
「高齢者・障害者虐待防止・虐待対応」 

～当事者主体を意識するために～ 

ふくし＠ＪＭＩ 小 湊 純 一。
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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（抜粋） 
平成二七年五月二九日改正 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にと 

って高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者 

虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措 

置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止 

に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることに 

より、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者 

の権利利益の擁護に資することを目的とする。  

（定義等）  

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事 

 者等以外のものをいう。  

３ この法律において「高齢者虐待」とは、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。  

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為を 

いう。  

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 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。

ロ 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、養護者以外の同居人に

よるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

ハ 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。

ニ 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。

二 養護者又は高齢者の親族が当該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。  

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該 

当する行為をいう。  

一 老人福祉法に規定する老人福祉施設若しくは有料老人ホーム又は介護保険法に規定 

  する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは地 

  域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養 

  介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる 

  行為 

イ 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。

ロ 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。

ハ 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。

ニ 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。

ホ 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。

二 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法に規定する居宅サービ 
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ス事業、地域密着型サービス事業、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若しくは介護予防支援事業（以下「養介護事業」とい

う。）において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける

高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養 

介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護 

 施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。  

（国及び地方公共団体の責務等）  

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速か 

つ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機 

関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけ 

ればならない。  

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び 

に養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わ 

る専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置 

を講ずるよう努めなければならない。  

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資 

するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な 

 広報その他の啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務）  

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深め 

るとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の 

ための施策に協力するよう努めなければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等）  

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介 

護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、 

高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなけ 

ればならない。  

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活 

動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければなら 

ない。  

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

（相談、指導及び助言）  

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた 

高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとす 

 る。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者 

の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しな 

ければならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見 

 した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ 

 る通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条 市町村が通報又は届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町 

村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる 
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 ものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条 市町村は、通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受 

けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の 

確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する 

者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとす 

る。  

２ 市町村又は市町村長は、通報又は届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高 

齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養 

護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認 

められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施設 

等に入所させる等、適切に、措置を講じ、又は、適切に、審判の請求をするものとす 

る。  

（居室の確保）  

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定に 

 よる措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査）  

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危 

険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法の規定により設置する地域包 

括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該 

高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その 

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならな 

い。  

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら 

 れたものと解釈してはならない。 

（警察署長に対する援助要請等）  

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす 

る場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の 

住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  

２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応 

じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又 

は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の 

職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによ 

る措置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第の措置が採られ 

た場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢 

者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った 

養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者 

に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を 

図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要とな 

 る居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（専門的に従事する職員の確保）  
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第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた 

高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的 

 に従事する職員を確保するよう努めなければならない。 

（連携協力体制）  

第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた 

高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法に規定する老 

人介護支援センター、介護保険法の規定により設置された地域包括支援センターその他 

関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合におい 

て、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮し 

なければならない。  

（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、相談、指導 

及び助言、通報又は届出の受理、高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の 

確認のための措置並びに養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部 

を委託することができる。  

２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員 

又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り 

 得た秘密を漏らしてはならない。  

３ 第一項の規定により通報又は届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応 

協力者が通報又は届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協 

力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出 

をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（周知） 

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、通報又は届出の受理、養護者によ 

る高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓 

口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び 

高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。  

（都道府県の援助等）  

第十九条都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間 

 の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要 

があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の 

実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業 

に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その 

他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している 

養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐 

待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけ 

ればならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる 

高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、 

速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  
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３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ 

る高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならな 

い。  

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出る 

ことができる。  

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届 

出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報（虚偽である 

もの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈 

してはならない。  

７ 養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを 

受けない。  

第二十二条 市町村は、通報又は届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところによ 

り、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当 

該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等 

による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければなら 

ない。  

２ 前項の規定は、地方自治法の指定都市及び中核市については、厚生労働省令で定める 

場合を除き、適用しない。  

第二十三条 市町村が通報又は出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市 

町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させ 

るものを漏らしてはならない。都道府県が報告を受けた場合における当該報告を受けた 

都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が通報若しくは届出を受け、又は都道府県が報告を受けたときは、市 

町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保する 

ことにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者 

虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による 

権限を適切に行使するものとする。  

（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養 

介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定 

める事項を公表するものとする。  

第四章 雑則  

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の 

適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者 

虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究 

を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に 

財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）に 

よる高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部 

局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による 

高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者につい 
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 て、適切に、老人福祉法の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の 

保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見 

制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等 

を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。  

第五章 罰則  

第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰 

 金に処する。  

第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し 

くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を 

し、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下 

の罰金に処する。  
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行政・地域包括支援センターの責務 

総合相談支援，虐待対応，成年後見制度活用 

１ 『総合相談支援』『権利擁護・虐待対応』（社会福祉士主体） 

（１）地域の総合的な福祉相談窓口設置

（２）地域生活支援のための関係者ネットワーク化実践

（３）ネットワークを通じた高齢者の心身状況や家庭環境等の実態把握

（４）高齢者虐待・権利侵害への対応

① 成年後見制度の活用

ア 利用アドバイス

イ 市町村長申立

ウ 成年後見推薦団体との調整・紹介

② 老人福祉施設等への措置

③ 虐待への対応

④ 対応拒否者等への対応

⑤ 立ち入り調査

⑥ 加害養護者への対応

⑦ 消費者被害への対応
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高齢者・障害者虐待と虐待対応のありかた 

小 湊 純 一。（社会福祉士） 

～高齢者虐待とは～ 

 近年，高齢者・障害者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解され

ているとは言えません。多様な状態を包括する定義は高齢者・障害者「虐待の防止、養護者に

対する支援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括するものではあり

ません。 

 高齢者・障害者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与え

ようとした場合と介護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦

痛を与えてしまう場合とがあります。 

１ 権利侵害の背景 

(１)障がい等により自分の権利を自分で守れない。

(２)世話をする側とされる側の上下関係がある。

(３)生活支援の場が密室になる。

(４)認知症・精神、知的障害の理解が不足している場合がある。

(５)権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。

(６)自分で情報を集めて選び判断することが難しい。

(７)人には「相性」がある。

(８)後見のシステムがまだ一般化していない。

２ なぜ高齢者・障害者虐待？ 

(１)高齢者・障害者の身体障害，認知障害、知的障害など

(２)高齢者・障害者が虐待者へ依存（介護，生活援助など）

(３)虐待者が高齢者・障害者へ依存（特に経済的援助を受けるなど）

(４)虐待者の精神的障害（薬物乱用や精神疾患の既往など）

(５)家族の社会的孤立

「新たな適応力を必要とする新たな生活様式の変化（ストレスとなる生活上の出来

事）」と「暴力の既往」の２つの要因は子供や夫婦間の虐待に関連することわかっていま

す。このことは対応するときに考慮する必要があります。 

３ 高齢者・障害者虐待を把握する 

（１）家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている

（２）説明がつかない怪我，骨折，火傷がある。

（３）放置，暴力等の虐待を受けている。

（４）身体抑制を受けている。

（５）財産が搾取されている。
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４ 高齢者・障害者虐待とは 

（１）身体的虐待

（２）介護放棄（ネグレクト）

（３）心理的虐待

（４）性的虐待

（５）経済的虐待

※ 消費者被害

５ 通報と緊急性の判断 

  緊急性があると判断した場合は，直ちに保護を行う必要があります。 

  生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，虐待の程度と高齢者の健康 

状態，介護者の心身の状態等から総合的に判断します。 

『緊急性の判断』 

１ 生命が危ぶまれるような状況が確認される、もしくは予測される 

・骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体的外傷

・極端な栄養不良、脱水症状

・「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報

・器物（刃物、食器など）を使った暴力の実施もしくは脅しがあり、エスカレートす

ると生命の危険性が予測される

２ 本人や家族の人格や精神状態に歪みを生じさせている、もしくはそのおそれがある 

・虐待を理由として、本人の人格や精神状態に著しい歪みが生じている

・家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている

３ 虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない 

・虐待が恒常的に行われているが、虐待者の自覚や改善意欲が見られない

・虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く、介入そのものが困難であ

ったり改善が望めそうにない

４ 高齢者本人が保護を求めている 

・高齢者本人が明確に保護を求めている

 （参考）東京都高齢者虐待対応マニュアル 
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１ 高齢者・障害者虐待対応の指針 

（１）虐待の判断

① 虐待や放置，搾取を判断するためには，その頻度，継続時間，激しさ，重大性，

結果を把握し検討します。

② 虐待を見分けるには，被虐待者自身の認識，つまり本人がその行動を虐待としてと

らえているか，それを改めるための対応を受け入れる用意があるか，によって左右

されることが多い。

③ 虐待と放置を確認するには以下を確認する必要があります。

ア 現時点での問題は何か。

イ 虐待，放置，搾取の危険性があるか。

ウ 問題の性質として激しいか，頻回に起こるか。

エ 危険性の緊急度はどうか。

オ 介護者が虐待者となりうるか。

カ 家族のケアは一貫性があって質が高いか。

キ 過去に介護者が暴力をふるったり，虐待や放置，搾取しているか。介護者は本

人以外の他者に暴力をふるったことがあるか。

ク 在宅サービス（フォーマルサービス）は信頼できるか。

ケ 在宅サービスの機関のスタッフは，根底にある問題に対応する姿勢をとってい

るか。

コ 家族は問題を改めようとする用意があるか。

サ 虐待を行なっている者，または被虐待者に薬物依存はあるか。

シ 状況は緊急を要するか。

④ アセスメントの目標は，以下を把握することです。

ア 虐待，放置，搾取が起きているか。

イ 本人が自己の利益にそって意思を決定し，同時に自分で決定したことのもたら

す影響について理解する能力があるか。

ウ 本人の危険性はどのようなレベルか。

エ 福祉，医療，裁判所による法的仲裁，保護等の緊急介入の必要性はあるか。

⑤ アセスメントの最初の段階は，虐待が本当にあるのかを確かめることです。介護

者が善意を持っているにもかかわらず，迫害されている錯覚苦しんでいる高齢者も

います。このような高齢者は専門家による精神科的治療を受ける必要があります。

（２）分析の方法

① 被虐待者との面接

② 被虐待者に脅迫的と受け止められない方法で面接し，虐待の訴えやアセスメント

項目によって虐待を確認します。

③ 当初はできないかもしれないが，虐待しているかもしれない者は同席せず，本人
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と２人だけで話を聞くことが重要です。 

④ 本人が不当な扱いを受けていると明確に言う（助けを求める。）ことが，介入す

るかどうかの決め手となります。

⑤ 本人が訴えを取り消す場合には，訴えの妥当性を判断します。

⑥ 被虐待者の意思決定能力を見極めます。

ア 記憶障害や機能の問題があっても，自分の安全性に関して適切に意思決定する

ことが可能である。ある一定期間ありのままの状態を観察し，意思決定能力を評

価すること。

イ そのうえで，現在の環境に被虐待者がいることの危険性について判断します。

危険であれば，裁判所が後見人をたてたり，精神科の措置入院を検討しなければ

ならない場合もあります。

⑦ 被虐待者の訴えや，示唆された虐待を調査します。

ア 被虐待者からの訴えや虐待の可能性が観察されたら，できるだけ早く，医師，

被害者の親戚，在宅サービス提供者に紹介し，面接して情報を得ます。

イ 虐待をしていることが疑われる者との面接も，ケアの方向性を探るために有効

である場合もあります。介護者に面接は通常高齢者と別々に行なうことになって

いると伝え，評価者と２人で面接し，介護者の善意や健康状態，能力について評

価します。

ウ 被虐待者は，評価者が虐待者と２人きりで面接することを嫌がることがありま

す。

本人の訴えが間違っていると言われる，仕返しされる，施設に入所させられる， 

 家族の支えをなくす，家族問題が露呈する，といったことを恐れるためです。 

エ 経済的な虐待は露骨な場合把握は難しいですが，介護者が被虐待者に金銭を強

要している場合は，同時に身体的心理的虐待も引き起こす可能性があります。

（３）ケアの方向

① 要因を取り除く

ア 虐待や放置，搾取への適切な対応は，個々のケースにより大きく異なります。

イ ソーシャルワーカーは，家族とともにおこる可能性のある虐待や放置に結びつ

く要因を取り除いて，状況を静めさせることができる場合があります。

② 介護者から被虐待者を引き離す

ア 訪問介護や短期入所，通所サービス，虐待をしている可能性のある，あるいは

怠惰な介護者から本人を引き離す時間的余裕をつくるために導入する。

（４）ケアを決定するための意思確認

① すべての被虐待者に対し，以下を確認します。
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ア 緊急の身体的危険にさらされているが，そうであれば，評価者は直ちに高齢者

を現在の環境から移す（離す）手段をとります。

イ 被虐待者は介入を受け入れるか。

ウ 在宅サービスの導入や増加は，虐待の状況を改善できるか。

エ 介護者が現在の介護負担に耐えられるよう，介護者に対するカウンセリングや

支援または医学的治療が必要か。

オ 被虐待者の訴えに根拠がないようならば，精神科的診断や治療が必要か。

（５）再アセスメント

① 定期的な再アセスメントは，虐待の証拠が決定的でない場合も含めてすべての利

用者に必要です。

（６）緊急体制を整える

① 被虐待者は援助を断ることもあります。断られた場合は，緊急の援助（電話番号， 

適切な通報・相談先）について情報を書面で知らせ，適切な相談受付と対応の体制

  をとる必要があります。 
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（参考）宮城福祉オンブズネット「エール」の行動規範 (2004.10.24～) 

キーワード

①目的の正当性 ②手段の相当性 ③適正な手続き

 宮城福祉オンブズネット「エール」は，高齢者・障がい児者の権利を守るため，以下の行

動規範を定めます。 

１ 役割・立場をわきまえて行動します 

２ 正当な目的を持って行動します 

３ 法令を遵守して行動します 

４ 手続きのルールに基づいて行動します 

５ 客観性と判断の根拠を持って行動します 

６ リスクとその対応策を持って行動します

７ 自己のモニタリングと評価の仕組みを持って行動します 

その他 

１ 緊急介入の定義 

  緊急介入とは，緊急性が非常に高いため，「エール」の行動規範４の手続きを満 

たさないで介入せざるを得ない場合をいう。 

① 生命が奪われる恐れがある時

② 身体が傷つけられている，もしくは傷つけられる恐れがある時

③ 自由が奪われている時，もしくは奪われる恐れがある時

④ 名誉・プライバシーが侵害されている，もしくは侵害される恐れがある時

⑤ 財産が奪われている時，もしくは奪われる恐れがある時

２ 相談者との契約 

  「エール」は，相談者からの依頼があったことを明らかにした上で行動します。 

３ 市町村及び公的相談機関から「エール」に相談があった場合の対応 

専門的機能・知識、解決のためのノウハウを持って 

① 公的サービスが有効に機能するように助言する。

② 公的サービスが有効に機能するように調整する。

③ 必要に応じて共に行動する。
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高齢者虐待対応専門職チーム研修 

演習事例 

「高齢者虐待防止法活用ハンドブック」（民事法研究会）から引用 
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事例１ 

 公営団地に住んでいるＡ子さんは、７５歳、もともとは一人暮らしであり、収入は遺族

年金のみである。認知症などはなく、理解力はしっかりしているが、最近は、足腰が弱っ

て、歩行などが不便になり、自力での外出もなかなか困難になっていた（要介護度１）。

数ヶ月前から、娘夫婦がＡ子さんの家に住みつくようになった。失業したために家賃が支

払えず、明渡しを迫られて転がり込んできたらしい。同居してからは、Ａ子さんの遺族年

金を巻き上げて、生活費に使ったり、また夫婦はパチンコに興じているようである。この

ような事実が団地の自治会長の耳に入った。ゴミ出しもしなくなり、同じ公団の住民らが

全くＡ子さんの姿を見かけなくなったという情報からであった。たまたまＡ子さんの家の

玄関が開いていたので、隣の方が心配して部屋の中をのぞいてみたところ、奥の部屋はゴ

ミの山になっていた。そして、そのゴミの山の片隅で、Ａ子さんは汚れた下着姿で、しか

も非常に痩せた感じで座っていた。 

Ｑ１ 「虐待行為」の基準判断 

高齢者虐待防止法 2 条には、虐待行為について定義が書いてありますが、実際の行為が

虐待に当たるかどうかは、どのように判断するのですか。この事例のようなことがあれば、

虐待と考えてよいのでしょうか。判断の視点や基準を教えてください。

Ｑ２ 虐待の早期発見のためのサイン 

 私は、介護支援専門員（ケアマネジャー）をしています。事例１で自治会長さんから相

談を受けたのですが、確かに虐待を疑ってみる情報があり、早期の対応が必要です。こう

いった早期発見のために、私たちは普段の仕事において、どのようなことに気を付けてお

くべきでしょうか。

Ｑ３ 虐待の通報 

 事例１の自治会長さんは、最初は誰に相談すべきかどうか迷ったうえ、どこに相談して

よいかわからず、警察などに相談しましたが、うまくいかなかったそうです。高齢者虐待

については、どのような場合に、どこに相談や通報をするべきなのでしょうか。

Ｑ４ 被虐待者の分離・保護の方法 

私は、事例１の自治会長さんから相談を受けた市の高齢者虐待通報受付窓口の担当者で
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す。その後、保健師に家庭訪問してもらって調査した情報からすると、A 子さんからは悪

臭が漂い、また部屋の中を這って移動していたことがわかりました。また、一見したとこ

ろでは、やせ細った体になっていたということです。早急に A 子さんを保護したいのです

が、どのように行うべきでしょうか。

Ｑ５ 被虐待者による世帯分離 

事例１では、養護者もショートステイの利用をしぶしぶ承諾したので、施設を 1 週間利

用しました。ショートステイの間に、A 子さんと施設職員や担当職員が何度も話をして今

後の生活を相談したところ、本人は虐待をしている娘夫婦との同居を拒み、単身での生活

を希望しています。このような場合、どのような方策がありますか。

Ｑ６ 経済的虐待の救済手段 

事例１で、A 子さんは、特別養護老人ホームに入所したいということになりました。し

かし、依然として、A 子さんが受け取っている遺族年金を、娘夫婦が勝手に使ってしまっ

ています。このような場合、どのような方法で、財産の侵奪を防ぐことができますか。
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事例２ 

 Ｂ子さん（８０歳代）は、一人息子（５０歳代）との二人暮らし。かなり認知症が進ん

できており、人とのコミュニケーションも難しい様子である。要介護度４で、２年前から、

デイサービス週２回、ホームヘルパー週１回のサービスを受けている。収入は本人の老齢

厚生年金のみである。息子はリストラにあった後は無職であり、精神的な疾患も抱えてい

るようである。最近、デイサービスを利用する際、しばしば体にアザをつくってくること

が多く、また昼食もむさぼるように食べるようになった。先週のデイサービスの利用のと

き、大きなアザがあったので嘱託医に受診させたところ、骨折していた。どうしたか尋ね

ても、本人からの回答は要領を得ない。

Ｑ７ 虐待についての記録と証明手段 

 私は、事例２のＢ子さんの通うデイサービスのスタッフですが、以前から、ご本人の様

子や体のアザなどから、自宅で虐待があるのではないかと疑っていました。そういう場合

には、私が見たことを記録に付けたほうがよいのでしょうか。それから、骨が折れていた

ので、今後は具体的な対応をしていくことになりますが、虐待を証明するために、どのよ

うな証拠や資料が求められるのでしょうか。 

Ｑ８ 虐待対応のための集団的検討―個別ケース会議 

私は、デイサービスを実施している施設で働いている職員ですが、B 子さんへの虐待の

疑いについて、早急に何か対応すべきだと思っていますが、初めてのケースで、どのよう

にしていけばよいかわかりません。どうすればよいでしょうか。

Ｑ９ 「やむを得ない措置」の活用 

早速、B 子さんを医師に受診させて治療をするとともに、デイサービスの職員から包括

支援センターの職員に連絡をとり、個別ケース会議を開催してもらいました。医師の診断

では、骨折については通院治療で十分とのことでしたが、やはり危険な状態なので、一時

分離が必要という結論になりました。ただ、行政担当者の方が、息子さんが暴力を振るっ

たとは限らないから、「やむを得ない措置」はできないのではないかと言います。どのよ

うな場合に「やむを得ない措置」が活用できるのでしょうか。

Ｑ１０ 高齢者虐待対応の中核機関 
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 再度、個別ケース会議で検討した結果、行政担当者にも理解していただいたようで「や

むを得ない措置」でショートステイできるようになったのですが、息子さんがデイサービ

スの職員に文句を言ってきました。「虐待だと誰が決めたのか。その責任者を出せ」とい

うのです。児童虐待では児童相談所が虐待であることを認定し、親権停止などのために動

きますが、高齢者虐待の場合はどのようになっているのでしょうか。

Ｑ１１ サービス利用を拒否する世帯への対応―立入調査権も含めて 

今回はうまくショートステイでの措置までいきましたが、もし B 子さんが骨折したこと

が発覚することを息子が恐れて、その後デイサービスもホームヘルパーも、一切のサービ

スの提供を拒否し、「自分が親の世話をするから関係ない」として家に閉じ込もってしま

った場合、あるいはそもそも最初からサービスを利用しておらず、保健師などの訪問でサ

ービス利用を勧めても頑なに拒否するような世帯には、どのように対応していけばよいの

でしょうか。

Ｑ１２ 虐待する養護者に対する面会の制限 

私はこの B 子さんを受け入れたショートステイ先の特別養護老人ホームの職員です。先

日、どうしてわかったのか、虐待をしていた息子さんが面会を求めてきました。ここにご

本人がいるかどうかも答えずに帰ってもらいましたが、その後も何度か来ます。やはり息

子さんなので、ここにいるかどうかを答えなければいけないのでしょうか。また、面会を

させるべきですか。

Ｑ１３ 成年後見制度の活用 

 事例２では、ショートステイについて「やむを得ない措置」をしましたが、今後、新し

い生活場所をそうするのか、自宅に戻れるのか、特別養護老人ホームに入所するのかなど

について、ご本人は判断能力がないので、それを決めることのできる方が必要です。年金

などの管理も息子さんに任せるわけにはいきません。高齢者虐待についても、成年後見制

度の活用や保全処分としての財産管理人の選任が効果的だと聞いたことがあります。ただ、

どうもイメージがわかないので、具体的な活用方法を教えてください。
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事例３ 

 Ｃ夫（７０歳代）は、脳梗塞の後遺症により歩行に介助が必要で、認知症により要介護

度３の状態である。娘・孫と同居しているが、娘が、突然認知症による徘徊や奇行を繰り

返すようになった父への対応にパニックとなり、週２回のデイサービスの利用以外は C

夫を１階の部屋に閉じ込め、食事はつくって部屋に運ぶだけで、半ば放置していた。孫は

仕事で夜遅くまで帰宅せず、本人の介護には全く無関心。最近になって、１階の部屋に板

を打ち付けて外に出られないようにしているのを、地域の民生委員が知った。そこで、こ

の民生委員が、Ｃ夫を担当しているケアマネジャーに相談し、一緒にこの娘への対応に取

り組んだところ、娘には父の認知症への不安やそれによるストレスがあることがわかっ

た。そこで、娘を地域住民の集まりや介護者の家族会などに誘い、孤立感を徐々に取り除

いていった。一方、父へはヘルパー派遣やデイサービスの利用を増やすことで、自宅から

の分離をせずに娘への支援を継続し、見守っている。

Ｑ１４ 虐待の発見の端緒 

 私は学生で、福祉の勉強の一環で虐待のことを学んでいるのですが、この事例のように

民生委員さんが虐待を発見することはよくあるのでしょうか。具体的に、在宅の高齢者虐

待はどのようなところで発見されることが多いのでしょうか。

Ｑ１５ 虐待の状況に応じた対応方法 

 高齢者への虐待への対応としては、直ちに分離して保護するということになるのですか。

事例３では同居のまま対応していったようですが、事案によっていろいろな対応があり得

るのでしょうか。

Ｑ１６「養護者」への見方と養護者支援の方法 

 事例３もそうなのですが、高齢者虐待のあった家庭の親族について、「虐待者」として

扱うことに抵抗があります。認知症の症状にパニックになった娘さんの気持ちもわかりま

す。また、他の例でも、養護者に精神障害があったり、経済的困窮があるなどの状況があ

ります。高齢者虐待防止法には、「養護者の支援」ということが明記されていますが、具

体的にはどうすべきということでしょうか。

Ｑ１７分離・保護から在宅復帰への支援 
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 高齢者虐待への対応として、本人を虐待していた親族から分離して、安全な環境での生

活を確保することがありますが、その後は自宅に戻ることができないケースが多くなって

います。それでよいのだろうかと、いつも気になっています。事例３は、部屋に閉じ込め

たという、一見かなり緊急性が高い事案のようにも思えますが、自宅から分離せずに、地

域の中で暮らしていけるようにしたところに感心しました。高齢者が自宅に戻って暮らせ

るようにするには、どのような視点で実践にあたればよいでしょうか？

Ｑ１８ 高齢者虐待への対応と個人情報保護 

 事例３の虐待を発見した民生委員です。私が「娘さんによる虐待かな」と思った情報に

ついて、ご本人や家族の了解なく、デイサービスの方や高齢福祉課の職員さんに話をした

り、個別ケース会議にかけてもらうように働きかけてもよかったのでしょうか。個人情報

保護法との関係で気になります。また、デイサービスの職員の方がご本人の心身の状況に

ついて、かかりつけ医に情報を聞こうとしたのですが、「家族の了解がなければ教えない」

と言われました。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
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虐待防止・虐待対応 

高齢者の権利利益の擁護 

（国及び地方公共団体の責務等） 

➤国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止，高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適

切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため，関係省庁相互間その他関係機関

及び民間団体の間の連携の強化，民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけ

ればならない。

➤国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び

に養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう，これらの職務に携

わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため，関係機関の職員の研修等必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。

➤国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資

するため，高齢者虐待に係る通報義務，人権侵犯事件に係る救済制度等について必要

な広報その他の啓発活動を行うものとする。

（専門的に従事する職員の確保） 

➤市町村は，養護者による高齢者虐待の防止，養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の

保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために，これらの事務に専門的に従事

する職員を確保するよう努めなければならない。

１ 事前 

（１）虐待防止ネットワーク

○民生委員、地域住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワー

ク」

○介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入ネットワーク」

○行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワー

ク」

（２）高齢者虐待対応協力者（定期的な協議会）

（３）対応窓口，協力者の周知・広報

（４）コアメンバー会議と構成員

個別ケース会議 

個別ケース会議は、個別の虐待事例に対する援助方針、援助内容、各機関の役割、主

担当者、連絡体制等について協議を行う場であり、高齢者虐待への対応の中で中核をなす

ものです。 
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市町村はまず、高齢者虐待対応協力者を、個別ケース会議への関わりに応じて、コア

メンバー、事例対応メンバー及び専門家チームに分類しておくことが必要です。

これは、下表の構成案にあるとおり、高齢者虐待防止ネットワークにおける役割と対

応させて考えることができます。 

個々の個別ケース会議の参加メンバーは、コアメンバー、事例対応メンバー、専門家

チームのうちから、事例に応じて構成されます。また、会議の開催については、通報等を

受理して必要な情報等の確認を行った後、速やかに開催することが必要ですが、状況に応

じて電話等を利用するなど柔軟な会議の持ち方も必要となることも考えられます。 

個別ケース会議のメンバー構成 

コアメンバー会

議 

高齢者虐待防止事務を担当する市町村職員及び担当部局管理職。 

事務を委託した場合は委託先の担当職員を含む。 

事例対応にあたって緊急の判断が求められることがあるため、市町

村担当部局管理職は必須。（居宅介護支援事業所、介護サービス事

業所、保健センター、医療機関等） 

事例対応メンバ

ー会議 

虐待の事例に応じて、必要な支援が提供できる各機関等の実務担 

当者を召集する。 

メンバーは事例によって代わるが、「保健医療福祉サービス介入

ネットワーク」を構成する各機関を中心に、「早期発見・見守り

ネットワーク」構成機関等の参加も検討する。

専門家チーム会

議 

虐待の事例に応じて、専門的な対応が必要となる場合には「関係 

専門機関介入支援ネットワーク」を構成する機関の実務担当者を 

召集し、専門的な対応を図る。 

（５）関係機関の職員の研修等

高齢者虐待防止ネットワークのメンバー、養介護施設や養介護事業の経営者や従

事者等に対し、市町村や都道府県において、法の趣旨や仕組みを十分周知するととも

に、例えば関係機関・関係者向けの共通の指針となるマニュアルの作成、通報義務な

ど虐待に関わる法制度や事例検討など様々な知識・ノウハウを提供する研修の実施な

どを行うこと。 
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地域包括支援センターへの委託範囲 

（相談，指導及び助言） 

第六条 市町村は，養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた

高齢者の保護のため，高齢者及び養護者に対して，相談，指導及び助言を行うものとす

る。 

（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は，当該高齢者

の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速やかに，これを市町村に通報し

なければならない。 

２ 前項に定める場合のほか，養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した者は，速やかに，これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は，第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護

者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは，速やかに，当該高齢者の安全

の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに，第

十六条の規定により当該市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」と

いう。）とその対応について協議を行うものとする。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は，第六条に規定するもののほか，養護者の負担の軽減のため，養護者

に対する相談，指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする 

通報受理時の情報収集 

○虐待の状況

・虐待の具体的な状況

・緊急性の有無とその判断理由

○高齢者本人、虐待者と家族の状況

・高齢者本人の氏名、居所、連絡先

・高齢者本人の心身の状況、意思表示能力、要介護状態

・虐待者と高齢者の関係、心身の状況、他の家族等の状況

・家族関係

○介護サービス等の利用状況や関係者の有無

・介護サービス等の利用の有無

・家族に関わりのある関係者の有無

○通報者の情報（援助方針の連絡や継続的な見守り支援を依頼するため）

・氏名、連絡先、高齢者・養護者との関係等
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通報受理後の手続き 

○高齢者虐待や養護者への支援に関する相談への助言・指導

○通報、届出内容に合った適切な相談窓口へのつなぎ（通報等の内容がサービスへの苦情

など高齢者虐待とは明らかに異なる場合等）

○高齢者虐待の通報や届出内容に係る受付記録の作成

○作成した受付記録の台帳への編綴

○市町村担当部署職員、担当役職者への受理報告

個別ケース会議 

個別ケース会議の実施に当たっては、次の業務が必要となります。 

○事例対応メンバー、専門家チームへの参加要請

○事例のアセスメント

○援助方針の協議

○支援内容の協議

○関係機関の役割の明確化

○主担当者の決定

○連絡体制の確認

○会議録、支援計画の作成

○会議録、支援計画の確認

2019.10.23.小湊。 
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全国介護保険担当課長会議資料

平成１５年９月８日（月） 

厚生労働省老健局
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ウ 「やむを得ない事由による措置」について

○ 老人福祉法上、市町村は職権による措置（やむを得ない事由による措置）を行う

ことができることとされているが、介護保険の施行後、こうした措置制度への認識

が希薄な市町村が出てきているのではないかとの指摘がある。

一方、要介護高齢者の中には家族から虐待を受けている事例があるとの報道があ 

り、このような場合には、「やむを得ない事由による措置」の実施が求められると 

ころである。

したがって、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し、必要な場合には適 

 切に措置を行うよう指導の徹底を図られたい。

なお、一部の市町村において、家族が反対している場合には措置を行うことは困 

難であるとの誤った見解が示されているが、「やむを得ない事由による措置」は、 

高齢者本人の福祉を図るために行われるべきものであり、高齢者本人が同意してい 

れば、家族が反対している場合であっても、措置を行うことは可能である。

また、高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担 

できない場合でも、「やむを得ない事由による措置」を行うべきときは、まず措置 

を行うことが必要である。

更に、高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合で 

も、「やむを得ない事由による措置」を行うことは可能であるので、これらの諸点 

について、管内の市町村に周知徹底願いたい。

○ 高齢者虐待は、特に痴呆性高齢者の権利擁護と密接な関係を有する問題であり、

必要に応じて成年後見制度の活用に結びつけていくための支援が求められる。

各都道府県におかれては、管内の市町村に対して、成年後見等開始審判の市町 

村長申立制度や、成年後見制度利用支援事業（介護予防・地域支え合い事業のメニ 

ュー事業）の積極的な活用が図られるよう指導願いたい。
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老人ホームへの入所措置等の指針について 

（平成１８年３月３１日付け老発第 0331028号厚生労働省老健局長通知） 

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）により、養護老人ホームに係

る老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）の一部改正が行われることに

伴い、同法第１１条の規定による入所措置等に係る指針を下記のとおり定めたので、ご了知の上、

管内市町村、関係施設等に周知されたい。 

なお、本通知は平成１８年４月１日から施行することとし、これに伴い、「老人ホームへの入

所措置等の指針について」（昭和６２年１月３１日社老第８号）は、平成１８年３月３１日をも

って廃止する。 

記 

老人ホームへの入所措置等の指針 

第１ 入所措置の目的 

法第１１条の規定による養護老人ホームへの入所等の措置は、６５歳以上の者であって、在

宅において日常生活を営むのに支障があるものに対して、心身の状況、その置かれている環境

の状況等を総合的に勘案して、適切に行われるよう努めなければならない。 

なお、同条第１項第２号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置については、やむを

得ない事由により介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人福祉施設に入所

することが著しく困難であると認められるときに限られるものであるが、「やむを得ない事由」

としては、 

（１）６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サ

ービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由（※）により介護保険

の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合 

（※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを利用することや、

その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたいことを指す。 

（２）６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から

保護される必要があると認められる場合、又は６５歳以上の者の養護者がその心身の状態に

照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合 

が想定されるものである。 

第２ 福祉事務所長への委任 

法第１１条の規定による措置については、市及び福祉事務所を設置する町村にあっては福祉

事務所長に委任することができる。 

第３ 入所判定委員会の設置 

１ 市町村長（委任を受けた福祉事務所長を含む。以下同じ。）は、老人ホームへの入所措置

を判定するため、市町村（福祉事務所長が委任を受けている場合にあっては、当該福祉事務

所）内に老人福祉指導主事、市町村老人福祉担当者、保健所長、医師（精神科医を含む。）、

地域包括支援センター長及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員
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会」を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聞くものと

する。 

なお、市町村長は、市町村又は直営の地域包括支援センターが中心となり、定期的に開催

される会議（以下「市町村包括ケア会議」という。）に入所判定委員会の機能を付与するこ

とができるものとする。この場合においても、同会議には、当該市町村の老人福祉担当者、

医師（精神科の判断が必要な場合には精神科医）及び老人福祉施設関係者の参加を要するも

のとする。 

ただし、特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法第１４条に基づく介護認

定審査会における同法第２７条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定

委員会を開催しないこととして差し支えない。 

２ 入所判定委員会（入所判定委員会の機能を付与された市町村包括ケア会議を含む。）の開

催に当たっては、養護老人ホームの求めに応じて行うことができるものとする。 

３ 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（平成１７年１１月９日

法律第１２４号）第９条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重

大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する

場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。 

 

第４ 入所措置の要否判定 

１ 養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、入所判定委員会（入所判定委

員会の機能を付与された市町村包括ケア会議を含む。）において、本通知中「第５ 老人ホー

ムへの入所措置の基準」に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等につ

いて総合的に判定を行い、その結果を市町村長に報告するものとする。 

 

第５ 老人ホームの入所措置の基準 

１ 養護老人ホーム 

法第１１条第１項第１号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を

委託する措置は、当該老人が次の（１）及び（２）のいずれにも該当する場合に行うものと

する。 

（１）環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。 

事 項 基 準 

ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。 

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含め

た健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染

症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除

き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 

イ 環境の状況 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では

在宅において生活することが困難であると認められるこ

と。 

（注）法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」

と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若し

くは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」
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の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。 

（２）経済的事情については、老人福祉法施行令第２条に規定する事項に該当すること。

２ 特別養護老人ホーム 

法第１１条第１項第２号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入

所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状

態が１（１）アの基準を満たす場合に行うものとする。 

なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはな

らないものであること。 

第６ 養護委託の措置の基準 

次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置を行わないものとする。 

１ 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合 

２ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合 

第７ 措置の開始、変更及び廃止 

１ 措置の開始 

老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始す

るものとする。 

なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を

行うものとする。 

２ 措置の変更 

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、

いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至

った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。 

３ 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の

いずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。 

（１）措置の基準に適合しなくなった場合

（２）入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が

３箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね３箇月を超えるに至っ

た場合 

（３）養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービス

の利用が可能になった場合 

（４）特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消によ

り、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合 

４ 措置後の入所継続の要否 

老人ホームの入所者については、年１回入所継続の要否について見直すものとする。 

第８ ６５歳未満の者に対する措置 

１ 法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置 

法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置において、６５歳未満の者であって特

に必要があると認められるものは、法第１１条第１項第１号又は第３号のいずれかの措置の

基準に適合する者であって、６０歳以上の者について行うものとする。 
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ただし、６０歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホーム入所措置の

行うものとする。 

（１）老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救

護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。 

（２）初老期における認知症（介護保険法施行令（平成１０年１２月２４日政令第４１２号）

第２条第６号に規定する初老期における認知症をいう。）に該当するとき。 

（３）その配偶者が老人ホームの入所措置の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が

老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。 

２ 法第１１条第１項第２号に規定する措置 

法第１１条第１項第２号に規定する措置において、６５歳未満の者であって特に必要があ

ると認められるものは、法第１１条第１項第２号の措置の基準に適合する者であって、介護

保険法第７条第３項第２号に該当するものについて行うものとする。 

 

第９ 居宅における介護等に係る措置 

法第１０条の４第１項各号に規定する措置については、特別養護老人ホームへの入所措置

と同様、６５歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むの

に支障がある者等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護（以下「訪問介護等」という。）を利用す

ることが著しく困難と認めるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることができることと

されているものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の

利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。 

なお、「やむを得ない事由」としては、 

（１） ６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに

係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の居宅サービ

スを利用することが著しく困難であると認められる場合 

（※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを利用することや、

その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたいことを指す。 

（２） ６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から

保護される必要があると認められる場合、又は６５歳以上の者の養護者がその心身の状況

に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合が想定されるもの

である。 

 

第１０ 留意事項 

今回の改正に伴い、（別紙）老人ホーム入所判定審査票は廃止するが、入所措置の要否判定

においては、これまでの老人ホーム入所判定審査票の内容を参考としつつ、それぞれの地域の

実情に応じて、これに代わる審査票を作成する等、総合的な判定に支障が生じないように努め

られたい。 

（注） （別紙）老人ホーム入所判定審査票は掲載省略 
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嫁の虐待が続く 
 
被害者 Ｂさん ９１歳 女性 要介護２。 
 
病名等 認知症（もの忘れ，季節がわからない， 
    実行機能障害等），左膝痛，直腸脱    
 
生活状況 
 小学校の先生をしていた。短歌や読書，編み物が 
趣味だった。亡夫はマスコミの仕事をしていた。経 
済的には問題ない。 
 自宅で三男夫婦と同居。三男夫婦それぞれ仕事をしている。三男の妻は，食べ物を扱う

仕事の他，地域活動をおこなっていて多忙。 
 ＡＤＬは，立ち上がり，歩行時にふらつきあり。トイレに間に合わないことがあり，直

腸脱のため汚すことが多く便の始末ができない。 
 Ｈ２４年ごろから認知症の症状が現れ，１年ほど前からもの忘れの症状が進行。季節に

合わない服を着ていたり，探し物が多くなった。 
 
●虐待の状況 
 もの忘れが進行し，嫁の思うようにならないことが多くなった。つねられたり，大声で

怒られることは日常的にある。顔を中心とした不振な痣や怪我が絶えない状態。排便が付

着することなど，便の始末ができないことに苛立ち，介護の動作が乱暴になってしまう。 
 嫁はそのことを「愛情」といい，良くない介護なことは自覚しているが，居直っている

様子。民生委員の会合でも，つねったりしていることを話し，周囲を唖然とさせた。 
 Ｂさんは嫁の機嫌が悪くならないように振る舞っている。 
 
 Ｈ２８年２月に，デイサービス事業所から，Ｂさんが「嫁が怖い」と言っていると連絡

を受ける。また，その頃から体の痣など不審な怪我が多くなった。その後，事業所から怪

我の連絡が増えた。ケアマネジャーが訪問した時，左頬付近に内出血あり，嫁に理由を伺

うと「つねった」と，あっけらかんと話した。 
 Ｂさんは，嫁に対して感謝の言葉を言うが，嫁の仕草に対して反射的に身をかばう動作

が見られた。 
 
 嫁の仕事は多忙で，時間に余裕がないが，忙しい中でも介護しているという自負がある。 
 嫁姑の長年の確執がある。Ｂさんの態度が「癇に障る」という。 
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（虐待の具体的状況）

 Ｈ２７年２月頃より内出血等の怪我が絶えない。半年程前から，毎月のように顔に内出

血がある。（内出血のほとんどが顔に集中）Ｈ２７年４月，Ｈ２８年６月，左膝骨折。現在

治療中。

嫁の思うようにならないと，怒鳴られ，叩かれ，つねられる。

（虐待の原因）

① ２年ほど前から認知症が進行し，即時・近時記憶障害，実行機能障害，直腸脱に

よる便の不始末への苛立ち。

② 普段の生活で，認知症等により嫁の思うようにならないことによる苛立ち。

③ 嫁の仕事多忙による介護負担。

④ 嫁，三男ともに，Ｂさんに対する根深い恨み，確執がある。そのためか，三男は妻

  の虐待行動を止めることはしない。

（本人の意向）

１年ほど前には，「嫁が怖い」と話していたが，現在は「感謝している」と言う。

（その他）

嫁は地域包括支援センター職員の訪問を拒否している。 

2016.09.10.ＺＡＯ 
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妻から殴られるＫさん

相談日  Ｈ２８年４月

相談者  Ｓさん （Ｂ地域包括支援センター）

被害者  Ｋさん（８８才）

相談概要

  Ｋさんは，脳梗塞で右不全麻痺・構音障害 要介護Ⅱ

  週３回デイサービス・月に１週間ほどショートステイ利用・介護用具利用

主介護者，妻（80 才） 

家族構成

 Ｋさんは，婿養子に入り主に農業をしていたようだ。妻とは元々仲が悪い。長男夫婦，

孫と同居，長男はサラリーマン。

長男の妻は，介護にはまったく係わらず，Ｋさんがトイレに間に合わず，失禁したり，

オムツを嫌がりはずしたりする為，「尿臭が酷い」と文句を言うため嫁姑の仲も悪い。

食事の支度は嫁がしている。

また，生活費等は長男が負担しているようだが，介護に係わる費用はＫさんの年金で

支払っている。

年金収入は２人で月１０万円。妻が管理している。

 家族間にもトラブルがあるらしく，関係が悪く口も利かない状態で，長男達が，泊り

がけで出かける時も，その旨のメモをテーブルの上において出かけていく。

 尿臭，便臭が酷いと文句を言われた妻は気にして，消臭剤を噴霧する為，今度はその

臭いが酷いので止めるよう文句を言われ，チャンと面倒をみるよう，強く言われたりし

ている。

 Ｋさんは，リハビリパンツの使用も嫌がり，自力でトイレに行こうとするが，間に合

わず失禁したりすることが多くなり，妻の負担が増しイライラしている。

夫婦の仲の悪い原因は，Ｋさんが妻に内緒で土地を処分したことだという。

ここ１年くらい前からデイサービスから，顔･腕･手の甲等に内出血が見られる，特に

ショートステイから帰宅後の数日間に多くみられるとの報告が来るようになった。

頭に傷がある時もある。

傷はすべて，デイサービススタッフが写真を撮って担当保健師に報告してある。Ｋさ
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んに聞くと，妻がカッとなり手を上げ殴る，物を投げつける，トイレに無理やり引っ張

られ，怒鳴られてばかりいる。また，嫁からご飯のおかずを少なくされ，妻がイライラ

している。

 デイサービスの相談員が妻に対し，内出血があるが何か思い当たる事はないかを聞い

た所，「私がやったと言うのでしょう！虐待をしてると言いたいのでしょう！」と激怒

され怒鳴られた。 

 Ｋさんのケアマネや地域包括の担当者からは，家族の協力が余りえられず，妻の介護

負担が大変なこともあり，夫婦仲もよくなかった長年の想いからも，自宅での生活は無

理ではないかとのことから，施設入所の話しが出たが，

Ｋさんは，家で生活をしたい，施設には入りたくない。

長男は，これ以上金は出せないのでこのまま。

妻は，施設で面倒をみてもらいたい。

 この老夫婦に預貯金，不動産等財産があるかどうかは不明。長男は，大震災の際，津

波の被害にあい，家を修理して金がかかったと言う。また長男が定年退職し二度目の職

場で収入が減ったとも話している。

 Ｂ地域包括支援センターでは，妻から出入り禁止にされる覚悟で，行政の担当課に虐

待として通報した。

 その後も新しい出血箇所がある都度，デイサービスから報告と写真を行政に報告して

いる。

 今，妻と話が出来るのは，Ｋさんのケアマネだけであり，あとは誰も寄り付けない状

態である。

 長男は，父親が母親から暴力を受けていることはわかっている。別居したいが，自分

の家なので出て行かないという。

担当保健師は，暫く様子を見ると言うのみである。

Ｂ地域包括支援センターとしてはとしては益々エスカレートしてきそうだし，Ｋさん

もあんまり話をしなくなってきた。行政は虐待として深刻に考えていないではないか。 

 その後数回，行政に写真をつけて報告。行政の判断は，「青あざでは生命に危険が迫

っているとは言えない」の繰り返し。

5 月 25 日 
 相変わらず，新しい青あざがあるとデイサービスから報告があり，行政に報告してい

るが，反応なしで動く気配はなく，妻の虐待については常態化している。

 デイサービスの話では，夫は何も言わなくなったし，家は出たくないというのみ，

妻は開き直ってしまっている。

 担当ケアマネジャーも，虐待とは一体何だろう。どんな状態になることをさすのか，

死に近い状態にならないと虐待とみなさないのか。

虐待を受けている人の怖さ，辛さ，抵抗出来ず，相手のなすがままで我慢しろと言う
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のか…。

 行政の保健師は，夫は家は出たくないといっていて，自分で判断できる状態である，

其れを無理にと言うと権利侵害でありそんなことは出来ないという。

 虐待をしてしまっている妻は高齢で，夫の世話が大変なだけでなく，夫の失禁のため

部屋は尿臭がし，嫁にいやみを言われ，掃除をしろと言われ，辛いと思われる。

 最近，殴るという行為，引っかき傷等はあまりないようだが，妻の開き直りがあり，

地域包括は関わりを拒否され，見守りをするしかない。

包括支援センターでは，具体的にどうしているのかを聞く。

 身体的精神的に虐待を受けているＫさんは耐えている。以前は施設の職員に訴えてい

たが，最近は何も言わなくなり，我慢していると同時に諦めているようだ。

 Ｋさんが婿養子の為，結婚当初から妻はＫさんを見下している風があり，畑等を妻に

相談もなく処分したということがあってからは，関係性がさらに悪化した。また，介護

をしなければならない大変さでいらつき，家族内でも孤立しているため，抵抗の出来な

くなった夫に手を上げるようになったようだ。

ここ 1 ヶ月ばかり，地域包括支援センターに知れてからは，殴る・蹴る・つねる・と

いったことでの傷はなくなったが，手首から腕には青あざが消えることなく付いて居り，

思うように移動が出来ない夫の手を強く握って，ひっぱったり，引きずるらしく，足に

も青あざがあって常に新しいものがついている。

妻のイライラがつのったり，カッとなった時には，どんな暴力が出るか心配をしてい

る。また，妻の介護疲労はかなりで気に入らないと誰にでも暴言を浴びせている。

大変なことにならないうちに夫を世帯分離し施設入所に繋げ，妻の負担も軽くしてあ

げないと妻も倒れることになるのではないかと心配している，

行政の担当保健師に，実態を見て欲しいこと，妻と話しをして欲しいことをその都度

伝えてきた。

１年以上経過した最近になって，保健師が妻に会いに行くとの連絡が来ている。

また，関係者でケア会議をする話も出てきている。

2016.09.10. 
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権利侵害・虐待事例 

宮城福祉オンブズネット「エール」 

事例１ 

①女性利用者Ａさん（知的障がい１９歳）

・研修初日，スタッフから「Ａさんと目を合わせてはいけない。目を合わせると依存される

ので，いない，存在しない者として扱ってください」と言われた。朝昼夜の食事の際，他

の利用者はスタッフから飲み物を受け取るが，彼女の「水を下さい」という訴えを無視す

る。そのやり取りを２～３回繰り返した後に，水をぶっきらぼうに与えていた。

・夜中，リビングに集まりスタッフ・研修生が情報交換（談笑）することになっているがそ

の時に，起きてきて騒ぐＡさんに対し「研修生ということで同情をひくから，あなたたち

は睨んでください」と言われ，スタッフ５～６人と研修生４人で利用者の周りを囲み３０

分位の間睨み続けた。（夜中起きてきて騒ぐことがある。その際の対応方法にも良いから

と説明をうけた。）

・１年前にＡさん自らが書いた（とスタッフから説明をうけた）誓約書を見せて貰ったが内

容がひどい。「私は自分の乳首をいじらない」「トイレの穴に頭を突っ込まない」「お尻の

穴をいじらない」など他にもあったが強烈に覚えているのがこの３項目。誓約書は見える

ところ（スタッフの休憩室）に貼ってあった。スタッフから彼女は残虐なものが好きなの

でストーカーなのだと説明を受けた。 

②男性利用者Ｂさん（知的障害２５才）

・母親が施設見学に来ていた。Ｂさんは落ち着かなく，母親が「人がいる所ではなく，落ち

着くまで廊下に出してください」とお願いしたが，「うちにはうちのやり方があるので」

と話し，ずっと人がいるリビングから出さなかった。母親が帰宅後，暴れているＢさんに

対して女性スタッフが（おとなしくなるまで）柔道技のようにひたすら押さえつづけてい

た。その様子を見て他のスタッフに「日常のことだから，あなたも腕力を鍛えて体力をつ

けて」と言われた。

・薬を飲ませる際も（暴れて薬を飲まなかった為）３人のスタッフで１時間くらい押さえつ

けて飲ませていた。 

事例２ 

①男性利用者Ｃさん（高次脳機能障害・知的障害，２０才）

・Ｃさんが，洗濯物が置いてあるソファーにもたれていたら，それを見たスタッフが怒り出

した。「お前の面倒を見ているのはお前の父親が見ないからだぞ。お前の面倒は家では誰

も見ないんだぞ。」と怒鳴っていた。 

・スタッフから外に出てろと言われ，外に出ていたのでそれ以降ははっきり聞いてないが，

しばらくワーワー言っていた。

・Ｃさんが何かしゃべると，スタッフは，「お前はしゃべるな」と言って遮ることが頻繁に
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ある。 

・各施設合同でクリスマス，新年会，芋煮会を行うが，平成２９年秋の芋煮会が近くの公園

で開催されたが，小雨が降ってきたために室内でやることになった。Ｃさんが椅子に座っ

て食事をとりたいと言ったら，スタッフが「甘えるな」と言ってＣさんの手を引っ張って

椅子から引きずりおろして，無理矢理食べさせていた。 

・イベントの際にカラオケをすることがある。他の人が歌うときは盛り上がっているのに，

Ｃさんが歌うと，スタッフは露骨に嫌そうな態度を示す。 

・１月の新年会の際，女性事務スタッフが顔を出したところ，そのスタッフにＣさんが「結

婚してください。」ということを言った。それに対スタッフが「お前のような奴に結婚は

無理だ」と言った。 

・Ｃさんが，世話人からハエたたきで頭をたたかれたとスタッフに訴えたが，その場にいた

スタッフは，だだ笑っているだけだった。 

・スタッフは，常々「甘やかしてはいけない」と言っている。 

 

 

事例３ 
 

①女性利用者Ｄさん（知的障害，３０才） 

 

 施設に入所している３０歳代の女性が，「先生にチュチュッされた。触られた。」と施

設職員に訴えてきた。担当職員において確認したところ，胸部と下腹部にそれぞれ着衣

の下から手を差し入れ，まさぐったほか唇にキスをしたというものであった。そこで，

紆余曲折はあったものの，法人から「エール」に調査の依頼があり，「エール」スタッ

フによる調査が開始された。 

本人からは被害事実の具体的内容を確認したが当初の申し立て内容との間に齟齬は

なく一貫していた。他方相手方の弁解は重要な事実において供述の変遷があるほか積極

的に説明しようという意欲が全く感じられず，容易に説明できる事項についても充分な

説明ができないなど著しく信憑性に欠けるものであった。しかしながら，目撃者も出現

せず，積極的に相手方の弁解を否定するに足りる事実を見出すには至らなかった。しか

し，調査の過程で額部にキスをしたり，女性のわきの下に手を回したり，着衣の上から

下腹部に触れたりしていたことなどが次々に判明してきた。仮に必要以上にスキンシッ

プを求めてくる利用者がいたとしても，これらの行為は女性の利用者をケアする職員が

絶対やってはならないことであり，相手方は経験豊富な職員であることから，これを十

分承知しながらもこのような行為に及んだのであって，極めて背信性の強いものである。 

 

 

事例４ 
 

①女性就労者Ｃさん（知的障害，２５才） 

 

 知的障害の女性が就業するときに雇用主から「将来のために，給料から食費とお小遣

いを取り，残りを積み立てておきましょう」との話があり，他の障害者年金の管理もあ

わせ委託していました。最近７年勤務したその会社を退職し，その際預けていた積立金

及び障害者年金の支払いを請求したところ，積立金はほとんど積み立てておらず，障害

者年金も当初から事業資金として流用されていた。長年働いた大切なお金や，障害者年
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金は，判明しただけで８００万円以上も流用されていた。これらのお金は，今後の生活

にとって大切なお金です。「なんとか返金してほしい。」 と相談があった。 

 雇用主に事情をきいたところ，会社の資金繰りに使用したとのことであった。積み立

ては，相談者を採用後わずか三ケ月しか行なわれず，さらに，障害者年金の振込通帳も

預かり，年金が振り込まれると翌日もしくは数日中に引落とし流用していた。 

 「エール」が相談を受け，雇用主と話し合ったところ，返金を約束した。とりあえず，

①１００万円②１ケ月後に７５万円が２回返金することを約束した。残金は分割払いに

したいとのことであった。今後の支払いについては，全額返金されるまで「エール」が

厳しく，しつこく関与していくことを雇用主に伝えました。 

 現在までに，返金されたお金の管理は，居住地の「まもりーぶ」に依頼し，エールス

タッフも話し合いをしながら本人の自立をサポートするため関係機関と継続して見守

っていくこととした。 

「エール」としては，民事上刑事上の法的措置を検討している。 

 

 

 

 

 

2001～2020「エール」 
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「◯◯園」の暴力事件の調査結果報告 

 

１ 現状 

（１）社会的責務 

   ◯◯の社会福祉法人として、一般的な民間の社会福祉施設では対応が難しいとされ

る利用者を積極的に受け入れて先進的で個別的な生活支援をおこなうとともに、他の

社会福祉法人及び福祉施設，福祉事業者の見本となる事業運営が◯◯としての責務で

ある。 

（２）利用者の状況 

   居住棟名：◯◯園（知的障害者更生施設） 

   利用者数：１９名 

   障害の程度：強度行動障害（①自傷他害、特に他者への暴力行為が頻繁②居住棟か 

         らの脱出③昼夜を問わない徘徊④睡眠障害⑤パニック⑥知的及びコミ 

         ュニケーション障害により意思疎通が困難･･･等） 

（３）生活支援の必要性 

   ２４時間の見守りと観察・介護が必要。一時でも目を離すと常に暴力・事故が発生 

  する可能性が非常に高い。 

（４）生活支援の体制（夜間） 

  ① ２４時間の見守りと観察・介護のため、夜間においても２名の夜勤体制をとって 

   いる。 

  ② 内１人は特に強度の行動障害のある利用者に１対１で対応しているため、２名の 

   夜勤というよりは、１名の夜勤者が２人いるという状況で、互いの役割が明確に分 

   けてあり、互いに干渉せず自分の役割に集中することになっている。 

  ③ １６時３０分から翌朝９時３０分までの夜勤と、遅番及び早晩で夜から朝の生活 

   支援をおこなっている。 

  ④ ２４時間常時見守り・観察が必要であるため、仮眠時間を設けずに３０分の休息 

   時間のみで対応している。 

  ⑤ 夜勤、緊急時、接遇等、必要なマニュアルが整えられている。 

２ 実態と問題点 

（１）管理者 

  ① 過去にあった事件・事故に関して、利用者の権利擁護再発防止についての教訓が 

   活かされていると感じられる言動と実態が全くみられなかった。責任者である施設 

   長から、（職員による暴力か利用者による暴力かは別としても、）利用者及び家族 

   に対して説明のできない怪我を負わせてしまったことに対する責任を感じている様 

   子も感じ取れなかった。 

  ② 加害が疑われる当日夜勤を担当した職員を、何の対応もせずにそのまま、ローテ 
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   ーション通りの夜勤につかせる等、人員のやりくりを優先した対応しかなされてい 

   なかった。このことは、利用者の生活全体を預かる施設としての社会的責任・責務 

   をどのように管理者が考えているのか理解に苦しむ。 

  ③ 人事についても、利用者の現状・支援の必要性に配慮して人選している事実が認 

   められず、ただ事務的な人事異動をおこなっているとしか理解できなかった。 

    得に、強度行動障害のある利用者に対する適性に配慮した人員配置の様子が全く 

   見られず、経営的な面で人件費を抑えるために安い賃金で雇用する臨時的雇用を増 

   やし、人員配置基準を満たしているだけに見受けられた。 

  ④ 事件当日の夜勤者について、他の居住棟で利用者に対する暴力行為の疑い（利用 

   者が告発するも本人否定）があり、聞き取りをおこなった他職員からの評価も劣悪 

   であるにも関わらず管理者が理解していないという事実が確認された。当人は、聴 

   取の中でしきりに「鍵の開け閉めを何度もしたため両手を痛め、医者から手術しな 

   いと治らないと言われ、やかんを持つこともできない。」等と、重いものは持てな 

   い、力が無く、暴力なんて振るうことが出来るはずがないことを強調していた。し 

   かし、通常の重い介護業務をこなすほどの体力があるというのが事実だったが、こ 

   のことを管理者が把握していなかったために、権利を守る能力に重い障害のある利 

   用者の居住棟に人事異動させてしまっていた。 

（２）職員教育 

  ① 様々なマニュアルが整備されているが、マニュアルは良質で均質なサービスを提 

   供するための手段・方法の一つであって、“マニュアルを整備していること”＝“良 

   質”ではない。管理・監督・指導する職員が介在して良質で適切なサービスに近づ 

   くことができるはずだが、その様子がどこからも伺えない。 

  ② 事情を聴取した中で、おこなう仕事は上司からの一方的な命令であり、そこに職 

   員の意見（特に臨時職員の意見）が尊重され吟味されることはないと聞かされた。 

  ③ 夜間勤務についても、新人の場合は２回、他居住棟からの異動の場合は１回のみ 

   のＯＪＴで単独担当させている。さらに、夜勤業務について聴取した３人のうち２ 

   人は仮眠無しの３０分休息、他の１人は合計５時間の睡眠（熟睡）をとっていたと 

   いい、休める時は寝ていいと指導されたと言っている。マニュアルがあるにも関わ 

   らずこの状態にあるということは、誰が職員の質を確保するための教育・指導をし 

   ていたのか大変疑問である。 

（３）生活支援体制 

  ① ２４時間の常時見守りと介護が必要である利用者に対し、形式上対応できる体制 

   になっているが、夜勤の様子を時間に沿って聴取したところ、まったく違っていた 

   ことが明らかになった。 

   ア 事件当日の夜勤者は、１１時３０分から２時３０分までの３時間、ベンチでぐ 

    っすり眠っていたと話している。また、朝の４時からも睡眠をとっていたと話し 
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    ている。 

   イ 常に見守りと観察が必要であるにも関わらず、利用者の所在を把握していない。  

    居住棟から居なくなってもそのままで、戻ってきてはじめて、居なかったことに 

    気づく状態であった。このことは、聴取の中で「十数回居なくなり、半分は迎え 

    に行き、半分は戻って来たのをみて、居なかったことが分かった」と話している 

    ことから確認出来た。 

  ② 利用者に対する理解について、当日の夜勤者から異常な面が伺えた。このことが 

   施設職員の通常の感覚であるならば、一人前に普通の生活を支援することなどでき 

   ないと感じた。 

   ア 被害者に対して、「他の利用者は暴力をふるうが、○○様はそうでなく紐をふ 

    りまわしているだけでおとなしいので“とてもかわいい”と思っていました。そ 

    れを証拠に自費で服を買ってあげていたこともあるぐらいです。」、「これだけ 

    可愛がっているのだから、暴力など振るうはずがない。」と話していた。 

（４）責任 

  ① 法人・施設の理念を誰が理解し、どのように職員一人ひとりに伝えて実践してい 

   くのか、その責任がどこにも見受けられなかった。 

  ② 事件当日の生活支援に関する責任は誰にあるのか全く確認できず、誰も責任を感 

   じている発言をする人がいなかった。逆にいうと、誰に聞いても他人事であった。 

  ③ 「自分は自分の与えられた仕事をしていればいいのであって、他の職員が何をし 

   てようが自分には関係のないこと。」というのが全体の空気であって、それは、臨 

   時雇用の職員であっても、常勤の職員であっても、施設長であっても同じであった。 

３ 結果 

  今回の暴力事件が、職員によるものか、利用者によるものか、その他なのか、事情を 

 聴取した限りでは客観的に断定することが出来なかった。しかし、聴取した上述の内容 

 からすると、この事件が起きる土壌・環境が十分にあったと推測される。 

４ 考察 

  知的障害のために、権利を守る能力に重い障害のある利用者に対して、権利を理解し 

 て権利と生活を守り、権利侵害を防止するための職員教育がなされていないことに驚か 

 された。 

  過去に、「ペットのようにかわいいと思っていた」といっていた福祉施設職員がいま 

 した。また、「犬猫と同じだから食べ物を見せると寄ってくるんだ」と言っていた福祉 

 施設職員がいたと聞きました。今回の事件は、とても深くて濁っている重い問題が根底 

 にあると感じさせられ、利用者一人ひとりが大切にされていないし、職員一人ひとりも 

 大切にされていないということがわかりました。 
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障害者グループホームでの権利侵害 
 
 
①女性利用者（氏名・年齢不詳：10代～20代高校生くらい？）に対して 

 

・研修初日スタッフから「（彼女と）目を合わせてはいけない。（目を合わせると依存される

ので）いない、存在しない者として扱ってください」と言われた。朝昼夜の食事の際、他の

利用者はスタッフから飲み物を受け取るが彼女の「水を下さい」という訴えを無視する。そ

のやり取りを２～３回繰り返した後に水をぶっきらぼうに与える。 
・夜中、リビングに集まりスタッフ・研修生が情報交換（談笑）することになっているがそ

の時に、起きてきて騒ぐ彼女に対し「研修生ということで同情をひくからあなたたちは睨ん

でください」と言われ、スタッフ５～６人と研修生４人で利用者の周りを囲み３０分位の間

睨み続けた。（夜中起きてきて騒ぐことがある。その際の対応方法として彼女が起きてきて

ちょうど良いからと説明をうけた。） 
・１年前に自らが書いた（とスタッフから説明をうけた）誓約書を見せて貰ったが内容がひ

どい。「私は自分の乳首をいじらない」「トイレの穴に頭を突っ込まない」「お尻の穴をいじ

らない」など他にもあったが強烈に覚えているのがこの３項目。誓約書は見えるところ（定

かではないがスタッフの休憩室）に貼ってあった。スタッフから彼女は残虐なものが好きで

ストーカーと説明をうけた。名前や年齢、障害については説明なし。 
 
 
②男性利用者（氏名・年齢不詳：男の子）に対して 

 

・母親と施設見学に来ていたが落ち着かなく母親が「人がいる所ではなく、落ち着くまで廊

下に出してください」とお願いしたが「うちにはうちのやり方があるので」と話し、ずっと

人がいるリビングから出さなかった。母親が帰宅後、暴れている利用者に対して女性職員が

（おとなしくなるまで）柔道技のようにひたすら押さえつづけていた。その様子を見て他の

スタッフに「日常のことだから、あなたも腕力を鍛えて体力をつけて」と言われた。 
・薬を飲ませる際も（暴れて薬を飲まなかった為）３人のスタッフで１時間くらい押さえつ

けて飲ませていた。 
 
 
③その他 環境について 

 

・分煙されていない。空気清浄器はあったが、使われていたか不明。リビングと職員の休憩

室に間仕切りが無く暖簾のみで、狭い部屋なので利用者のところまで煙が行っている。職員

はちょこちょこ煙草をすっている。 
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仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会 高齢者・障害者虐待対応専門職チーム 対応の流れ

県市町村・地域包括支援センター・障害者支援センター等(契約）

虐待対応アセスメントシートに整理して依頼を受
ける（フォーマットを使用し，原則Ｅメールで受け
る。）

相談受付窓口 宮城県社会福祉士会
連絡先 Email： mail@macsw.jp TEL022-233-0296 FAX022-393-6296

虐待対応アセスメントシート内容をチェックし協
議会委員に送る。

協 議 会 （弁護士会・社会福祉士会）

協議し，担当者を選任

担 当 者 （弁護士１名、社会福祉士１名）

受
理
通
知

通
知

送
る

依
頼

登録弁護士、権利擁護担当社会福祉士
（養成研修・対応事例研究…）

連
絡
・対
応

報
告

2016.4.1.

高齢者・障害者虐待対応連絡協議会
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高齢者・障害者虐待対応アセスメントシート 

年 月 日 令和    年    月    日 

被 害 者  歳 男 ・ 女 

加 害 者  関係： 

場 所  

虐 待 の 種 類 身体的 ・ 放棄 ・ 心理的 ・ 性的 ・ 経済的 ・ 消費 

虐 待 の 具 体 的 状 況 

 

虐 待 の 原 因 
 

本 人 の 意 向 

 

今後の危険性・緊急性 

 

対 応 の 方 針 ・ 目 標 

 

高齢者・障者虐待対応
専門職チームに依頼
し た い 内 容 と 理 由 

 

担 当 者 所属         職名         氏名 

連 絡 先 

電話 FAX 

Eメール 

※ このシートに事案を整理して記入した上でＦＡＸし、こちらからの連絡を待ってください。 

※ 緊急性の高い場合は直接電話下さい。その他は遅くとも翌日には連絡します。（土日祝日を除く） 

受付窓口：宮城県社会福祉士会 

平日１０時～１５時 ＦＡＸ ０２２－３９３－６２９６ （緊急ＴＥＬ ０２２－２３３－０２９６） 

仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会 「高齢者・障害者虐待対応専門職チーム」 
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高齢者障害者虐待対応アセスメントシート 記入要領 

 

 高齢者，障害者の『虐待防止法』を読み、理解した上で整理記入すること。 

 また、私たちは“被害者の保護と生活支援”を最優先するのが責務です。“正義の味方”になって、

加害者を懲らしめることが役割ではありません。 

 

① 年月日 

  本シートを作成した年月日を書く。 

② 被害者 

  虐待被害者の氏名、年齢、性別を書く。 

③ 加害者 

  虐待の加害者すべての名と関係を書く。 

④ 場所 

  自宅、施設、通所先等、虐待が行われて 

 いる場所を書く。 

⑤ 虐待の種類 

  該当する虐待の種類すべてに○をつける。 

⑥ 虐待の具体的状況 

  確認した虐待の具体的状況を書くこと。いつからのことか、程度、頻度、本人に与えている状況等  

 を書く。 

⑦ 虐待の原因 

  介護疲れ、相性、障害、無知、恨み等の理由を書く。経済的、消費被害は記載不要。 

⑧ 本人の意向 

  被害者が助けを求めているか、困っているか、悩んでいるか等を書く。認知症等により、意向が確 

 認できなければその状況を書く。 

⑨ 今後の危険性・緊急性 

  予測される危険性、被害拡大の恐れ、緊急性と、その判断した理由を書く。 

⑩ 対応の方針・目標 

  危険性や被害拡大の可能性に対して、どのように解決しようとしているのか、その具体的な対応方 

 法、時期を書く。 

  また、介入後に被害者がどうなってほしいのか、目標（期待される効果）を書く。 

⑪ 高齢者･障害者虐待対応専門職チームに依頼する理由 

  対応の適正性の確認、介入の方法のアドバイス、保護の後の対処法、会議への出席、同行訪問等、 

 対応チームに依頼したい内容とその理由を書く。 

⑫ 担当者 

  本シートを作成した人の所属、職名、氏名を書く。 

⑬ 連絡先 

  確実に連絡がとれる連絡先を書く。 

 

 

 

 

 

 

2007.11.20，2014.04.01. 

        《緊急性の判断》 
 緊急性があると判断した場合は， 直ちに保護を行う必要

があります。 

 生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，

虐待の程度と高齢者の健康状態，介護者の心身の状態等から

総合的に判断します。 
 
 ① 本人が保護救済を強く求めている。 

 ② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄  

  養失調，衰弱，脱水症状，肺炎等）→ 医師に判断を依 

  頼することが有効 

 ③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面 

  打撃，首締め・揺さぶり，戸外放置，溺れさせる等）  

 ④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。 
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