




 【1999年2月 Ａ学園事件】 

 １．なぜ、事件が起こったのかー実際に関わった 

    知的障害者入所更生施設（女性だけ60人） 

    職員ー昼間の作業時間に自閉症の女性を殴る・ける 

 ２．それまでにこの施設で起こっていた実践の特徴 

  ①「不適切な対応」が、日常的に起こっていた⇒人権感覚マヒ？ 

  ②職員会議で「そんな程度いいじゃないか」 

     職員間で共有できなかった   
  ③職員も被虐待者になる。訴える力が弱くなる。 
     ラーンドヘルプレス・ネス⇒見て見ぬふりに 
  ④小さな「不適切な対応」が積み重なり大きな虐待事件へ 
 ３．だれが侵害を止められるか  
    本人の「痛みの声」を受け止められるか 
     代弁者（アドボカシー） ⇒虐待防止法の活用へ 
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児童 児童虐待の防止等に関する法律 

高齢者 
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者 

に対する支援等に関する法律     

障害者 
障害者虐待防止法 

障害者差別解消法 

(合理的配慮義務） 

   



 

１．市民としての権利ー市民として豊かに暮らす 
 「ひとりの市民として、社会から認められるさまざまな  
   チャンスを使いながら、地域生活を十分楽しむ権利」；     

      【福祉サービスと地域生活の支援】 
    【障害者差別解消法】 
   【合理的配慮義務】  
      ★例；身体障害の方には、 
          自閉症の人にはＳＰＥＬＬの配慮を、等   
        

２．人権ー権利侵害・虐待されない権利 
 「ひとりの人間として、尊敬・尊重され、身体的にも精神的にも侵害
されない権利」を支援すること  

    【障害者虐待防止法】 
   【虐待の早期発見、救済】 



第１次権利擁護 
 －セルフ・アドボカシィ 
＜自分自身で権利を守ること＞ 
 消費者被害、性被害加害ワークショップ  
 
第２次権利擁護 
 －インディビジュアル･アドボカシィ 
＜個々の事例に対する権利擁護＞  
；親、兄弟、近所の方、上司、同僚、友人         
 ・・・・身近な人による支援・解決 
 医療、コンビニ、身近な友だち、小学生 
 専門職後見人、市民後見人 
 
第３次権利擁護 
 －システム・アドボカシィ 
＜組織としての権利擁護＞             
 ；裁判、成年後見制度、 
     障害者差別解消法、 
     障害者虐待防止法 
  

  多くの本人が自分で自分を守る力   
  がある。 
  中には被害を訴えられない人がいる 
  被害認識を持てないがいる 
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虐待の定義や、実態、調査からみると 



» むごい扱いをすること（大辞泉）＜Ａbuse＞ 

 乱用する、悪用する、口汚くののしる、 

悪態をつく、虐待する、酷使するといった意味の他に、 

 乱用、悪用､誤用、ひどい悪口、馬頭、虐待、酷使、（長い間

の）悪習、弊害といった意味(非意図的なものを含む）がある。   

    

   ⇒意図的なもの、非意図的なもの 

      ＝やっている側が意識しないでやっている行為 

        があったら、、、虐待防止法はこれを見直してい              

        きましょうという機会 



 軽微な虐待と不適切ケアの境目 

 意図的か、非意図的かということは問題ではない 

 

 

 

 

  「不適切ケア」は逃げ場にはならない 

  専門職としての倫理・責務 

  「不適切」はアウトという認識に立つ 
  自らの言動、同僚・上司への言動の意識化 

 

         予防への第一歩     （      

重篤な 

虐待            不適切ケア       
グレーゾーン 



 介入するか否かの判断にもグレーゾーンが存在する 

 ⇒本人の自覚よりも状況を優先 

 法・制度を活用した早期介入の必要性 

 

 

 

 

何を優先するのか 
 

  本人の人権    ＞＞     施設の体面 

  生命・安全             家族背景    

介入           支援の見直し 
立入           適切な支援へ 

調査                                 
グレーゾーン 



» 「絶対に権利侵害はありません」というリスク 

» 「いつ侵害するかわかりません」という安心 

» 恐れるべきものは何か？ 

 

  

×絶対に虐待はない～絶対にしてはいけない 
  ～虐待起きたら大変～起きるはずがない 
     ⇒虐待を否定する心理の形成 
 
○いつ虐待の芽が生まれるかわからない 
  ～感性、謙虚さ、風通しの良い職場 
     ⇒虐待をエスカレートさせない 



» 被害として認知できない 

» 必死に訴えているが周囲がくみ取れない 

 「障害特性」「問題行動」へのすり替えによって 

利用者に責任転嫁、さらに権利侵害を繰り返す構造 

» あきらめている（学びとった無力感） 

» 「お世話になっている」から言えない親の心理 

 

 

被虐待者は、訴える力が弱くなっている。 
 ラーンドヘルプレス・ネス 
   障害のある本人の虐待時の心理を理解すること                     
   虐待を受けた人は繰り返しの中で無力感を学習させてしまい、 
   ますます何も訴えなくなっていく 
    （learned helplessness  間違って学び取ってしまった無力感） 



» 無知、主観への過信 －そんなことはない 

» 利用者の思いをくみ取れない感性 

» 無意識のうちに責任転嫁 
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事前質問から 



 虐待・「不適切な対応」 
     マルトリートメント 
  小さな不適切な対応（行為）の積み重ねが大きな虐待・ 
    事件を起こす 
   「これくらいなら許される」の積み重ね－カリタスの家事件 
            対応や支援の中で、質の低下、負の支援 
   「魔のスパイラル」、虐待の連続性の錯覚 
        

  ⇒親や職員が自らのリスクに気づき 
   セルフリセットできる研修 
   
   
   「虐待・不適切な対応をしない」が福祉の基盤ルール  
   
  
  



虐待をしてしまう親や職員自身の要因 
 

虐待だという意識がない 
 

からかいや遊びのつもり 
 

からかって笑うのは、それ
だけ親しい関係だから。 

指導やしつけの一環と思っ
ている 

言っても分からなければ、
叩いて身体で覚えさせる。 

人権意識の欠如  

 

障害特性の理解不足、 

子育て力の不足 

支援力の不足 

力による指導法しか知らな
い。体罰は当たり前。 



虐待してしまう親や職員自身の要因 

 

いけないと思いつつ、ついやってしまう 
 

親や職員自身の性格・心理
的な特性 

カッとなると自分を抑えき
れない。 

余裕のない職員体制 

家族支援のない孤立した家
族 

今の手薄な体制では、時間
をかけた支援ができないの
は仕方がない。 

子育てや仕事に対する不満、
やりがい感の喪失 

みんながやっている。注意
する人もいない。 

プライベート上のストレス 

施設長や他の職員の影響 嫌だが、施設長やベテラン
職員に逆らえない。 



家庭や施設内の環境要因 

体罰が発覚しない 
誰も見ていない 

家族という密室 

密室で、ひとりの職員が対応している。 

子どもや利用者や保護者
が言わない、言えない 

子どもや利用者の声を聞くシステムがない。 

子どもや利用者が言って
いるのに、声が届かない 

保護者や家族が気づいても、仕方がないと
あきらめてしまう。 

職員が疑問を感じても言
わない 

職員が利用者の言うことを信用せず、無視
する。 

子どもや職員が利用者の訴えへの対応を後
回しにする。 

子どもや職員が気づいても「どうせ言って
もだめだ」と黙ってしまう。 

施設長や他の職員のやり方にケチをつける
ようで、報復やマイナス評価が怖い。 



家庭や施設内の環境要因 

虐待を通告しても改善されない 

通告を生かすシステムが機能して
いない 

親や周囲、上司に訴えても、聞く
だけで終わってしまう。 

職員の話し合いがうまくいかない 苦情解決委員会があっても、身内
で固められていて、開催もない。 

家族や職員同士でかばい合う。 

組織的な虐待容認 
親や施設長が虐待にあたる行為を
容認 

親や施設長やベテラン職員が体罰
を行っている。 

職員が虐待にあたる行為を容認 親や施設長やベテラン職員が新人
職員に「言うことを聞かないのは、
なめられているからだ」と、力で
従わせる必要性を説く。 
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虐待の定義や、実態、調査からみると 
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事前質問から 



① 気付きから行動へ 
初級編 

障害のある人の権利を守り 
豊かな実践を創るために 

施設内での虐待防止 



  １ 新人研修からー虐待のない処遇へポイント① 

もし、自分がそのようなことをされたら・・・ □ 

こうしたらどうかな。行ってみよう。 □ 

気づくこと・感じることから  （様子や状態を見て） 

もし、そのような状況だったら ・・・・ どう思う？ 

□ どのような点を改善すれば良いのだろう。 



  ２  処遇の感性度チェック 

例題 ① 整理 
 
    ② 服装 
 
    ③ 引率  



  ３  虐待のない処遇へ  ポイント② 

危険信号 

・手首をつかみ引率する。 
 
・外出着がヨレヨレ、靴下の左右の 
 模様が違う・・・  
 
・居室や廊下、トイレ等の汚れに無関心になる。 
 
・職員間の狎れ合い（礼を欠く言動） 
 
・指示・命令口調が多くなる。    など 



  ４  施設で虐待を出さない為に  ポイント③ 

人権について考えよう 
 （相手の立場になって。職員間の共通認識・・・ 
  行動規範等の作成と実践、見直し） 

コミュニケーション 
 （利用者との信頼関係を築く。ほめる、認める、共に～する 
  ことを中心に。職員間の報告・連絡・相談の徹底） 
  
   

先輩職員のあり方 
 （部下職員の良いお手本に。よい職場風土をつくる） 

身体的拘束・行動の制限  
 （緊急やむを得ない事由が発生した場合のみの対応） 



             ま と め 

施設内の虐待防止を図るには、 

① 職員個々の目配り、気配り、気付きの力 

   が、求められ、 

② 「もし、自分がそのようなことをされたら、 

   どう思うのか」を考え、話し合い、解決に 

   向け行動に移すことが大事。 

 

生活空間に音楽や花があれば、殺伐とせず、
温かい雰囲気に包まれるのと同じように。 
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豊かな福祉実践を生み出すこと 



あなたは大丈夫？ 
支援者虐待に気づくために 

 
これって身体的虐待？虐待の芽？ 
ーグループホームスタッフの場合ー 

堀江まゆみ 



これって身体的虐待？ 
       虐待の芽？ 

• Oさんは箸がうまく使えません。 

• でもスタッフ（世話人）に「箸を使えるように
なるために練習をしましょう」と言われまし
た。 

• スプーンやフォークを使うと「箸を使いなさ
い！」と言われます。 

• 食事の時間が嫌でしょうがありません。美
味しいと思わなくなってきて食欲もなくなっ
てきました。この頃痩せてきました。 
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なにが虐待・ 
不適切な 

 対応か？ 

本人主体の 

支援として 

どう考えるか 

事例 



これって身体的虐待？虐待の
芽？ 

• Ｃさんは冷蔵庫をあけて、つまみ食いをし
てしまいます。それを見つけたスタッフ（世
話人）は「いけません！」と言って手（頭）
をたたきました。 



これって身体的虐待？ 
      虐待の芽？ 

• D夫さんはスタッフ（世話人）が用意したご
飯が食べたくないと言い張って聞きません。
「わがままをいう人はご飯をたべなくてい
いです！少し外で頭を冷やしてきなさ
い！」と言って、ベランダに追い出し、中に
入って来れないように鍵を閉めました。 



これって心理的虐待？ 
      虐待の芽？ 

• 「茶碗を洗わない人は、今度、温泉に連れ
て行きません。掃除をしない人は買いもの
につれていきません。ご飯を食べていけ
ません」 

• いつも無意味な交換条件を出して、入居
者に言うことをきかせようとするスタッフ
（世話人）がいます。 
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豊かな福祉実践を生み出すこと 



あなたは大丈夫？ 

 

誰にもきけない 

「虐待防止」の疑問 

に答えます 
支援者虐待に気づくために 

ー 



質問１ 

 よく利用者（障害者）とプロレスごっごをして遊び
ます。技をかけると喜んでいるのですが、これも虐
待ですか？ 

 

 1⃣ □虐待だ 

 2⃣ □本人が喜んでいる場合は問題ない 

 3⃣ □力を抜いて痛くないようにすれば良い 

 4⃣ □親の了解を得ればやっても良い 

 5⃣ □施設長がOKと判断するのなら良い 

 

     あなたはどう思いますか？ 

       隣同士で話してみてください 



質問２ 
 「～さん」「～ちゃん」という呼び方があるが、ど
う呼ぶのがいいでしょうか。新人職員は「さん」と
呼ぶがベテラン職員は「ちゃん」と呼んでいる。こ
れも虐待でしょうか？ 

 1⃣ □虐待だ 

 2⃣ □虐待とは言えないが、好ましくない 

 3⃣ □本人が喜ぶなら「ちゃん」で呼んでも良い 

 4⃣ □愛情があれば、どんな呼び方をしてもいい 

 5⃣ □お母さんが言うのだから「ちゃん」や呼び捨 

   てでも良い 

       あなたはどう思いますか？ 

        隣同士で話してみてください 



質問３ 
 「厳しく指導してやってください。悪いことをした
らぶってください」とお母さんが言います。あまり
痛くないようにぶっているのですが、これも虐待で
しょうか？ 

 

 1⃣ □虐待だ 

 2⃣ □虐待とは言えないが、好ましくない 

 3⃣ □痛くならない程度なら良い 

 4⃣ □悪いことをしたのなら叱るのは当然だ 

 5⃣ □お母さんが言うのだからぶっても良い 

       あなたはどう思いますか？ 

        隣同士で話してみてください 



質問４ 

 ざわざわしているとパニックになり他の利用者に噛み
つく人がいます。力で押さえてしまっているのですが
、これも虐待ですか？ 

 1⃣ □虐待だ 

 2⃣ □虐待ではないが、好ましくない 

 3⃣ □「身体拘束の３要件」を満たしていると施設    

   長が判断すれば力で押さえつけても良い 

 4⃣ □ほかの利用者が傷つかないように押さえるの 

   は正当防衛だ 

 5⃣ □記録に残しておけば、押さえることは容認される 

       あなたはどう思いますか？ 

        隣同士で話してみてください 



質問５ 

 つい、カッとなって障害者を殴りたい衝動にかられたこ
とがあります。私は福祉職員として失格でしょうか。 

 1⃣ □失格だ 

 2⃣ □失格ではないが、障害者支援にはあまり向いて 

   いない 

 3⃣ □衝動にかられても実際に殴らなければ何も問題ない 

 4⃣ □誰しもカッとなることはあり、そういう危うさを   

   自覚することが大事だ 

 5⃣ □家族だってカッとなったり殴ったりすることがあ 

   るのだから、職員だって仕方がない 

       あなたはどう思いますか？ 

        隣同士で話してみてください 
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虐待の定義や、実態、調査からみると 
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事前質問から 



厚労省「障害者虐待防止についての勉強会」（２００５年3月第3回）より 

   法人 

・法人組織が機能してい
ない 
・ワンマン経営・運営 

・権利擁護の機能が不
十分 

 

保護者 

・入所させて頂いて
いるという弱い立場 

行政 
・指導・監査が不十分 

・重度の方を受け入れる
法人への評価 

利用者 

・重度の障害でコミュ
ニケーションが困難 
・行動障害などを伴う 

支援者 
・人権意識が不足している 
支援の技術が十分でない 
・施設長や経験者の影響 
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非代替性を考えるー行動支援計画から 



46 

事前質問から 



 ■キーワードは 
      チームで考える 
      論理的に考える 
 

あなたの事業所でこんなワードがでていたら、要注
意？？ 
 ①今までやってきたんだから、 
   いいじゃないか／しょうがいない 
 ②先輩や上司がやっているから、 
   いいじゃないか／しょうがいない 
 ③本人の障害が重いから 
   いいじゃないか／しょうがない 



»■事業所で実施してほしいこと 
»  １．虐待防止マニュアルの作成 

»     ①事業所の虐待防止体制のチェックリスト 

»     ②虐待防止委員会のＰＤＣＡサイクル活用 

 

»  ２．「気づき」の実践 

»     ①振り返りチェックシート 

»     ②ヒヤリハット、小さな気づきの事例検討 

 

»  ３．身体拘束ガイドラインの活用 

»     合理的配慮―自閉症の人への基本的援助 



虐待防止のための体制整備 
 

 明確な法人理念・ミッション・ビジョン・運営方針
が明確であること 

 人的資源の管理・開発が組織的になされていること 

  （次世代の人材養成、系統的な職員研修など） 

 利用者のニーズベースに基づいた個別的支援がなさ
れていること 

  ⇒障害特性の理解と一人ひとりの利用者のアセス
メントに基づいた個別支援計画の作成と支援 

 職員倫理綱領の作成と自己チェック表等を活用した
具体的な取り組み 

 運営規定への定めと職員への周知 

 各種会議の運営 



指定障害福祉サービス事業者の一般原則 

第三条 

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の
擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要
な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研
修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければなら
ない。 

「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準」 



虐待防止のための体制整備 

 支援や援助マニュアルの共同作成 

 ヒヤリハット体験を活かす 

 苦情解決委員会の活用 

 虐待防止責任者の設置と体制整備 

   ⇒虐待防止委員会の設置 

   ⇒倫理綱領・行動規範の制定、 

    虐待防止マニュアルの作成、 

    権利侵害防止の掲示物等の掲示等 

    （虐待防止委員会で検討・作成） 

 倫理綱領・行動規範・掲示物等の周知徹底 

 PDCAサイクルの活用 

皆さんの施設では設
置されていますか？
動いていますか？ 



虐待防止委員会の役割 

 虐待防止のための体制作り 

   ⇒虐待防止マニュアル、チェックリスト、 

    掲示物等ツールの整備 

 虐待防止のチェックとモニタリング 

   ⇒チェックリストからの課題の整理、 

    発生した 事故状況、苦情相談の現状、 

    職員のストレスマネジメントの状況の把握 

   ⇒虐待発生リスク場面、その要因について検討 

   ⇒改善策の検討と実施 

   虐待（不適切な対応事例）発生後の対応と総括 

皆さんの施設では設
置されていますか？
動いていますか？ 



実践例；人権擁護の取り組み 

 「支援員倫理綱領」の作成（資料参照） 

 「業務の振り返りチェックシート」の活用を通
した日常的な支援員一人一人の業務の振り返り
と課題の共有 

 「ヒヤリハット報告書」「事故報告書」の活用
を通したリスクマネジメント体制の構築 

 それぞれの取り組みをPDCAサイクルで回すこと
が肝要 

 基本は個別支援 

 

 

皆さんの施設では設
置されていますか？
動いていますか？ 



業務の振り返りチェックシートの流れ 

【月末】 

・チェックシー
トを全職員に配

布 

個々で 

セルフチェッ
クと自由筆記 

【10日まで】 

・上長に提出 

必要に応じて 

上長がコメン
ト 

【15日まで】 

・集約した内容
を公表/原本返却 



リスクマネジメント 

ひや
り
はっ
と報
告 

事故
報告 

リス
クマ
ネジ
メン
ト会
議 

安全
対策
委員
会 

再発
防止 

皆さんの施設では設
置されていますか？
動いていますか？ 



各委員会 
 リスクマネジメント委員会 

 開催：月１回 

 メンバー：リスクマネージャー（副施設長）、
生活グループ各リーダー、ショートステイ責任
者、日中活動責任者、看護師、栄養士 

 安全対策委員会 

 開催：２か月に１回 

 メンバー：保護者６名、施設長、 

        リスクマネージャー 

 

 

皆さんの施設では設
置されていますか？
動いていますか？ 



行動支援検討委員会
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非代替性を考えるー行動支援計画から 
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» 「福祉サービスの提供にあたっては、 

  利用者又は他の利用者の生命又は身体を 

  保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為   

  を行ってはならない」 

» 「やむを得ず身体拘束等を行う場合には、 

  その態様及び時間、その際の利用者の心身の 

  状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要 

  な事項を記録しなければならない」 

 



高齢者福祉における身体拘束の基準についてⅠ 

①徘徊しないように、車椅子、ベッドに体幹や四肢を
ひも等で縛る。 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で
縛る。 

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイド
レール）で囲む。 

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。 

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
限するミント型の手袋等をつける。 



高齢者福祉における身体拘束の基準についてⅡ 

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしない
ように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつ
ける。 

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椅
子を使用する。 

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ
服）を着せる。 

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
肢をひも等で縛る。 

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。 

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。 



身体拘束に関する厚生労働省の見解 

 ①３要因の検討 

 切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命、身  

       体、権利が目前で危機にさらされている 

 非代替性 身体拘束や行動制限する以外には防ぐこ   

       とができない 

 一時性 身体拘束や行動制限が一時的なものである 

 
 以上の要件について検討し、 

 ②利用者・家族への説明と同意を得たうえで、 

 ③「様態及び時間・その際の利用者の心身の状況
並びにやむを得ない理由、その他必要な事項」を
記録する。＊時間だけでなく、背景と3要因を！ 



やむを得ず行う行動制限・身体拘束 

と人権侵害・虐待について 

 ④必ず「行動支援計画」の策定を 

 「身体拘束に関するガイドライン」を制定する上での重
要なポイント⇒利用者や他の人の安全や命を守るために
支援者が日常的に行わざるを得ない行動制限や身体拘束
が人権侵害・虐待にあたるのか？ 

 現段階での基準：「利用者の行動面での課題を解決する
ため、本人のQOL向上に基づいた「行動支援計画」の策

定がなされた上で、やむを得ず行う行動制限・身体拘束
については、本人の人権に配慮した一定の手続きとルー
ルの中で容認する」 

 しかし、「行動支援計画」の策定とそれに基づいた利用
者支援がなされない中で行われる行動制限・身体拘束は、
権利侵害・虐待にあたる。 

皆さんの施設で
は作成していま

すか？ 



緊急やむを得ない場合の対応 
身体拘束をゼロに近づけるためには、障害特性を勘案して個々の支援計画を作成することが何より重要

であるが、身体拘束を完全になくすことは容易ではない。したがって、緊急やむを得ず身体拘束を行う場

合の判断基準や手続きについて、以下のとおり定めておくことが必要である。 
 

1. ３要件をすべて満たす場合であることを確認する 

① 切迫性  利用者本人または他の利用者等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こと 

② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するサービスの方法がないこと 

③ 一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

2. 身体拘束をするようになった判断や手続きについて整理する 

 個人でなく施設全体として判断するルールや手続きを定める 

 利用者本人や家族に対して、個別に十分な説明を行うルールを確立する 

 拘束実施中も、３要件に該当しているか引き続き観察する 

3. 身体拘束を行ったことを記録する 

 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身

の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない 

 具体的な記録を施設職員及び家族と情報を共有する。 



 

身体拘束に関するガイドライン 

 

激しい行動 

行動支援検
討委員会 

身体拘束の
検討 

行動支援計
画書の作成 

支援と評価 



    

» 感覚過敏＝ざわざわ騒がしいのが苦手 

» コミュニケーション困難＝苦情を伝えるのが困難 

» 想像力の困難＝どう解決すればいいかわからない 

         ↓ 

 ①本人の要因＋ 

   ②ざわざわ騒がしい場面＋ 

     ③適切な支援の欠如 

        ＝噛みつく（問題行動）の誘発 

 



» 「問題」行動が利用者自身の問題ではなく、 

   支援者も含めた環境側の問題であるという 

     基本的な視点。 

» 「問題」行動は 

»    環境と要因との相互作用の結果 

» 要因とは、 

»   たとえば自閉性障害のある人の場合の障害特
性である「社会的相互作用」「コミュニケーション」
「想像的活動の質的障害や見通しの困難性や感
覚の異常などの障害特性。 



身体拘束／行動制限 ⇒恐怖・不快・否定 

（安全や健康のため）   （本人） 

   ↑              ↓ 

問題行動の誘発  ←  自尊感情の損傷 

 〃 エスカレート      心的外傷 

                 フラッシュバック 

             



 ①チームで考える 

   －ひとりで決めつけない、 

 ②論理的に考える 

   －どうしてこういう行動をとるのか 

   ―どう支援することが支援のメカニズ 

     ムにあうのか《これが専門性！》 



» 支援者が「要因」と「環境」を分析。 

  ★自分の居室から靴を持っていき、 

     ざわざわ騒がしい下足場を通らないよう 

       本人の動線を整理する 

        ↓ 

» 問題行動を誘発しなくて済む 

» 周囲から肯定的な評価を得る 

※問題行動の背景にある要因を明らかにし、 

  問題行動を誘発させない予防的支援を基本とす
る。要因をさぐるには日常の行動観察が重要 



「行動支援検討委員会」について 

行動支援責任者の任命 

「行動支援検討委員会」の構成メンバー 

①管理者 

②行動支援責任者（サービス管理責任者） 

③虐待防止責任者 

④当該利用者を直接支援する支援員 

⑤医療・心理専門職（医師、看護師、PT、
OT、臨床心理士） 



身体拘束がもたらす多くの弊害 

身体的弊害  
 関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発
生などの外的弊害 

 食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害 

 転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性 

精神的弊害  
 不安や怒り、屈辱、あきらめなどの精神的苦痛、認知症の進行、せん妄
の頻発 

 家族に与える精神的苦痛、罪悪惑、後悔  

 看護・介儀スタッフが誇りを失い、士気が低下する  

社会的弊害  
 看護・介護スタッフ自身の士気の低下を招くこと。また介護保険施設等
に対する社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがあること。 

 身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させる
だけでなく、さらなる医療的処置を生じさせ経済的にも影響をもたらす。 



施設が取り組む５つの方針 
身体拘束廃止に向けては、以下の５つの方針を基本とした取り組
みについて、施設全体で支えていくことが何よりも重要である。 
 

1. 施設長が決意し、サービス管理責任者が中核となり、施設が
一丸となって取り組む。 
 トップが現場をバックアップする姿勢を明確にする。 

2. 多職種間での議論を活発に行い、共通の実践的意識を持つ 
 身体拘束に対する考え方や対応方針について、皆で理解を進める 

3. 身体拘束を必要としない状態を常に意識し、その実現を目
指す姿勢を示す 
 アセスメントの見直しにより、問題行動の原因を探る 

4. 環境整備を図り、応援体制を確保する 
 拘束廃止の取り組みを促進するため、事故防止対策と職員の応援体
制を講じる 

5. 常に身体拘束に代わる代替的な方法を考える 
 「緊急やむを得ない場合」を極めて限定的に捉えなおし、いかに解
除するかを検討する 



家庭 
早期の気づきが重要。養護者（親） 

が支援を受けることが、虐待を防ぐ 

福祉 
職員研修が各地で実施、援助スキル 

の向上が大事。第三者の関与も。 

企業 賃金の問題が多く発覚。これから 

障害理解と合理的配慮が重要に。 

   


