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は じ め に

高齢者が家庭で暴力を受けるなどの「高齢者虐待」が大きな
社会問題となっている。

「高齢者虐待」は、極めて深刻な人権侵害であるが、高齢者
自身の主観的な要素を考慮する必要があることや、「弱者＝高
齢者」と「強者＝介護者」の関係が必ずしも明確に分けられな
いなどの理由から、その定義すら明確なものがない。

しかしながら、昨年度、岡山県が実施した在宅介護支援セン
ター等を対象とした実態調査において、全体の60.5％のセンタ
ーが「高齢者虐待」を取り扱った例があると答えるなど、かな
りな件数の「高齢者虐待」が生じていると考えられる。

このため、県では、全市町村に相談窓口を設置するとともに、
相談窓口を明示した啓発リーフレットを各市町村ごとに作成し
配布した。

また、市町村職員、在宅介護支援センター職員、民生委員、
ケアマネジャーなどを対象として、研修会を開催するとともに、
地元紙の紙面購入、県の広報紙への記事の掲載などを通して、
虐待防止に係る取り組みを推進しているところである。

こうした取り組みの推進にもかかわらず、「高齢者虐待」の
防止に係る地域住民の認識は十分でなく、また、虐待防止に係
るノウハウが確立していないため、十分な効果が上がっていな
い。

このため、県をあげて、総合的な高齢者虐待防止対策として
「ＳＴＯＰ！高齢者虐待」事業に取り組んでいる。

こうした取り組みの一環として、高齢者虐待の要因を明らか
にし、虐待の防止を図るため、岡山県高齢者虐待防止対策委員
会の意見を聴きながら 「高齢者虐待防止ガイドライン」を策、
定した。

高齢者虐待のないまちづくりに取り組む多くの方々に御活用
いただくことを願うとともに、参考資料を御提供いただいた各
位に感謝申し上げる。

岡山県保健福祉部長寿社会対策課長 藤田 成美
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１ 高齢者虐待の理解

(1) 高齢者虐待の実態

① 実態調査

県では、昨年度、県内における「高齢者虐待」の実態を把握し、今後の

施策に活かすため 岡山県在宅介護支援センター協議会の協力を得て 高、 、「

齢者虐待」に関する実態調査を実施した。

② 調査の概要

調査対象 岡山県内の在宅介護支援センター １６５箇所

在宅介護支援センターがない町村 ７町村

合計 １７２箇所

＊ 在宅介護支援センターがない町村

和気町、新庄村、富村、奥津町、上斎原村、

阿波村、大原町

調査事例 過去３年間に把握している事例のすべて

調査時期 平成１５年７月～８月

回収状況 １００％

そ の 他 回答割合の算出に際しては、小数点以下第２位を四捨

五入して第１位までを示している。このため、表示割

合の合計が１００．０％にならないことがある。
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③ 調査結果の概要

ア 「高齢者虐待」を取り扱った事例の有無

「 」 、「 」高齢者虐待 を取り扱った事例の有無について尋ねたところ ある

という回答が６割を超える６０．５％となった。

イ 「高齢者虐待」の種類

「高齢者虐待」の種類について尋ねたところ、回答があった３７９件の

事例のすべてが「在宅」におけるもので 「施設」における事例はなく、、

種類別の内訳では 「世話の放棄」が最も多く、１２３件であった。、

次いで 「身体的虐待」が第２位で、１０６件 「心理的虐待」が第３位、 、

で、８１件 「経済的虐待」が第４位で、６６件などとなっている。、

【 高齢者虐待」の種類】「

区 分 在 宅 施 設

世話の放棄 123件 32.5% (111件 31.2%) 0件 (0件)
身体的虐待 106件 28.0% (103件 28.9%) 0件 (0件)
心理的虐待 81件 21.4% ( 77件 21.6%) 0件 (0件)
経済的虐待 66件 17.4% ( 62件 17.4%) 0件 (0件)
性 的 虐 待 3件 0.8% ( 3件 0.8%) 0件 (0件)

合 計 379件 100.0% (356件 100.0%) 0件 (0件)

※ ( )内は、要介護認定を受けている者を示す。
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ウ 「高齢者虐待」を発見したきっかけ

「高齢者虐待」を発見したきっかけについて尋ねたところ 「サービス、

提供事業者から」が最も多く、３５．５％となった。

次いで 「本人から」が第２位で、２９．７％ 「虐待者から」が第３位、 、

で、１５．１％ 「民生委員などから」が第４位で、１１．６％などとな、

、 ．っており 高齢者及び介護者といった当事者からの情報によるものが４４

８％と４割を超えている。

【 高齢者虐待」を発見したきっかけ】「

区 分 回答数 割 合

本人から 51 29.7％

虐待者から 26 15.1％

虐待者以外の家族から 10 5.8％

親族から 9 5.2％

近隣者から 11 6.4％

医療機関から 6 3.5％

民生委員などから 20 11.6％

サービス提供事業者から 61 35.5％

その他 15 8.7％

※ 割合は回答数１７２に対する割合を示す。

エ 「高齢者虐待」への対処

「 」 、 、高齢者虐待 に対して どのように対処したかについて尋ねたところ

「 」 、 ． 。他の職種や機関と協力して対処した が最も多く ３６ ０％となった

次いで 「模索しながら関わり続けた」が第２位で、２９．１％ 「家族、 、

のプライバシーに関わる問題であるため、立ち入ることができなかった」

、 ． 、「 」が第３位で １７ ４％ 適当と思われる専門機関や専門職を紹介した

が第４位で、７．０％などとなっている。

【 高齢者虐待」への対処】(制限なしの複数回答)「

区 分 回答数 割 合

自分が中心となって、問題を解決した 8 4.7％

対応法がわからなかったので、そのままにした 9 5.2％

家族に関わる問題であり、立ち入れなかった 30 17.4％

解決の見通しがつかないので、対処しなかった 3 1.7％

適当と思われる専門機関や専門職を紹介した 12 7.0％

模索しながら関わり続けた 50 29.1％

他の職種や機関と協力して対処した 62 36.0％

その他 21 12.2％

※ 割合は回答数１７２に対する割合を示す。
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オ 「高齢者虐待」に対処できなかったり、回避せざるを得なかった理由

「高齢者虐待」に対処できなかったり、回避せざるを得なかった理由に

ついて尋ねたところ 「家族の性格や精神上の問題があったため」が最も、

多く、３２．０％となった。

次いで 「法的問題や限界があると思ったため」が第２位で、２４．４、

％ 「適当な相談機関がなかったり、解決に必要なサービスがない」が第、

３位で、１０．５％ 「自分に対処するだけの経験や実力がないと思った、

ため」と「介入すると以後の相談や訪問を断られそうだったため」が第４

位で、６．４％などとなっている。

【「 」 、 】高齢者虐待 に対処できなかったり 回避せざるを得なかった理由
(制限なしの複数回答)

区 分 回答数 割 合

家族の性格や精神上の問題があった 55 32.0％

適当な相談機関や解決に必要なサービスがない 18 10.5％

同僚や職場の支援体制がなかった 1 0.6％

法的問題や限界がある 42 24.4％

自分に対処するだけの経験や実力がない 11 6.4％

介入すると以後の相談や訪問を断られる 11 6.4％

その他 15 8.7％

※ 割合は回答数１７２に対する割合を示す。

カ 「高齢者虐待」を取り扱うために必要な制度及び体制

「高齢者虐待」を取り扱うために必要な制度及び体制について尋ねたと

、「 」 、 ．ころ 多様な問題に対処できるネットワークづくり が最も多く ６０

５％となった。

次いで 「専門職員への研修」が第２位で、５４．１％ 「緊急一時保護、 、

制度の確立」が第３位で、５１．２％ 「民生委員などへの研修」が第４、

位で、４１．３％などとなっている。

0 20 40 60 80

多様な問題に対処できるネットワークづくり

専門職員への研修

緊急一時保護制度の確立

民生委員などへの研修

身近な相談機関の設置

一般県民への啓発

通報義務制度の確立

その他

60.5

54.1

51.2

41.3

35.5

34.9

31.4

8.1



－6－

キ 高齢者の「人権」や「虐待」に関する研修への参加及び研修の内容

高齢者の「人権」や「虐待」に関する研修について尋ねたところ 「参、

加したい」が最も多く、６６．８％となった。

、「 」 、 ． 、「 」次いで 是非参加したい が第２位で ２６ ２％ どちらでも良い

が第３位で、７．０％となっており 「参加しない」という回答は全くな、

かった。

「 」 「 」 、 ． 、参加したい と 是非参加したい を合わせると ９３ ０％となり

ほとんどの人が研修に参加したいと回答している。

ク 「高齢者虐待」に関する意見

「高齢者虐待」に関する意見や要望を自由に記入してもらったところ、

多数の意見等が寄せられた。主な意見等は次のとおりである。

① 岡山市の地域ケア会議では、取り上げた虐待事例は少なかったが、潜

在的にはまだまだ多くのケースがあるのではないか。

② 虐待については行政の介入が必要不可欠であり、虐待されている高齢

、 。者を早期発見し 保護支援していくシステムの確立を早急にして欲しい

③ 専門チームがすぐ編成できる体制づくりが大切ではないか。

④ 独居高齢者においても経済的虐待は起きており、金融機関との連携も

必要ではないか。

⑤ 近隣等の見守り、警察官による定期訪問等による密室化予防対処方法

の共通マニュアル、アセスメントシート等の作成が必要ではないか。

⑥ 今までは介護は家庭の中の問題という考えがあったが、介護の社会化

によって虐待の実情が表面に現れた。時代や社会の流れに沿った対応を

協議し、広く啓発していく必要がある。

是非参加したい

(26.2%)

参加したい

(66.8%)

どちらでも良い

(7.0%)
参加しない

(0.0%)



－7－

⑦ ケアマネジャーばかりに責任をおしつけないで、緊急時の相談窓口を

明確にし、虐待を予防する対策が必要である。

⑧ 家族に虐待しているという意識がない場合の対処が難しい。

⑨ 介護者がすぐに相談利用できるような施設の充実を図って欲しい。

⑩ ネットワークの強化、通報制度等の援助体制の整備を図って欲しい。

⑪ 体罰をしつけと言い張る家族への対応に苦慮している。

⑫ 虐待の裏にある背景をいち早くキャッチし、適切な相談機関への情報

提供が望まれる。

⑬ 一人で対応するのではなく、ネットワークで対応できるようにしなく

てはいけない。

⑭ 虐待を扱ったことはないが、自分自身に経験・力量が欠けているため

不安を感じることがある。

⑮ 気軽に相談できる窓口が必要である。

⑯ 介護教室等での知識と技術の勉強やストレス発散できる場が必要であ

る。

⑰ 虐待について虐待者に言えなかったり、言えたとしても聞くような性

格でないケースが多く難しい。

⑱ 家族間の問題は立ち入ることが難しい。

⑲ もともと介護熱心な介護者が虐待を行うケースがあり、福祉に対する

偏見を無くし、一人で介護を抱え込まない意識が必要ではないか。
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(2) 高齢者虐待の定義

「高齢者虐待」とは、概念的には 「高齢者に対して、家族を含む他者か、

」 、 、ら行われる人権侵害に当たる行為 と考えられるが その定義については

現在のところ定まったものはない。

このため、昨年度、岡山県が実施した「岡山県における高齢者虐待に関

する実態調査報告書」（平成15年11月）の定義及び厚生労働省が実施した

「家庭内における高齢者虐待に関する調査 （平成15年11月）の定義を引用」

する。

① 岡山県調査における定義

区 分 定 義、説 明

身体的虐待 ・ 殴る 蹴る などの暴行を受け 身体に外傷 内出血 ア「 」「 」 、 、 （

ザ 、うちみ、ねんざ、骨折、やけどなどの傷跡が見受け）

られる場合

・また、意思に反して身体を拘束された場合

性 的 虐 待 ・性的暴力または性的いたずらを受けたと見受けられる場合

心理的虐待 ・言葉による暴力（侮辱、脅迫等）や家庭内での無視などに

よって心理的に不安定な状態または孤立に陥り、日常生活

に支障を来すほどのおびえなどの精神状態が見受けられる

場合

経済的虐待 ・高齢者へ年金などの現金を渡さない、または取り上げて使

用する、高齢者所有の不動産を無断で処分するなど、過度

の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合

世話の放棄 ・日常の介護放棄、健康状態を損なうような放置（適切な食

事が準備されない等）などによって、高齢者の健康維持、

日常生活への援助がなされていないと見受けられる場合

※「岡山県における高齢者虐待に関する実態調査報告書 （平成15年11月）」
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② 厚生労働省の定義

区 分 内 容 と 具 体 例

暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外身体的虐待

部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に

入れる、やけど・打撲させる

・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりし

て、身体拘束、抑制をする／等

性的虐待 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

行為またはその強要

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する／等

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によ心理的虐待

って精神的、情緒的に苦痛を与えること

・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、

高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・侮辱を込めて、子どものように扱う

・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する／等

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経済的虐待

使用を理由なく制限すること

・日常生活に必要な金銭を渡さない／使わせない

・本人の自宅等を本人に無断で売却する

・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する／等

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話介護・世話

を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者のの放棄・放

生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させている任

こと

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が

汚れている

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長

時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由

なく制限したり使わせない／等

※「家庭内における高齢者虐待に関する調査 （平成15年11月）」
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(3) 高齢者虐待をめぐる主な論点

高齢者虐待の防止に係る取り組みは、まだ緒に就いたばかりである。

このため、様々な論点について次のような議論がある。

① ニュアンスの違い

高齢者虐待 … 語感に高齢者が相当程度の危害を及ぼすような仕打ちを

受けているという意味合いを持つ。

このため、程度が相対的に軽い「不適切な介護」といっ

た事例についての呼称が別途必要ではないかとの意見も

ある。

… 高齢者への不適切な扱いをすることを含んだ意味合いをelder abuse

持つ。

高齢者虐待の概念図

顕在化した虐待

<虐待者>意図的虐待

グレーゾーン

<高齢者>虐待を受けている自覚あり

<虐待者>非意図的虐待

<高齢者>虐待を受けている自覚なし

抑制（意思に基づかない行動制限）

身体拘束

不適切なケア
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② 家庭と施設

家庭内虐待 … 家庭内で高齢者が虐待を受けることを指す。

高齢者虐待は家庭内虐待が中心であるという狭い捉え方

もある。

施設内虐待 … 高齢者が利用・入所している施設、病院内等において、

施設等の職員、他の入所・利用高齢者、家族、面会者等

から高齢者が虐待を受けることを指す。

なお、施設等の職員がひもで縛る、ベッドを柵で囲むと

いった行為(身体拘束)を原則禁止する規定が介護保険制

度に盛り込まれている。

なお、要援護状態の高齢者を地域社会から締め出して施設等で処遇すべ

きだとするケースも見られるが、こうしたことも高齢者虐待に該当する場

合があると考えられる。

③ 状 況

、 、要介護高齢者に限らず 元気な高齢者に対する善意や励ましであっても

状況によっては、高齢者虐待に該当する場合がある。

④ 意 図

虐待が意図的であるかどうかは問わない。むしろ、意図的でない場合の

方が多いのではないかと言われている。

⑤ 自 覚

高齢者本人が虐待あるいは不適切な状態と自覚しているかどうかは問わ

ない。ゆえに、高齢者虐待の定義をあいまいにしている面がある。

⑥ 自己放任等

自己放任・自虐が含まれるかどうかも議論があるところであるが 「(2)、

高齢者虐待の定義」で引用した二つの定義は、いずれも含んでいない。

上記のように、様々な場合、状況があると考えられるが、結果として、

高齢者に対する人権侵害に当たるような行為は高齢者虐待に当たると考え

られる。
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(4) 高齢者虐待の要因

高齢者虐待が起こる要因については、さまざまな要素が考えられる。

それらの諸要素は、同じ時期に一度に生ずる場合だけでなく、例えば、

、 、 、 、家族相互の人間関係 利害関係が影響し 家族間の軋轢 感情的なしこり

こじれに発展している事例のように、昔からの家族の生活史といったもの

が大きく影響していると考えられる場合もある。

① 虐待される高齢者が介護を要する状態にある。

身体の弱い高齢者は健康な高齢者より虐待を受けやすいと言われている

、 、が 高齢者の介護が重度化するにつれ介護者のストレスレベルが高くなり

虐待発生の要因に繋がりやすいと考えられる。

特に、認知症の高齢者が虐待を受けることが多く、全体の７割から８割

を超えるというデータもある。

また、被害を受けている状態が固定化することにより、虐待が問題とな

ることが多い。

② 家族、介護者のストレスが高い。

介護負担に耐えかね、介護の手抜きが放任になることが多い。

また、介護の期間が長期になるに従って、介護疲れからのストレスによ

る虐待が発生しやすい。

さらに、一般的には男性は介護など家庭のことを女性に依存するという

意識が強い傾向に有るが、特に、女性の５０歳前後の年齢は、更年期障害

などの体調に変化が起こりやすい時期でもあり、女性にとっては介護の負

担が心身ともに大きな重圧となる場合が多く、身体的にも精神的にも重い

負担を抱えながら介護する日々が続くことにより、介護者のストレスやフ

ラストレーションが重なり、虐待に繋がってしまう場合が多い。

最近では、在宅で男性が介護している場合に高齢者虐待が起こることが

多くなっているが、介護に不慣れな男性の介護ストレスが貯まって、虐待

に及んだのではないかと考えられる。

また、高齢者の年金等を当てにして生活を送るようなパラサイト型の息

子等による虐待が最近増えていると言われており、男性は地域社会で孤立

している場合が多く見られることから、こうした男性に対する支援措置が

必要となっている。
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③ 人間関係が悪い。

虐待をしている人と虐待を受けている人の関係が過去から悪い場合は、

介護に係るストレスはさらに強いものとなり、高齢者虐待の要因となる。

高齢者虐待は、世代から世代へと伝わる暴力の連鎖である。

高齢者虐待は、親が祖父母にしていたように、自分の親にするといった

暴力を内在している家庭や暴力によって物事を解決しようとする家族の存

在が要因のひとつとなっている。

高齢者虐待は、過去において自分にふるわれた暴カヘの仕返しであるこ

とがある。

特に、支配的な嫁姑関係や夫婦関係があった場合などに、姑や夫などが

要支援状態になったことをきっかけとして、それまでの力関係が逆転し、

介護することに抵抗を覚え、充分な介護を行われないなどの事例が見受け

られる。

一方、反対に 「支配関係が継続・強化」されるタイプや、親子夫婦間、

の共存・依存の関係が根底にある「関係依存密着」タイプにおいても、高

齢者虐待が認められる場合がある。

家庭という密室の中で、虐待する側もされる側も、高齢者虐待により、

心身両面に深い傷を受けていることが推察できる。

④ 精神面・経済面などの問題をかかえた虐待者がいる。

虐待者に精神障害、アルコール依存、人格障害等がある。

この場合は、特に虐待している人への医療面でのアプローチを含めて総

合的な支援を行う必要がある。

また、虐待をしている人の「経済状況が悪い 「身体に疾病を有する」」

などの状態が虐待発生の要因となっている事例がある。

一般的に、介護が介護者にとって心身共に負担となる場合が多いことが

認められるが、さらに経済の問題や、心身の問題が重なることが虐待発生

の要因に繋がりやすいと考えられる。

なお、高齢者虐待の要因は、単独の場合もあるが、実際には、複雑に絡み

合うケースが多いと考えられ、一つ一つの要因と向き合いつつ、総合的な支

援の目標を設定した支援を行っていくことが支援者に求められている。
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(5) 高齢者虐待が顕在化しない理由

① 虐待を受けている高齢者が外に出そうとしない。

家族から受けている虐待は虐待を受けている高齢者が外の助けを求める

ことが極めて難しい場合がある。

② 虐待を発見した専門職員や近隣の住民が通報することが少ない。

高齢者虐待の概念がきわめてあいまいであることから、保健福祉の専門

職員は、積極的に取り上げにくい。

長い家族関係の悪さによって、虐待が起こっている場合は、家族関係の

修復への見通しを持つことができず、積極的に関わることを躊躇させてし

まう。

、 、高齢者虐待が家族に関係することから 民生委員や地域住民によっては

地域の在宅介護支援センター等への情報提供をプライバシーの観点から躊

、 、躇するケースがあるが 在宅介護支援センター等の職員は守秘義務があり

積極的な通報が望まれる。

むしろ、疑いを持ったら積極的に通報することにより、高齢者虐待の進

行を防止し、早期の解決につながると考えられる。

③ 専門職員が虐待に問してのアセスメントや対応方法についての研修や、

トレーニングを受けていない。

特に、高齢者虐待に関する情報を受けた以降、専門職員がその意識の低

さにより、早急な対応を怠り、事態を悪化させている場合がある。

④ 専門機関がない。

児童虐待の場合は取り扱う機関が児童相談所と明確であるが、高齢者虐

待の場合は、第一義的には、市町村、在宅介護支援センター、社会福祉協

議会などが考えられるが、児童虐待に比べて明確でないと言える。

高齢者の場合、児童やＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)のような虐

待防止法がないが、ないからと言って対応しないことになるであろうか。

逆に、法ができたら対応できるのか、法がないからこそ、対応が必要で

はないかと考えており、高齢者虐待の防止に向けての積極的な対応をとる

ことが専門職員に期待されている。
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２ 高齢者虐待への対応

(1) 高齢者虐待の発見

① 虐待のサイン

高齢者虐待への対応の第一歩は、虐待のサインを見逃さず、早急にかつ

適切に対応することである。

高齢者虐待の主なサインは次ページのとおりであるが、これらのサイン

は 「日頃から高齢者虐待を早期発見・予防するためには、どのようなこ、

とに注目すべきなのか」という大きな課題に取り組むための、大きなヒン

トになる。

但し、これらのサインが見受けられても、即座に虐待に繋がると判断す

ることは大変危険である。

サインはあくまでもひとつの目安であり 多くの場合 多種の専門家 福、 、 （

祉・保健・医療など）と地域社会の連携によるチームワーク体制での継続

した見守り・検討が必要となる。

一般的に高齢者虐待は閉ざされた家庭の中で行われることが多く、外部

からは気づきにくい。

また、虐待されている高齢者が虐待している家族をかばったり、あるい

は虐待の増大を怖れるために口を固く閉ざすしかなかったり、認知症の進

行により虐待を受けていることを伝えられないといった状況も考慮する必

要がある。

支援者は、虐待を受けている高齢者の早期救済とともに、虐待をしてい

る介護者・家族への早期支援も常に心掛けねばならない。

虐待を受け心身ともに追いつめられている高齢者と、虐待という行為に

至ってしまっている介護者・家族を早期に発見し、虐待の深刻化を防ぐた

めに、地域社会全体が高齢者虐待に関する認識を深め、地域の高齢者の状

況を注意深く見守っていくことが重要である。
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② 高齢者虐待が疑われるサイン

<高齢者のサイン>

説明のつかないケガをしている。

栄養不良状態・衰弱状態・脱水症状がみられる。

異常な体重の減少がみられる。

髪、ひげ、または爪が伸び放題で汚れている。

いつも同じ服を着ている。汚れたり、破れた服を着ている。

身体から強い悪臭がする。

部屋が掃除されていない。

必要な医療を受けていない。必要な薬を飲んでいない。

意気消沈している。よく泣く。ふさぎ込むことが多い。

無気力になる。

表情がかたい。何かに怯えている。

生活に必要なお金が無い。

家賃や公共料金などを滞納している。

本人からの訴えがある。

<介護者のサイン>

高齢者に対する質問に介護者が全て答えてしまう。

高齢者に面会させない。

介護者が不在がちである。

相談員やサービス提供者等に非協力的である。

高齢者に対し、無関心・冷淡である。

高齢者に対し、暴言を吐く。

高齢者の所有物（金銭）に異常な興味を示す。

明白なアルコール依存・薬物依存である。

介護疲れが著しい様子が伺える。
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③ 高齢者虐待のめやす

高齢者を介護しているにもかかわらず、高齢者を虐待している場合があ

るが、介護者のための高齢者虐待のめやすは次のとおりである。

<高齢者虐待のめやす>

高齢者に良いことと悪いことをわかってもらうために、たたくなど、し

つけをしている。

高齢者が徘徊するので、部屋から出さないようにしている。

高齢者が異常な行動をとるので、安静にする薬を多めに与えている。

認知症、寝たきりの高齢者を外出させず、知り合いが訪ねてきても合わ

せないようにしている。

高齢者が言うことを聞かないので、思わず手がでてしまう。

高齢者が言うことを聞かないので、思わずののしってしまう。

高齢者が言うことを聞かないので、口をきかないようにしている。

高齢者が言うことを聞かないので、部屋に鍵をかけている。

介護が大変なので、本人の前で思わずぐちをこぼしてしまう。

介護が大変なので、時々世話をしないことがある。

仕事で介護ができないので、高齢者の食事を抜くことがある。

お金が乏しいので、医療機関へ連れて行くことを控えている。

、 。高齢者の年金の管理をし その中から本人に無断で生活費を出している

高齢者の預金通帳やはんこを管理し、本人に無断で使っている。
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高齢者虐待発生までの時系列分析モデル

潜在因子<先行条件>
身体的状況 心理的状況

夫婦・親子の過去における関係の悪さ身体能力の低下
疾病、障害、高齢、虚弱 意識：憎しみ 接触：表面的

家庭環境 社会環境
家族の価値観：暴力容認 社会サービスの不足
経済力の低下 社会交流の不足 世間の目<排他的>

きっかけ<できごと>
・介護負担増大

好発条件・寝たきり、認知症、失禁、高齢
者・介護者の病状悪化

・意識：腹を立てる 精神障害
・行動：言葉による攻撃 アルコール依存
・接触：一方通行 問題性格
・暴力を容認する状況 <依存､未成熟>
・失業、生活不安 移 住
・他人の出入りが少ない
・解決の見通しがない不安状況

兆 候
顔の表情…暗い 整容…頭髪のみだれ 会話…口数少ない
態度・行動…依存的 あざ 打ち身 捻挫・脱臼 骨折 やけど
日常の介護放棄 治療を受けさせない 食事を用意しない 日常生活の制限

　　　　高齢者虐待
身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
経済的虐待 世話の放棄
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(2) 高齢者虐待への様々な対応

① 見守リ・予防的対応

高齢者虐待に係る潜在的な因子や虐待の誘因の発生に対して適切に対応

する。

介護者と高齢者、それぞれ個別に言い分や不満を聞き、感情表出の促進

と受容など情緒的サポート、カウンセリングといった方法によりストレス

の緩和を図る。

定期的な訪問を継続し、介護者と高齢者のニーズに添うサービス提供と

並行して、モニタリングならびに再アセスメントを行う。

各種相談機関や電話相談の利用を勧める。

② 予測・調整対応

高齢者虐待に係る兆候の発生や当事者間での解決困難な状況に対して、

予測的・調整的に介入する。

介護家族と高齢者それぞれのストレスを緩和する。

外部の第三者的サービス提供者を確保して、家族内の変化を図り、調整

を容易にする。

家族の会などとの接触、会合への参加を勧める。

ショートステイの利用など、適用できる社会資源の積極的な活用を勧め

る。

高齢者・虐待者いずれかに精神障害や人格障害が見受けられる場合は、

専門的な対応・治療を勧める。
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③ 分離対応

虐待を受けている高齢者に対し、自己の人権保護の権利を放棄しないよ

うに話す。

高齢者の了解を受けて、これ以上放置すると、状況がかなり悪化する場

合に、高齢者の保護のため、高齢者を一時的に虐待者から離す。

④ 緊急対応

高齢者虐待への対応は、虐待が表面化した場合における対応が主ではな

く、不適切なケアとの境界にあるようなグレーゾーンにおける対応がより

望ましい。

しかしながら、生命の危険度が高く、放置しておくと重大な結果を招く

ような危機的な場合は、緊急的な対応が必要である。

高齢者虐待の程度と対応

衰弱、脱水、無反応緊急対応 生命の危険

関係悪化､ののしりあい一時分離対応 高齢者虐待の悪化

介護者のストレス在宅緊急対応 高齢者虐待の疑い

他人事という意識虐待の予防 高齢者虐待を生む土壌
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緊急対応には、在宅サービスを緊急的に導入するような場合や一時的に

分離するような場合のほか、危機的な状況が明らかで、生命の危機や深刻

な被害が見込まれるような場合には、市町村は、老人福祉法に基づく「措

置」を検討することが必要である。

(3) 具体的対応方法 －支援者の心がけ－

① 一人で抱え込まない

高齢者虐待が疑われる事例に携わる場合、プライバシーに関わる事柄で

あるための留意は必要であるが、一人で抱え込まず、信頼できる上司や同

僚、また日頃から支え合っている支援者仲間などに相談し、直面している

課題を整理することが必要である。

虐待事例に関わる場合は、複数の職種、機関で連携をとりながら定期的

・継続的に関わりを持つことが効果的である。

虐待への対応方法は固定したものではなく、それぞれの事例により、具

体的な対応法を検討しなければならないことが多く、複数の職種・機関が

連携を持つ場として 「地域ケア会議」などを有効に活用することが必要、

である。

高齢者虐待への対応は、高齢者の保健福祉等に取り組む専門職員だけで

なく、近隣住民や老人クラブ等のインフォーマルなサービスに携わる者を

含め、チームで取り組むことが必要である。

ただし、具体の事案への対応に当たっては、支援を要する家族等に最も

信頼され、実際に虐待防止に携わるキーパーソンを決めたうえで対応する

ことが必要である。
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② 状況の確認

高齢者虐待においては、虐待を受けている高齢者も虐待者も事実を語ら

ない場合が多々ある。

また、状況の確認は電話でも良いが、住宅状況や人間関係の把握という

観点から考えると、家庭訪問に勝るものはないと言える。

家庭訪問に際しては 「高齢者虐待」とは言わず 「日常の訪問」と言う、 、

ことが必要である。

従って、民生委員など第三者から情報を得るときは 「高齢者虐待」と、

いう言葉を使わないようにすることが必要である。

虐待者も困っていることが多く、不承不承、在宅介護している場合もあ

ることから、状況確認に当たっては、虐待者も被害者であるという認識に

立つことが求められる。

むしろ、虐待者に対して、相談機関を紹介したり、家族介護支援事業の

利用を勧めるといった配慮が必要である。

特に、介護家族の会への参加はグループの力によりストレスを発散し、

将来の展望が持てない単調な在宅介護生活に憩いを作る場となることから

非常に有効である。

支援者は虐待者の気持ちにも耳を傾ける姿勢が必要であり、例えば、介

護は女性、嫁の役割といった思いを持ってしまうと、虐待者は本心を開か

ず、信頼関係ができないことが多い。

また、虐待者が介護者である場合には、介護の労苦をねぎらい、小さな

ことでも評価することが望まれる。

高齢者や他の家族に対しても、介護者を評価するような心遣いをするよ

うに依頼することが必要である。
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③ 緊急度の判断

高齢者虐待の場合、生命に危険があるかどうかを早期に判断することが

重要である。

生命の危機により、救出に緊急を要する場合も少なくない。

緊急度の高い場合は、高齢者を早急に保護する必要があり、医療機関へ

の入院や救急車の依頼、事件性がある場合は警察への連絡が必要である。

また、市町村は緊急を要する事例や高齢者と虐待者の関係修復が困難と

考えられる事例等 「やむを得ない事由」がある場合については、老人福、

祉法に基づき、特別養護老人ホーム等に高齢者を「措置」することができ

る。なお、この場合、定員の５％(４０床を超える施設では２床)までは、

定員超過利用による減算の対象とならない。

参考 全国介護保険担当課長会議資料 抜粋 (平成15年9月8日 厚生労働省)

「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。

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。

④ 法的知識の必要性

高齢者虐待の態様によっては、支援者は法的知識が必要となる。

とりわけ、経済的な虐待についてはいろいろな法的な制度を活用するこ

とが有効な場合がある。

一人暮らしや高齢者世帯などの認知症高齢者の日常的な金銭管理には社

会福祉協議会が相談窓口の「地域福祉権利擁護事業」がある。また、財産

問題が絡む場合などでは 「成年後見制度」の利用も考えられ、法的な知、

識を必要とする場合は、弁護士会、司法書士会、税理士会などが開設して

いる相談窓口を利用することが必要である。
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⑤ 家族への支援

高齢者虐待とは、虐待者にとっても高齢者にとっても、身体的あるいは

精神的に大きな負担となっている。

弱者＝高齢者、強者＝虐待者と決めつけるのではなく、心に深く大きな

、 「 」傷を負っている高齢者 虐待者それぞれの生活の歴史を含めた 心のケア

を大切にし、場合によっては、虐待者も被害者であるといった認識を持つ

ことが求められる場合もあり、虐待者に対する回復プログラムが必要とな

っている。

地域の力を結集し、高齢者虐待という、どの家庭でも起こりうる「地域

の課題」に真摯に向き合い、虐待を予防し、解決するために力を一つにす

ることが「今まさに」真剣に求められているのではないかと考えられる。

本ガイドラインの高齢者虐待の定義には含まれていないものの、自己放

任・自虐と考えられるような場合には、高齢者が自らの生き方を否定した

り、自己放任等に陥らないよう、家族をはじめとする周囲が気をつけるこ

との重要性を啓発するなどの支援が求められている。
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３ 施設内虐待への対応と予防

(1) 施設内虐待とは

施設内虐待には、①職員(スタッフ)による虐待、②利用者間での虐待、

③面会者(家族)による虐待、④実習生、ボランティアなどによる虐待など

がある。

「①職員(スタッフ)による虐待」については、平成１２年の介護保険制

度の施行に伴い、介護保険施設などにおいて、ベットや車椅子に縛り付け

るなどの身体の自由を奪う「身体拘束」が原則として禁止され 「身体拘、

束ゼロ作戦」が展開されている。

身体拘束とは、医療や看護の現場で、患者や介護を受ける人の援助技術

の一つとして行われてきたが、手術後や知的能力に障害がある場合、安全

を確保する観点から、ベットや車椅子、椅子に縛り付けたり、身体の自由

を制限する着衣を着させるなどの行為を指す。

高齢者のケアの現場でも、その影響を受ける形で、高齢者の転倒・転落

防止、点滴の際の事故防止、徘徊などの防止、脱衣やおむつを脱いでしま

うことの防止などの目的で、身体拘束が行われてきた。

こうした身体拘束や様々な方法で行われる抑制も高齢者虐待に当たると

考えられる。

また、施設内虐待としては、職員(スタッフ)などによる高齢者に対する

言葉の暴力、無視といった心理的虐待や利用者の個人資産を勝手に流用す

るといった経済的虐待もあり、施設全体での改善に向けての取組が期待さ

れている。

【 施設内虐待」の種類】「

虐待者別 調査① 調査② 調査③ 虐待の種類 調査④ 調査③

職員 95件 119件 694件 身体的虐待 15件 343件
39件 124件 98件 性 的 虐 待 0件 57件他の利用者

家族 40件 27件 23件 心理的虐待 26件 326件
経済的虐待 0件 10件
世話の放棄 12件 145件調査① 特別養護老人ホーム<Ｈ10 田中ら>

調査② 特別養護老人ホーム<Ｈ12 田中ら>

調査③ 老人保健施設<Ｈ13 高崎ら>

調査④ 特別養護老人ホーム<Ｈ10 田中ら>
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、「 」 「 」 、高齢者介護において 施設 と 在宅 に分けて考えることが多いが

高齢者虐待は 「施設」と「在宅」とに分けること自体が疑問で、施設内、

であるか、家庭内であるかを問わず、早急に解決を図らなければならない

非常に重要な課題であると考えられる。

(2) 身体拘束の具体例

介護保険で原則禁止されている身体拘束の具体的な例は次のとおりであ

る。

① 徘徊防止のためベットや車椅子に胴や手足を縛る。

② 転倒・転落防止のためベットや車椅子に胴や手足を縛る。

③ 自分で降りられないように、ベット柵を２本使用し固定したり、高い

柵を使用する。または、ベット柵を４本つけてベットを取り囲む。

④ 点滴・中心静脈栄養・経管栄養等のチューブを抜かないように、手足

を縛る。

⑤ 点滴・中心静脈栄養・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、ミトン型の手袋を使う（手足の自由を

奪う道具や工夫をする 。）

⑥ 車椅子等からずり落ちたり、立ち上がらないように、腰ベルト（紐 、）

Ｙ字抑制帯、テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人に、立ち上りを妨げるような椅子などを使用

する。

⑧ 脱衣・おむつ外しを防ぐため、介護衣（つなぎ）を着させる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに胴や手足を縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、精神作用を減衰させる薬（向精神薬）を

過剰に使う。

⑪ 自分の意志で開けられない部屋に隔離する（鍵の掛かる部屋に閉じこ

める 。）
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(3) 身体拘束の弊害

「身体拘束」がもたらす弊害には、次の３点が考えられる。

① 身体的弊害

身体拘束は、様々な身体的弊害をもたらす。

例えば、本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫

部位のじょく創の発生などの外的弊害。

食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害。

車いすに拘束しているケースでは無理な立ち上がりによる転倒事故、ベ

ッド柵のケースでは乗り越えによる転落事故、さらには抑制具による窒息

等の大事故を発生させる危険性すらある。

本来のケアにおいて追求されるべき「高齢者の機能回復」という目標と

は、まさに正反対の結果を招くおそれがある。

② 精神的弊害

身体拘束は精神的にも大きな弊害をもたらす。

本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を与え、

そして人間としての尊厳を侵す。身体拘束によって、認知症がさらに進行

し、せん妄の頻発をもたらすおそれもある。

また、本人の家族にも大きな精神的苦痛を与える。自らの親や配偶者が

拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔し、そして罪悪惑にさいなま

される家族は多いといわれる。

さらに、看護・介護スタッフも、自らが行うケアに対して誇りが持てな

くなり、安易な拘束が士気の低下を招く。

③ 社会的弊害

こうした身体拘束の弊害は、社会的にも大きな問題を含んでいる。

身体拘束は、看護・介護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、介

護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがある。

そして、身体拘束による高齢者の心身機能の低下はその人のＱＯＬ（ク

オリティー・オブ・ライフ：生活の質）を低下させるのみでなく、さらな

る医療的処置を生じさせ経済的にも少なからぬ影響をもたらす。
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(4) 介護保険サービス提供者に求められる責務

介護保険においては、身体拘束は原則禁止されている。しかし 「緊急、

やむを得ない場合」は例外的に身体拘束が容認されている。その要件、手

続き、記録義務は次のとおりである。

「身体拘束」を行う３つの要件（以下３つの要件をすべて満たすときだ

け身体拘束は例外的に認められる）

① 切迫性

利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能

性が著しく高い場合

② 非代替性

身体拘束以外に代替する介護方法がないこと

③ 一時性

身体拘束は一時的なものであること

「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当のスタッフ個人（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。

また、身体拘束の内容、目的、時間、期間などを利用者本人や家族に対

して十分に説明し、理解を求めることが必要である。

なお、介護保険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。

「 」（ 「 」参考: 身体拘束ゼロへの手引き 厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議

編）

施設内虐待については、一般的には、①職員(スタッフ)による虐待だけ

を指すと捉えられがちであるが、②利用者間での虐待、③面会者(家族)に

よる虐待、④実習生、ボランティアなどによる虐待についても、留意が必

要と考えられる。
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４ 高齢者虐待のないまちづくり

高齢者虐待に限らず 起きてからの対応と並んで 起こらないための 予、 、 「

防」が大切である。

高齢者虐待のないまちづくりを行うために考えられる視点については、

次のとおり考えられる。

(1) 高齢者虐待の日常性

高齢者虐待の原因は多岐にわたっているが、例えば、認知症高齢者や介

護疲れといった事柄は、どの家庭でも起こる、ごく日常的なことであると

考えられる。

、 、このように考えると 高齢者虐待はどの家庭でも起こりうるものであり

決して他人事ではないと考えられる。

(2) 幅広いＰＲの必要性

しかしながら、一般には、高齢者虐待の存在はほとんど知られていない

と考えられ、幅広いＰＲが必要となっている。

(3) ご近所の力

一人暮らしのお年寄りの安否確認、寝たきりや認知症高齢者を抱えた家

族などへ見守りや声かけといったことを行政が行っている地域がある。

しかしながら、公の業務をすべて行政が担う時代は過去のものではない

かと考えられる。

むしろ、こうした地域に根ざした活動こそが「ご近所の力」を発揮する

ことではないかと考えられる。

こうしたご近所の皆さんの活動は、まちづくりそのものと言えるのでは

ないかと考えられる。

虐待のないまちづくりをみんなで行うことが強く求められており、地域

住民の意識づくりについての社会福祉協議会などの役割にはたいへん大き

なものがある。
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(4) 地域ケアシステムの構築

高齢者虐待への対応は、解決には相当程度の困難性が求められる事例が

多いとは考えられるものの、援助困難事例のひとつであると考えられる。

このため、高齢者虐待のないまちづくりを進めるには、地域ケアシステ

ムの構築が必要であると考えられる。

地域ケアシステムの構築を進めるためには、地域ケア会議の機能強化が

必要不可欠である。

① 地域ケア会議の機能強化

ア 基幹型在宅介護支援センターが開催

在宅介護支援センター運営事業実施要綱において「基幹型在宅介護支

援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型在宅介護支援

センターを支援するものであり、地域型在宅介護支援センターと密接な

連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該基幹型在宅介護支援セ

ンターにおいて行うものとする 」として、地域ケア会議は、基幹型在。

宅介護支援センターが開催していくものとされている。

ただし、小規模な市町村であって、基幹型在宅介護支援センターを設

置していない場合には 「市町村自らが連絡支援体制の基幹的役割を果、

たすものとする 」とされており、市町村が地域型在宅介護支援センタ。

ーに位置付けるか、自らが主宰するか、責任を持って設置、開催してい

くことが求められる。

さらに地域ケア会議は、地域型在宅介護支援センターと密接な連携を

図って行うことが基本的姿勢とされる。

イ 現場職員を中心としたメンバー構成

地域ケア会議のメンバー構成は 「保健、医療、福祉などの現場職員、

を中心に概ね10人程度で構成する」とされている。

地域ケア会議のめざすものは、高齢者の地域でのいきいきとした暮ら

しづくりであり、そのためには幅広い職種や機関・団体からのメンバー

参加が求められる。
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一部の者の閉じられた会議ではなく、地域(現場に)における具体的な

様々な問題、課題がここに上げられ、現場の人たちの意見や現状を踏ま

えての会議であること、又ここで議論され、決定されたことが、より多

くの現場の人たちに確実に連絡・報告されていくことが必要であり、よ

り多くの人たちに理解を持って伝わり、実行に移されていくことが必要

である。そのためにも、現場職員を中心とした幅広いメンバー構成が求

められる。

さらに、地域の問題・課題がただ議論されるだけではなく、具体的に

実践に移されていくことが必要であり、特に新たな制度・サービスの開

発と実施という点では、決定権のある代表者の参加が必要となるため、

部会制などの工夫(例えば、事例検討を中心とする部会と社会資源の修

正や開発を検討する部会など)も必要となる。

特に都市部での地域ケア会議においてはそのような点についての工夫

が、地域ケア会議の機能強化に向けて重要となる。

介護予防・地域支え合い(生活支援)サービスや地域ケアの総合調整が目的ウ

地域ケア会議の目的は 「介護予防・生活支援の観点から、介護保険、

外のサービス提供が必要な高齢者を対象に効果的な介護予防・生活支援

。」 。サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行う こととされている

また 「介護予防・生活支援」とは、要支援や要介護状態になること、

を予防することだけではなく、要支援や要介護状態になっても、その状

態がさらに重度化したり、深刻化、複雑化していくことを予防し、生き

生きとした(質の高い)生活を作り上げていくことを意味している。

、 、 、つまり 地域ケア会議は 元気高齢者だけを対象としたものではなく

要支援や要介護者も含めた「介護予防・生活支援」や地域ケアの総合調

整を目的とした場として機能化させていくことが求められている。

このように地域ケア会議は、介護保険と介護予防・生活支援等という

車の両輪としての２つの視点のどちらも抜きにすることはできないので

あり、次の各事項について検討され、方向づけられていく重要な場とし

て位置づけられる。

・ 介護サービス基盤の整備 ・ 認知症高齢者支援対策の推進

・ 元気高齢者づくり対策の推進 ・ 地域生活支援体制の整備

・ 利用者保護と信頼できる介護サービスの育成

・ 高齢者の保健福祉を支える社会的基盤の確立
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② 地域ケア会議の業務内容

ア 地域型在宅介護支援センターの統括

基幹型在宅介護支援センターは「地域型在宅介護支援センターと密接

な連携を図りつつ、地域に積極的に出向く」等の活動を通して、各地域

型在宅介護支援センターが日々の取り組みの中で抱えている様々な課題

や問題を把握し、助言・指導を行うとともに、すべての地域型在宅介護

支援センターに共通した課題や問題について総括し、これらの解決に向

けて地域ケア会議において検討していく役割を持っている。

地域ケア会議は、常に地域型在宅介護支援センターの活動を支援して

いく役割を持つものとなるのである。そのためにも地域型在宅介護支援

センターの声が基幹型在宅介護支援センターに確実に寄せらていくとと

もに、基幹型在宅介護支援センター自身による情報把握を積極的に行っ

ていくことが重要となる。地域型在宅介護支援センターに信頼される基

幹型在宅介護支援センターのあり方が問われている。

イ 援助困難事例の検討および対応システムの確立

在宅ケアを進めていく上で、それぞれの援助機関・援助者は様々な援

助困難事例に出会うこととなる。その時、当該援助機関や援助者だけで

問題を抱え、対応していくことでは、ますます問題を深刻化・長期化・

複雑化させてしまい、逆に利用者の生活を壊してしまうこととなる。

、 、こうしたことを防ぎ いきいきとした暮らしを支援していくためには

援助機関・援助者が困難事例に出会った時には、早急に、気軽に相談で

き、的確な助言・指導を得ることのできる場や仕組み(システム)が必要

となる。

地域ケア会議は、様々な専門職員が知恵を出し合い、連携して、こう

した高齢者虐待をはじめとする具体的な個別の援助困難事例の問題解決

をめざしていく場として、またそのためのシステムを作り上げていく重

要な役割を持つものである。
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ウ 効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整

地域ケア会議は、地域型在宅介護支援センターの行った実態把握や要

介護認定結果などの情報を活用し、介護予防・地域支え合いサービス対

象者の特定を行い、地域型在宅介護支援センターが、的確な個別サービ

ス計画(介護予防プラン)を策定することができるように、様々な社会資

源を調整していくことが求められている。

さらに保健・福祉・医療の関係専門職員や地域住民の調整を行い、こ

の計画を基にして チームでケアを行っていくよう支援していくこと(個、

別ケアのネットワークづくり)が求められており、援助のはじめ(エント

リー)から終わり(終結)まで、様々なプロセスでの効果的な総合調整を

行っていく機能が必要とされる。

エ 居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指導・支援、連携

ケア事例検討会の開催などを行い、居宅サービス事業者やケアマネジ

ャーの質的向上を図っていく。さらに、サービス担当者会議の開催やそ

の方法について、的確な指導・助言・支援を行うとともに、援助困難事

例への対応方法など様々な相談に応えていく。

こうした取り組みを通して、ケアマネジャーを中心として、居宅サー

ビス事業所や行政関係機関・関係職員、在宅介護支援センター、社会福

祉協議会その他様々な社会資源との連携を図っていく。

オ 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導

ケアプラン作成技術向上のため、要請があった場合、指導・助言を随

時行う。

ケアプランに介護予防・地域支え合いのサービスも含めていく場合、

ケアマネジャーからの要請に応じ、地域ケア会議の活用を図り、市町村

保健福祉サービスについての情報提供やその調整について必要な指導・

助言を行う。
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カ 地域ケアの総合調整

介護予防・地域支え合い活動が効果的に行えるためには、ケースの早

期発見から早期対応までの取り組みが必要となる。地域ケア会議は、そ

のためのシステムづくりをめざして、フォーマル、インフォーマルな社

会資源を総合調整し、地域ケアシステムの構築を検討、実施していく役

割を持つ。

キ 地域ケア会議の中心的役割

地域ケア会議は、事例検討や情報連絡の場としてだけ、あるいは連絡

の場としての役割を持つものではなく、すべての高齢者(重い障害や病

気を抱えた高齢者も)のいきいきとした暮らしづくりをめざした地域ケ

、 。アの連携の場として より実践的な会議としての役割を持つものである

「介護サービスの提供」と「健康づくり・介護予防、生きがい活動支

援」という２つの視点からの取り組みを確実に進め、より効果的にこれ

を機能させていくために、その中心的な場として地域ケア会議は位置付

けられ、この会議の機能強化が不可欠となる。

③ 「地域ケア会議」の本来的役割を果たすために

ア 組織の工夫

地域ケア会議が真にその役割を果たしていくためには、限られた、特

定の者による運営ではなく、現場職員を中心とした多くの関係職員の参

加が必要であり、そうした形があってこそより多くの知恵や意見が結集

・反映でき、効果的な実践が可能となる。

このため、地域ケア会議を一つだけと考えず、高齢者支援に必要な様

々な目的に応じて、会議の複数化とメンバーの多様化を機能的・効果的

に行い、それらをネットワーク化し、その総体を「地域ケア会議」とし

ていくなどの工夫が必要となる。特に人口規模の大きい都市部において

はこのような工夫が求められる。
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また一つの会議を地域ケア会議として設置する場合においても、多く

の関係職員の意見や知恵が反映していくために、様々な声を聴くととも

に、会議で話し合われたこと、決定されたことを常に伝え、そのことに

ついての意見をフィードバックさせていくための工夫が求められる。い

かに手間ひまが必要となってもそのプロセスが重要であり、みんなで作

る地域ケア会議としてのあり方が求められる。

イ 地域ケアシステムづくり

地域ケア会議が「地域ケアの総合調整」としての役割を果たしていく

ためには、要援護者の早期発見・早期対応としての地域ケアシステムづ

くりが必要である。ケース発見のためには、地域住民による見守り及び

専門職員による地域訪問活動(アウトリーチ)が重要となり、これらイン

フォーマル・フォーマルな社会資源をネットワークさせた仕組みが必要

となる。

さらには、情報が届けられた後の素早くかつ的確な対応を可能として

いくための仕組みも求められ、こうした高齢者虐待を含む早期発見と早

期対応を地域全体の仕組みとして組み込んだトータルケアとしての地域

ケアシステムが必要とされる。

地域ケア会議は、こうしたシステムづくり及びシステムの機能強化の

ための検討の場としての役割を持ち、またこのシステムが構築・機能強

化されることにより、地域ケア会議はその役割を発揮でき、この二つは

有機的な関係を持っている。

ウ 社会資源の整備・充実(社会資源の改良・開発)

社会資源の限られたところでは、自立支援に向けてのケアマネジメン

トは困難となる。このため、地域福祉の視点から「地域ケア会議」にお

ける情報を基に、フォーマル、インフォーマルな社会資源の整理・確認

・見直し・評価を行い、市町村等関係機関に介護予防・地域支え合い事

業などの改善(改良・開発)を提案・要望し、地域の抱える課題を明確に

施策につなげていくことが必要となる。
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エ 基幹型在宅介護支援センター職員の高い専門性

地域ケア会議は、そのメンバーの協働により運営され、機能化されて

いくものであるが、その主宰は基幹型在宅介護支援センターである。

このため、地域ケア会議が本来の役割を果たしていけるためには、基

幹型在宅介護支援センターの役割には大きいものがあり、ケアマネジメ

ントを始めとした地域援助、個別援助、集団援助などの幅広い援助技術

力(Hand)や理論(Head)、信頼される人間性(Heart)などの高い専門性が

より求められる。

急速に進む我が国の人口の高齢化の中、要支援・要介護高齢者の数は急

増している。こうした状況において、できる限り健康な生活を送ることが

できることはもちろんのこと、要介護となってもいきいきと暮らしていけ

る、そうした生活づくりの支援が求められる。こうした生活づくりは、援

助者に高い専門性が必要であるとともに、それぞれの援助者が個別バラバ

ラにではなく、連携していくことによって初めて実現することが可能とな

るものである。

こうした高い専門性を持った実践、連携しての実践を可能としていく役

割や機能を持っているのが地域ケア会議である。各市町村において、地域

ケア会議を地域ケアシステム構築の根幹として位置付け、これからの高齢

者の自立支援には必要不可欠な会議として明確に認識し、その機能強化が

図られていくことが重要である。

高齢者虐待のないまちづくりを進めていくためには、介護サービスなど

の公的制度による支援だけでなく、家族や地域社会全体における支え合い

が重要な意味を有している。

このため、高齢者自身や家族による「自助 、地域社会で支え合う「共」

助 、公的制度による「公助」が適切に組み合わさった地域ケアシステム」

の構築を積極的に図っていくことが必要である。



平成１５年度　地域ケア会議の基本機能及び組織運営に関する検討会報告 
〈岡山県在宅介護支援センター協議会等〉 

地域ケアシステムと地域ケア会議（岡山モデル） 

支援を必要とする人 

支援を必要とする人 

友人・近隣・地域の支援者 

家族・親族 

友人・家族・近隣者 

民生委員 

愛育委員 

栄養委員 

福祉（推進）委員 
ボランティア 

当事者組織 

老人クラブ 

町内会長 

行政機関 社会福祉協議会 

○市町村 
　福祉事務所 
○県 
　県民局 
　保健所 

地域の支援者 

◎地区社協 
・民生委員 
・愛育委員 
・栄養委員 
・老人クラブ等 

行政機関 

○市町村 
・高齢福祉担当 
・保護担当 
・保健担当 
・介護保険担当 

介護保険分野 

●居宅介護支援 
　事業所 

●介護サービス 
　事業所 

社会福祉協議会 

●地域福祉課 
・地域福祉活動専門員 
・ボランティア 
・NPO 
・当事者組織 

医療機関 

・医師 
・看護師 
・作業療法士 
・理学療法士 
・栄養士 

司法関係 

・弁護士 
・司法書士 
・公証人 

・社会福祉士等 
・保健師 
・看護師 

・社会福祉士等 
・保健師 
※基幹型支援セン 
　ターがない場合 
　は市町村が担う 

医療機関 

・医師 
・看護師 
・作業療法士 
・理学療法士 
・栄養士他 

職域分野 

・薬局（薬剤師） 
・新聞配達 
・郵便局員 
・警察 
・消防 

介護保険分野 

●居宅介護支援事業所 
・ケアマネジャー 
●介護サービス事業所 
・ホームヘルパー 
・介護福祉士 

○地域福祉課 
・地域福祉活動 
　推進委員他 
・ボランティア 
・当事者組織 

地域型 
在宅介護 
支援センター 

基幹型 
在宅介護 
支援センター 

地域ケア会議 
〈各関係機関との連携〉 

市　町　村 
社会資源開発会議 

（保健医療福祉検討会議） 
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◇高齢者虐待に関する事例①

「やむを得ない事由による措置」に至った事例

１ 被虐待者 ・８０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・９０歳代 夫

、 、３ 虐待種別 ・世話の放棄 (劣悪な生活環境 食事を提供してもらえない

治療やサービスを受けさせてもらえない)

４ 家族構成 ・被虐待者(８０歳代)、虐待者(９０歳代)、長女(５０歳代)

３人暮らし

、凡例 虐待者(夫) ◆ ● 被虐待者 認知症(中度)

、●:被虐待者 認知症 90歳代 80歳代 (妻) 廃用性症候群

◆:虐待者 歩行不能、

□:男 □ □ ○ 高度の貧血

○:女 60歳代 60歳代 50歳代

県外 県内 長女：統合失調症（医療中断）

、 。 。５ 環 境 ・広大な田畑に囲まれ 隣家が離れている地域 交流はない

、 、 。・住居環境は劣悪 不衛生で 排泄物の処理ができていない

６ 報 告 者 ・市町村役場職員

７ ・近所との交流がなく、民生委員、保健師の訪問を拒否。発見の契機

・夫は医療に不信感があり、また、在宅サービスを利用しな

いなどの状況であった。

・夫の認知症と思える兆候や長女の病状悪化があり、市町村

役場職員、在宅介護支援センター職員が関わる。

８ 経 過 ・食事、排泄等の日常の世話が放棄され、生命が脅かされる

、 。状況であり 高齢者虐待への緊急対応が必要と判断される

９ 結 果 ・夫、長女の入院により本人が独居となったことを契機に、

緊急的な入所が必要となり措置入所手続きとなる。

10 関 係 図

近 隣

家族・親族

本 人 長女

虐待者(夫)

民生委員

在宅介護支援センター 市町村役場

11 考 察 ・地域の支援者が少なく、さらに本人家族との関係が持ちに

、 。くい状況であったことから早期介入 対応が困難であった
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◇高齢者虐待に関する事例②

「老々介護 」の事例－自立の高齢者(介護者)が虐待を受けている－

１ 被虐待者 ・６０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・７０歳代 夫

３ 虐待種別 ・身体的虐待 (殴られる、蹴られる、タバコを投げつけられ

る、首を締められる)

・心理的虐待 (罵声をあびせられる)

４ 家族構成 ・被虐待者(６０歳代)、虐待者(７０歳代) ２人暮らし

虐待者(夫) ◆ ● 被虐待者

認知症 70歳代 60歳代 (妻)

アルコール中毒

○ □ ○

長女 次女

５ 報 告 者 ・地域型在宅介護支援センター職員

６ ・民生委員からの相談があり、家庭訪問し、高齢者虐待が発発見の契機

覚した。

７ 経 過 ・虐待者(夫)の暴力から逃れるため、次女宅や民生委員宅に

逃げ込んだことがある。

・虐待者への支援を行うなどの理由から、保健センター及び

市町村社会福祉協議会も関わりを持つこととなり、支援方

針の統一のため、情報の共有化を図っている。

８ 結 果 ・虐待者(夫)の入院先が決まったものの、夫は入院を拒否し

、 、 。ていたが 長女及び次女の付き添いにより 夫は入院した

９ 関 係 図

家族・親族

長女 本 人 次女

虐待者(夫)

民生委員

在宅介護支援センター 保健センター 社会福祉協議会

10 考 察 ・緊急度の判断が付かず、地域型在宅介護支援センターで抱

え込んでしまい、対応が遅れた。

・虐待を発見した際の協力体制、連携方針の確立が必要であ

る。

・被虐待者と虐待者を分離した後のフォロー策や虐待の繰り

返しを防ぐための検討が必要である。
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◇高齢者虐待に関する事例③

ねばり強く継続して支援した事例

１ 被虐待者 ・８０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・４０歳代<妹の娘> 小学生<妹の娘の子>

３ 虐待種別 ・経済的虐待 (妹の娘 金を使われる)

・身体的虐待 (妹の娘の子 押し倒される、叩かれる、つね

られる)

４ 家族構成 ・被虐待者(８０歳代)、妹、妹の夫、虐待者(妹の娘)、

妹の娘の夫、虐待者(妹の娘の子) ６人暮らし

死亡□ ● ○ □

被虐待者

(祖母の姉) ◆ □

うつ病 虐待者(妹の娘)

うつ病 ◆

虐待者(小学生)

(妹の娘の子)不登校

５ 報 告 者 ・ケアマネジャー

６ ・被虐待者(祖母の姉)からの訴えや身体のアザなどから、ホ発見の契機

ームヘルパー、ケアマネジャーが発見した。

７ 経 過 ・ケアマネジャーから基幹型在宅介護支援センターに相談が

ある。

・家族それぞれの支援により、虐待の防止を図った。

８ 結 果 ・被虐待者の妹のフォローを通じて、家族全般について継続

して支援したことにより、不登校であった妹の娘の子は、

学校に通うようになり、虐待も沈静化した。

９ 考 察 ・家族に対して、ねばり強く定期的な支援を継続することに

より、高齢者虐待の防止を図った。

・地域型在宅介護支援センターの関わりが必要ではないかと

考えられる。
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◇高齢者虐待に関する事例④

「人格障害を持つ虐待者」の事例

１ 被虐待者 ・９０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・５０歳代 四男

３ 虐待種別 ・世話の放棄 (おむつ交換をしてもらっていない、ゴミや害

虫が多い劣悪な環境)

４ 家族構成 ・被虐待者(９０歳代)、四男(５０歳代) ２人暮らし

□ ●被虐待者(母)認知症

□ □ ○ ○ ○ ○ □ ◆ ○

死亡 虐待者

(四男)

人格障害

５ 報 告 者 ・福祉事務所職員

６ ・被虐待者の息子たちと民生委員から相談があり、高齢者虐発見の契機

待が発覚した。

７ 経 過 ・被虐待者(母)は施設に入所していたが、虐待者(四男)が施

設に苦情をたびたび言うなど、迷惑をかけたため、退所と

なった。

・福祉事務所職員が訪問すると、おむつ交換をしてもらって

おらず、ゴミや害虫が多い劣悪な環境で生活している。

・被虐待者(母)を施設に戻すように、虐待者(四男)を説得し

たが、了解が得られない。

８ 結 果 ・被虐待者(母)が病院に入院するということに虐待者(四男)

は同意し、被虐待者(母)は入院した。

９ 考 察 ・人格障害を持つ虐待者についての対応には、医療機関の医

師、保健所の医師、保健師等の支援が必要と考えられる。
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◇高齢者虐待に関する事例⑤

「様々な虐待が重複している」と認められる事例

１ 被虐待者 ・８０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・３０歳代 孫

３ 虐待種別 ・世話の放棄 (おむつ交換をしてもらっていない、家の中に

何もない)

・身体的虐待 (暴力を振るわれる)

・経済的虐待 (年金を使われる)

４ 家族構成 ・被虐待者(８０歳代)、娘(６０歳代)、孫(３０歳代)、

孫の元妻、孫の子<小学生３人> ７人暮らし

死亡 □ ●被虐待者(祖母)認知症

離婚
□ ○ □ ○娘 知的障害

離婚
□ ◆ ○

虐待者(孫)
失業中

□ ○ ○
小学生 小学生 小学生

５ 報 告 者 ・ケアマネジャー

６ ・ケアマネジャーから福祉事務所に相談があり、高齢者虐待発見の契機

が発覚した。

７ 経 過 ・福祉事務所職員とケアマネジャーが家庭訪問したが、おむ

つ交換をしてもらっていないなど、必要な介護がなされて

いない。

・娘は知的障害があり、介護能力なし。

・孫は失業中であり、ギャンブルによく行く。また、妻とは

離婚しているが同居を続けており、子どもにも暴力を振る

うし、子どもに食事を与えていない。

８ 結 果 ・福祉事務所職員とケアマネジャーが同席したうえで、家族

会議を開催し、被虐待者(祖母)の施設入所、娘(知的障害)

の障害者施設入所、子どもの児童相談所による保護、児童

施設入所となった。

９ 考 察 ・高齢者虐待だけでなく、障害者虐待、児童虐待もあり、多

くの機関の連携が必要であった。
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◇高齢者虐待に関する事例⑥

「社会的に孤立している家庭での虐待」の事例

１ 被虐待者 ・６０歳代 女性

２ 虐 待 者 ・３０歳代 次男

３ 虐待種別 ・世話の放棄 (絶縁状態)

４ 家族構成 ・被虐待者(６０歳代)、夫 ２人暮らし

病弱 夫 □ ●被虐待者(母) うつ病

□ ◆ ○

長男 虐待者

行方不明 (次男)

５ 報 告 者 ・ケアマネジャー

６ ・被虐待者は判断能力が弱く、生活できないため、夫の入院発見の契機

により、支援なしでは生活できなくなるが、子どもや親族

からは、昔からの金銭トラブル、人間関係のもつれなどか

ら、支援を拒否される。

、 、７ 経 過 ・老夫婦暮らしで 夫が生活上の管理の全てを行っていたが

夫が体調不良により入院した。

・支援してくれる家族、親族がなく、市町村長申し立てによ

る成年後見制度の利用を検討し、弁護士等と相談した。

・成年後見制度の手続きの途中に、夫の容態が急変し、死亡

した。

８ 結 果 ・被虐待者(母)は、精神的に不安定でパニックを起こしやす

、 、 、い状況であるが 市町村職員 ホームヘルパー等が支援し

一人暮らしをしている。

９ 考 察 ・成年後見制度は、本人の権利を守るために重要であるが、

手続の繁雑さ、費用等の面で改善が必要と考えられる。

・また、地域福祉権利擁護事業については、社会福祉協議会

と契約する必要があるということや制度の限界があること

に留意する必要がある。
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◇高齢者虐待への対応について

区 分 内 容 摘 要

市町村 老人福祉法に基づく「措 やむを得ない事由がある場合
置」 は、高齢者本人の同意があれ
特養、養護への入所 ば、家族が反対していても、
ショートステイ、グル 「措置」は可能
ープホームの利用 等 定員超過に係る緩和措置あり

「家族介護支援事業」の 介護予防・地域支え合い事業
実施 の活用

「老人保健事業」の実施 健康診査、健康相談、訪問指
導など

「成年後見制度」の利用 成年後見、保佐、補助
に係る審判の請求

在宅介護支援セ 「地域ケア会議」におけ 各分野の専門職員が協議し、
ンター る問題解決 インフォーマルサービスを含

め、援助困難事例の解決のた
、 。め ケアマネジメントを行う

民生委員、町内 「地域ケアシステム」の 見守り、声かけ
会長 愛育委員 活用、 、
老人クラブ等

市町村社会福祉 地域福祉権利擁護事業 日常的な金銭管理、介護サー「 」
協議会 の活用 ビスの紹介など日常生活を支

援する。

ケアマネジャー 「介護サービス」の利用 要介護状態にあれば可能
訪問介護、通所介護、
短期入所 等

家庭裁判所 「成年後見制度」の利用 法務局に登記する。

弁護士、司法書 「リーガルエイド」の利 社会的又は、経済的理由によ
士 用 り法律上の援護を必要とする

高齢者の権利を擁護する。

高齢者サービス 「高齢者110番」への相 法律、医療、住宅などの専門
相談センター 談 相談あり。
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「高齢者虐待」への市町村の対応法

ショートステイ
グループホームの利用 成年後見制度の利用

老人福祉法に 老人福祉法に

基づく｢措置｣ 基づく｢審判の請求｣

虐待に苦しむ高齢者

入市町村が対応

所

老人福祉法に基づく

措置

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム
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◇やむを得ない事由による措置について

全国介護保険担当課長会議資料抜粋

(平成１５年９月８日 厚生労働省老健局)

「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。
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やむを得ない措置等による定員の超過

<平成１２年３月８日 老企第４０号 第２の６(４)>

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む ）。

が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位

数の１００分の７０を乗じて得た単位数を算定することとなるが、①及び②に

場合においては、入所単位数の１００分の１０５を乗じて得た数（入所定員が

４０人を超える場合にあっては、利用定員に２を加えて得た数）まで、③の場

合にあっては、入所定員に１００分の１０５を乗じて得た数までは減算が行わ

れないものであること（職員配置等基準第七号イ(１) 。）

なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、

速やかに定員超過利用を解消する必要があること。

① 老人福祉法第１１条第１項第二号の規定による市町村が行った措置によ

る入所（同法第１０条の４第１項第三号の規定による市町村が行った措置

により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護

。） 。の利用が行われる場合を含む によりやむを得ず入所定員を超える場合

② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第１９条

の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入

所が可能となったときであって その時点で当該施設が満床だった場合 当、 （

初の再入所予定日までの間に限る ）。

③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者が

その家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困

難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と

認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満床である場合に限

る ）に入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用し。

て指定介護老人福祉施設サ－ビスを受けることにより、介護老人福祉施設

の入所定員を超過する場合
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老人福祉法 抜粋

<昭和３８年７月１１日 法律第１３３号>

（居宅における介護等）

第１０条の４ 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。

一 ６５歳以上の者であつて、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ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規

定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その

者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第５条の２第

２項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当

該便宜を供与することを委託すること。

二 ６５歳以上の者であつて、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ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規

定する通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その

者（養護者を含む ）を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置す。

る老人デイサービスセンター若しくは第５条の２第３項の厚生労働省令で

定める施設（以下「老人デイサービスセンター等」という ）に通わせ、。

同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設

置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを

委託すること。

三 ６５歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅にお

いて介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由

により介護保険法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困

難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町

村の設置する老人短期入所施設若しくは第５条の２第４項の厚生労働省令

（ 「 」 。） 、で定める施設 以下 老人短期入所施設等 という に短期間入所させ

養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短

期間入所させ、養護することを委託すること。

四 ６５歳以上の者であつて、痴呆の状態にあるために日常生活を営むのに

支障があるもの（共同生活を営むのに支障がある者を除く ）が、やむを。

得ない事由により介護保険法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用す

ることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める

基準に従い、第５条の２第５項に規定する住居において食事の提供その他

の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において

食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。



－51－

２ 市町村は、６５歳以上の者であつて、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ものにつき、前項各号の措置を採るほか、

その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具で

あつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町

村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採るこ

とができる。

（老人ホームへの入所等）

第１１条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。

一 ６５歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び

経済的理由（政令で定めるものに限る ）により居宅において養護を受け。

ることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所

させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託す

ること。

二 ６５歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常

時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの

が、やむを得ない事由により介護保険法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るときは、その者を当該市町村の設

置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の

設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。

三 ６５歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれ

に養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者

（老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長

が適当と認めるものをいう。以下同じ ）のうち政令で定めるものに委託。

すること。

２ 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム

に入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した

者が死亡した場合において、その葬祭（葬祭のために必要な処理を含む。以

。） 、 、 、下同じ を行う者がないときは その葬祭を行い 又はその者を入所させ

若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受

託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
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◇実態調査様式

「高齢者虐待」に関する県からのお願い

近年、お年寄りが家族から暴力を受けるなどの「高齢者虐待」が大きな問題

となっています。

県では、県内にどの程度の「高齢者虐待」があるか実態を把握し、今後の施

策の実施に活かしたいと考えておりますので、御多忙のところ、恐縮ですが、

次の問にお答えくださるようお願いいたします。

なお 「高齢者虐待」の定義については現在のところ定まったものはありま、

せんので、次の内容を御参照ください。

区 分 定 義、説 明

身体的虐待 ・ 殴る 蹴る などの暴行を受け 身体に外傷 内出血 ア「 」「 」 、 、 （
ザ 、うちみ、ねんざ、骨折、やけどなどの傷跡が見受け）
られる場合

・また、意思に反して身体を拘束された場合

性 的 虐 待 ・性的暴力または性的いたずらを受けたと見受けられる場合

心理的虐待 ・言葉による暴力（侮辱、脅迫等）や家庭内での無視などに
よって心理的に不安定な状態または孤立に陥り、日常生活
に支障を来すほどのおびえなどの精神状態が見受けられる
場合

経済的虐待 ・高齢者へ年金などの現金を渡さない、または取り上げて使
用する、高齢者所有の不動産を無断で処分するなど、過度
の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合

世話の放棄 ・日常の介護放棄、健康状態を損なうような放置（適切な食
事が準備されない等）などによって、高齢者の健康維持、
日常生活への援助がなされていないと見受けられる場合

本調査は、 について過去３年間に、貴センターで把握されている事例すべて
御記入ください。

◆ 締め切り ８月２０日(水) ◆ 提出先 各市町村役場

◆ 提出方法 郵送、ファックスなどで御提出ください。

照会先
岡山市内山下２丁目４番６号
岡山県長寿社会対策課長寿社会企画係 岸､林､原
ＴＥＬ ０８６－２２６－７３２６
ＦＡＸ ０８６－２２４－２２１５

御協力ありがとうございました。
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「 」 。 」１ 今までに 高齢者虐待 を取り扱った事例はありますか (｢高齢者虐待

と感じたケースや類するケースを含め、○印を記入ください。)

① ある ② ない

＜「① ある」に○印をつけた方にお尋ねします。｢② ない｣に○をつけた方

は問６に進んでください。＞

。 。２ どのような｢高齢者虐待｣ですか 延べ件数と実人数を記入してください

区 分 在 宅 実人員 施 設 実人員

身体的虐待 件( 件) 人 件( 件) 人

性 的 虐 待 件( 件) 人 件( 件) 人

心理的虐待 件( 件) 人 件( 件) 人

経済的虐待 件( 件) 人 件( 件) 人

世話の放棄 件( 件) 人 件( 件) 人

※ 「在宅 「施設」は、虐待を受けている際の高齢者の状況により区分して」

ください。

また、( )内は、内数で要介護認定を受けられている方の件数を記入

してください。

＜「① ある」に○印をつけた方にお尋ねします。＞

３ 「高齢者虐待」を発見したきっかけは何ですか。

① 本人から

② 虐待者から

③ 虐待者以外の家族から

④ 親族から

⑤ 近隣者から

⑥ 医療機関から

⑦ 民生委員などから

⑧ サービス提供事業者から

(訪問介護 訪問看護 訪問入浴 通所介護 その他 )、 、 、 、

⑨ その他

(具体的に )
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＜「① ある」に○印をつけた方にお尋ねします。＞

４ 「高齢者虐待}に対して、どのように対処しましたか。(あてはまるもの

すべてに○印を記入ください)

① 自分が中心となって、問題を解決した、若しくは解決に近づいた。

② 虐待したり、されたりにはそれなりの理由があり､何らかの対応が必要

と思われるが、どのように対応して良いかわからなかったので、そのま

まにしていた。

③ 家族のプライバシーに関わる問題であるため､立ち入ることができなか

った。

④ 解決の見通しがつかないので対処しなかった。

⑤ 適当と思われる専門機関や専門職を紹介した。(紹介先： )

⑥ 模索しながら関わり続けた。

⑦ 他の職種や機関と協力して対処した。(協力先： )

⑧ その他

(具体的に )

＜「① ある」に○印をつけた方にお尋ねします。＞

５ ｢高齢者虐待｣に対処できなかったり、回避せざるを得なかったことがあ

れば､その理由は何ですか (あてはまるものすべてに○印を記入ください)。

① 家族の性格傾向や精神上の問題があったため。

② 適当な相談機関がなかったり、解決に必要なサービスがない､若しくは

サービスはあっても限界があったため。

③ 同僚や職場の支援体制がなかったため。

④ 法的問題や限界があると思ったため。(介入の権限があいまい、プライ

バシーの侵害)

⑤ 自分に対処するだけの経験や実力がないと思ったため。

⑥ 介入すると以後の相談や訪問を断られそうだったため。

⑦ その他

(具体的に )

＜ここから後は、全員にお尋ねします。＞

６ ｢高齢者虐待｣を取り扱うにはどのような制度や体制が必要だと思います

か。(あてはまるものすべてに○印を記入ください)
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① 専門職員への研修

② 民生委員などへの研修

③ 一般県民への啓発

④ 身近な相談機関の設置(設置場所： )

⑤ 多様な問題に対処できるネットワークづくり

(町内会、民生委員、福祉委員、警察、保健所などで構成)

⑥ 通報義務制度の確立

⑦ 緊急一時保護制度の確立

⑧ その他

(具体的に )

７ 高齢者の 人権 や 虐待 に関する研修があれば参加されますか (○「 」 「 」 。

印を記入ください)

また、どのような研修が良いと思われますか。

① 是非参加したい。

② 参加したい。

③ どちらでも良い。

④ 参加しない。

研修内容

８ その他 「高齢者虐待」に関し、御意見があれば御記入ください。、

。 。御協力ありがとうございました 氏名等を御記入ください

支援センター名

回答者職・氏名 職名 氏名
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平成16年2月15日（日）山陽新聞（朝刊）

平成16年度 法務大臣表彰「最優秀賞」受賞
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岡山県高齢者虐待防止対策委員会設置要綱

(趣 旨)

第１条 高齢者が家庭で暴力を受けるなどの「高齢者虐待」が大きな社会問題

となっている。

「高齢者虐待」は、極めて深刻な人権侵害であるが、高齢者自身の主観的

な要素を考慮する必要があるなどの理由から、顕在化しにくい状況にある。

しかし、実際には、かなり多くの「高齢者虐待」が生じていると考えられ

る。

、「 」 、 、こうした状況を踏まえ 高齢者虐待 について その原因を明らかにし

総合的な防止対策を講ずるため 「岡山県高齢者虐待防止対策委員会 （以下、 」

「委員会」という ）を設置する。。

(構 成)

第２条 委員会は、高齢者虐待の防止に関して専門的知識を有する者５名程度

で構成する。

(委員長及び副委員長)

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。

(部 会)

第４条 委員会に虐待防止専門部会及び地域ケアシステム部会を置く。

２ 部会に部会長を置く。

(会 議)

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。

２ 委員会は、委員長が議長となる。

３ 前２項の規定は、部会に準用する。この場合において 「委員長」とある、

のは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見聴取)

第６条 委員会は、必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。

(その他)

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成16年7月27日から施行する。
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岡山県高齢者虐待防止対策委員会 名簿

(五十音順)

役 職 氏 名 職 名 摘要

委 員 内田 裕二 県在宅介護支援センター協議会副会長

副委員長 小坂田 稔 美作大学教授

田尻町在宅介護支援センター フィオーレ南海 相談員委 員 末原 知子

委員長 津村 智惠子 大阪府立看護大学教授

委 員 橋本 眞紀 吉備国際大学講師

委 員 藤原 恭子 県看護協会会長
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高齢者虐待防止協働チーム

１ 趣 旨

県と高齢者虐待の防止に熱心に取り組んでいる笠岡市で、平成１６年７

月２３日(金)に設立した。

協働チームでは、虐待防止に関する具体的な支援方策の検討などに関す

る調査研究を進めている。

２ 構 成

県・市の保健福祉担当者だけでなく、在宅介護支援センター職員、福祉

事業者職員やケアマネジャー等で構成している。

また、具体的な事案に応じて、民生委員、町内会長、警察、愛育委員、

栄養委員、郵便局、新聞販売店、牛乳販売店など、高齢者を取り巻く関係

者を適宜加えることとしている。

３ 取組状況

現在までに、チーム会議を７回開催し、高齢者虐待の概念や虐待防止の

支援策のあり方等について意見交換した。

今後とも、月１回程度の開催を予定し、虐待事例についての個別・具体

的な対応策について検討することとしている。

４ 開催状況

第１回 平成１６年 ７月２３日(金)

第２回 平成１６年 ８月２７日(金)

第３回 平成１６年 ９月２４日(金)

第４回 平成１６年１０月２６日(火)

第５回 平成１６年１０月２８日(木)～２９日(金) 金沢市視察

第６回 平成１６年１１月１９日(金)

第７回 平成１６年１２月１７日(金)
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高齢者虐待防止キャンペーン

１ 目 的

大きな社会問題となっている高齢者虐待について、虐待防止のためのキャ

ンペーン月間を設け、月間中に広く県民に普及啓発することで、高齢者虐待

の防止を推進する。

２ 実施時期

高齢者虐待防止キャンペーン月間は、１２月とする

３ 実施内容

(1) ラジオ、テレビ、新聞等による啓発

(2) 高齢者虐待の防止に関する「体験手記集」の作成

４ 実施方法

(1) テレビ、ラジオ、新聞等による啓発

・ 新聞紙面広告(山陽新聞全１５段)

・ テレビ放送(２本)

・ ラジオ放送(４本)

・ その他(グラフおかやま、岡山日日新聞、電光掲示板)

(2) 高齢者虐待の防止に関する「体験手記集」の作成

・ 募集対象 一般、高齢者の相談や介護に係る専門職員、民生委員、

愛育委員等

・ 募集期間 平成１６年１２月１日(水)～平成１７年１月１４日(金)

・ 作成内容 Ｂ６判 ２０ページ ５，０００部作成
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平成16年12月15日（水）山陽新聞（朝刊）
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高齢者虐待相談窓口一覧

岡山市
担当課（支所名） 電話番号 担当地区
岡山市保健所保健課 086-803-1200 全域
岡山市高齢者福祉課 086-803-1230 全域
岡山市介護保険課 086-803-1240 全域
岡山市中央保健センター 086-803-1265 中央福祉区
岡山市中央福祉事務所 086-803-1209 中央福祉区
岡山市北保健センター 086-251-6515 北福祉区
岡山市北福祉事務所 086-251-6510 北福祉区
岡山市東保健センター 086-274-5164 東福祉区
岡山市東福祉事務所 086-272-8228 東福祉区
岡山市西大寺保健センター 086-943-3210 西大寺福祉区
岡山市西大寺福祉事務所 086-944-1822 西大寺福祉区
岡山市西保健センター 086-281-9625 西福祉区
岡山市西福祉事務所 086-281-9620 西福祉区
岡山市南保健センター 086-261-7051 南福祉区
岡山市南福祉事務所 086-261-7041 南福祉区
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター紙ふうせん 086-221-1116 中央福祉区 岡輝中学校区
在宅介護支援センターねこの手 086-256-6127 〃　　　　 石井中学校区
在宅介護支援センターくわだ 086-225-5039 〃　　　　 桑田中学校区
在宅介護支援センター旭川荘 086-275-8341 〃　　　　 岡北中学校区
岡山市医師会在宅介護支援センター 086-270-9800 〃　　　　 中央南中学校区
みなみがた荘在宅介護支援センター 086-252-2237 〃　　　　 中央北中学校区
いちのみや在宅介護支援センター 086-286-0811 北福祉区 中山中学校区
足守荘在宅介護支援センター 086-295-2940 〃　　　 足守中学校区
岡山シルバー在宅介護支援センター 086-287-6262 〃　　　 高松中学校区
憩いの丘在宅介護支援センター 086-295-2211 〃　　　 足守中学校区
スマイル津高在宅介護支援センター 086-254-6113 〃　　　 香和中学校区
在宅介護支援センター旭ヶ丘 086-252-5050 〃　　　 京山中学校区
恵風荘在宅介護支援センター 086-276-1990 東福祉区 富山中学校区
幸輝園在宅介護支援センター 086-278-5100 〃　　　 竜操中学校区
みさお山在宅介護支援センター 086-272-8780 〃　　　 操山中学校区
藤崎苑在宅介護支援センター 086-276-3804 〃　　　 操南中学校区
在宅介護支援センターカドタ 086-273-8622 〃　　　 東山中学校区
健生園在宅介護支援センター 086-944-2931 西大寺福祉区 西大寺中学校区
上道荘在宅介護支援センター 086-297-2268 〃　　　　 上道中学校区
さくら苑在宅介護支援センター 086-944-2299 〃　　　　 上南中学校区
夕なぎ在宅介護支援センター 086-946-2601 〃　　　　 山南中学校区
古都の森在宅介護支援センター 086-278-3366 〃　　　　 旭東中学校区
若宮園在宅介護支援センター 086-281-0861 西福祉区 妹尾中学校区
あいの里在宅介護支援センター 086-282-8815 〃　　　 福田中学校区
南岡山ナーシングホーム在宅介護支援センター 086-281-5552 〃　　　 興除中学校区
吉備・陵南在宅介護支援センター 086-293-3100 〃　　　 吉備中学校区
在宅介護支援センターなみき 086-264-8518 南福祉区 福南中学校区
愛光苑在宅介護支援センター 086-265-2013 〃　　　 芳泉中学校区
在宅介護支援センターあおえ 086-226-2171 〃　　　 芳田中学校区
在宅介護支援センタープルミエ岡山 086-267-9877 〃　　　 光南台中学校区
在宅介護支援センターちゃいむ 086-263-7000 〃　　　 福浜中学校区
市町村社会福祉協議会
ひまわり福祉センター相談センター「心配ごと相談」 086-222-8618 全域
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倉敷市
担当課(支所名） 電話番号 担当地区
倉敷市高齢福祉課 086-426-3315 市内全域
倉敷市介護保険課 086-426-3343 市内全域
倉敷市保健所保健課 086-434-9810 市内全域
くらしき健康福祉プラザ保健福祉相談室 086-434-9849 市内全域
倉敷市水島保健福祉センター保健介護課 086-446-1115 水島地区
倉敷市児島保健福祉センター保健介護課 086-473-1114 児島地区
倉敷市玉島保健福祉センター保健介護課 086-522-8113 玉島地区
倉敷市水島社会福祉事務所 086-446-1114 水島地区
倉敷市児島社会福祉事務所 086-473-1119 児島地区
倉敷市玉島社会福祉事務所 086-522-8118 玉島地区
在宅介護支援センター
倉敷市在宅介護総合支援センター 086-434-9841 市内全域(基幹型）
倉敷在宅介護支援センター 086-427-8811 新田(基幹型）
浅原桃花園在宅介護支援センター 086-462-0020 倉敷駅北
浮洲園在宅介護支援センター 086-429-3311 粒江
亀龍園在宅介護支援センター 086-429-1101 豊洲・茶屋町
倉敷中央在宅介護支援センター 086-430-6702 倉敷市街
倉敷老健在宅介護支援センター 086-427-1191 倉敷市街西部
サンバード在宅介護支援センター 086-429-3336 天城・藤戸
サンライフ倉敷在宅介護支援センター 086-462-7755 庄
杉の子在宅介護支援センター 086-463-3608 中庄
福寿荘在宅介護支援センター 086-466-6355 西阿知・連島北
オパール在宅介護支援センター 086-450-1188 福田北部
みずしま在宅介護支援センター 086-446-6511 水島市街
みどり荘在宅介護支援センター 086-448-5110 水島市街西部
和光園在宅介護支援センター 086-455-5082 福田南部
めばえ在宅介護支援センター 086-440-0708 連島
オアシス在宅介護支援センター 086-472-7125 赤崎・本荘
王慈園在宅介護支援センター 086-473-9000 琴浦
倉敷あいあいえん在宅介護支援センター 086-470-2002 郷内
児島在宅介護支援センター 086-472-0221 児島市街
下津井病院在宅介護支援センター 086-479-9494 下津井
シルバー在宅介護支援センター 086-473-8080 児島市街北部
あすなろ園在宅介護支援センター 086-528-3110 黒崎・勇崎
グリーンピア瀬戸内在宅介護支援センター 086-525-1339 穂井田・富田
秀明荘在宅介護支援センター 086-523-0112 玉島市街
ニューエルダー在宅介護支援センター 086-526-6111 乙島・上成
市町村社会福祉協議会
倉敷市社会福祉協議会福祉課 086-434-3301 倉敷
倉敷市社会福祉協議会水島事務所 086-446-1900 水島
倉敷市社会福祉協議会児島事務所 086-473-1128 児島
倉敷市社会福祉協議会玉島事務所 086-522-8137 玉島

津山市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
津山市福祉事務所 0868-32-2066 市内全域
在宅介護支援センター
津山市社会福祉協議会在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-23-7978 市内全域
ｻﾝﾗｲﾌみのり在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-28-1007 市内全域
津山中央在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-21-8111 市内全域
鶯園在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-26-7414 市内全域
在宅介護支援ｾﾝﾀｰすみれ 0868-25-0300 市内全域
高寿園在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-29-0115 市内全域
市町村社会福祉協議会
津山市社会福祉協議会 0868-23-5130 市内全域

－ 71 －



玉野市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
玉野市福祉課 0863-32-5556 市内全域
在宅介護支援センター
在宅介護総合支援センター 0863-21-3757 市内全域
在宅介護支援センター  コスモス 0863-66-5200 東児・山田地区
　　　　　　〃　　　　　　　　フェニックス 0863-32-3038 玉・玉原地区
　　　　　　〃　　　　　　　　マリンホーム 0863-31-5295 築港・宇野地区
　　　　　　〃　　　　　　　　あんずの会 0863-83-9600 和田・日比・渋川地区
　　　　　　〃　　　　　　　　ほほえみ 0863-33-9335 田井地区
　　　　　　〃　　　　　　　　いこい荘 0863-73-9100 荘内地区
　　　　　　〃　　　　　　　　さくらのさく郷 0863-53-9333 八浜地区
市町村社会福祉協議会
玉野市社会福祉協議会 0863-31-5601 市内全域

笠岡市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
笠岡市福祉推進課 0865-69-2313 市内全域
在宅介護支援センター
天神荘在宅介護支援センター 0865-67-5567 金浦・神島・神外・横島・真鍋島・六島・美の浜
三愛園在宅介護支援センター 0865-63-5422 今井・城見・陶山・高島・白石島・飛島
瀬戸いこい苑在宅介護支援センター 0865-67-0770 富岡・大島・入江・北木島（楠）
くじば苑在宅介護支援センター 0865-62-5995 笠岡・中央町・番町・緑町・新横島･北木島(大浦)
エスポアール在宅介護支援センター 0865-63-0731 大井・吉田・新山・北川・北木島（金風呂・豊浦）
市町村社会福祉協議会
笠岡市社会福祉協議会 0865-62-3507 市内全域

井原市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
井原市社会福祉事務所高齢者福祉係 0866-62-9516 市内全域
在宅介護支援センター
井原市在宅介護支援センター 0866-62-1586 市内全域
井原医師会在宅介護支援センター 0866-65-1040 井原町・上出部町・北山町・青野町・稗原町

きのこ在宅介護支援センター 0866-62-2201 七日市町・上稲木町・下稲木町・岩倉町・木之子町・門田町・西方町

西部いこいの里在宅介護支援センター 0866-67-9202 下出部町・笹賀町・高屋町・大江町

在宅介護支援センターみずき 0866-63-2122 東江原町・神代町・野上町・西江原町

市町村社会福祉協議会
 井原市社会福祉協議会地域福祉係 0866-62-1484 市内全域
 井原市社会福祉協議会ふれあい福祉相談専用電話 0866-62-5454 市内全域

総社市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
総社市保健福祉部高齢者福祉課 0866-92-8264 市内全域
在宅介護支援センター
総社市社協在宅介護支援センター(基幹型） 0866-90-0580 市内全域
三清荘在宅介護支援センター（地域型） 0866-92-6981 常盤・三須・服部・阿曽地区
泉在宅介護支援センター（地域型） 0866-94-5003 総社・池田地区
在宅介護支援センターセレーノ総社（地域型） 0866-96-0700 秦・神在・久代・山田・新本地区
さくばらランド在宅介護支援センター（地域型） 0866-99-1595 昭和地区全域
市町村社会福祉協議会
総社市社会福祉協議会 0866-92-8555 市内全域

高梁市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
高梁市高齢福祉課 0866-21-0265 旧高梁市内全域
高梁市有漢地域局住民福祉課 0866-57-3211 旧有漢町内
高梁市成羽地域局住民福祉課 0866-42-3211 旧成羽町内
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高梁市川上地域局住民福祉課 0866-48-2200 旧川上町内
高梁市備中地域局住民福祉課 0866-45-4512 旧備中町内
在宅介護支援センター
白和荘在宅介護支援センター 0866-22-9363
ゆうゆう村在宅介護支援センター 0866-22-6308
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ順正在宅介護支援センター 0866-23-1230
高梁市有漢在宅介護支援センター 0866-57-9922 旧有漢町内
高梁市成羽在宅介護支援センター 0866-42-3211 旧成羽町内
高梁市川上在宅介護支援センター 0866-48-4184 旧川上町内
高梁市備中在宅介護支援センター 0866-45-9911 旧備中町内
市町村社会福祉協議会
高梁市社会福祉協議会 0866-22-7243 市内全域
有漢町社会福祉協議会 0866-57-3218 旧有漢町内（Ｈ１７．３．３１まで）
成羽町社会福祉協議会 0866-42-2005 旧成羽町内（Ｈ１７．３．３１まで）
川上町社会福祉協議会 0866-48-9770 旧川上町内（Ｈ１７．３．３１まで）
備中町社会福祉協議会 0866-45-3131 旧備中町内（Ｈ１７．３．３１まで）

新見市
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
新見市健康福祉課 0867-72-6125 市内全域
在宅介護支援センター
新見中央在宅介護支援センター 0867-71-0077 市内全域
唐松荘在宅介護支援センター 0867-76-2011 市内全域
くろかみ在宅介護支援センター 0867-71-0311 市内全域
市町村社会福祉協議会
新見市社会福祉協議会 0867-72-1333 市内全域

備前市
担当課名 電話番号 担当地区
備前市保健福祉課 0869-64-1827 市内全域
在宅介護支援センター
備前市在宅介護支援センター 0869-63-9303 備前市全域、西鶴山、香登
わかくさ在宅介護支援センター 0869-63-8200 伊部、片上、東鶴山
在宅介護支援センターバンビ 0869-62-2717 伊里、三石
市町村社会福祉協議会
備前市社会福祉協議会 0869-64-3033 市内全域

瀬戸内市
担当課名 電話番号 担当地区
瀬戸内市保健福祉部福祉課高齢福祉係 0869-26-5942 市内全域
瀬戸内市牛窓支所保健福祉課 0869-34-3433 市内
瀬戸内市保健福祉部邑久分室 0869-22-1810 市内
在宅介護支援センター
在宅介護支援センターAJISAI 0969-34-6366 市内
邑久在宅介護支援センター 0869-22-9503 市内
長船荘在宅介護支援センター 0869-26-4772 市内
市町村社会福祉協議会
瀬戸内市社会福祉協議会本所 0869-22-2940 市内
瀬戸内市社会福祉協議会牛窓支所 0869-34-6924 市内
瀬戸内市社会福祉協議会長船支所 0869-26-3100 市内

御津町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
御津町民生課 0867-24-1112 町内全域
在宅介護支援センター
御津町在宅介護支援センター 0867-24-2703 町内全域
市町村社会福祉協議会
御津町社会福祉協議会 0867-24-3121 町内全域

旧高梁市内
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建部町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
建部町保健福祉課 0867-22-1114 町内全域
在宅介護支援センター
建部町在宅介護支援センター 0867-22-4500 町内全域
社会福祉協議会
建部町社会福祉協議会（建部町老人福祉センター内） 0867-22-1577 町内全域

瀬戸町
担当課（支所名） 電話番号 担当地区
瀬戸町役場福祉課 0869-52-1457 町内全域
在宅介護支援センター
多聞荘在宅介護支援センター 0869-53-0031 町内全域
在宅介護支援センターアルテピア 0869-52-5055 町内全域

山陽町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
山陽町保健福祉課 0869-55-1111 町内全域
在宅介護支援センター
山陽町在宅介護支援センター 0869-55-9666 町内全域
社会福祉協議会
山陽町高齢者サービス相談センター 0869-55-8877 町内全域

赤坂町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
赤坂町生き生き福祉課 0869-57-4822 町内全域
在宅介護支援センター
赤坂町在宅介護支援センター（春の家） 0869-57-4838 町内全域
市町村社会福祉協議会
赤坂町社会福祉協議会 0869-57-2334 町内全域

熊山町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
熊山町保健福祉総合センター 08699-5-1293 町内全域
在宅介護支援センター
熊山町在宅介護支援センター 08699-5-2350 町内全域
社会福祉協議会
熊山町社会福祉協議会 08699-5-2336 町内全域

吉井町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
吉井町保健福祉課 0869-54-1374 町内全域
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター・ローズガーデン 0869-54-9711 町内全域
市町村社会福祉協議会
吉井町社会福祉協議会 0869-54-2533 町内全域

日生町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
日生町保健福祉課 0869-72-1115 町内全域
在宅介護支援センター
在宅介護支援ｾﾝﾀｰあおさぎ 0869-72-9500 町内全域
市町村社会福祉協議会
日生町社会福祉協議会 0869-72-2510 町内全域
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吉永町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
吉永町住民課 0869-84-2511 町内全域
在宅介護支援センター
亀楽荘在宅介護支援センター 0869-84-4131 町内全域
社会福祉協議会
吉永町社会福祉協議会 0869-84-3839 町内全域

和気町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
和気町健康福祉課 (0869)93-1121 町内全域
和気町住民課 (0869)93-1121 町内全域
市町村社会福祉協議会
和気町社会福祉協議会 (0869)93-2002 町内全域

佐伯町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
佐伯町町民課 0869-88-1101 町内全域
在宅介護支援センター
ひまわり園在宅介護支援センター 0869-88-9088 町内全域
市町村社会福祉協議会
佐伯町社会福祉協議会 0869-88-1101 町内全域

灘崎町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
灘崎町保健福祉課 08636-2-3146 町内全域
在宅介護支援センター
灘崎荘在宅介護支援センター 08636-2-5050 町内全域
ゆめの里在宅介護支援センター 08636-2-5531 町内全域
市町村社会福祉協議会
灘崎町社会福祉協議会 08636-2-4265 町内全域

早島町
担当課名 電話番号 担当地区
早島町保健福祉課 086-482-0611 町内全域
在宅介護支援センター
早島町在宅介護支援センター 086-482-3516 町内全域
市町村社会福祉協議会
早島町社会福祉協議会 086-482-3000 町内全域

山手村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
山手村住民課 0866-92-1241 村内全域
在宅介護支援センター
山手村総合福祉センター在宅介護支援センター 0866-90-0200 村内全域
市町村社会福祉協議会
山手村社会福祉協議会 0866-93-5518 村内全域

清音村
役場担当課 電話番号 担当地区
清音村健康福祉課 0866-92-9870 村内全域
在宅介護支援センター
グリーン＆リバーホーム在宅介護支援センター 0866-92-4165 村内全域
社会福祉協議会
清音村社会福祉協議会 0866-92-2400 村内全域
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船穂町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
船穂町町民福祉課 086-552-5108 町内全域
在宅介護支援センター
船穂町在宅介護支援センター 086-552-9005 町内全域
市町村社会福祉協議会
船穂町社会福祉協議会 086-552-5200 町内全域

金光町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
金光町健康福祉課 0865-42-7306 町内全域
在宅介護支援センター
寿光園在宅介護支援センター 0865-42-6300 町内全域
市町村社会福祉協議会
金光町社会福祉協議会 0865-42-7308 町内全域

鴨方町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
鴨方町健康福祉課 0865-44-7007 町内全域
在宅介護支援センター
オペラハウス鴨方在宅介護支援センター 0865-44-6336 町内全域
市町村社会福祉協議会
鴨方町社会福祉協議会 0865-44-7744 町内全域

寄島町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
寄島町保健福祉課 0865-54-5114 町内全域
在宅介護支援センター一覧
在宅介護支援センターよりしま 0865-54-2302 町内全域
市町村社会福祉協議会
寄島町社会福祉協議会 0865-54-3113 町内全域

里庄町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
里庄町健康福祉課 0865-64-3111 町内全域
在宅介護支援センター
萌生会在宅介護支援センター 0865-64-3702 町内全域
市町村社会福祉協議会
里庄町社会福祉協議会 0865-64-3111 町内全域

矢掛町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
矢掛町健康福祉課 0866-82-1010 町内全域
矢掛町健康管理センター 0866-82-3144 町内全域
在宅介護支援センター
矢掛町在宅介護支援センター 0866-83-1500 矢掛・美川・川面
矢掛荘在宅介護支援センター 0866-83-1200 三谷・山田・中川・小田
市町村社会福祉協議会
矢掛町社会福祉協議会 0866-82-0848 町内全域

美星町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
美星町民生課 0866-87-3111 町内全域
在宅介護支援センター
美星町在宅介護支援センター 0866-87-9850 町内全域
市町村社会福祉協議会
美星町社会福祉協議会 0866-87-4141 町内全域
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芳井町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
芳井町健康福祉課 0866-72-1812 町内全域
在宅介護支援センター
小田川荘在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0866-72-1577 町内全域
市町村社会福祉協議会
芳井町社会福祉協議会 0866-72-1366 町内全域

真備町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
真備町保健福祉課 0866-98-1111 町内全域
在宅介護支援センター
後楽在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0866-98-8008 町内全域
ﾗｲﾌﾀｳﾝまび在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0866-98-9000 町内全域
市町村社会福祉協議会
真備町社会福祉協議会 0866-98-4883 町内全域

北房町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
北房町役場保健福祉課 0866-52-2114 町内全域
在宅介護支援センター
花岡在宅介護支援センター 0866-52-2100 町内全域
市町村社会福祉協議会
北房町社会福祉協議会 0866-52-2900 町内全域

大佐町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
大佐町保健福祉課 0867-98-2111 町内全域
在宅介護支援センター
おおさ苑在宅介護支援センター 0867-98-3000 町内全域
市町村社会福祉協議会
大佐町社会福祉協議会 0867-98-3119 町内全域

神郷町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
神郷町健康福祉課 0867-92-6112 町内全域
在宅介護支援センター
神郷町在宅介護支援センター 0867-92-6677 町内全域
市町村社会福祉協議会
神郷町社会福祉協議会 0867-92-6677 町内全域

哲多町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
哲多町町民福祉課 0867-96-2112 町内全域
在宅介護支援センター
哲多町在宅介護支援センター 0867-96-9901 町内全域
市町村社会福祉協議会
哲多町社会福祉協議会 0867-96-3111 町内全域

哲西町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
哲西町健康福祉課 0867-94-2112 町内全体
在宅介護支援センター
哲西町基幹型（地域型）在宅介護支援センター 0867-94-2112 町内全域
哲西荘在宅介護支援センター 0867-94-3533 矢神地区
市町村社会福祉協議会
哲西町社会福祉協議会 0867-94-3333 町内全域
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勝山町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
勝山町健康福祉課 0867-44-2611 町内全域
在宅介護支援センター
神庭荘在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0867-44-3722 町内全域
市町村社会福祉協議会
勝山町社会福祉協議会 0867-44-5091 町内全域

落合町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
落合町健康福祉課 0867-52-1112 町内全域
在宅介護支援センター
十字園美川在宅介護支援センター 0867-54-7061 落合町西地区
信愛苑在宅介護支援センター 0867-55-2121 落合町東地区
市町村社会福祉協議会
落合町社会福祉協議会 0867-52-3544 町内全域

湯原町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
湯原町健康福祉課 0867-62-7111 町内全域
在宅介護支援センター
湯原町在宅介護支援センター 0867-62-7111 町内全域
市町村社会福祉協議会
湯原町社会福祉協議会 0867-62-7111 町内全域

久世町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
久世町健康福祉課 0867-42-4511 町内全域
在宅介護支援センター
ﾗｲﾗｯｸ久世在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0867-42-5321 町内全域
市町村社会福祉協議会
久世町社会福祉協議会 0867-42-1005 町内全域

美甘村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
美甘村住民福祉課 0867-56-2611 村内全域
在宅介護支援センター
緑風荘在宅介護支援センター 0867-56-2377 村内全域
市町村社会福祉協議会
美甘村社会福祉協議会 0867-56-2611 村内全域

新庄村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
新庄村住民福祉課 0867-56-2001 村内全域
市町村社会福祉協議会
新庄村社会福祉協議会 0867-56-2001 村内全域

川上村
担当課(支所)名 電話番号 担当地区
川上村住民福祉課 0867-66-3611 村内全域
在宅介護支援センター
蒜山在宅介護支援センター 0867-66-3988 川上村、八束村、中和村
市町村社会福祉協議会
川上村社会福祉協議会 0867-66-3920 村内全域
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八束村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
八束村保健福祉課 0867-66-2511 村内全域
在宅介護支援センター
蒜山在宅介護支援センター 0867-66-3988 八束村、川上村、中和村
市町村社会福祉協議会
八束村社会福祉協議会 0867-66-7151 村内全域

中和村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
中和村住民福祉課 0867-67-2111 村内全域
在宅介護支援センター
蒜山在宅介護支援センター 0867-66-3988 八束村、川上村、中和村
市町村社会福祉協議会
中和村社会福祉協議会 0867-67-2757 村内全域

加茂町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
加茂町保健福祉課 0868-42-3114 町内全域
在宅介護支援センター
緑山荘在宅介護支援センター 0868-42-3383 町内全域
市町村社会福祉協議会
加茂町社会福祉協議会 0868-42-3311 町内全域

富村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
富村健康福祉課 0867-57-2100 村内全域
市町村社会福祉協議会
富村社会福祉協議会 0867-57-2026 村内全域

奥津町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
奥津町町民福祉課 0868-52-2211 町内全域
市町村社会福祉協議会
奥津町社会福祉協議会 0868-52-2005 町内全域

上齋原村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
上齋原村保健福祉課 0868-44-2492 村内全域
市町村社会福祉協議会
上齋原村社会福祉協議会 0868-44-2492 村内全域

阿波村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
阿波村役場 0868-46-2011 村内全域
市町村社会福祉協議会
阿波村社会福祉協議会 0868-46-2016 村内全域

鏡野町
担当課(支所)名 電話番号 担当地区
鏡野町保健福祉課 0868-54-2111 町内全域
在宅介護支援センター
鏡野町在宅介護支援センター 0868-54-1405 町内全域
市町村社会福祉協議会
鏡野町福祉センター 0868-54-1243 町内全域
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勝田町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
勝田町役場住民福祉課 0868-77-1112 町内全域
在宅介護支援センター
在宅介護支援センターかつた 0868-77-7111 町内全域
市町村社会福祉協議会
勝田町高齢者福祉センター「やまゆり苑」内勝田町社会福0868-77-2900 町内全域

勝央町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
勝央町福祉課 0868-38-7102 町内全域
在宅介護支援センター
勝央町在宅介護支援センター 0868-38-7213 町内全域
市町村社会福祉協議会
勝央町社会福祉協議会 0868-38-2160 町内全域

奈義町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
奈義町保健福祉課 0868-36-6700 町内全域
在宅介護支援センター
在宅介護支援センターなぎみ苑 0868-36-5711 町内全域
市町村社会福祉協議会
奈義町社会福祉協議会 0868-36-6363 町内全域

勝北町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
勝北町福祉課 0868-36-5119 町内全域
在宅介護支援センター
勝北町在宅介護支援センター 0868-36-3838 町内全域
市町村社会福祉協議会
勝北町社会福祉協議会 0868-36-6969 町内全域

大原町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
大原町保健福祉課 0868-78-0503 町内全域

東粟倉村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
東粟倉村保健福祉課 0868-78-3133 村内全域
在宅介護支援センター
東粟倉村在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-78-4800 村内全域
市町村社会福祉協議会
東粟倉村社会福祉協議会 0868-78-2800 村内全域

西粟倉村
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
西粟倉村保健福祉課 0868-79-7100 村内全域
在宅介護支援センター
西粟倉村在宅介護支援センター 0868-79-7100 村内全域
市町村社会福祉協議会
西粟倉村社会福祉協議会 0868-79-2561 村内全域
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美作町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
美作町保健福祉課（美作町保健センター） 0868-72-7701 町内全域
在宅介護支援センター
美作町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-72-0844 町内全域
市町村社会福祉協議会
美作町社会福祉協議会 0868-72-3677 町内全域

作東町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
作東町保健福祉課 0868-75-0891 町内全域
在宅介護支援センター
作東町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 0868-75-0865 町内全域
市町村社会福祉協議会
作東町社会福祉協議会 0868-75-2622 町内全域

英田町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
英田町住民課 0868-74-3111 町内全域
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター英田 0868-74-3881 町内全域
市町村社会福祉協議会
英田町社会福祉協議会 0868-74-2488 町内全域

中央町
担当課（支所）名　　　　　　　 電話番号 　　　担当地区　　　　　　　　　　　　　　　　
中央町保健福祉課 0868-66-1115 町内全域
在宅介護支援センター
中央町在宅介護支援センター 0868-66-0555 町内全域
市町村社会福祉協議会
中央町社会福祉協議会 0868-66-2940 町内全域

旭町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
旭町保健福祉課 0867-27-3114 町内全域
在宅介護支援センター
十字園あさひ在宅介護支援センター 0867-27-9091 町内全域
市町村社会福祉協議会
旭町社会福祉協議会 0867-27-2203 町内全域

久米南町
担当課（支所名）一覧 電話番号 担当地区
久米南町保健福祉課 0867-28-4411 町内全域
在宅介護支援センター
イーエスサウスヒルズ在宅介護支援センター 0867-28-2721 町内全域
市町村社会福祉協議会
久米南町社会福祉協議会 0867-28-2000 町内全域

久米町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
久米町保健福祉課 0868-57-7794 町内全域
在宅介護支援センター
愛和荘居宅介護支援センター 0868-57-9802 町内全域
市町村社会福祉協議会
久米町社会福祉協議会 0868-57-8133 町内全域
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柵原町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
柵原町住民福祉課 0868-62-1114 町内全域
在宅介護支援センター
柵原町在宅介護支援センターほのぼの苑 0868-62-1177 町内全域
市町村社会福祉協議会
柵原町社会福祉協議会 0868-62-1139 町内全域

吉備中央町
担当課（支所）名 電話番号 担当地区
吉備中央町役場民生部保健福祉課賀陽庁舎 0866-54-1317 町内全域
吉備中央町役場民生部保健福祉課加茂川庁舎 0867-34-1117 町内全域
在宅介護支援センター
ふれあい荘在宅介護支援センター 0866-55-9090 町内全域
賀陽荘在宅介護支援センター 0866-54-2222 上竹地区・豊野地区・下竹地区
ルミエール在宅介護支援センター 0866-55-9113 吉川地区・大和地区
加茂川在宅介護支援センター 0867-34-1833 町内全域
市町村社会福祉協議会
吉備中央町社会福祉協議会（しらさぎ事業所） 0866-54-1818 町内全域
吉備中央町社会福祉協議会（やすらぎ事業所） 0867-34-1522 町内全域

岡山県
担当課（支所名） 電話番号 担当地区
岡山県高齢者サービス相談センター 086-224-2525 県内全域
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朝日新聞大阪厚生文化事業団 高齢者虐待防止研究会

高齢者虐待－専門職が出会った虐待・放任－

寝たきり予防研究会

第１回日本高齢者虐待防止学会『高齢者の人権擁護に向かって』

日本高齢者虐待防止学会

日本高齢者虐待防止学会－設立記念講演・国際シンポジウム－

高齢者のアドボカシーと虐待の防止を考える

日本高齢者虐待防止学会

在宅高齢者虐待の対処と予防・早期発見への支援事業報告書

－高齢者虐待事例検討、講演会、専門職への人権意識調査－

大阪老人虐待研究会
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人権の擁護

法務省人権養護局

ひとりで抱え込まないで－痴呆性高齢者虐待の実態－

財団法人長寿社会開発センター

介護保険情報(平成年１５月９月)

社会保険研究所

「高齢者ケアにおける人権擁護に関する研究」報告書

高齢者虐待防止研究会

今、なぜ“高齢者虐待”なのか－私たちにできること－(平成１６年３月)

多々良紀夫

高齢者虐待 実態と防止策

小林篤子

お年寄りがひとりぼっちで死なないように

財団法人厚生省労働問題研究会

高齢者虐待の全国実態調査－主として保健・福祉機関調査より－

財団法人長寿社会開発センター

家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書

財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会

地域の高齢者と共に－金沢市お年寄り介護相談センター活動報告－

金沢市

お年寄りへの虐待をなくそう！

金沢市長寿福祉課

高齢者虐待防止マニュアル－高齢者虐待のない社会をめざして－

金沢市

横須賀市 高齢者虐待対応マニュアル（第２版）

－「高齢者虐待かな？」と思ったら－

横須賀市高齢者虐待防止センター
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横須賀市高齢者虐待防止事業報告書－事業立ち上げのために－

横須賀市高齢者虐待防止センター

みんなで防ごう！高齢者虐待

横須賀市中央健康福祉センター

考えよう 高齢者への虐待防止

横須賀市

処遇困難ケース対応マニュアル

－やむを得ない事由による措置を中心として－

群馬県保健福祉部高齢政策課

えるふ(平成１６年７月)

財団法人和歌山県人権啓発センター

身体拘束の廃止に向けた取組みの事例集

－身体拘束のないケアの実現に向けて－

岡山県保健福祉部長寿社会対策課

地域ケア会議 岡山モデル－その機能と役割

－住み慣れた地域で、誰もがいきいきとした暮らしをつくるために－

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

岡山県在宅介護支援センター協議会

メロウおかやま(平成１６年冬)

岡山県長寿社会推進センター

晴れの国ジャーナル(平成１５年１１月３０日)

岡山県公聴広報課

岡山県における「高齢者虐待」に関する実態調査報告書

岡山県保健福祉部長寿社会対策課

老人保護措置の手引

岡山県保健福祉部長寿社会対策課

痴ほうのお年寄りを支える地域づくり

岡山県保健福祉部長寿社会対策課



岡山県保健福祉部長寿社会対策課 
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