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Ｑ26 患者との記念写真をSNSに投稿しても大丈
夫？

年齢が近いため入院中に仲良くなった患者が退院する際に、病
室で一緒に記念写真を撮りました。その写真を私の個人のブログ
に掲載してもよいでしょうか。

ポイント

◇患者のプライバシー侵害、個人情報漏えい等のリスクがあるた
め、原則として病院内で撮影した写真をSNSに掲載してはいけ
ない
◇SNSが個人的な利用（友人のみの非公開設定等）であったとし
ても、投稿したものは一般に公開される可能性があり、SNSの
利用は細心の注意を払う必要がある

Ａ

◆看護師によるSNSの利用
SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービス（social network-

ing service）の略称であり、パソコンやスマートフォンで、テキスト
メッセージ、写真、動画等のやり取りを行うサービス全般をいいます。
連絡手段や情報交換等のツールとして活用している看護師の方も多い
と考えられます。
もっとも、SNSに看護師が業務上知り得た情報を記載することは、

看護師の守秘義務（保助看法42の2）に違反するほか、記載した情報が患
者の個人情報である場合、患者のプライバシー侵害や個人情報保護法
違反にもなり得ます。また、医療機関内部で撮影した写真等を掲載す
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ることは、当該看護師の所属する医療機関の業務上の信用低下に対す
る法的責任の問題も生じ得るため、行ってはいけません。
匿名で行っているSNSや、非公開設定のSNSであっても同様です。

非公開設定になっているSNSや限られたグループ内でのみ、閲覧可能
なSNSへの投稿の場合、友人等の限定されたメンバーにしか閲覧され
ないので大丈夫と軽く考えてしまいがちですが、一たびSNSに公開さ
れた以上、他のメンバーが一般に公開するといったリスクもあります。

◆患者との記念写真の投稿
本設問のように、入院中に仲良くなった患者と写真撮影を行う機会

もあるかもしれません。このような場合、当該患者の同意なく写真を
SNSに掲載することは、上記のとおり、患者の個人情報の漏えいに該
当することから行ってはいけません。
また、患者の明示の同意を得た場合であっても、病院内で撮影した

写真には、他の患者が写り込んでいる等、第三者のプライバシー侵害
や個人情報の漏えい等につながるリスクがあるほか、医療現場におけ
る業務に支障を来す可能性があることから、SNSには原則として掲載
するべきではありません。
病院内で撮影した写真をどうしても掲載したい場合は、当該患者の

同意を得る必要があるほか、掲載により病院業務に支障が生じないよ
う、病院の管理者に掲載許可を得る必要があります。

◆SNSの利用には細心の注意を
平成29年には、看護師が、手術した患者と当該手術を行った医師・

看護師の写真を、顔は写らない形でインスタグラムに投稿したことが
実際に問題となっています。このケースでは患者の個人情報を漏えい
したわけではなかったものの、当該看護師の所属する医療機関名が報
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道され、医療機関は記者会見を開き謝罪する事態となっています。
また、本設問のような写真の投稿以外にも、SNSの利用には細心の

注意を払う必要があります。例えば、SNSに患者に対する不満を投稿
した場合、当該患者の氏名等を匿名化した場合であっても、他の投稿
等から、当該投稿を行った看護師の所属する医療機関が特定され、結
果として医療機関の信用低下を招くリスクもありますので注意が必要
です。

先輩看護師からのアドバイス

実際の現場では、本設問のような行為は、絶対してはいけない
行為として周知・教育等しています。軽率な判断をしないように
くれぐれも気を付けましょう。
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Ｑ31 新人看護師でもベテラン准看護師に指示を
する？

当クリニックでは看護職は私と先輩の二人しかいませんが、私
は新人看護師で、よく分からないことはベテランの准看護師の先
輩に教えてもらっています。このような場合でも、療養上の世話
業務について、私が准看護師の先輩に指示を出さなければいけな
いのでしょうか。

ポイント

◇准看護師は、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けなければ、
療養上の世話業務を行うことはできない
◇あらかじめ計画されている看護の提供であれば、准看護師に対
する指示として看護計画を活用する

Ａ

◆准看護師に対する指示
准看護師は、法律上、「医師、歯科医師又は看護師の指示」を受けて、

療養上の世話及び診療の補助を実施するとされています（保助看法6）。
したがって、本設問の場合、准看護師は、新人看護師の指示ではなく、
クリニックの医師の指示を受けて療養上の世話を実施することが法律
上は可能です。
もっとも、療養上の世話は、看護師がその専門性を主体的に発揮す

ることが期待される業務であり、「療養上の世話を行うためには、対象
者の状態を総合的にアセスメントした上で、その人にとってどのよう
な療養上の世話が必要であるのかについての的確な判断を行い、対象
者の状態や個別性に応じた方法を検討する必要がある。そのため、法
律上は『准看護師は医師、歯科医師又は看護師の指示を受ける』とさ

8頁
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れているが、実際には看護師が対象者の状態をアセスメントした上で
最適な方法についての判断を行い、准看護師に適切に指示を出すこと
が望ましい」（「2021年度改訂版 看護チームにおける看護師・准看護師及び看護
補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド」公益社団法人日本

看護協会）とされています。
なお、医師（又は歯科医師）からの指示が出せない状況において、

療養上の世話を実施する場合は、新人看護師といえども、法律上、看
護師が准看護師に対して指示を出さなければいけないことは留意すべ
きです。

◆看護計画の活用
准看護師に対する指示の具体的な方法について法律上の定めはあり

ません。そこで、例えば、日本看護協会は、あらかじめ計画されてい
た看護を提供する場面における准看護師に対する指示として、看護計
画を活用する方法を示しています（上記ガイドライン参照）。
上記ガイドラインを参考にして、新人看護師であっても、自ら看護

計画の立案・評価を担うこと等を通じて、准看護師に対する指示を出
す工夫をするとよいと考えられます。

先輩看護師からのアドバイス

実際の例としては、准看護師は管理業務や教育指導等の自律的
業務は行わない、准看護師だけの夜勤の組合せはしないなどの体
制にしている例があります。
看護計画の立案・評価などの看護過程においては、看護師が責

任をもちます。本設問のような場合、新人看護師は看護技術は未
熟かもしれませんが、看護過程の展開はできるはずです。看護計
画立案をしてベテラン准看護師と共にその計画を実践してはどう
でしょうか。
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Ｑ36 病院の備品を壊してしまったときは？

トイレでうっかり病院から支給されているPHSを水没させて
壊してしまいました。自費で全額を病院に弁償しなければいけな
いでしょうか。

ポイント

◇業務上のミス等により使用者に損害を与えた場合、損害賠償責
任を負うことがあるが、当該賠償責任は制限される可能性があ
る
◇仮に一部の賠償をしなければならない場合であっても、賃金と
の相殺は禁止される

Ａ

◆損害賠償責任について
労働者が、労働義務違反によって使用者に損害を与えた場合、債務

不履行に基づく損害賠償責任（民415）を負います。また、労働者の不
法行為によって使用者に損害を与えた場合は、不法行為に基づく損害
賠償責任（民709）を負うことになります。
そのため、本設問のように、業務上、使用者から支給されている備

品を破損等してしまった場合、上記の債務不履行又は不法行為に基づ
き、自費で弁償（賠償）する責任が生じる可能性があります。

◆損害賠償責任の制限
もっとも、いかなる場合であっても全額を弁償（賠償）する義務が

生じるものではありません。石油等の輸送等を業とする使用者が、労
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働者が業務上に起こした交通事故により使用者の所有するタンクロー
リーに損害が生じたこと等を理由として損害賠償請求を行った判例
で、「その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損
害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損
害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、
被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行
為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸
般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と
認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求
をすることができる」（最判昭51・7・8判時827・52）とされているように、
損害の公平な分担という見地から、相当と認められる範囲においての
みの賠償が認められると考えられます。
上記最高裁判決以外にも、就業規則上に何ら定めがなく、また、過

去に過失に基づく事故について損害賠償請求等をしたことがないとい
う事例下ではあるものの、「原告の従業員の労働過程上の過失に基づ
く事故に対するこれまでの対処の仕方と実態、被告の原告会社内にお
ける地位、収入、損害賠償に対する労働者としての被告の負担能力等
後記認定の諸事情をも総合考慮すると、原告は被告の労働過程上の
（軽）過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照
らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当」、（重
過失であったとしても）「雇用関係における信義則及び公平の見地か
ら、……その額を具体的に定めるのが相当」として損害全体の4分の1
の限度で賠償請求を認めた事例（名古屋地判昭62・7・27判時1250・8）や、
2分の1の限度で賠償請求を認めた事例（東京地判平15・12・12労判870・42）

もあります。すなわち、軽過失の場合は損害賠償請求自体が認められ
ず、また、重過失であるとしても、信義則（民1②）に基づき賠償額が減
額される可能性があるといえます。
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そのため、本設問の場合には、仮に弁償するとしても全額ではなく
一部の弁償でよい可能性があります。
ちなみに、看護職賠償責任保険に加入している場合には、保険の対

象となると思われますので、保険会社に確認してください。

◆その他の留意事項
なお、仮に使用者が労働者に対し損害賠償請求権を有しているとし

ても、使用者が一方的に賃金と相殺することはできません（労基法24①、
最判昭31・11・2判時95・12等参照）。また、労働者のミス等について、あら
かじめ使用者が、一定の違約金や損害賠償額を予定する契約をするこ
とは禁止されています（労基法16）。

先輩看護師からのアドバイス

実際の施設での対応例を紹介します。
例えば、本設問のような水没を避けるために、PHSの運用とし

て、落下させないために必ず紐で首から掛けるというルールがあ
ります。ルールを遵守せず、ポケットに入れていて水没した場合
には、インシデントレポートでの報告を求めています。なお、故
意に破損したことが明確であれば別ですが、事情によっては、本
人に弁償までは求めないこともあります。
逆に、更衣室のロッカーの鍵などを自分の不注意で紛失した場

合には、弁償を求めます。
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Ｑ42 契約社員と正職員の違いは？

病院の契約社員の募集に応募しようと考えていますが、契約社
員として採用される場合と正職員として採用される場合とで、法
的にはどのような違いがあるのでしょうか。

ポイント

◇契約社員の場合、契約期間の定めが存在する
◇有期契約労働者について、通常の労働者との間で不合理と認め
られる相違や、差別的取扱いをすることが禁止されている

Ａ

◆有期労働契約とは
契約社員とは、一般的に、期間の定めのある労働契約（「有期労働契

約」（労働契約法17①））を締結している労働者をいいます（ただし、後述
のように無期転換した場合、期間の定めのない契約社員となる場合も
あります。）。有期労働契約の契約期間上限は原則として3年ですが（労
基法14①）、高度な専門的な知識や技術、又は経験を有する者（労働基
準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平
15・10・22厚労告356）では、医療に関する資格では医師、歯科医師、薬
剤師が該当するものとして定められ、看護師は該当するものとして定
められていません。）や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場
合、例外的に5年の契約期間とすることが認められています。また、契
約期間以外の労働条件については、労働関連法規の範囲内で、医療機
関側が定めることとなります。
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◆同一労働同一賃金について
契約社員と正職員とでは給与等の待遇面に差異が生じるケースが多

いと考えられます。もっとも、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇
用管理の改善等に関する法律が改正され、有期雇用労働者等について、
通常の労働者との間で不合理と認められる相違や、差別的取扱いをす
ることが禁止されました（短時有期8・9）。
ただし、あくまで「不合理と認められる差異」を設けてはいけない

とされており、一切の差異が許されないものではありません。例えば、
ガイドライン（「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇
の禁止等に関する指針」平30・12・28厚労告430）では、①基本給について、
「労働者の能力又は経験に応じて支給しているＡ社において、ある能
力の向上のための特殊なキャリアコースを設定している。通常の労働
者であるＸは、このキャリアコースを選択し、その結果としてその能
力を習得した。短時間労働者であるＹは、その能力を習得していない。
Ａ社は、その能力に応じた基本給をＸには支給し、Ｙには支給してい
ない」ケース、②賞与について「Ａ社においては、通常の労働者であ
るＸは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該
目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その
一方で、通常の労働者であるＹや、有期雇用労働者であるＺは、生産
効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達
成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。Ａ社は、
Ｘに対しては、賞与を支給しているが、ＹやＺに対しては、待遇上の
不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、賞与を支給してい
ない」ケース、③手当について「役職の内容に対して支給しているＡ
社において、通常の労働者であるＸの役職と同一の役職名であって同
一の内容の役職に就く短時間労働者であるＹに、所定労働時間に比例
した役職手当（例えば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間
労働者にあっては、通常の労働者の半分の役職手当）を支給している」
ケース、④休暇について「Ａ社においては、長期勤続者を対象とする
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リフレッシュ休暇について、業務に従事した時間全体を通じた貢献に
対する報償という趣旨で付与していることから、通常の労働者である
Ｘに対しては、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を付与し
ており、短時間労働者であるＹに対しては、所定労働時間に比例した
日数を付与している」ケースについて、問題ない例として挙げられて
います。

◆無期転換
同一の使用者（医療機関等）との間で、有期労働契約が5年を超えて

更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換されます（労働契約法18①）。
例えば、契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の

申込権が発生します。有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申
込みをした場合、無期労働契約が成立し、使用者はこれを断ることは
できません。

先輩看護師からのアドバイス

実際のところ、プライベートの問題で勤務条件が希望と一致し
たからという理由で契約社員に応募される方がいらっしゃいま
す。もちろん、その場合は当該勤務条件による契約社員になりま
す。
もっとも、施設によっては、その後、本人の希望で正職員と同

様、勤務制限の条件を無しに変更することもあります。勤務制限
がなくなったからといって、正職員に雇用変更されるとは限りま
せん。勤務評価等で高い成果の評価によっては、時給制から月給
制に昇格する場合もあります。
そういった対応の有無などは、施設によって異なりますので、

事前に確認しておくとよいでしょう。

14頁
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定価2,750円　（本体2,500円）


