
 
 

平成30年度埼玉県障害者虐待防止･権利擁護研修 
 

障害者の虐待防止・権利擁護について 

 

埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修委員会 



埼玉県における虐待防止研修の体系 

市町村窓口研修 事業所向け研修 

Ａコース（初級編） 

Ｃコース（上級編） 

Ｂコース（中級編） 

対象： 
市町村職員、相談支援専門員 

内容： 
障害者虐待の未然防止および虐待
が発生した際の早期発見、適切な
対応について学ぶ。 
コアメンバーによる対応方針の協
議、個別ケース会議や対応方針に
ついて検討する。 

対象：事業所管理者等 
内容：持ち寄った各事業所での取組や事例等を通し、
虐待についての理解を深める。 
   虐待防止にかかわる情報の交換。 
 

対象：管理者、サビ管、虐待防止マネージャー等 
内容：虐待防止管理責任者の育成。 
   職場内での虐待防止研修を実施するための
プログラムやツール等を理解する。 

対象：事業所従事者 等（初任者でも参加できる内容） 
内容：虐待について理解を深める。 
   （特にグレーゾーン） 
   虐待防止の取組について学ぶ。 

本コース 

Ａコース（本コース）を職場内研修と
して実施できるようになることが目的 

共通講義 
障害者虐待について広く理解を深める 

Ａ・Ｂコース受講済みが望ましい。 
毎年参加できる内容⇒地域で虐待防止の
ためのネットワークつくりを視野に置く。 



障がい者の虐待防止・権利擁護に関する法律等 

•平成24年10月施行 障害者虐待防止法 

•平成26年1月批准  障害者権利条約 

•平成28年4月施行  障害者差別解消法 



虐待とは・・・ 

むごい扱いをすること（大辞泉） 

 

        ⇒意図的（故意的）なもの、 

         非意図的（故意でない）なものを含む。 

        ⇒被虐待者が自覚があるか、 

         自覚がないかは問わない。 

！重要！ 



障がい者虐待の特徴について 

障がい者（児）に対する「虐待」は、「メディア等で報じられている、
刑法によって処罰されるような犯罪行為から、障がい者自身の心を傷
つける丌適切な言動となるものまで幅広いもの」と考えられています。 

なお、障がい者虐待防止法では障がい者への虐待を①家庭内虐待、 

 ②施設内虐待、③職場内虐待の3つに分けています。 
 （病院内、学校内は取り上げられていない） 

特に施設内虐待は、発生が密室状況下となりやすいので、早期発見・
早期介入が重要であり、それゆえに虐待の定義を拡大して捉えるべき
です。 



障害者虐待の５分類 
種 類 内 容 例 示 

身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れの
ある暴行を加えること 

殴る、ける、たばこを押し
付ける 

性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること、または障害
者にわいせつな行為をさせること 

性交、性的暴力、性的行為
の強要 

ネグレクト 
（放棄・放任） 

障害者の心理の正常な発達を妨げるような著しい
減食または長時間の放置、その他養護者（支援
者）としての義務を著しく怠ること 

栄養丌良のまま放置する、
病気の看護を怠る、他の施
設職員の虐待行為を放置す
ること 

心理的虐待 障害者に対する著しい暴言または著しい拒絶対応
など、障害者に著しい心理的外傷を不える言動を
行うこと 

成人の障害者を子ども扱い
するなど自尊心を傷つける 

経済的虐待 障害者の所持する年金等を流用するなど、財産の
丌当な処理を行うこと 

同意を得ない年金の流用な
ど財産の丌当な処分 



虐待行為と刑法 
 

 虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

虐待行為は、これらの刑法に該当することが考えられます。 
 これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が複数起きています。 
 

虐待行為の類型 該当する刑法の例 

① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、           
第220条逮捕監禁罪 

② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、 
第178条準強制わいせつ、準強制性交等罪 

③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、 
第231条侮辱罪 

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪 

⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、 
第252条横領罪 
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法施行後も続く深刻な施設従事者等の虐待事案 

   入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理 
 

 県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性を殴り骨折させたとして、傷害の疑いで
介護福祉士の容疑者を逮捕した。 
 男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常的に虐待があった可能性もあ
るとみて慎重に調べている。 
  県警によると、約１カ月前に関係者からの相談で発覚同施設を家宅捜索した。 
 同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」
として処理していた。 

ケース１ 

    福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告 
 

 知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者が職員の暴行を受けた後に死亡した。ま
た、施設長が２年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセンター長に「不
適切な支援はなかった」と虚偽の報告をしていたことが分かった。 
 県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体
制整備の検討などを求める改善勧告を出した。 
 同園では、１０年間で１５人の職員が死亡した少年を含む入所者２３人に虐待していた
ことが判明した。 

ケース２ 
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法施行後も続く深刻な施設従事者等の虐待事案 

   知的障害者施設で暴行 元職員逮捕 
  
 警察は、障害者施設に通っていた知的障害者に「殺す」「ばか」などの暴言を浴びせなが
ら、胸ぐらをつかんで頭部を平手打ちするなどの暴行をした疑いで懲戒解雇された元施設
職員を逮捕した。「被害者が作業をしようとしなかったのでやった」と容疑を認めている。 
 市は、匿名で通報を受けて施設に立ち入り調査したが、虐待の事実を確認できなかった。
その後、テレビで虐待の映像が放映されたため再度立ち入り調査を実施、「もう少し踏み
込んだ対応をしていればよかった」と話した。 
 同施設は、虐待に加わった他の職員を停職、施設長を降格処分した。   

ケース３ 

    入所施設の個室に鍵、２０年拘束も 
 

 県は、障害者支援施設で知的障害のある入所者３人が、３～２０年にわたり１日６時間
半～１４時間、個室の扉に鍵をかけられ、外に出られないようにされていたと発表した。  
 施設側は、「ほかの入所者らに暴力を振るったり、異食をするためで、家族から同意は
得ていた」というが、県は立ち入り調査を行い、虐待にあたると判断した。 
 県は３年に１度、施設を訪れるなどして運営体制を調査してきたが、施設の職員から聞
き取りなどはしていたものの、施錠された部屋の状況までは確認をしていなかったと説明
した。  

ケース４ 
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（１）埼玉県の関連事例１ 
 

 

 

 

 

平成２７年７月２４日の報道 
 わいせつ行為の疑いでＮＰＯ法人代表理事逮捕 
・ 概 要：運営するグループホームに入居する知的障害者の女性に 
      わいせつな行為をしたとして、県警捜査１課と寄居署は２３日、 
      深谷市内のＮＰＯ法人代表理事を逮捕した。 
・ 容疑者：法人代表理事兼共同生活援助事業所管理者（６７歳） 
・ 罪    状：準強制わいせつ 
・ 被害者：２０１０年からグループホームに入居する２０代の女性 
・ 通  報：被害女性が日中利用していた就労支援施設の職員 
・ その他：容疑者は８月１２日に準強姦未遂罪で起訴 
      （５月１６日午後、被害女性を同市内のホテルに連れ込み乱 
      暴しようとしたとみられる。） 

ケース５ 



• 相談（全国） 2,115（2,160）  認定（全国）  401（339） 

• 虐待者の性別（全国） 

 男性   73.2％（70.6％）   女性   26.8％（29.4％）  

• 虐待者の年齢（全国） 

 29以下   12.1％（14.8％） 

 30代     20.0％（14.4％） 

 40代     19.3％（20.0％） 

 50代     14.7％（18.0％） 

 60代以上  19.3％（20.4％） 

平成２８年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書より 
数値は ２８年度（２７年度） 

どの年齢層でも一定数の
虐待者が存在している。 



• 虐待者の職種（全国） 

 生活支援員   40.1％（44.5％）   世話人   6.6％（7.5％） 

 管理者        7.7％（10.9％） 

 サビ管          5.9％（5.9％） 

 設置者経営者     2.9％（4.1％） 

 就労支援員・職業指導員   4.2％（5.1％） 

 児発管・児童指導員      2.0％（2.1％） 

•  被虐待者の障害種別 

 知的障害：68.6（83.3％）、身体障害14.4％（16.7％） 

 精神障害11.8％（8.8％）、発達障害3.6％（2.3％）、不明14.5％
（1.1％） 

 

 

 

 

 

平成２８年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書より 
数値は ２８年度（２７年度） 



どこからが虐待？ 

虐待 
 

犯罪・虐待 

 

 

 

 

犯罪とまではいかない
が、常軌を逸したケア 

 

不適切なケア 
 

虐待とは言い切れないが、
明らかに適切ではないケア 

 

 

 

 

 

適切とまでは言い切れ
ず、状況によっては 
判断が迷うケア 

 

 

 

適切なケア 

 

虐待や権利侵害とは
明らかに違うケア 

 

 

 



丌適切なケアはグレーゾーン 

虐待と適切なケアの境目 ⇒ グレーゾーンと呼んでいます 

グレーゾーン 

虐 
 

待 

適
切
な
ケ
ア 

丌
適
切
ケ
ア 



グレーゾーンを考えてみましょう。 
グレーゾーンの例 

  ・ドアが開けっぱなしのトイレってどうですか？ 

  ・事故防止のため廊下等に監視カメラを設置するのはどうですか？ 

  ・利用者の問いかけに「ちょっと忙しいので待ってて下さい。」と  

   長時間待たせるのはどうですか？   

～ きれいごとではなく、皆さんの率直な感想をお願いします。～ 

その他はチェックシートを参照してください。 

それでも・・・ 

グレーゾーンは放置できるか？ グレーゾーンは許されるか？ 

 

 



グレーゾーンは虐待であるという認識を！ 
 
○ 施設の現状はきびしい 
  安全管理を優先、住環境が丌十分、人材丌足、専門性丌足・・・・ 
 

○ だからグレーゾーンのケアを「そのくらいはしかたない」、 
  「まあいいだろう」と思いがちになってしまう。 
 

○ しかしグレーゾーンを放置し、許すと虐待の早期発見や早期介入が
できなくなる。さらに、一度許してしまうとグレーゾーンが施設内で
どんどんエスカレートする可能性がある。 

 

つまり、グレーゾーンは虐待の芽であり、 
   すなわち、広い意味で虐待である！ 

 
  
  



土  

  施設・事業所の、組織、環境、 
風土など 

根っこ 
虐待の原因・要因 

虐待の芽（グレーゾーン） 
ちょっとした丌適切なケア 

虐待が起こる背景 

「虐待の芽を見つけたら、根っこや土にも目を向ける」 



 

そのために必要なこと 

 ・グレーゾーンが発生する要因や背景の理解（前頁参照） 

 ・グレーゾーンを見逃さない感性（気づきの力） 

 ・グレーゾーンに向き合う覚悟（私たちの仕事の主人公は誰？） 

  

 そのためには 

  現場では グレーゾーンは虐待である 

          という認識を持つことが大切です！ 
 

 

虐待防止の近道は虐待の芽(グレーゾーン)を摘むことです！ 
 



虐
待 
犯罪 
・ 

虐待 

 

 

 

犯罪とまで
はいかない
が常軌を逸
したケア 

 

 

 

虐待とは言い切れな
いが、明らかに適切

ではないケア 

 

 

 

適切とまでは言い切
れず、状況によって
は判断が迷うケア 

 

 

適切な 

ケア 

虐待や権利侵害とは明
らかに違うケア 

 

 

 

虐待防止法ができてからの変化 
グレーゾーンは劇的に狭くなった 

虐待 
 

犯罪･虐待 

犯罪とまではいかないが 

常軌を逸したケア 

 

虐待通報レベル 

虐待とは言い切れないが、
明らかに適切ではない 

ケア 

虐待相談レベル 

適切とまで
は言い切れ
ず、状況に
よっては判
断が迷う 
ケア 

   

適
切
な
ケ
ア 

平成23年度の県虐待防止研修における虐待の範囲 

平成２８年度の県虐待防止研修における虐待の範囲 

丌 適 切 な ケ ア 



埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修Ａコースにおいては 

 

 

   

 

 

というテーマで研修を行っています。 



子どもの権利と虐待防止について 



１、子供の支援で起こりがちなこと 
 
 ～『しつけ』と思い込むことによる虐待や不適切支援～ 
 

『しつけ』とは何でしょう 

社会生活に適応するために望ましい生活習慣を身につけさせること。 

（ブリタニカ国際大百科事典より） 

 

人間社会・集団の規範、規律や礼儀作法など慣習に合った立ち振る舞い（規範の内面
化）ができるように、訓練すること。概念的には伝統的な子供への誉め方や罰し方も含む。 

（Wikipediaより） 



２、 懲戒権について 

親の子に対する懲戒権 

＜民法による規定＞ 

親の子どもに対する懲戒権は、基本的親子関係について定める民法に規定されています。その規

定は、民法の一部改正（平成23年法律第61号、平成24年4月施行）により、次のようになっ

ています。 

・第820条（監護及び教育の権利義務） 

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 

・第822条（懲戒） 

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒すること
ができる。 

この改正は、社会問題化している子ども虐待を防止することを目的として行われたものです。  



 

＜児童虐待の防止等に関する法律＞ 

第１４条 （親権の行使に関する配慮等） 

  児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 

 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児 

   童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

 

  



教育と労働における懲戒権 

 
＜学校教育法＞ 

11条（児童、生徒等の懲戒） 

 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部省科学大臣の定めるところにより、 

 児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 

 

＜労働契約法＞ 

１５条 

 「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働  

 者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 

 相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」 

 

では、福祉現場での懲戒権は？ 
 

  



福祉現場に懲戒権はない！ 
 

 福祉現場の懲戒権に関する法律は一切ありません。つまり、
私たち、福祉の従事者はどんなに正当と思われる理由があろ
うとも、人を懲らしめる権限はないのです。 

 

ですから、「しつけ」「訓練」「教育」と称して厳しい態度をとる
ことは、時に虐待や権利侵害に当たるということを忘れてはい
けません。 
 

 



３、児童施設での虐待事例（不適切支援） 

 大阪市の児童発達支援・放課後ディサービス事業所にて平成２６年から２
７年の間に、女性従業員が障害児１人を施設のトイレに２～３分閉じ込めた
り、５人の頭を平手でたたいたりしたほか、女性役員が１人の手首をかむ虐待を
した。従業員は「言うことを聞かなかったため閉じ込めた」、役員は「かまれたら痛い
と分かってほしかった」などと説明したという。 

施設利用者の障害児に暴行を加えるなどした女性従業員が「たたいたのは
『（漫才の）ノリツッコミ』だった」などと釈明していた。 

虐待を受けたうち１人はＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）と診断された。 

市は、児童福祉法に基づき、同施設の運営会社の事業者指定を平成２８年
３月３１日付で取り消すと発表。 

（産経ＷＥＳＴ） 

 



 児童の福祉を保証するための理念の明確化 【児童福祉法】 

           改正後 ※下線部が改正部分 改正前 

 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の
精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を
保障されること、愛され、保護されること、その心身の
健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるこ
とその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 
 
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において
生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の
年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重さ
れ、その最善の利益が優先して考慮され、心身とも
に健やかに育成されるよう努めなければならない。 
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育
成することについて第一義的責任を負う。 
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 
 

 

第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに
生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 
 
② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛
護されなければならない。 
 
第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者
とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を
負う。 



 

  

児童福祉法の改正により、子供は権利の主体ということが 

明言されました。親でもその子の権利を侵害できません。 

福祉事業所ではなおさらのことです。 

 



最後に・・・ 
 

 

 社会生活に適応するために望ましい生活習慣を身につけさせること。基本的生活習

慣のしつけが中心になるが，成長するにつれて，家庭，学校，社会などの場における

行動の仕方へと，しつけの内容が拡大していく。しつけの目標は，社会生活の秩序を

守り，みずから生活を向上させていくことのできる社会人に育て上げることである。また

『しつけ』を効果的に行うためには，成長段階に応じた適切な方法をとることが必要で

ある。すなわち乳児期から幼児期にかけては親が範を示して根気よく繰返し，叱るより

も上手にできたときにほめて力づけ，理解力が深まるにつれて説得に主眼をおくようにす

るのが望ましい。 

（ブリタニカ国際大百科事典） 



２０１８年度 埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修 



「身体拘束」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？ 

ベッドに手足を縛り付けたり、車椅子と身体をベルトで押さえつける等の
ケースを想像する方も多いかも知れません。 

実は身体拘束の定義はもっと広く、とても身近にあります。 



【厚生労働省が示す身体拘束の具体例】 
 

① 徘徊しないように、車いすやいす、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トン型の手袋等をつける。 

⑥ 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。 

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いすを使用する。 

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。 
 

    「身体拘束ゼロへの手引き」（平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」）  



これらに該当しないとしても、広く解釈すると、丌用意に行
動を制限する場合、身体拘束とみなされることがある。 
 

それが「スリーロック」（３つの身体拘束とも） 

                 と呼ばれるものがある。 

① スピーチロック 

② ドラッグロック 

③ フィジカルロック 



① スピーチロック 

言葉による拘束です。「ちょっと待っててね」「～しちゃダ
メ」「立ち上がらないで」「どうしてそんなことするの」と
いった叱責の言葉も含む。 

ただ、どこからスピーチロックにあたるのか、明確な基準は
なく、多くの介護現場でも悪意無く行われているのが実状。 
 

② ドラッグロック 

薬物の過剰投不、丌適切な投不で行動を抑制すること。夜間
の徘徊などを眠剤や安定剤、泌尿器系の薬でコントロールす
ることもこれに当たる。 



③ フィジカルロック 

物理的な身体拘束をして身体の動きを制限することです。先
ほどの「身体拘束の具体例」は、ここに当てはまる。 

 

フィジカルロックや（ベッド柵等、行動制限するような）環
境による身体拘束は目に見えやすい例だが、スピーチロック
やドラッグロックは目に見えない分、ケアする側も自覚が無
いまま行ってしまうことがあるので、身体拘束を見逃さない
感性を磨くことが大切。 



①精神的苦痛を不える 
丌適切な扱いや丌用意な抑制は、人権侵害や虐待にあたる行為。 
特に「身体を縛る」「体の機能を使えなくする」「つなぎ服等
を着せる」等の対応は、丌安や怒り、屈辱、ストレス、あきら
め等大きな精神的苦痛を不える。 

②身体的な機能を奪ってしまう 
長時間丌自然な体勢を強いる拘束や、向精神薬を過剰に服用さ
せて動きを制限する拘束は、身体機能を奪う恐れのある危険な
行為。 
関節の拘縮や筋力低下などを招きかねず、症状の重度化につな
がることも少なくない。 



③家族やスタッフに後悔やトラウマを残す 

身体拘束は、された本人だけでなく周囲にも影響を不える。 
たとえば、拘束されている方を見て、後悔や混乱、苦悩といっ
たトラウマを抱える家族も存在する。 

また、身体拘束をする職員も後悔やトラウマを抱えることがあ
る。身体拘束をしていることで士気が下がり、離職の原因にな
ることもありえる。 



◆緊急やむを得ない場合と、その手続きについて 

介護の現場には、身体拘束をしないといけないケースもある。 

厚労省は、きちんとした手順を踏み、利用者の生命を守るため
に他に方法がない場合のみ、「やむを得ない」とされている。 
 

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
が危険に晒される可能性が著しく高いこと 

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介
護方法がないこと 

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 



しかし、「３要件を満たしていれば身体拘束は認められる」
ということだけが先行してはならない。 

 

身体拘束は、人としての尊厳を傷つけ、身体能力の低下にも
つながる。 

 

そのことを十分に理解した上で、組織的に、かつ慎重に判断
する事が求められる。 



◆やむを得ず身体拘束を行う際の手続きについて。 

①組織による決定と個別支援計画への記載 

個別支援会議等で慎重に検討・決定することが必要。 

防止責任管理者・サービス管理責任者・虐待者など、支援方針
について権限を持つ職員が出席していることも大切。 

個別支援計画には、実施する身体拘束の様態及び時間、やむを
得ない理由を記載。これは会議において身体拘束の要因を徹底
的に分析し、身体拘束解消に向けた支援・時期等を統一した方
針の下で決定し、利用者ニーズに応じた個別支援を検討するこ
とが重要。 



◆やむを得ず身体拘束を行う際の手続きについて。 

②本人・家族への十分な説明 

手続きの中で、適宜、利用者本人・家族等に十分説明し、了解
を得ることが必要。 

 

③必要な事項の記録 

身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、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など、必要な事項
を記録することも大切。 



◆やむを得ず身体拘束を行う際の手続きについて。 

 

２０１８年度の報酬改定により、身体拘束等の適正化を図るた
め、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報
酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」が新設。 

（利用者全員について所定単位数から５単位／日） 

 

これにより、記録の重要性や研修実施等の推進が求められるこ
とが明確になった。 



◆身体拘束の実態 

 ここ数年で障害者の虐待防止や権利擁護意識が高まってはいるも、
身体拘束は増加傾向にある。なぜ、身体拘束は増えているのか？ 

① 身体拘束 増加の背景に「人手丌足」 

京都府の調査では、 廃止困難な理由として約６割の施設が「職員
が少ない」と回答。「介護人材丌足」が身体拘束を招いている一因。 

② 「身体拘束を断ればいい」ができない 

本人が拒否すれば問題行動と捉えられる。家族も弱い立場であり、
退所になると困るため我慢をせざるを得ない。 

 



◆取り組みの例①（神奈川県 高齢者施設） 

臀部の皮膚を掻き壊してしまう利用者に対して、ミトン型の手
袋をつける代わりに、以下のような対応をすすめている。 
 

・排泄物による臀部の痒みとの関係を考え、排泄援助の適正度
を再考 

・刺激の少ない石けんを使用 

・かゆみに対して気を紛らわせる環境づくり 

・臀部での掻き壊しがあるため、車いすの座面調整、時間短縮 

 



◆取り組みの例②（東京都 病院） 

「縛る」身体拘束をゼロにするためにとった対応 
 

・「拘束」を「縛る」に言い換える 

・施設内にある抑制用のひもを捨てる 

・縛らないことの責任は、現場ではなく責任者がとると宣言
する 

・管理者とスタッフが現場を共有し、一緒に縛らないで済む
方法を考える 

 



特別な対応だけでなくとも、日々の対応や心構えの中で身体拘
束解消の取り組みは始められる。 
 

① 身体拘束の定義を職員個々が理解し、支援に活かす 

② 残存能力を活かす支援、エンパワメントを高める支援を意識
する 

③ 日中はベッド上ではなく車椅子や見通しの良い場所で過ごす
等、 職員の目が届く環境を整える 

④ かきむしりや点滴の自己抜去がある場合、5本指の手袋をは
める 
 ※悪影響が最小限に留まりやすい配慮を考える  



・まずは、細かい部分にも拘束・制限に至るかも知れないという風
土を施設全体で作り、身体拘束への感度を高めること。 

・「なぜこの行為をやってはいけないのか？」という根拠を理解で
きないことには、防ぐことは出来ない。 

・常に身体拘束について日常業務の中で意識していく。支援を振り
返り、良い事例を見つけ繋げていく事は、とてもポジティブな作業。 

・ベテランよりも若い職員や福祉の勉強をしたての職員の方が権利
擁護の視点が高い。しかし、学びを実践に活かすのはベテランの職
員。 

・慣れやリスク管理から、支援を見直さず、「無難さ」で立ち止ま
らず常に新しい知識や情報を活用していく姿勢を持つことが大切。 

  



平成３０年度 埼玉県障害者 
虐待防止・権利擁護研修 

行動障害と不適切な支援について 

（障害種別：知的障害） 

 



行動障害とは・・・ 

・いわゆる問題行動のことをさします。 

 
•具体的には自傷（自分の頭を叩く、腕を噛むなど）、他害 （他者
に対する暴力）、物を壊す（物を投げたり、破いたりする行為）、パ
ニック等の不適切な行為・行動を言います。 



 
平成２８年度 障害者虐待対応状況調査の結果 

 ○養護者による障害者虐待において 

  身体障害（２３．０％）  知的障害（５４．２％）  精神障害（３２．６％） 

  行動障害がある者 （２８．７％） ※重複あり 

 

○障害者福祉施設従事者等において 

  身体障害（１４．４％）  知的障害（６８．６％）  精神障害（１１．８％） 

  行動障害がある者（２１．３％）  ※重複あり 

 

○使用者による障害者虐待の状況等において 

  虐待を受けた障害者は９７２人 

  障害種別は、知的障害５３０人、身体障害２０９人、精神障害２３４人 
※障害種別は重複あり 

出典：「平成２８年度厚生労働省の資料集」から抜粋 したものです。 
     

     

         

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被虐待者は知的障害の方が受けやすく、また行動障害がある方への割合が高い。 



障害特性 
 

       ・感覚の特異性 
       ・見通しがもてない 
       ・目に見えない事物    
        を理解しにくい 
       ・一般化することが   
        難しい 
 

環境要因 
 

・行動を引き起こす 
・様々な状況 
・様々な刺激 
・複雑で分かりにく     
 い環境 
・いつもと違う状況 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

     ↑
 

 

障
害
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虐 待 

問題行動と言われてしまう行動 
    ・パニック「自傷行為・他害行為」 
    ・不適切な行動 ・かんしゃく   など 

 

適切なケア 不適切なケア 

水面下（氷山の下） 



行動障害のある利用者への不適切な支援 

水面下（氷山の下） 

目に見える部分（氷山） 

ザワザワした場面が苦手な利用者がいます。 

施設で日中活動に出掛けるときには、玄関で靴に履き替えなければなりません
が、同時に多くの利用者が玄関に集まってくると、ザワザワして本人にとっては
大変不快な環境となります。 

しかし、本人はコミュニケーションの困難性から、職員に不快感を訴えることがで
きません。 

どのように解決すれば良いのか方法もわかりません。 

 

そして、イライラが高まってどうしようもなくなり、横にいる利用者に咬みついてし
まいました。 

職員は、やめさせるために本人を羽交い締めにして引き離し、 

さらにパニックを起こして暴れたため、居室に鍵をかけて閉じ込めました。 
 

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」より抜粋 

 



 
本人が 

持っている
障害特性 

行動が生起する枠組み 
（要因や背景を探る） 

 
要因 

 

背景  
 
 

行動の生起
するきっかけ
がきっかけと
なりうる事柄 

背景 

 
 

どういうときに
誰がどんなこ
とをしたのか 

 
 
 
 
 
 

どんな行動を
どの位の強さ、
時間、頻度で
行うのか 

 
 
 

 
 

行動が生
起した結
果どう
なったの
か 

きっかけ 行動 結果 

感覚過敏の
特異性、コ
ミュニケーショ
ンの困難性な

ど 

ザワザワする
混み合った空
間に行ってし
まった 

横にいる利用者
に咬みついてし
まいました 

職員に羽
交い締め
にされ、鍵
をかけて閉
じ込められ
た 

昨夜から睡眠
不足により、
朝から不機嫌 



それは、利用者のひとり一人にあった支援を考えることで、
その方の不安をやわらげたり、解消することになり、問題
行動と言われる行動への適切な支援へと繋がります 

行動障害のある利用者への適切な支援 

行動の前の『きっかけ』や『背景』や『要因』を探り、事前に
その環境を取り除いてあげたり、本人の障害特性に応じ
た関わり方でやわらげることが必要な支援ではないでしょ
うか？ 

 

 



行動制限の廃止に向けて 

 「問題行動に対処するために、身体的虐待に該当するような
行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つき、抑えつ
ける職員や抑えつけられた場面に対して恐怖や不安を強く感
じるようになってしまいます。このような人や場面に対しての
誤った学習を繰り返した結果、さらに強い「問題行動」につなが
り、それをさらに強い行動制限で対処しなくてはならないという
悪循環から抜け出さなくてはなりません。 

 

 行動障害に対する知識と支援技術を学び、支援をマニュアル
化するなどによって職員全体で共有し、行動制限の廃止に向
けて取り組むことが施設・事業所での障害者虐待を防止するこ
とにつながり、支援の質の向上にもつながります。 

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」より抜粋 

 

 



行動制限（身体拘束）の留意点 

身体拘束 
行動制限 

恐怖・不快 

自尊感情の損傷 
心的外傷 

問題行動の誘発 
エスカレート 

  増長 
させている 

⇒他のアプローチの可能性も見出していくことが必要。 



障害者虐待の防止 
身体拘束・行動制限の廃止 

支援の質の向上を 
目指していきましょう！ 



精神領域での 

虐待・権利擁護を考える 

平成30年度 障害者虐待防止権利擁護研修 
 Aコース 

   



精神障害のある人が置かれてきた状況 

・日本の精神科医療→隔離・収容政策 

  

・差別と偏見の歴史 

 

・呉秀三「この病を受けたる不幸の他に，この国に生
まれたるの不幸を重ぬる」 



精神障害のある人が置かれてきた状況 

 

・約29万人の入院患者／33万床の精神病床 

   平均在院日数：269.9日 

   1年以上の入院期間の人が約19万人 

           （出典：H28年医療施設動態調査） 

  

・長期入院による生活力の低下，人生へのあきらめ 



繰り返される権利侵害・虐待 

◆昭和58年 宇都宮病院 

      看護職員等による患者の暴行死事件 

 

最近でも…… 

 

◆平成29年5月 ニュージーランド国籍の男性が拘束後に死亡 

 

◆平成29年12月 寝屋川監禁事件 

        33歳女性，自宅敷地内のプレハブに10年以上          

        監禁され，凍死 

◆平成30年4月 三田市監禁事件 

        40代男性，自宅敷地のプレハブ倉庫内の檻に          

        25年以上監禁 

 

 

 



繰り返される権利侵害・虐待 

●地域精神保健福祉機構「COMHBO」 

 身体拘束に関するアンケート（2017年9月）より 

 
「身体拘束は身体だけの拘束ではなく、心も拘束してしまいます。止
めてほしい。」 



精神障害のある人の支援に必要なこと 

・本人の権利意識を育むこと 

 自分の権利をないがしろにされてきた   

 経験から，「権利」に疎くなりやすい 

 
「いやだと感じても，自分は病気だから何か言うともっと悪く思
われてしまう」 

「何か気にあることがあっても，自分が我慢すればことは大きく
ならない」 



自分たちの対応を振り返る 

「なまけている」「やる気がない」 
 ➡できないことを非難する 
 

  病気の症状によって、意欲や集中力が低下していることに 

 よる影響が考えられる 

  抗精神薬を服用していることによる副作用で、同じような  

  状態に陥ってしまうこともある． 

 

  本人のペースに合わせられないという事業所の都合がある   

  ことも… 

  ➡本人を心理的に追い詰めてしまう場合もある 
 

 



訴えに向き合わない 

「職員に嫌がらせを受けている」 
 ➡職員が妄想の対象になってしまうことがある 
 被害妄想だと決めつけ，本人の訴えに向き合わない 

「また同じ話…」 
 ➡何度も同じ話を繰り返され「またか…」と話を聞き流す 

 
 訴えに耳を傾け，その訴えの背景に向き合う 
 ＊被害妄想に対象となる誘発言動（引き金）はなかったか 
 その言動の有無と修正および適切な支援の検討が必要． 
 根拠がない妄想であれば受療への促しにつなげる必要性も 
 見えてくる 
 ＊何度も同じ話をする背景に思いをはせているか 
 その人の訴えにきちんと応えているか． 

自分たちの対応を振り返る 



演習のまとめ 

平成３０年度埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修（Ａコース） 

施設・事業所内虐待防止に 
どう取り組むか？ 



誰もが虐待リスクを持っているという事を 
自覚しよう！ 

誰もが、意図してなくても虐待の加害者になる要素は持ち合

わしていることを勇気を持って理解しよう！ 

「私は虐待なんて絶対するわけがない。」「うちの事業所に

虐待なんてあり得ない！」と断言している人のほうが危険！ 



★施設の風土、職員の倫理観 

・弱い相手を対象にしているため、職員としての権威や裁量が増大する。 

・虐待ではなく指導、しつけと考えている。または利用者のためという
思い込み。 

★専門性の丌足 

・専門的支援のスキルがないため、力で利用者を抑えようとする。 

・利用者の行動の原因を理解できないため、問題が長期化する。 

★過度な安全管理 

・利用者の安全を理由に必要以上に管理を強める。 

施設・事業所には虐待につながるこのようなリスクが潜んでいます。 



★虐待防止体制が整備されていない 

・利用者の声を聞くシステムがない。 

・職員の通告が生かされないシステム。 

・マニュアル等が未整備。 

★職員のストレス 

・勤務形態、待遇などへの丌満。 

・マンパワーの丌足・・・疲労の蓄積。 

★その他 

・職員の個人的性格。 

 

施設・事業所には虐待につながるこのようなリスクが潜んでいます。 



密室性 

利用者に対して支援者が、マンツーマンの対応
が多い。支援の内容が他人に見えにくい。自分
自身の支援の問題点に気がつきにくい。 

管理者が身近にいないことが多い。相談する相
手がいない。どう判断、対応すべきかわからな
い。追い詰められてしまう。 

施設･事業所には虐待につながるこのようなリスクが潜んでいます。(GH･居宅系) 

密着性 
（親密性） 

 

非管理性 

外から見えない。 
隠れる。 
第三者の丌在。 

狭い空間。 
家族のような関係。 

一人職場。 
管理者丌在。 

その他にも、「小規模な法人が多い」「パート、非常勤の職員が多い」「人材確保が難しい」など。 

親代わりの責任感のようなものから、支援者が
利用者の利益になるようにと、本人の意志に反
して行動に介入・干渉してしまう。 
うまくいかなくなった利用者との人間関係はな
かなか修復が難しい。 



虐待が起こる背景にはどのような事柄があるでしょうか？ 

① 組織的な要因 

思いこみ 倫理観 

外部とのつながり丌足 

職員の依存と 
利用者への固執 

過剰適応と 
集団アイデンティティ 

研修に出る機会や同じ職種の人との接点が尐なく、自
分と外とのつながりが薄くなってしまい、スキルを高
める機会がない。孤立してしまう。 

支援者が他の職員などからの期待に応えることや組織
の一員であることを認めてもらいたいという想いを優
先し、丌適切なことであっても行ってしまう。 

問題に対する意識が薄くなっていて利用者の立場より、
ホーム側の事情や利益などを優先し、本来あるべき姿
から外れてしまうような支援をしてしまう。 

利用者との固定化された関係性によって生じる、利用
者への固執と自意識過剰が原因となって、間違った支
援に気がつかない。 



② 対人関係的要因 

③ 個人的要因 

コミュニケーションの弱さ 

相談者の欠如 

支援する使命感 

専門的スキルの低さ 

利用者や家族、職員間でのコミュニケーションが上手
に取れず、関係性や支援がうまく行かず、苛立ちをぶ
つけてしまう。職員のストレス。 

支援者が同じ職場内に相談できる相手がいないことに
よって、孤立感や悩みなどを抱え、利用者に丌適切な
支援をしてしまう。 

障害特性や根拠に基づいて支援せず、思いつきや経験、
感情による支援が利用者を混乱させたり、パニックに
陥らせたりする。 

「障害のある人」を支援しているということで支援者
自身のモチベーション維持がされている場合、支配的
になってしまう。利用者のためという思い込み。 

虐待が起こる背景にはどのような事柄があるでしょうか？ 



・利用者が告発できない。 

・施設の密室性（第三者の丌在）→ばれない、見つからない 

・親が虐待する側を守る行動をとる。 

・他職員が虐待する側をかばう。 

・施設全体で隠ぺいする。 

・何が虐待なのか、職員が気づかない。⇒虐待の芽に気づかない。とても危険！ 

 

 

 

 

施設・事業所内虐待はなぜ表に出ないのでしょうか？ 

表面化しにくい 



・訴え出るとさらに虐待がエスカレートするのでは  

 ないかという丌安、報復への恐怖 

・「お世話になっているから」という負い目 

・「自分が悪いのだ」と思いつめてしまう 

・誰に相談していいのかわからない 

・相談しても誰も助けてくれない、逃げ場がない 

・虐待を受けているという自覚がない 

・つらい思いを伝えること自体が苦手（できない） 

 

訴える事が出来ない。 
表に出づらい。 
それがゆえに 
繰り返される虐待。 

本人やご家族の想い 



虐待をなくすために何ができるのか 

●組織の中 
•スタッフ会議。⇒ 情報の共有。職員間のコミュニケーション。 

•相談できる環境づくり。⇒ アドバイスを受けられる環境。スーパービジョン。 

•パート、非常勤の職員を含めて組織全体で考えていく事。  

•虐待防止委員会の設置などの体制づくり。⇒ 検討 検証 対応 

 

•研修への参加。 

•法人を超えて、地域の中での事業所同士のつながり。ネットワーク。 

•家庭、他の利用サービス、相談支援専門員、後見人などとの連携。         

自分たちだけでケースを抱え込まない。第三者の視点。生活全体で、支援者全体で利用者を支

えていく。サービス等利用計画。 

●外とのつながり 



虐待をなくすために何ができるのか 

●利用者の権利を守る。 

•利用者の声を聞く。ひろう。    

利用者による自治活動。 苦情受付。意見箱。面談。 

•スタッフの専門性を高める。 

主観的な支援ではなく要因や背景を捉え順序立てて考える支援。 

研修参加 学習会 

•グレーゾーンに気づく。グレーゾーンを見逃さない。  

丌適切な支援は虐待である。 



土  

  施設・事業所の、組織、環境、風土
など 

根っこ 
虐待の原因・要因 

虐待の芽（グレーゾーン） 
ちょっとした丌適切なケア 

虐待の芽に気づいたら・・・ 

「虐待の芽を見つけたら、根っこや土にも目を向ける」 



虐待の芽 
Aさんへの食事の強要 

根っこ 
Cの利用者への姿勢・スキル 

土  

 施設としての利用者 
支援のあり方、職員育成、虐待

防止の体制の整備等 

根っこや土に対して「自分ができること」を見つけ、行動することが大切！ 

演習事例に例えたら・・・ 



演習事例の場合・・・ 

   Ｃ職員の対応を個別支援計画に記載できるか？ 

   ・食事の強要 

   ・ペナルティーとしての作業丌参加・自由時間の禁止 

   ・交換条件としての缶コーヒー、等 

 

個別支援計画に記載できないことはしてはいけない！ 

 



私たち支援者にできること 

• 今の自分にできることを考えよう！ 

• 小さなことでもアクションを起こそう！ 

• 自分の想いを話せる相手･仲間を見つけよう！ 

• 相談、通報する勇気を持とう！ 

• あきらめず、粘り強く！ 

 

支援者は誰かのせいにして逃げることができるかもしれない 

でも・・・利用者に逃げ場があるか？ 

私たち支援者は、常に利用者の味方・代弁者でいよう！ 



今日のまとめ 

丌適切な支援 → グレーゾーン →  

虐待の芽 → 広い意味で虐待である   

という認識を チーム で持とう！ 



利用者向け虐待防止マニュアルを作ろう 

 

利用者に『自ら権利を守る』という意識が高まれば 

虐待防止の大きな一歩 

利用者の権利意識の向上をめざそう！ 

 
しかし、一個人や事業所の取り組みだけでは限界 

他の事業所との連携が必要 

 

発達障害福祉協会では 

利用者向け権利擁護研修を実施しています 

利用者の方々に対してのアプローチ 
 



お わ り に 

再確認：グレーゾーンは虐待の芽であるという共通認識を持とう！ 

利用者の気持ちを汲み取ること、感じること、気づくこと ＝ 福祉施設職員の役割 

最終的な目的としては、 
「利用者にとって、よりよい支援を行っていく」 
「職員がお互いに仕事をやりやすい環境をつくる」 
そのことで、「利用者の権利をしっかり守っていく」ということ。  

今一度、自分たちの行っている支援を職場のみんなで振り返ってください。 


