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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

（以下、この資料中では「高齢者虐待防止法」とする。）

目的：高齢者の権利利益の擁護に資すること
高齢者虐待の防止・早期発見・早期対応促進

〈主な内容〉
①国⺠全般に高齢者虐待に係る通報義務を課す
②さらに福祉・医療関係者に高齢者虐待の早期
発見等への協力を求める
※「高齢者虐待防止法」には虐待をした者へ
の罰則規定はない（刑法により罰せられる）



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
（市町村に対して）
③相談・通報体制の整備、事実確認や被虐待
高齢者の保護に係る権限の付与、養護者への
支援措置

（市町村・都道府県に対して）
④養介護施設の業務又は養介護事業の適正な
運営を確保するための権限行使



高齢者虐待防止法における定義
高齢者
６５歳以上の者、養介護施設に入所又は利用
する６５歳未満の者、養介護事業に係るサー
ビスを受ける障害者

（高齢者虐待防止法第2 条第1 項、6項）
養護者
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

（高齢者虐待防止法第2 条第1 項）
養介護施設従事者等
老人福祉法及び介護保険法に規定する施設又
は事業の業務に従事する者

（高齢者虐待防止法第2 条）



高齢者虐待防止法における定義
規程 養介護施設 養介護事業
老人福祉法 ・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 ・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
・介護医療院
・地域密着型
介護老人福祉施設

・地域包括支援
センター

・居宅サービス事業
・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
・介護予防支援事業



高齢者虐待防止法における定義
養介護施設従事者等
老人福祉法及び介護保険法に規定する施設又
は事業の業務に従事する者

※直接介護サービスを提供しない者（施設⻑、
事務職員等）や、介護職以外で直接高齢者に
関わる他の職種も含む。

（高齢者虐待防止法第2 条）



平成29年度の養介護施設従事者等
による高齢者虐待の状況について

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/29gyakutai.html



高齢者虐待の種別の割合
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※被虐待者が特定できなかった24件を除く428件における被虐待者の総数
870において、被虐待者ごとの虐待種別を複数回答形式で集計。

厚生労働省 平成28年度「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」に基づく対応状況等に関する調査結果より
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は38.3%
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養介護事業者等
による高齢者
虐待類型と例



身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる
おそれのある暴力を加えること。

①暴力的行為
②本人の利益にならない強制による行為に
よって痛みを与えたり、代替方法がある
にも関わらず高齢者を乱暴に扱う行為
③「緊急やむを得ない」場合以外の
身体拘束・抑制



身体的虐待
①暴力的行為
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどを
させる。
②本人の利益にならない強制による行為、代替
方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要
以上に身体を高く持ち上げる。

・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否して
いるのに口に入れて食べさせる。



身体的虐待
③身体拘束・抑制
・徘徊や転落しないように、車いすやいす、
ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

・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。

・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。
・自分の意思で開けることのできない居室等に
隔離する



身体拘束の要件

切迫性

一時性

適正な手続き

「解消」の
絶え間ない
検討

非代替性



身体拘束
「緊急やむを得ない場合」
切迫性
• 利用者本人・他の利用者等の生命又は身体が
危険にさら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



身体拘束
「緊急やむを得ない場合」
留意事項
• 「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の
職員個人またはチームで行うのではなく、施
設全体で判断することが必要である。

• 身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高
齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解
を求めることが必要である。

• 介護サービス提供者には、身体拘束に関する
記録の作成が義務づけられている。

厚生労働省「介護医療院開設に向けた研修会」配布資料より引用



身体拘束の適正化に向けての基準
�身体的拘束等を行う場合には、その態様・時
間・入所者の心身の状況・緊急やむを得ない理
由を記録すること

�身体的拘束等の適正化のための対策を検討する
委員会を3月に1回以上開催するとともに、その
結果について、介護職員その他従業者に周知徹
底を図ること

�身体的拘束等の適正化のための指針を整備する
こと

�介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等
の適正化のための研修を定期的に実施すること
（年2回以上）



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、⻑
時間の放置、養護者以外の同居人による虐待
行為の放置など、養護を著しく怠ること

①必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の
生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
②高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、
医学的診断を無視した行為
③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や
行動を制限させる行為



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、
⻑時間の放置、養護者以外の同居人による
虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

④高齢者の権利を無視した行為又はその行為の
放置
⑤その他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
①威嚇的な発言、態度
②侮辱的な発言、態度
③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視する
ような発言、態度
④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
⑤心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
⑥その他



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

本人との間で合意が形成されていない、
あらゆる形態の性的な行為又はその強要



経済的虐待
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

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の
希望する金銭の使用を理由なく制限すること



高齢者虐待とは

高齢者が他者から不適切な扱い
により権利利益を侵害される状
態や生命、健康、生活が損なわ
れるような状態に置かれること



介護現場における虐待（時間と
経過）

意図的虐待

非意図的虐待

虐待

高齢者虐待の概念図

⼤阪府「フィオーレ南海」柴尾慶次施設⻑作成参考
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不適切ケアへの対策
管理側と現場が「不適切ケア」に
関心を持つ仕組みづくり

勉強会・職員同士の声掛け・研修

⇒不適切ケア身体拘束廃止を
テーマにした研修を定期的に
開催することが、施設・事業所
のリスクマネジメントになる。



虐待の原因として考えられる
主なもの
① 感情やストレスコントロールの問題

② モラルの低下

③ 著しい適性の欠如

④ 家族からのハラスメントへの反抗

⑤「虐待の認識」のないイタズラ



高齢者虐待防止のためには

管理職及び職員の
研修、資質向上

情報公開

苦情処理体制

組織的
運営の
改善

業務管理体制の整備


