価し
てよいであろう。
　直近の判例では、JR 西日本脱線転覆事故につ
いての大阪高裁の判断があげられるだろう。大阪
高判 2017（平 27）・3・27（刑集 71 巻 5号 428 頁）
は、「責任主義の考え方からは、過失犯の成立を
認めるには、その要件である注意義務違反の前提
として構成要件的結果が予見可能であることを要
し、その予見が可能であることとは、例えば、内
容が十分に特定されない危惧又は不安といった一
般的、抽象的な程度の予見では足りず、構成要件
的結果及びその結果発生に至る因果の経過の基本
的部分について予見が可能であることをいうもの
と解される。そして、その予見可能性については、
基本的には、行為者のそれに相当する地位、職業、
経験や専門性等を備える通常一般人を想定した上
で、そのような通常一般人が、当該行為当時の状
況下で前記のように結果発生を予見し得たかどう
かという観点から判断されるべきものと考えられ
る。」としている。
　本判決は、この大阪高裁判決の過失犯認定の方
式に従ったものである。
　２　主位的訴因と予備的訴因の関係
　本判決でも指摘されているが、本件の主位的訴
因と予備的訴因の関係は、時系列的には、主位的
訴因が後で予備的訴因が前である。過失が複数認
められる場合の過失犯の認定については、直近過

失か並列過失併存かという議論がある。直近過失
説からするならば、主位的訴因における過失が直
近であるから、これが認められないとすれば、予
備的訴因の追加は認められない。ところが、本判
決は予備的訴因を認めることに違法はないとして
いる。並列過失併存説に立っていると考えられる。
しかし、他方で、主位的訴因より時系列的に前の
予備的訴因で過失を認めるためには、より慎重な
判断が必要としている。これは、直近過失説にも
配慮した判断だと思われる。

　（付言）福祉・医療現場における
　　　　  過失責任追及のあり方
　本件が福祉・医療現場における事件であること
に、社会の注目が集まったことを最後に指摘する。
　本件が起訴されたことは、介護の現場で働く人
たちにとって大きな脅威であった。本件の施設は
介護職員や看護職員の数や質において特別の問題
のない施設であり、そうした施設で看護職員がた
またま介護の手伝いで入っていたことによって、
施設利用者の死が生じ、そのため、看護職員が介
護の責任、しかも刑事責任を問われるという事態
に至った。このこと自体で、介護の現場には大き
なショックが走った。
　さらに、起訴内容が当初、介護の補助に当たっ
た看護職員が利用者の見守り義務に違反したとい
うものであった。介護施設に勤務する職員に一般
的に利用者の動静を見守る義務があるということ
になると、職員の負担は計り知れないものになる。
この点でも、介護施設職員には脅威以外の何物で
もない。
　この点については、第一審裁判所もさすがに認
めなかった。しかし、間食の配膳ミスを内容とす
る予備的訴因の成立は認めた。このため、介護の
現場においては、間食を提供することに躊躇が
走った。これによって、介護施設のサービス全体
の低下という現象さえ生じた。
　介護施設における労働環境は、ただでさえ苛酷
である。加えて、本件のように過度に厳しい司法
作用がその苛酷さを倍加する。そのことを考えた
とき、本件のような過失の認定に当たっては、一
層の慎重な配慮が要求されなければならない。
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