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身体拘束等身体拘束等身体拘束等身体拘束等についてについてについてについて

～ 身体拘束禁止と高齢者虐待の防止 ～

広島市健康福祉局高齢福祉課

『『『『高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止』』』』についてについてについてについて
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「高齢者虐待防止法」
（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４月月月月１１１１日施行日施行日施行日施行））））

・・・・正式名称正式名称正式名称正式名称：：：：

「高齢者の虐待の防止､高齢者の養護者に対する支援等
に関する法律」

・・・・高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待（（（（第第第第２２２２条条条条）））） ：：：：
養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による
高齢者虐待をいう。

・・・・目的目的目的目的（（（（第第第第１１１１条条条条））））：：：：

虐待を受けた高齢者の保護等により、高齢者の権利・利
益を擁護することを目的とする。

→虐待者や虐待が発生した養介護施設等を罰するための
法律ではない。

区分 養介護施設 養介護事業

老人福祉法
による規定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事業

介護保険法
による規定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福
祉施設

・地域包括支援センター

・居宅介護サービス事業
・・・・地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業
・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サー
ビス事業

・介護予防支援事業

養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等とはとはとはとは（（（（第第第第２２２２条条条条））））

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養
介護事業」の業務に従事する者をいう。
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身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれの
ある暴行を加えること。

介護・世話の放棄、
放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間
の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務
を著しく怠ること。

心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対
応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言
動を行うこと。

性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者を
してわいせつな行為をさせること。

経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高
齢者から不当に財産上の利益を得ること。

養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等によるによるによるによる虐待虐待虐待虐待とはとはとはとは（（（（第第第第２２２２条条条条））））

「養介護施設従事者等」が、その従事する施設・事業所のサービ
スを利用する高齢者に対して行う次に掲げる行為をいう。

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：どのどのどのどの程度程度程度程度であればであればであればであれば虐待虐待虐待虐待にあたるのですかにあたるのですかにあたるのですかにあたるのですか。。。。

Ａ：法律に程度の定義はありません。程度にかかわらず、
また認識の有無を問わず、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの権利権利権利権利・・・・利益利益利益利益がががが侵害侵害侵害侵害されされされされ
ているているているている状態状態状態状態であればであればであればであれば虐待虐待虐待虐待にあたります。

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力はははは我慢我慢我慢我慢するしかないのですかするしかないのですかするしかないのですかするしかないのですか。。。。

Ａ：暴力があっても「虐待」で対応してはならないという
ことです。利用者からの暴力等がある場合は、施設等の中
でその要因や対応方法について検討してください。

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：原因不明原因不明原因不明原因不明のののの内出血内出血内出血内出血もももも虐待虐待虐待虐待にあたるのですかにあたるのですかにあたるのですかにあたるのですか。。。。

Ａ：原因不明のまま放置されるなら虐待にあたります。原
因が病気（薬の副作用を含む）または事故であれば虐待で
はありませんが、再発防止等の対策が必要です。
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１．養介護施設従事者等へ研修を実施
すること

２．利用者や家族からの苦情処理体制
を整備すること

３．その他の養介護施設従事者等によ
る高齢者虐待の防止のための措置を
講じること

養介護施設養介護施設養介護施設養介護施設・・・・事業所事業所事業所事業所のののの責務責務責務責務（（（（第第第第20202020条条条条））））

１．養介護施設従事者等は、従事する養介護
施設または養介護事業において、虐待を受
けたと思われる高齢者を発見した場合は、
速速速速やかにやかにやかにやかに市町村市町村市町村市町村にににに通報通報通報通報しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。

２．養介護施設従事者等は、高齢者虐待の通
報をしたことを理由として、解雇解雇解雇解雇そのそのそのその他不他不他不他不
利益利益利益利益なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを受受受受けないけないけないけない。

養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等のののの責務責務責務責務（（（（第第第第21212121条条条条））））
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相談・通報の受付
緊急度の判断・必要に応じて高齢者の安全の確保

養介護施設等における事実確認

養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等によるによるによるによる高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの対応対応対応対応
（（（（第第第第24242424条条条条））））

市役所高齢福祉課市役所高齢福祉課市役所高齢福祉課市役所高齢福祉課

相談・通報

虐待あり
確認不能虐

待
な
し

必要に応じて老人福祉法・介護保険
法の規定による権限行使

報告聴取、質問、立入調査、指導
改善勧告・改善命令・指定停止・指定取消

各施設各施設各施設各施設のののの所管課所管課所管課所管課

従事者研修の実施など高齢者虐待防止のための措置を講ずるよう指導

養介護施設等養介護施設等養介護施設等養介護施設等のののの業務業務業務業務のののの適切適切適切適切なななな運営運営運営運営のののの確保確保確保確保

再発防止指導、改善計画提出依頼

必要に応じて

苦情として対応するよう指導

県と共同して事実確認を
行う必要ありとして報告

県による公表（第25条）

広島市広島市広島市広島市におけるにおけるにおけるにおける養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等によるによるによるによる
虐待虐待虐待虐待のののの相談相談相談相談・・・・通報件数通報件数通報件数通報件数、、、、虐待判断件数虐待判断件数虐待判断件数虐待判断件数

年度年度年度年度
相談相談相談相談・・・・通通通通
報件数報件数報件数報件数

虐待事例虐待事例虐待事例虐待事例

件数件数件数件数 施設種類施設種類施設種類施設種類 種類種類種類種類
虐待虐待虐待虐待をををを行行行行ったったったった

職員職員職員職員

１８１８１８１８年度年度年度年度 7777 2222
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム 身体的虐待身体的虐待身体的虐待身体的虐待 介護職員介護職員介護職員介護職員

短期宿泊生活介護短期宿泊生活介護短期宿泊生活介護短期宿泊生活介護 身体的虐待身体的虐待身体的虐待身体的虐待 介護職員介護職員介護職員介護職員

１９１９１９１９年度年度年度年度 6666 2222
グループホームグループホームグループホームグループホーム 身体的虐待身体的虐待身体的虐待身体的虐待 管理者管理者管理者管理者

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 身体的虐待身体的虐待身体的虐待身体的虐待 介護職員介護職員介護職員介護職員

２０２０２０２０年度年度年度年度 10101010 0000 ―――― ―――― ――――

２１２１２１２１年度年度年度年度 6666 0000 ―――― ―――― ――――
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Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：実際実際実際実際にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような虐待虐待虐待虐待があったのですかがあったのですかがあったのですかがあったのですか。。。。
Ａ：「入所者が従事者の肩をつねったので、反射的に入所
者の手をたたいた」「認知症の入所者が興奮して他の入所
者の部屋に入ろうとしたため、強く押さえ込んだ」など。

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：虐待虐待虐待虐待ではなかったではなかったではなかったではなかった相談相談相談相談はどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですか。。。。

Ａ：相談の多くは利用者家族等への説明不足によるもので
す。苦情や事故対応を適切に行うこと、当該情報について
職員間・施設内の流れを円滑にすることが必要です。

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをすればよいのですかみをすればよいのですかみをすればよいのですかみをすればよいのですか。。。。

Ａ：虐待は不適切なケアの延長線上にあります。ケアの質
を高めること、倫理観と法令遵守意識の向上のほか、職員
のストレスマネジメントの取り組みも重要です。

『『『『身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束のののの禁止禁止禁止禁止』』』』についてについてについてについて
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『『『『身体身体身体身体拘束禁止規定拘束禁止規定拘束禁止規定拘束禁止規定』』』』
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

（平成18年3月14日厚労令）

・サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所
者等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、身体的拘束身体的拘束身体的拘束身体的拘束そのそのそのその他入所者他入所者他入所者他入所者のののの行動行動行動行動をををを制限制限制限制限するするするする行為行為行為行為をををを
行行行行ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。

「緊急やむを得ない場合」を除いて、

身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束はははは原則原則原則原則すべてすべてすべてすべて高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待にににに該当該当該当該当しますしますしますします

⑴ 徘徊しないように、車やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑵ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑶ 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。

⑷ 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。

⑸ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又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トン型の手袋等をつける。

⑹ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字
型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

⑺ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

⑻ 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。

⑼ 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。

⑽ 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。

⑾ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

『『『『身体的拘束身体的拘束身体的拘束身体的拘束そのそのそのその他入所者他入所者他入所者他入所者のののの行動行動行動行動をををを制限制限制限制限するするするする行為行為行為行為』』』』
身体拘束ゼロの手引き（P7）
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身体身体身体身体拘束拘束拘束拘束のののの弊害弊害弊害弊害

●身体的弊害
・動作制限による関節拘縮・筋力低下、褥瘡の発生など

・循環器障害（血流障害、浮腫）、感染症の発生など

・拘束が原因となる事故（転倒、転落、窒息など）

●精神的弊害
・精神的苦痛（無力感、屈辱感、諦め）による意欲低下

・BPSD（徘徊や妄想、攻撃的行動、不潔行為、異食など）

・家族の精神的苦痛

●社会的弊害
・介護職の士気・技量の低下

・身体拘束を行っている養介護施設等に対する社会的不信

『『『『身体身体身体身体拘束禁止規定拘束禁止規定拘束禁止規定拘束禁止規定』』』』
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

（平成18年3月14日厚労令）

・サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所
者等の生命又は身体を保護するため緊急緊急緊急緊急やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合
をををを除除除除きききき、、、、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を
行ってはならない。

・身体的拘束等身体的拘束等身体的拘束等身体的拘束等をををを行行行行うううう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、その態様及び時間、その
際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
録しなければならない。
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『『『『緊急緊急緊急緊急やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合』』』』とはとはとはとは

－次の３３３３要件要件要件要件をすべて満たす状態－

●●●●切迫性切迫性切迫性切迫性
本人や他の入所者の生命・身体が危険にさらされる可能性
が著しく高い

●●●●非代替性非代替性非代替性非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護
方法がない

●●●●一時性一時性一時性一時性
身体拘束等の行動制限が一時的なものである

「緊急やむを得ない場合」とは

『『『『一時的一時的一時的一時的にににに発生発生発生発生するするするする突発事態突発事態突発事態突発事態』』』』にににに限定限定限定限定されるされるされるされる

【【【【 切迫性切迫性切迫性切迫性 】】】】身体・精神・ＱＯＬ等のあらゆる状態を勘案し、

それでもなお身体を拘束する必要がある程に生命

や身体に危険が及ぶ状態にあるのか？

『『『『緊急緊急緊急緊急やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合』』』』のののの対応対応対応対応
①①①① 要件要件要件要件をををを満満満満たしているかをたしているかをたしているかをたしているかを「「「「身体拘束廃止委員会身体拘束廃止委員会身体拘束廃止委員会身体拘束廃止委員会」」」」等等等等のののの

チームでチームでチームでチームで確認確認確認確認・・・・検討検討検討検討しししし、、、、記録記録記録記録にににに残残残残すことすことすことすこと

【【【【 一一一一 時時時時 性性性性】】】】 本人の状態に応じ、必要とされる最も短い拘束

時間を想定しているか？

【【【【非代替性非代替性非代替性非代替性】】】】身体拘束を行わない為の手段・器具の利用等の
あらゆる可能性を検討・試みた上で代替方策は
ないのか？
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『『『『緊急緊急緊急緊急やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合』』』』のののの対応対応対応対応

施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行った上で本人
や家族の同意を得る。（同意書等による）

また、説明の概要（説明日時、説明者、説明を受けた家族等、
説明内容等）を記録に残す。

②②②② 本人本人本人本人やややや家族家族家族家族にににに、、、、目的目的目的目的・・・・理由理由理由理由・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯・・・・期間期間期間期間などをなどをなどをなどを

できるだけできるだけできるだけできるだけ詳詳詳詳しくしくしくしく説明説明説明説明しししし、、、、十分十分十分十分なななな理解理解理解理解とととと同意同意同意同意をををを得得得得ることることることること

③③③③ 状況状況状況状況をよくをよくをよくをよく観察観察観察観察・・・・検討検討検討検討しししし、、、、要件要件要件要件にににに該当該当該当該当しなくなったしなくなったしなくなったしなくなった

場合場合場合場合はははは速速速速やかにやかにやかにやかに身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束をををを解除解除解除解除することすることすることすること

やむを得ず身体拘束を行う場合には、その度に様態及び時間、

心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する。

また、要件に該当しなくなった場合は速やかに解除する。

高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止・・・・身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束ゼロをゼロをゼロをゼロを目指目指目指目指してしてしてして

○○○○ 介護現場介護現場介護現場介護現場のののの研修教材研修教材研修教材研修教材としてごとしてごとしてごとしてご活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。

○○○○「「「「教育教育教育教育システムシステムシステムシステム」」」」についてはについてはについてはについては貸出貸出貸出貸出をしていますをしていますをしていますをしています。。。。
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養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等養介護施設従事者等によるによるによるによる
高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの相談相談相談相談・・・・通報先通報先通報先通報先

広島市健康福祉局高齢福祉課

・電話 ０８２（５０４）２６４８

・FAX  ０８２（５０４）２１３６

・ﾒｰﾙ korei@city.hiroshima.jp

※「虐待かな？」「身体拘束では？」

という段階から相談を！！


