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演習で目指すもの

• 虐待についての感覚を高める

• 虐待が起きる背景について考える

• 組織として取り組むべき体制づくりを考える

• 他施設の虐待防止の体制について知る



振り返り（共通コース）

①研修について ～大分県障害福祉課：鈴木氏

・ 研修のポイント
受講する皆さんの権利意識の向上
それぞれの施設に持ち帰った研修実施のための基礎理解

・ 大分県の虐待対応状況、全国の状況（調査報告）



振り返り（共通コース）

②障害者虐待防止法の概要 ～ひまわり園 神田氏

・ 様々な障害者虐待が起こっている現実
⇒障害者虐待防止法の成立
✓目的、定義、種類、刑事罰との関連

・ 早期発見と通報義務、各虐待の例
・ 不適切支援からのエスカレート

× 絶対に虐待はない、起きるはずがない
○ いつ虐待の芽が生まれるかわからない

・ 利用者は言わない
・ 行動障害～身体拘束等の支援が行動障害をエスカレートさせている
・ 職員のストレスと価値観、それぞれのアイデンティティ

※「虐待」は支援を考え直す大切なキーワード
⇒「尊厳」の中身を考え、支援を考え直していく



振り返り（共通コース）

③総論 ～みずほ厚生センター 髙橋氏

・ 虐待防止委員会の設置
✓計画づくり（研修、職場環境改善の働きけ、マニュアル作り等）
✓チェックリスト（労働環境、職員のセルフチェック 等）
✓発生後の検証と再発防止（行政の事実確認⇒ＰＤＣＡ）

・ 身体拘束等の適正化委員会
※身体拘束廃止の取り組み未実施は減算⇒必要とされる取り組み
✓報告様式の整備（従業者は身体拘束に関する記録と報告）
✓報告された事案の集計と分析
✓発生要因、結果等をまとめ、適正性と適正化策の検討⇒周知と検証

・ 虐待防止責任者～委員会や倫理綱領・行動指針の形骸化を防ぐ取り組み
✓虐待防止体制の全職員への周知
✓虐待対応に対する職員の不安等への対策（委員会の正しいイメージ普及）
✓虐待（の疑い）を発見した後の手順や流れに関する情報提供⇒土壌づくり



振り返り（施設職員コース）

④性的虐待の防止と対応 ～いっとうえん 加藤氏

・ 性的虐待の性質
潜在化しやすい特性、心理的バリア、言語化のしにくさ（性への抵抗感）

・ 性的虐待の通報受理
✓周辺情報からの十分な事実把握
✓発覚のきっかけとなる多様なアセスメントのための共有
✓慎重に丁寧な事実確認（事実整理後の本人聞き取り、司法面接の活用）

・ 予防と早期の気づき
✓尊厳の尊重
✓性の問題への事前共有
✓日常支援のリスク（異性介助、プライベートゾーン、手つなぎ支援、距離 等）

※早期の「周囲のさりげない気づき」を把握する支援、チーム支援



振り返り（施設職員コース）

⑤通報意義と通報後の対応 ～いっとうえん 加藤氏

・ 通報しないで放置すると・・・
通報しないうちにエスカレート、時間的プレッシャー、行政と警察介入

・ 通報をためらう心理もある
通報したら自分も不利益を被るかも・・・
仲間の職員との関係が悪くなるかも・・・
施設にお世話になっているから・・・

⇓
・ 通報はすべての人を救う

利用者、職員や施設・法人組織の処分を被害を最小限で食い止める
・ 通報者の保護

通報をしたことを理由に、解雇・その他不利益な取り扱いを受けない
・ 通報は支援の始まり



振り返り（施設職員コース）

⑥虐待が疑われる事案への対応 ～聖心園 薬師寺氏

・ 虐待防止マネージャーとしての具体的な取り組みを考える
✓ 虐待が疑われる事案があった場合の対応
✓ 通報者の保護
✓ 市町村・都道府県による事実調査への協力
✓ 虐待を受けた障害者や家族への対応
✓ 原因の分析と再発の防止
✓ 個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の役割
✓ 虐待した職員や役職者への処分



振り返り（施設職員コース）

⑦身体拘束・行動制限の廃止と支援の質の向上 ～聖心園 薬師寺氏

・ 身体拘束の廃止
身体拘束は権利の侵害、様々な循環・悪影響

・ やむを得ず身体拘束を行う時の留意点
✓ ３要件の判断（切迫性、非代替性、一時性）
✓ 組織的で慎重な判断（第４の要件ともいえる）
✓ 適切な手続き

（個別支援計画への記載、本人・家族への説明、行政への相談・報告、記録）
※要件・手続きを踏めば問題ないわけではない⇒繰り返しの検討を！

・座位保持装置等の使用に関する判断
※快適な生活のため、本人が意思決定し、必要な手続きと見直しを行う。

・行動障害への身体拘束・行動制限
障害からくる苦手さを伝えるための本人なりの手段
身体拘束がさらなる身体拘束へ
強度行動障害の状態となっている人は「困っている人」⇒強度行動障害状態の予防と軽減の検討



新友会での取り組み

２ヶ月の委員会開催

委員会規約の検討
法人内研修の企画・実施
虐待防止（早期発見）のための

取り組み検討（チェックリスト）
支援状況の確認（アンケート）
虐待対応マニュアル、報告様式の作成
職場環境改善のための取り組み検討
気づきシート（良い支援、気になる支援）

など

施設長会議

管理職会議

研修委員会

サービス向上
委員会

人事考課委員会

広報委員会

安全衛生委員会



本日の演習へ



演習スケジュール

１０：２０ ワーク１（虐待判断、原因理解）

１０：４０ ワーク２（再発防止、体制整備）

１１：００ 発表（２～３グループ）とワークのまとめ

１１：０５ 休憩（１０分予定）

１１：１５ グループディスカッション
（１日目の振り返り（対応の演習の共有など）、明日からの取り組み 等）

１１：４５ 発表（２～３グループ）

１１：５０ まとめとコメント



ワーク１ （２０分）

個人ワーク【５分】 グループワーク【１５分】

・虐待の判断

・原因理解

信頼関係？ 適切な支援？ エスカレートしないかな？

本人の障害特性は？
施設の雰囲気、特性は？



ワーク２ （２０分）

個人ワーク【５分】 グループワーク【１５分】

・再発防止

・未然に防ぐための体制づくり

このケースではどんな対応が必要？

組織全体で取り組まなければいけないことは？

個別の事例対応から、全体の取組みへ

検証はどうやってしていこう？



グループ発表



ワーク１

・虐待判断について

虐待かどうかの判断は迷うもの⇒チームで検討、通報
利用者・家族からの苦情がなければよいわけではない
職場の意識
長い付き合いによる不適切支援の慢性化

など



ワーク１

・原因理解

＜利用者＞
嫌なことでも言いにくい
不適切な関わりであることの理解不足

＜職員・施設側＞
長い付き合いであるという安心感
不適切な支援が当たり前とされる環境
指摘しにくい雰囲気
管理者も加害者として関わってしまっている
対人援助職としての専門性の不足 など



ワーク２

・再発防止

管理者の研修参加（虐待防止の意識を高める）
個別支援計画の見直し
現場職員への研修実施（虐待と思われる行為へのアンテナ蓄積）
本人に対する、自分の権利についての説明
（嫌なことは言って良い、同じことをされたときの相談先の案内）
場合によっては、組織内での異動

など



ワーク２

・体制作り

報告が出来る体制作り（職員同士の定期的な面談）
全員参加の研修会の開催
個別支援計画への支援内容の記載の徹底
支援マニュアルの共有化
実習生の受け入れなどの風通し

など



休憩タイム【１０分】



【他事業所の取り組みを知ろう！】

• 1日目の研修、どうだった？（個人ワークでどんな事考えた？）
• 虐待防止のための体制づくり、取り組んでいる？
• どんな風に取り組んでいる？（うちの自慢の取り組みは○○）
• なぜ取り組めていない？（こうすれば盛んになりそう！）
• どんな取り組みがしたい？（●●な取り組みを聞いたことがある）
• あなたが感じる事業所での虐待防止の課題は？
• それ、参考にします！

などなど・・・

皆さんの意見、聞かせてください（発表）

グループディスカッション（３０分）



グループ発表



まとめ

今回の事例について ～都道府県虐待事例集より抜粋・加工

【事例集の展開】
・通報、相談の受理（経緯）

～手紙による匿名の通報
・通報・相談時における緊急性の判断

～手紙のみの通報であり、情報不足であるため緊急性の判断は困難。早期の事実確認の実施。
・安全確認と事実確認

～行政職員による訪問と聞き取り（加害職員、その他職員、本人）
・虐待の判断

～本人に虐待を受けているとの認識はないが、職員の行為は心理的虐待・ 身体的虐待に
該当するとして、県に報告される

・結果としての指導
～臨時の指導監査を実施。事業所設置者に対し、第三者委員会による虐待の原因究明と
再発防止策の作成を指示

～加害職員の異動
※通報者の特定・処分はできない！



• 虐待は小さな不適切支援の積み重ね。早期発見が大切！
気づくための知識・アンテナの蓄積/通報義務（通報で支援が終わりではなく、始まり）

• 「虐待があるかも」「虐待かもしれない」という危機感をもって組織での取り組みを！
虐待防止委員会/身体拘束等適正化委員会/虐待防止責任者

• やむを得ない身体拘束の「３要件」と「適切な手続き（第４の要件）」が不可欠
免罪符にしない⇒記録から身体拘束をしない方法を検証し続ける

• 強度行動障害は「状態」。困る人ではなく「困っている人」との理解

• 虐待の性質の理解
利用者（家族）は言わない（言えない）/不利益等への不安/特性も含めた認識の差
⇒性質を意識した虐待防止対策を実施

まとめ



あきらめない支援で

障害のある方の幸せを実現しよう



お疲れ様でした

【参考資料】

• 令和４年度大分県虐待防止・権利擁護研修資料
• 障害者虐待事例集（岡山県障害者権利擁護センター）
• 障害者福祉施設従事者等による障害虐待対応事例集

（栃木県保健福祉部障害福祉課）
• 障害者虐待対応事例集（神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課）

～午後からも頑張りましょう！～


