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は し が き

　本書は、保健師助産師看護師法（略称：保助看法）の概説書である。

　叙述の体裁は、はじめに「序論」において簡潔に保助看法の総論的事項に

ふれ、ついで保助看法の各条文を、順を追って解説する注釈書ないしコンメ

ンタールの形式をとった。

　逐条解説においては、関連する判例・裁判例と通達・通知・疑義照会回答

を網羅するよう努めて、保助看法の骨格に肉づけをした。

　下位法規である保健師助産師看護師法施行令と保健師助産師看護師法施行

規則にも隈なくふれて、保助看法の条文ごとに整理しなおして紹介した。

　関連法令に書式が定められているものについては、書式を掲載した。

　保助看法については、主として看護の専門家による優れた解説書が幾冊も

存在してきたが、法律書として端的に『保健師助産師看護師法』と題する書

籍は、本書が嚆矢となるもののようである。

　近時、看護師をはじめとする医療専門職の社会的な重要性は、ますます高

まっている。注目され尊敬されるということは、期待が過度にわたり責任を

問われるおそれがあるということでもある。

　看護師等と患者の関係、看護師等と医師の関係、保健師・助産師・看護

師・准看護師の相互関係について、保助看法の解釈が問題となる際、その解

釈・適用が場当たり的になりがちであることを危惧している。ここに保助看

法を体系的に研究し、一冊の書物とする意味があろう。

　保健師、助産師、看護師、准看護師は、極めて大切で特別な職業である。

　それを規律する保助看法の研究・実務・臨床に本書がいささかでも貢献で

きればまことに幸いである。

　2021年 4 月

平　沼　直　人
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平沼直人著『保健師助産師看護師法』民事法研究会発行
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【本法の目的】

第 1条
この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療

及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。

解 説
本法の「目的」を規定する。

1 　法　意

本法の目的は、保健師・助産師・看護師の資質を向上すること、それに

よって医療・公衆衛生の普及・向上を図ることにある。

2 　語　義

⑴　総　論

「この法律」、「保健師」、「助産師」、「看護師」、「資質（を）向上」、「もっ

て」、「医療」、「公衆衛生」、「普及」、「向上」、「図る」、「目的」の語義は、い

ずれも特に疑問の余地はなかろう。

⑵　准看護師の資質の向上

「保健師」については、本法 2条、「助産師」については、本法 3条にそれ

ぞれ定義規定があり、「看護師」についても、本法 5条に定義規定がある

が、沿革に照らしても、本 1条にいう「看護師」から「准看護師」（本法 6

条）をことさらに除外するものと読むべきではあるまい。

⑶　医　療

「医療」については、医療法 1条の 2第 1項に、「医療は、生命の尊重と個

人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の

担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身
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の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病

の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでな

ければならない」とある。

⑷　公衆衛生

「公衆衛生」については、地域保健法 2条が、「地域住民の健康の保持及び

増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速

な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における

公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度

化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適格に対応することができる

ように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつ

つ、総合的に推進されることを基本理念とする」と規定していることが参考

となる。

【保健師の定義】

第 2条
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保

健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

解 説
「保健師」の定義規定である。

1 　法　意

保健師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健

指導に従事することを業とする者である。

「この法律において」と限定があるが、他の法律においても、特に断りの
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ない限り、同義である。たとえば、地域保健法 6条 6号「保健師に関する事

項」の「保健師」など同義であろう。

2 　語　義

⑴　免　許

「免許」については、本法 7条 1項の解説に譲る。

⑵　保健師の名称を用いて

「保健師の名称を用いて」とは、保健師と名乗ることである。

保健師免許があって保健指導に従事する者であっても、保健師の名称を使

用しないのであれば、保健師には該当しないこととなる。

⑶　保健指導

「保健指導」は、医師法 1条に、医師の任務として、「医療」とともに掲げ

られている。

保健指導とは、健康を保持するために行う指示や教育のことである。

衛生指導、保健教育、栄養指導などが含まれる。

保健婦規則（昭和20年 5 月31日厚生省令第21号。昭和25年廃止）14条では、

保健婦の業務は、①衛生思想涵
かん

養
よう

の指導、②疾病予防の指導、③母性または

乳幼児の保健衛生指導、④栄養の指導、⑤傷病者の療養指導、⑥その他の保

健衛生指導とされていた。

⑷　従事する

「従事する」とは、一定の範囲の仕事を自己の担当事務として処理するこ

とをいう。

法令用語として、「掌る」ないし「つかさどる」を上位者、「従事する」を

下位者に使い分ける場合もあり、実際、医師法 1条においては、医師の任務

につき、「掌る」が用いられているが、用語・用例上の形式的な使い分けを

出るものではない。

⑸　業

「業」とは、「業務」と同義と解され、日常用語からはやや離れるが、法令
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用語一般の解釈と同様、反復継続する意思をもって行うことである。もっと

も、本法においては、日常語でいう「仕事」と解して差し支えない。

業務を行うことにより報酬や利益を得るかどうか、業務を行う法令上の根

拠があるかどうかを問わないものと解されている。

3 　特定保健指導

高齢者の医療の確保に関する法律18条 1 項は、「厚生労働大臣は、特定健

康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下

同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要
がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識

及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以

下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康

診査等基本指針」という。）を定めるものとする」と規定するところ、これを

受けて、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」（平成19年12

月28日厚生労働省令第157号） 5 条は、「法第18条第 1項に規定する保健指導に

関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とす

る」と定めている。

【関連条文】　本法29条、附則51条

【助産師の定義】

第 3条　
　この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助

産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする

女子をいう。
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解 説
「助産師」の定義規定である。

1 　法　意

助産師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦・褥
じょく

婦
ふ

・新

生児の保健指導を行うことを業とする女子である。

「女子」つまり女性に限定されている。

「この法律において」と限定があるが、他の法律においても、特に断りの

ない限り、同義である。

2 　語　義

⑴　免　許

「免許」については、本法 7条 2項の解説に譲る。

⑵　助　産

「助産」とは、分娩の介助をいう。

死胎ないし死産児の検案（本法39条 2 項、40条、41条）を含む。

⑶　妊　婦

「医療法中の疑義について」（昭和24年 6 月 9 日医収第669号三重県衛生部長あ

て厚生省医務局長回答）は、保健婦助産婦看護婦法 3条の定義として、「妊婦

とは妊娠期間中の婦人を云うのであるが、妊娠当初においては、平常時の婦

人と外見上変化がないので、一般的にいって妊娠したものとの徴候があらわ

れてから分娩開始までの期間における婦人をいう」ものとしている。

⑷　じょく婦

じょく婦（褥婦）とは、上記回答「医療法中の疑義について」によれば、

「分娩終了後母体が正常に回復するまでの期間（凡
およ

そ 6 週間）における婦人を

いう」。

なお、同回答によれば、産婦とは、「分娩徴候があらわれてから後
あと

産
ざん

が完
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了するまで、即ち分娩が完全に終る迄の期間における婦人をいう」。

⑸　新生児

新生児とは、母子保健法 6条 5項によれば、「出生後28日を経過しない乳

児をいう」。

⑹　保健指導

「保健指導」とは、保健師の行う保健指導と同義であり（本法 2条の解説参

照）、健康を保持するために行う指示や教育のことである。

⑺　業

「業」とは、「業務」と同義と解され、日常用語からはやや離れるが、法令

用語一般の解釈と同様、反復継続する意思をもって行うことである。もっと

も、本法においては、日常語でいう「仕事」と解して差し支えない。

業務を行うことにより報酬や利益を得るかどうか、業務を行う法令上の根

拠があるかどうかを問わないものと解されている。

3 　乳房マッサージ

　○助産婦が乳房マッサージを業とすることについて

【照会】（昭和35年 2 月25日三五医第293号厚生省医務局医事課長あて高知県厚
生労働部長照会）
　右のことについて、最近この実態が漸次増加の傾向にあり、あん摩師等関係
団体からこれの取締を要望されているのでありますが、左記について何分の御
教示をお願いします。

記
　助産婦が病院又は診療所以外の場所（助産所又は自宅或いは出張の形式）で
当該助産婦の介助以外のじょく婦又は一般婦人を対象として乳汁の分泌促進又
は分泌過多の乳汁うっ滞による疼痛緩和の目的で、乳房マッサージを業とする
場合
1　助産婦がこれを業とすることができるかどうか
2　医師の指示又は紹介があった場合、助産婦がこれを業とすることができる
かどうか
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3 　右の 1及び 2の法的根拠

【回答】（昭和35年 6 月13日医発第468号高知県知事あて厚生省医務局長回答）
　乳房マッサージは、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行うもので
あれば、助産婦の本来の業務内容の一部であって（保健婦助産婦看護婦法第 3
条）、助産婦は、法第38条に規定する場合を除いては、医師の指示を受けない
でこれを行うことができ、傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療
の補助の範囲で行なうものであれば、看護婦の業務として、法第31条第 2項の
規定により、これを行うことができる（ただし、法附則第52条第 4項に規定す
る者を除く。）。
　また、一般婦人の意味が明確でないが、授乳期にある婦人に対し保健婦の名
称を用いないで、乳汁促進等の指導を行うことは、助産婦にとって禁止されて
いる行為ではない。

4 　合憲性

助産師を女性に限る合理性は認められるが、日本国憲法の保障する幸福追

求権（憲法13条後段）、その基礎としての平等権（同14条 1 項）、自己実現の手

段としての職業選択の自由（同22条 1 項）の重要性に照らすと、男性助産師

に門戸を閉ざすことは違憲の疑いが濃いといわざるを得ない。

【関連条文】　本法30条、附則52条

第 4条
削除
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解 説
本 4条には、「看護婦は、甲種看護婦及び乙種看護婦とする」と規定され

ていたが、昭和26年法律第147号により、本条は、廃止されている（序論 5

参照）。

【看護師の定義】

第 5条　
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷

病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うこと

を業とする者をいう。

解 説
「看護師」の定義規定である。

1 　趣　旨

看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者・褥婦に対する療養上

の世話または診療の補助を行うことを業とする者である。

「この法律において」と限定があるが、他の法律においても、特に断りの

ない限り、同義である。

2 　語　義

⑴　免　許

「免許」については、本法 7条 3項の解説に譲る。
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⑵　傷病者

傷病者とは、外傷や疾病を有する者のことである。

⑶　じょく婦

じょく婦（褥婦）とは、「医療法中の疑義について」（昭和24年 6 月 9 日医収

第669号三重県衛生部長あて厚生省医務局長回答）によれば、「分娩終了後母体

が正常に回復するまでの期間（凡
およ

そ 6 週間）における婦人をいう」。

なお、本法 3条の解説を参照のこと。

⑷　療養上の世話

「療養上の世話」とは、診療や休養に関する世話のことである。

療養上の世話は、看護師の固有業務とされる（米村63頁）。

なお、所得税更正処分取消請求事件に関するものではあるが、鳥取地判平

成20・ 9 ・26税務訴訟資料258号順号11038は、所得税法施行令207条 5 号の

「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」につき、「『療養上の世

話』については、関係法令上定義規定がないところ、一般的な用語として

『療養』は『病気を治すため、治療し養生すること』などとされており（岩

波書店発行『広辞苑』第 6版2965頁参照）、通例病気等の治療ということをそ

の本質的部分として用いられる語であるから、療養上の世話とは、病傷者の

病気や傷の治癒や症状の改善に向けられた世話を意味するものと解される。

したがって、日常生活上の介護、介助を受けることは、療養上の世話には当

たらず、このことは、日常生活上の世話を受ける者が同時に医療機関による

治療を受けていた場合であっても、かわりがないというべきである」と判示

している。

⑸　診療の補助

「診療の補助」とは、診察や治療を助け補うことである。　

⑹　業

「業」とは、「業務」と同義と解され、日常用語からはやや離れるが、法令

用語一般の解釈と同様、反復継続する意思をもって行うことである。もっと

も、本法においては、日常語でいう「仕事」と解して差し支えない。
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業務を行うことにより報酬や利益を得るかどうか、業務を行う法令上の根

拠があるかどうかを問わないものと解されている。

3 　判　例

東京高判平成20・ 5 ・30東高刑時報59巻 1 号～12号44頁は、「診断の補助

等」に関連して健康診断のための心電図検査について、次のとおり、判示し

ている。

「弁護人は、『控訴趣意書（追加）』と題する書面において、原判決の『犯

罪事実』の第 2の保健師助産師看護師法違反の事実につき、本件心電図検査

は、①健康診断のために行われたもので、患者に対する診療行為に伴うその

補助行為としてされたものではないから、同法の適用はなく、②仮に、同法

の適用があるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為ではないの

で、医師が看護師等の資格のない者をして診療の補助をさせたことをもっ

て、同法に反するものではないから、原判決には、判決に影響を及ぼすこと

が明らかな法令適用の誤りがある旨主張している。この法令適用の誤りの主

張は、控訴趣意書では主張されていない新たな主張であるところ、上記『控

訴趣意書（追加）』と題する書面が控訴趣意書の提出期間経過後に当審裁判

所に提出されており、かつ、その遅延がやむを得ない事情に基づくものとは

認められないので、これを控訴趣意として扱うことはできないが、弁護人が

裁判所の職権調査を促す申出をしていると解されなくもないので、念のた

め、この点についても判断を示しておくことにする。

まず、上記①の点については、健康診断は、医師が疾患の予防や早期発見

等のために診断するものであるから、生理学的検査方法による測定を行う心

電図検査は、健康診断のために行われる場合であっても、保健師助産師看護

師法 5条の定める『診療の補助』に当たることは明らかであり、弁護人の主

張は、採用することができない。

次に、上記②の点については、保健師助産師看護師法は、看護師又は准看

護師でない者は、診療の補助を行うことを業としてはならないと定めるとと
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もに（同法 5条、 6条、31条 1 項、32条）、看護師又は准看護師であっても、

主治の医師の指示がなければ、診療機械を使用し、医薬品を投与し、医薬品

について指示をし、その他医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそ

れのある行為をしてはならないと定めているのであるから（同法37条本文）、

たとえ衛生上危害を生ずるおそれのない診療の補助行為であっても、看護師

又は准看護師でない者がこれを業として行うことを禁止するのが同法の趣旨

であると解される。また、臨床検査技師等に関する法律は、臨床検査技師

が、保健師助産師看護師法31条 1 項及び32条の規定にかかわらず、厚生労働

省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができると定め（臨床

検査技師等に関する法律 2条、20条の 2第 1項）、臨床検査技師等に関する法律

施行規則は、心電図検査（体表誘導によるものに限る。）が上記生理学的検査

に当たることを定めている。したがって、医師、看護師、准看護師又は臨床

検査技師でない者が体表誘導による心電図検査を業として行うことは、法律

上、禁止されているといわなければならない（ちなみに、本件心電図検査は、
保健師助産師看護師法37条本文が定める『診療機械を使用』する場合に該当する

ものと解される。）。加えて、本件では、看護師等の免許を受けていない者

が、医師の立会いもなく、医師の目が現実に届くこともないまま、体表誘導

による心電図検査を行っており、到底、医師である被告人が、いわば手足と

してその者を使用し、自らの監督や監視の下に心電図検査を行ったと見るこ

とはできないものであるから、被告人らの行為が、保健師助産師看護師法31

条 1 項及び32条に違反し、これを処罰する同法43条 1 項 1 号に該当すること

は明らかであって、弁護人の主張は、採用することができない」。

【関連条文】　本法31条、附則53条、60条
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【准看護師の定義】

第 6条　
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、

医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行う

ことを業とする者をいう。

解 説
「准看護師」の定義規定である。

1 　法　意

准看護師とは、都道府県知事の免許を受けて、医師・歯科医師・看護師の

指示を受けて、傷病者・褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う

ことを業とする者である。

「この法律において」と限定があるが、他の法律においても、特に断りの

ない限り、同義である。

2 　語　義

⑴　免　許

「免許」については、本法 8条の解説に譲る。

⑵　医　師

医師法上の医師である。

⑶　歯科医師

歯科医師法上の歯科医師である。

⑷　看護師

本法上の看護師である。

准看護師は含まれない。
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⑸　指示を受けて

本 6条における「指示」とは、医師法24条の 2に規定する厚生労働大臣の

医師に対する指示や本法36条に規定する保健所長の保健師に対する指示のよ

うに、行政機関のなす「指揮」よりは軽いが「勧告」よりは重い法的な意味

をもつ「指示」というよりは、臨床的な意味合いで、オーダーを出すことと

解される。

また、指示は、日常用語的には、「相手がしなければならないことを具体

的に言って聞かせること」であるが（『新明解国語辞典〔第 8版〕』（三省

堂））、指示の内容は具体的なものに限らず、一般的なものも含まれると考え

る。

⑹　前条（ 5条）に規定することを行うこと

傷病者・褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことである。

⑺　業

「業」とは、「業務」と同義と解され、日常用語からはやや離れるが、法令

用語一般の解釈と同様、反復継続する意思をもって行うことである。もっと

も、本法においては、日常語でいう「仕事」と解して差し支えない。

業務を行うことにより報酬や利益を得るかどうか、業務を行う法令上の根

拠があるかどうかを問わないものと解されている。

3 　准看護師は師長になれるか

巷間、准看護師は、管理職ないし看護師長になれないといわれている。

東京地判平成19・ 8 ・29中央労働委員会命令・裁判例データベースでは、

不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件において、医療機関側から、准看

護師が師長であることは保健師助産師看護師法に違反するとの主張がなされ

たが、直接の争点ではなかったためか、裁判所の判断は示されていない。

この点、准看護師が看護師に対し傷病者・褥婦の療養上の世話・診療の補

助について指示を出すことはできないが、だからといって職制上、准看護師

が管理職や師長になれないということには、解釈上はならないと考える。
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もっとも、実務上、一般的には好ましいことではなかろう。

4 　統一問題

准看護師制度については、平成 8年12月、厚生省の准看護婦問題調査検討

会が報告書を公表している。

その報告書において、「21世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養成制度

の統合に努める」とともに、一方、具体的な検討を行うにあたっては、地域

医療の現場に混乱を生じさせないこと等、「国において広く関係者と十分な

協議を重ねながら具体的な検討を行う」ことが提言されている。

この問題については、一本化をめざす日本看護協会と存続の立場をとる日

本医師会が鋭く対立している。

もっとも、それは政策問題であって、ともすると准看護師に関する法律解

釈がおざなりになっている現状が法律学的には問題である。

【関連条文】　本法32条、附則59条
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