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は じ め に

　本県では、平成 15年 8月に、「高齢者虐待に関するアンケート調査」を実施し、

その結果、高齢者虐待と思われる数多くの事例が報告され、また、高齢者に関わっ

ている方々の高齢者虐待に対しての認識が同じではなく、その対応に苦慮している

実態も明らかになりました。

　これを受けて、高齢者虐待とはなにかなど、高齢者虐待に関する共通認識をもち、

高齢者虐待を早期に発見するためのサインや相談窓口、関係機関のネットワークの

あり方をはじめ、高齢者や介護者に適切な対応をおこなうための参考としていただ

くために、平成 17年 3月に「高齢者虐待防止・支援マニュアル」を作成しました。

　平成 18年 4月に「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」（「高齢者虐待防止法」）の施行により、第一義的には市町村が責任を有する

主体と位置づけられることとなり、介護保険法の改正と相まって、高齢者虐待防止

は新しい第一歩を踏み出すこととなりました。

　このように高齢者虐待対応を巡る状況が大きく変わる中、本県では、高齢者虐待

対応の一翼を担う地域包括支援センターが平成 19年 4月に全市町村に計 58箇所

設置されるなど、高齢者虐待対応の環境整備が進められて参りましたが、法施行後

2年を経てなお、処遇困難事例等への対応、専門的相談・支援体制の整備の遅れな

ど、高齢者虐待対応の課題は少なくありません。

　これらを踏まえ、県では、市町村や地域包括支援センター等の高齢者虐待の防止、

高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援を

推進するため、新たに「高齢者虐待防止・支援マニュアル」を新制度に対応したも

のに改訂することとしました。

　言うまでもなく、高齢者虐待は高齢者の人権を侵す重大な人権侵害であり、高齢

者の尊厳の保持のため、高齢者虐待を防止することは当然の責務でもあります。

　本書を多くの方に活用していただき、高齢者虐待の防止・対応に、また、高齢者

虐待防止に関わる方々の参考として、少しでも役立つことができれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 21年 3月

青森県健康福祉部高齢福祉保険課長

　　　 大　池　謙　一



目 次

Ⅰ　高齢者虐待とはなにか …………………………………………………………… 1

　　1　アンケート調査の結果から
　　2　アンケート調査による虐待事例（主なもの）
　　3　高齢者虐待防止法制定の背景
　　4　高齢者虐待防止法における高齢者虐待の定義
　　　　　高齢者虐待の概念図
　　5　高齢者虐待の起こる背景
　　　　　家庭内の高齢者虐待のタイプ別表

Ⅱ　虐待を早期に発見するポイント ………………………………………………… 5

　　1　身体的暴力による虐待のサイン
　　2　心理的障害を与える虐待のサイン
　　3　性的暴力による虐待のサイン
　　4　経済的虐待のサイン
　　5　介護等日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢による虐待（自己放任含む）のサイン
　　6　家族の状況に見られるサイン
　　7　地域からのサイン
　　8　その他のサイン

Ⅲ　高齢者虐待相談から援助までの流れ（モデル）………………………………… 8

　　1　養護者による高齢者虐待
　　2　養介護施設従事者等による高齢者虐待

Ⅳ　虐待への対応 ………………………………………………………………………10

　　1　介入対応の内容
　　2　被虐待高齢者自身への援助
　　3　家族（虐待者あるいは虐待予備者）への援助
　　4　虐待対応で留意すべき点

Ⅴ　社会から高齢者虐待をなくするために …………………………………………12

　　1　市町村及び関係機関が積極的な対策・対応を実施する
　　　　　高齢者虐待防止ネットワーク構築の例
　　2　高齢者虐待への意識を高める
　　3　虐待のサインを見逃さない
　　4　認知症高齢者についての知識を普及する

Ⅵ　虐待事例紹介 ………………………………………………………………………14

はじめに



参考資料

　○　市町村高齢者虐待相談窓口一覧（地域包括支援センターを含む）……………………… 25
　○　成年後見制度…………………………………………………………………………………… 28
　○　日常生活自立支援事業（あっぷるハート）………………………………………………… 30
　○　老人福祉法の措置……………………………………………………………………………… 31
　○　地域包括支援センターの役割と市町村との関係…………………………………………… 32
　○　市町村が高齢者虐待対応協力者に委託できる事務・委託できない事務………………… 33
　○　法律に基づく権限の一覧……………………………………………………………………… 34
　○　関係機関………………………………………………………………………………………… 38
　　　・　福祉事務所………………………………………………………………………………… 38
　　　・　保健所……………………………………………………………………………………… 39
　　　・　心配ごと相談所・ふれあい相談所……………………………………………………… 39
　　　・　交通事故相談……………………………………………………………………………… 39
　　　・　警察安全相談……………………………………………………………………………… 40
　　　・　消費生活センター………………………………………………………………………… 40
　　　・　法テラス青森（日本司法支援センター青森地方事務所）…………………………… 41
　　　・　常設人権相談所（青森地方法務局・支局内）………………………………………… 42
　　　・　青森地方裁判所・家庭裁判所・青森県内の簡易裁判所……………………………… 43
　　　・　青森県弁護士会…………………………………………………………………………… 43
　　　・　社団法人　青森県社会福祉士会………………………………………………………… 43
　　　・　青森県司法書士会………………………………………………………………………… 43
　○　関係法令………………………………………………………………………………………… 44
　　　・　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………………… 44
　　　・　同施行規則………………………………………………………………………………… 50
　　　・　老人福祉法（関係部分抜粋）…………………………………………………………… 51
　　　・　介護保険法（同上）……………………………………………………………………… 55
　　　・　警察官職務執行法（同上）……………………………………………………………… 57
　　　・　刑事訴訟法（同上）……………………………………………………………………… 57
　○　平成 19 年度高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果 ………………… 58
　○　引用・参考文献………………………………………………………………………………… 77



■1　アンケート調査の結果から
　本県では、平成15年8月に759カ所の関係機関を対象に高齢者の家庭内虐待に関するアンケート
調査を実施したところ、464 機関から 272 件の事例報告がありました。
　調査結果をみると、虐待の種別では、「放任」が最も多く、次いで「心理的虐待」、「身体的虐待」
の順になっており、虐待者は「息子」、「息子の配偶者」が多くなっています。
　また、虐待の原因として考えられることは、「介護の精神的疲労・ストレス」が一番多く、次に「高
齢者との過去の人間関係」、「経済状態が悪い」の順になっています。
　この調査結果は、平成 15 年 11 月に国が実施した「家庭内における高齢者虐待に関する調査」の
結果と、ほぼ同様の傾向となっています。
　なお、今回の調査は、虐待や権利侵害の事例に接する機会の多い方などを対象としたアンケート
調査であり、具体的に高齢者や介護者に確認したものではないので、一つの傾向として捉えるべき
性格のものと認識しています。

■2　アンケート調査による虐待事例（主なもの）
　「頭を殴ったり、手をつねる」、「夜間のおむつ交換時、本人の拒否があったりすると手の甲や腕
をつねる」、「介護者の意のとおりにならないと杖を振り上げたり、大声を上げたりして脅かす」、「お
むつ交換をしない、不衛生、顔や足などに不自然なあざ」、「失禁状態であるが着替えなし、状態が
悪化しても他人任せ」、「叩く、早く死ねという」、「食事を満足に食べさせない」、「一日中自室で過
ごし、家族は無視、食事も自室でとる」、「おむつ交換しない」、「殴る、年金を勝手に使う」、「通帳、
生命保険証書の持ち出し」などが報告されています。

■3　高齢者虐待防止法制定の背景
　高齢期になって介護や療養が必要になっても、可能な限り長く住み慣れた自宅に住み続けたい、
と多くの人が希望しています。
　わが国では、伝統的に家族が高齢者を介護することが当然のこととされてきました。このような
価値観のもとでは、家族介護者は高齢者の介護を限界まで引き受けるという状況も少なからず見ら
れました。
　介護を社会が支える仕組みとして 2000 年（平成 12 年）に介護保険法が施行され、その利用が普
及し、このような状況が緩和された面もありますが、高齢者の介護を家族に期待するところが大き
いことは、依然として変わりません。
　そして、世帯規模の縮小に伴う家族介護者の減少、介護力の低下、介護保険制度の普及によるケ
アマネジャーや訪問看護師の家庭状況の把握などにより、家族介護者による高齢者の虐待の問題が、
我が国でも急速に表面化し、対策が必要とされるようになってきました。
　高齢者虐待については、90 年代半ばからいくつかの研究グループ、団体等による実態調査が行
われ、警告、提言が行われてきました。2003 年（平成 15 年）11 月には財団法人医療経済研究・社
会保健福祉協会の医療経済研究機構が「家庭内における高齢者虐待に関する調査」を実施するとと
もに、横須賀市や金沢市で高齢者虐待防止のモデル事業が実施されるなど、全国の自治体での取り
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組みが広がりました。また、同年、日本高齢者虐待防止学会が設立されました。
　これらの流れを受け、高齢者虐待防止のための法律の制定が必要であるとの社会的な認識が高ま
り、2005 年（平成 17 年）11 月、議員立法により「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、「高齢者虐待防止法」といいます。）が、公布され、2006 年（平成 18 年）
4月から施行されることになりました。

■4　高齢者虐待防止法における高齢者虐待の定義
　高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは 65 歳以上の者と定義されています。（高齢者虐待防止法
第 2条第 1項）
　また、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」と、「養介護施設従事者等による高齢者虐待」
に分けて次のように定義しています。

（1）　養護者による高齢者虐待
　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」とされて
おり、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。
　養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
　　①　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。
　　②　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、長時間の放置、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。

　　③　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。

　　④　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。
　　⑤　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。

（2）　養介護施設従事者等による高齢者虐待
　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」の業務に従事する職
員が行う養護者による高齢者虐待と同様の行為です。
　「養介護施設」又は「養介護事業」に該当するものは次のとおりです。
　　①　養介護施設

ア　老人福祉法に規定される老人福祉施設（地域密着型施設を含む）、有料老人ホーム
イ　介護保険法に規定される介護老人福祉施設、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

　　②　養介護事業
　　　ア　老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業

イ　介護保険法に規定される居宅サービス事業、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



（3）　高齢者虐待の捉え方と対応が必要な範囲
　高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を前述のように定義していますが、これらは広い意味での
高齢者虐待を「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」と捉えた上で、高齢者虐待防止法の対象を規定し
たものということができます。
　また、介護保険制度の改正によって実施される地域支援事業（包括支援事業）として、市町村
に対し、「高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業及びその他の高齢者の権利
擁護のための必要な援助を行う事業」（介護保険法第 115 条の 38 第 1 項第 4号）の実施が義務付
けられています。
　このため市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判断しがたい事例であっ
ても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測され
るなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必
要があります。

（4）　虐待と不適切なケア
　高齢者虐待の定義は、高齢者虐待防止法では前述のとおりですが、具体的には、意図的なもの
や非意図的なものがあるとされています。これについて、大阪府の特別養護老人ホーム「フィオ
ーレ南海」の柴尾慶次施設長は、犯罪としての意図的虐待のほか、意図はないが結果として虐待
しているもの、また、不適切なケアが高齢者にとって虐待にあたるものであると述べています。
関係者は高齢者虐待の法上の定義のほか、こうした具体的な内容についても十分配慮していく必
要があります。
　同氏は、意図的な虐待、非意図的な虐待、不適切なケアによる虐待について、ピラミッドのよ
うな三角形で分かりやすく説明しています。

高齢者虐待の概念図

高齢者虐待の概念図

（大阪府「フィオーレ南海」柴尾慶次施設長作成）

意図的虐待

非意図的虐待

グレーゾーン

意図的虐待

非意図的虐待

グレーゾーン

不適切なケア

虐待



■5　高齢者虐待の起こる背景
　虐待を受ける高齢者は、寝たきりになって身の回りができなくなったり、認知症による問題行動
が見られたりするなど、重度の介護が必要な場合が多いと言われています。県の高齢者の家庭内虐
待に関するアンケート結果を見ても、要介護度 5が 22.7％で最も高く、次いで要介護度 4、要介護
度 3の順になっています。
　また、その背景に介護の精神的疲労が第一にあげられています。このほか、家庭内における過去
の人間関係や経済的なものなど、虐待の起こる背景は多用で複雑なものとなっています。
　このような状況のもとで、東京医科歯科大学の高崎絹子教授は、家庭内で起きる高齢者虐待のタ
イプを次のように分類しています。

区分 内　容 対応策

介
護
負
担
蓄
積
型

高齢介護者や共働き夫婦などでは、不慣れな、
負担の多い世話を継続することに疲れてし
まったり、先行きに希望が持てない状況に陥
りやすい。
それらの不安や不満、疲労などのストレスを、
介護を受けている高齢者に向けてしまうタイ
プ。

具体的な介護、家事援助サービスと、心理的
な支援や介護者の気分転換が重要。

力
関
係
逆
転
型

子どものころ厳格な親に高圧的に育てられた
子ども、あるいは支配的な夫婦関係、嫁姑関
係があった場合などでは、高齢者の心身の衰
えや介護をきっかけとして、それまでの力関
係が逆転し、虐待行為にいたる例が多い。

介護負担を軽減するだけではなく、虐待者の
長い間のストレスや心のわだかまりを解放さ
せるアプローチが必要。

支
配
関
係
持
続
型

力関係逆転型とは対照的に、長い間、親であ
る高齢者が弱い立場に置かれ、被支配的な関
係が継続していた場合、高齢者の心身の衰え
により支配と被支配の関係を増強していくタ
イプ。

可能なかぎり、高齢者自身の自覚を促すとと
もに、何らかのきっかけを捉えて虐待者の自
覚を促し、持続した力関係を絶つようにする。

関
係
依
存
密
着
型

親子、夫婦の間の関係に多く見られるタイプ。
虐待者もその被害者もそれぞれのアイデン
ティティが確立しておらず、いわゆる共依存
の関係が根底にあり、介護の負担が生じたこ
とによって虐待の形を取ることが多い。

第三者の介入や介護サービスの導入を図ると
ともに、家族それぞれの自立、自律を図るア
プローチが必要。

精
神
的
障
害
型

高齢者か虐待者のどちらかにアルコール依存
や精神障害、人格障害がある場合、虐待の状
況はより深刻になる。

専門病院などでの治療的アプローチととも
に、担当スタッフだけでなく、家族・親族や
地域を含む支援のネットワークを広げること
が必要。

家庭内の高齢者虐待のタイプ別表



Ⅱ 虐待を早期に発見するポイント

　一般的に高齢者虐待は家庭内という密室の中で行われることが多く、なかなか周りからは発見しに
くいものです。
　また、発見しにくい理由としては、虐待されている高齢者が家族をかばったり、虐待されてもその
人の介護に依存せざるを得ず、自ら虐待の事実を訴えづらいとか、社会的対面や自尊心から沈黙する
ことや、虐待者自身が自らの行為を虐待として認識していなかったり、外部への相談をためらったり、
あるいは、相談窓口を知らないなどが考えられます。
　虐待は決して許されるべき行為ではありません。しかし、過度の介護疲れや精神的負担、経済の困
窮など様々な要因で虐待を起こしてしまい、自責の念に苛まれている家族や介護者もいるものと思わ
れます。このため、虐待を受け心身ともに追いつめられている高齢者を早期に発見し、高齢者への早
期支援が必要です。
　高齢者福祉に携わる者の早期発見のポイントとしては、日頃から高齢者や家族（介護者）の発する
サインを見逃さないようにすることです。
　虐待が疑われる場合の高齢者の発する「サイン」としては、以下のものがあります。複数のものに
あてはまると、疑いの度合いはより濃くなってきます。これらは例示ですので、この他にも様々な「サ
イン」があることを認識しておく必要があります。
　ただし、これらのサインはあくまでも目安であり、数項目該当するからといって即座に虐待として
対応するのは大変危険であり、トラブルを起こしかねません。キズ、あざ等の事実に基づかない事例
については、慎重にあたるべきです。特に、高齢者本人からの訴えによるものについては、慎重に扱
う必要があります。
　客観的に見て虐待が疑われ、調査・確認を要するものについては、関係機関や専門家等との連携に
より十分な検討を行い、対応することが必要になります。

■1　身体的暴力による虐待のサイン
サイン例 チェック欄

身体に小さなキズが頻繁にみられる。
大腿の内側や上腕部の内側、背中等にキズやみみずばれがみられる。
回復状態が様々な段階のキズ、あざ等がある。
頭、顔、頭皮等にキズがある。
臀部や手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある。
急におびえたり、恐ろしがったりする。
「怖いから家にいたくない」等の訴えがある。
キズやあざの説明のつじつまが合わない。
主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。
主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまがあわない。

■2　心理的障害を与える虐待のサイン
サイン例 チェック欄

かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる。
不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える。



身体を萎縮させる。
おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる。
食欲の変化が激しく、摂食障害（過食、拒食）がみられる。
自傷行為がみられる。
無力感、あきらめ、投げやりな様子になる。

■3　性的暴力による虐待のサイン
サイン例 チェック欄

不自然な歩行や座位を保つことが困難になる。
肛門や性器からの出血やキズがみられる。
生殖器の痛み、かゆみを訴える。
急に怯えたり、恐ろしがったりする。

ひと目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える。

主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。
主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。
睡眠障害がある。
通常の生活行動に不自然な変化が見られる。

■5　介護等日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢による虐待（自己放任含む）のサイン
サイン例 チェック欄

居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている。また異臭を放っている。
部屋に衣類やおむつ等が散乱している。
寝具や衣服が汚れたままの場合が多くなる。
汚れたままの下着を身につけるようになる。
かなりのじょくそう（褥創）ができている。
身体からかなりの異臭がするようになってきている。
適度な食事を準備されていない。
不自然な空腹を訴える場面が増えてきている。
栄養失調の状態にある。
疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない。

■4　経済的虐待のサイン
サイン例 チェック欄

年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず、お金がないと訴える。
自由に使えるお金がないと訴える。
経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない。
お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない。
資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しくなる。
預貯金が知らないうちに引き出された、通帳がとられたと訴える。



■6　家族の状況に見られるサイン
サイン例 チェック欄

高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる。
高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。
他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる。
高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する。
高齢者に対して過度に乱暴な聞き方をする。
経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金をかけようとしない。
保健、福祉の担当者と会うのを嫌うようになる。

■7　地域からのサイン
サイン例 チェック欄

自宅から高齢者本人や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音が聞こえる。
昼間でも雨戸が閉まっている。

庭や家屋の手入れがされていない、または放置の様相（草が生い茂る、壁のペンキがはげ
ている、ごみが捨てられている）を示している。

郵便受けや玄関先等が、1週間前の手紙や新聞で一杯になっていたり、電気メーターがま
わっていない。

電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃等の支払いを滞納し
ている。

気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしばみられる。

家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパー等で、一人分のお弁当等を頻繁に買っ
ている。

近所づきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。
配食サービス等の食事がとられていない。
薬や届けたものが放置されている。
道路に座り込んでいたり、徘徊している。

■8　その他のサイン
サイン例 チェック欄

通常の生活活動に不自然な変化がみられる。
体重が不自然に増えたり、減ったりする。
ものごとや自分の周囲に関して、極度に無関心になる。
睡眠障害がみられる。



Ⅲ 高齢者虐待相談から援助までの流れ（モデル）

　高齢者虐待への対応は、養護者による場合と養介護施設従事者等による場合とでは大きく異なりま
すが、いずれの場合も市町村が第一義的に対応することとされています。
　虐待事例に早期かつ効果的に支援していくためには、相談窓口の明確化と地域の関係機関のネット
ワーク化が必要です。

■1　養護者による高齢者虐待
　養護者から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、「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、市町村に通報しなければなりません。」、「それ以外の場合は、市町村に通
報するよう努めなければなりません。」とされています。
　なお、通報・届出を受けた市町村においては、「高齢者の安全や通報・届出の事実確認のための
措置を行う。」とされ、さらに、通報・届出した者の個人情報を保護するため、「高齢者の安全や通
報・届出された方を特定させるものを漏らしてはならない。」とされています。

養護者による高齢者虐待の対応システム養護者による高齢者虐待の対応システム
※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者をいいます。

高齢者・養護者 高　齢　者
虐待を受けたと思われ
る高齢者を発見した者

通
報

届
出

高齢者の安全の確認その他事実の確認

高齢者の住所・居所への立入調査・質問

虐待対応協力者との対応策の協議
※地域包括支援センター等

市

町

村

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とき

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とき

※必要があると認めるとき援助要請

老人福祉法による措置
・ショートステイ
・特別養護老人ホーム
　への入所

家庭裁判所へ
の後見等開始
の審判の請求

警

察

署

長

都道府県
●市町村相互間への連絡調整、情報提供その他必要な援助
●市町村への必要な助言

養護者の負担軽減に向

けた相談、指導、助言

その他必要な措置

相談・指導・助言



■2　養介護施設従事者等による高齢者虐待
　養介護施設従事者等は、その職場で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
市町村に通報しなければなりません。
　養介護施設従事者等による虐待を受けた高齢者が自ら市町村に届出することもできます。また、
通報者についても、次のとおり保護されます。
　①　通報・届出された者を特定させるものを漏らしてはならない。
　②　通報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。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の対応システム養介護施設従事者等による高齢者虐待の対応システム
※養介護施設従事者等とは…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をいいます。

従事者等による虐待を受
けたと思われる高齢者を
発見した養介護施設従事
者等

従事者等による虐待を受
けたと思われる高齢者を
発見した者

従事者等による虐待を受
けた高齢者

市

町

村

通
報

通
報

届
出

従事者等による高齢者虐待に関する事項を都道府県に報告

従事者等による高齢者虐待の状況等の公表（毎年度）

高齢者の安全の確認その他事実の確認

高齢者の安全の確認その他事実の確認

虐待防止・高齢者保護を図るため
　　　　　　　　介護保険法の規定による権限の行使

虐待防止・高齢者保護を図るため
老人福祉法・介護保険法の規定による権限の適切な行使

・施設等からの報告徴収・立入検査
・地域密着型サービス事業者の監督 等

【老人福祉法】施設設置者への立入検査、改善命令、事業停廃止命令、許可取消
【介護保険法】施設等からの報告徴収、勧告、改善命令、指定取消

都
道
府
県



Ⅳ 虐待への対応

　援助をする立場にある者にとって大事なことは、虐待に関してどちらが悪いと犯人探しをするので
はなく、いかに虐待を受けている高齢者や虐待をしている家族（介護者）に対し、手をさしのべ援助
していくかにあります。
　虐待が発生する家庭には、高齢者だけでなく、家族に対して援助が必要な場合もあります。虐待者
も高齢者の介護で厳しい状況におかれ、家族介護の犠牲者であったりします。高齢者虐待は、家族（介
護者）との調整を行わなければ、解決に結びつかない場合が多いものです。不適切なケアまたは意図
的な虐待をしている家族への支援をどうするのか、意図的な虐待をしている家族に対してどう介入す
るのかの二方面から考えていく必要があり、各事例の実態に配慮した対応が求められます。

■1　介入対応の内容
（1）危機介入：本人（被虐待者）の身体的・精神的面に係る緊急対応が必要
①　虐待者と被虐待者を引き離すため、一時保護や入院、施設入所が考えられる。
②　被虐待者をどうしても施設に入所させる必要がある時は、やむを得ない事由による措置を行
うことも考えられる。（33ページ「老人福祉法の措置」を参照）

（2）改善対策：緊急性はないが継続した支援と見守り指導が必要
①　在宅サービスを受けながら、サービス提供者による支援と助言を継続する。
②　保健師等が家庭訪問などを続け、虐待者及び被虐待者との家族関係構築、事態改善に向けて
の説得、虐待の認識付け、生活指導等を行う。

（3）再発予防：介入で虐待は収まったが、今後の再発防止のため見守り等が必要
　保健師等が事態の推移を見守るため、家庭訪問を行い、生活状況、健康状況、介護状況などの
把握や安否確認を行う。

（4）予防介入：虐待状況にないが将来的に起こる可能性が高く支援が必要
　地区民生委員、社会福祉協議会等地域での見守り、声がけを行い地域での支え合いを行う。

■2　被虐待高齢者自身への援助
　高齢者に対する援助としては、高齢者が自宅でサービスの提供を受けながら、更に虐待が起こら
ないように見守り続けていく方法や高齢者を家族から離し、入院や施設入所させる方法などの介入
対応について説明をしましたが、このような対応は一方的に行われるのではなく、被虐待者がどう
して欲しいのか意思の確認をするとともに、家族や関係者とも十分相談のうえ進める必要があります。

■3　家族（虐待者あるいは虐待予備者）への援助
　援助を行う過程では、高齢者への援助と併せて家族（介護者）にも配慮することが必要です。こ
の場合、当該虐待が意図的か非意図的か、あるいは不適切なケアによるものかに十分配慮して対応
することが大事です。
　また、虐待と疑われるケースは、介入に際し家族が態度を硬化してしまう恐れがあるため、虐待
と決めつけるような態度で家族に接したり、責めるような否定的な態度はとらないようにすること
が大切です。



　家族に対する援助としては次のようなことが考えられます。
（1）介護負担を軽減する
　　訪問介護、通所介護、ショートスティ、施設入所などのサービスを利用させる。
（2）介護ストレスを軽減する
　　介護者の息抜きや余暇時間を作るほか、在宅福祉事業の活用を図る。
（3）家族からの介護協力を求める
　　介護している人の精神的、身体的負担の軽減を図るため、家族や親族の理解や協力を求める。
（4）経済的安定を図る
　　必要に応じ、社会保障制度、経済面での他制度の活用を検討する。
（5）医療及び心理ケアの提供を図る
　　医療機関への相談、通院を勧める。
（6）人間関係の回復を図る。
　　問題解決のための協力者（キーパーソン）を見つける。
（7）介護技術について専門的知識を習得させる。
　　地域で実施されている介護実習の研修等に関する情報提供を行うほか、参加について勧める。

■4　虐待対応で留意すべき点
（1）プライバシーを守る
　虐待は、近隣や社会に閉ざされた現象です。どこの家庭でも、人に知られたくないプライバシー
があります。相談業務に携わる方や会議等に参画する方は、このことを強く認識する必要があり
ます。

（2）援助者と家族との信頼関係をつくる
プライバシーを守ることを相手に伝える。
家族（介護者）を責めるような否定的態度をとらない。

（3）単純に表面的な判断はしない
　偏見や決め付けをせず、多くの状況確認や調査に基づき冷静な判断をするよう心がけ、短絡的
な対応を慎む。
　特に、高齢者自身の訴えについては、何事も被害的になる場合があるので、十分な調査、確認
を行い慎重に対応する。
　直接介護に携わっていない者の断片的な情報は鵜呑みにせず、情報を収集する。



Ⅴ 社会から高齢者虐待をなくするために

　起きてしまった虐待への対応をどうするのか、どのような援助ができるのかの検討はもちろんであ
るが、どうしたらなくすることができるかを考えることも重要です。
　虐待は家庭という密室の中で行なわれることが多いことから発見しにくいうえ、虐待と判断するの
は難しく、虐待者を決定することも難しいため、事態が複雑、困難さを増してしまうことになります。
　このようなことを未然に防止し社会から高齢者虐待をなくするために、市町村や関係機関が日頃か
らできることを次のように整理しました。

■1　市町村および関係機関が積極的な対策・対応を実施する
　市町村は、高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行
うためには、関係機関や民間団体との連携・協力体制を整備することが必要です。
　具体的には、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用し、高齢
者虐待の防止から個別支援にいたる各段階において関係機関・団体等と連携・協力し、虐待のおそ
れのある高齢者や養護者・家族に対する多面的な支援を行います。
　この「高齢者虐待防止ネットワーク」を構成する者が、高齢者虐待防止法上の「高齢者虐待対応
協力者」に相当し、事例に応じて市町村とともに対応策を検討し、支援を行うことになります。
　市町村に設置されている地域包括支援センターは、効率的・効果的に住民の実態把握を行い、地
域から支援を必要とする高齢者を見出し、総合相談につなげるとともに、適切な支援、継続的な見
守りを行い、更なる問題の発生を防止するために、地域における様々な関係者のネットワークを構
築していくことが必要とされており、地域の実情に応じて、以下の三つの機能からなる「高齢者虐
待防止ネットワーク」の構築も業務のひとつとなっています。
１　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」
２　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」
３　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　高齢者虐待への意識を高める
　県が平成15年8月に実施した高齢者の家庭内虐待に関するアンケート調査の結果では、虐待して
いてもその本人達には、虐待をしているという意識がないという回答が半数以上でありました。
　高齢者に関わる者は、高齢者虐待について認識し、虐待は高齢者の人権を擁護する観点からあっ
てはならないことという意識を高めることが必要です。
　また、関係機関は、日頃からあらゆる機会を通じて、高齢者虐待をなくするための啓発に努める
必要があります。

■3　虐待のサインを見逃さない
　高齢者虐待は高齢者虐待防止法で定義付けていますが、高齢者に関わる者は、このマニュアル
を参考とし、虐待のサインを見逃さないようにアンテナを高くすることが必要です。



■4　認知症高齢者についての知識を普及する
　虐待されている高齢者の多くは、認知症のある高齢者といわれています。
　認知症とわかっていても、毎日の度重なる問題行動に振り回されて、家族（介護者）も辛くなり
高齢者にあたってしまうこともあります。
　「認知症は誰にでも起きるもの」、「症状との上手なつきあい方」など認知症に関する基本的な
知識を普及させることが必要です。
　認知症の高齢者を地域で見守ることができれば、家族（介護者）の精神的負担は相当軽減され
るものと考えられます。

高齢者虐待防止ネットワーク構築の例

地域包括支援センター
相談窓口・各ネットワークのコーディネート
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