
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

嚥下機能が低下し、トロミ食でもむせる事が増え飲み込むこと
が難しく、栄養がとりづらくなってきたのでエンシュアを寒天ゼ
リーに変更し食べて頂く。

寒天ゼリーだと飲み込みやすく、栄養を補う事が出来る様になった。

経管栄養の方でチューブを自己抜去される方に対して、体調
の良い時は、なるべくリビングで他の方とかかわるようにして
いた。

難聴ではあるが、会話が可能であったので、職員が間に入り、コミニュー
ケーションをとって落ち着く時間がもてていた。

・経管栄養となっている利用者様にもできるだけ食事を摂って
もらうよう介助をする。
・定期的に施設内勉強会、カンファレンスを開き、利用者様の
状態の把握に努めている。
・拘束時間を短くするため、家族や職員が見守っている時間は
ミトン等をなるべく外す。

・経管栄養となっている利用者様が問題なく食事を摂れるようになる。

毎食前に口腔体操を行い、食後には口腔ケアを行っている。 口腔体操で嚥下機能の低下予防を行い、口腔ケアで誤嚥性肺炎の防止に
繋げている。

飲み込みが悪くなった方や、口腔の状態の悪い方などには、
歯科の口腔ケアを定期的に受けて頂ける様におすすめし、専
門的なケアも受けて頂いている。日常のケアも、口腔ケアは重
要だと理解し、それぞれに合った必要な援助を行っている。

胃ろう、点滴など医療行為の際に、対応が難しい場合があると思います
が、医療との連携により、場合によっては、フロアーへ出て来て頂いて、見
守りの出来る状態での対応を行ったり、家族の協力なども受け、身体拘束
しなければならない場面は現在ない。必要な状況になったとしても、それを
良しとせず拘束しない対応を探すこととしている。

毎食後の口腔ケアを実施し月１回の歯科医の往診を受け、歯
科衛生士の訪問で口腔内チェックと、個人にあった歯磨き方
法の指導を受けている。

入所後、口腔内の状況が改善したことで、自分で咀嚼し嚥下する状態が良
くなり、肺炎を起こしにくくなっている。

系列事業所より、口腔リハビリ担当者を定期的に招き専門的
視点から、口腔ケアや口腔リハビリを行っている。

入居者様全員が口から食べる事ができている。

日々、口腔ケアを丁寧に行う事を心掛け、口腔内の清潔に努
め、誤嚥予防を行っている（訪問歯科の往診を受けている）。

現在は飲み込み等も良くなっている。

今年より歯の検診と口腔ケアの指導を受け実施、感染予防や
口から食べられる支援をしている。

肺炎などの入院もなく、口から全員食べられている。

食事前には嚥下体操をきちんとするようにし、食事時には必ず
見守りをしている。また、その方の食べやすい食事形態にて対
応している。

食事中にむせ込む方や誤嚥する方がいたが、嚥下体操をきちんとしたり、
よく話したり、笑ったり、自分から発言することによりむせ込む場面が減って
きた。食事時にはその方の食べ方をよく観ており、声かけすることによりス
ムーズに食事ができている。

食事前の口腔体操、食後の口腔ケアの習慣づけのために声
掛け誘導するほか、往診を利用して義歯の調整を行う。

自宅で口腔ケアの習慣のなかった利用者も、毎食後の口腔ケアの習慣が
ついた。義歯の調整を行うことで食事がスムーズに行えるようになった。

経管栄養をしないために経口摂取の取組みを積極的に実施し
ており経口委員会を設置し取り組んでいる。STや管理栄養士
の関わりを行い経口維持困難者を対象に毎月、食事中にラウ
ンドし状態観察を行い検討カンファレンスを行っている。

H26年.6月～H28.11月　経口摂取への成功事例が４例あった。鼻腔栄養⇒
３件　胃瘻⇒１件

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み
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経鼻栄養の方で、チューブ抜去の恐れがある方（居室では必
ず、チューブを抜去している）を経鼻栄養中は、食堂の食事介
助席近くにいてもらい、見守りをしやすい環境とした。

鼻を触るような動作が見られた時は、職員がすぐに対応し経管チューブを
抜去する事は入所後は見られていない。

胃ろうボタンやチューブの自己抜去の危険性が高い利用者に
対して、日中は腹を着用、夜間は腹にバスタオルを巻き、胃ろ
うのボタンを直接触ることが出来ないようにした。上着の裾を
ズボンの中に入れて手が入りにくいようにした。　巡回数を増
やした。

胃ろうボタンを触ることがなくなり、ミトン等の抑制をすることがなくなった。

・経鼻経管栄養チューブの抜去がある方に対し、ミトンを
着用していた。誤嚥リスクや身体的なリスクを家族に説
明して胃ろう造設を行った。
・経鼻経管栄養チューブの抜去がある方に対して、ミトン
を着用していた。まず、着用時間を徐々に短くしていっ
た。また、部屋にメッセージボードを置いて、メッセージ
や写真を飾った。

・胃ろう造設によって、お腹にあるチューブは気にならず、ミトンは使
用しなくても良くなった。
・着用時間は24時間だったが、就寝時のみ、流量時のみと徐々に短
くしていった。また、好きな写真やメッセージに集中することで、
チューブに意識が行かなくなり、ミトン外しにつながった。

歯科衛生士による口腔ケアの勉強会を実施。口腔ケア困難事
例に対しては歯科衛生士に実際、その患者の口腔ケアをして
もらい勉強した。
リハビリスタッフと食事介助時のポジショニングを検討したり、
管理栄養士と食形態や補食の検討をしている。

口腔ケア困難事例の方に対して実際どうしたらよいのか、具体的に歯科衛
生士に教えてもらったことで口腔ケアの重要性の再確認と意識向上につな
がった。
食事介助時のポジショニングをリハビリスタッフと検討することで、特に新人
介護士にとっては不安の軽減になり、食事介助がしやすくなった。
栄養課とは食形態や補食を相談しながら検討することで、個々に応じた対
応を常に心がけている。

誤嚥なく食事を食べてもらうために食事前に口腔体操を実施
している。合わせて、食事形態の実施（３か月１回）や身体拘
束委員会を実施・報告している。

食事については体操等の実施から経口摂取が維持できている。会議をす
ることで拘束をしない意識がついている。

・胃ろう造設された方が、造設部に違和感を感じ、挿入部を絶
えず手で触り抜去の可能性と、出血などによる挿入部周囲の
皮膚トラブルによる感染症の危険性があった。御家族と相談
し、綿素材でフィットタイプの長めの腹まきを着用頂くようにし
た。
・嚥下状態が低下したり、誤嚥性肺炎で入院し退院された方を
対象に、主治医病院の言語療法士による嚥下訓練と定期的
な評価、介護・看護職員に対して嚥下訓練指導があり、"食"
の機能回復に心掛けている。口腔体操を入居者様全員で行っ
ている。

・挿入部に手が届きにくい事と、フィットすることで違和感が軽減し、触れる
ことは無くなった。皮膚トラブルも改善された。
・胃ろう造設され、経口摂取をあきらめていた方が、昼食のみではあるが経
口摂取可能となり、おやつも経口で食べることが出来るようになり、ご本人
のQOL向上につながった。職員も、口腔体操・経口摂取の重要性を考える
ようになった。

胃ろう(経管栄養)の方に、まずは口から食べて頂くことを目標
に毎昼食前に、口腔体操・リハビリ体操をしてプリン・ゼリー・
チョコ粒等を他利用者様と一緒のテーブルに着いて食べて頂
くことを始めた。少しづつ進め、プリン一個食べれるようになっ
て、皆様と同じ食事(ソフト食)をお出しして一口・二口と食べて
頂けるようになった。
食事も無理をせず、甘いものがお好きな方であったので、食べ
れないときはお饅頭やどら焼きを進めた。
毎食後の口腔ケアもご自身で歯ブラシを持って頂き、出来るこ
とから進め、後は介助を行った。

結果、胃ろう(経管栄養)を中止し、荒刻み食１／２量食べれるようになった。
(同時に１／２量では栄養不足なのでエンシュアも摂取)活動量も増え、車椅
子介助であったが、自走されるまでになった。
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経管栄養をしないための口腔ケアとして、歯科衛生士から教
わった口腔体操を、毎日、夕食前に入居者全員で行ってい
る。

まだ、目立った成果は出ていないが、唾液がよく出るようになり、むせ込み
にくくなったり、飲み込みやすくなったといわれる方が増えている。

・経管栄養をしない為の口腔ケアやリハビリ・・・歯科医師との
ミールカンファレンスにて、食形態や自助具、姿勢の見直しを
実施。口腔ケア等の勉強会実施。経口摂取出来なくなった時
のご家族とのカンファレンス(看取り等も含めて)実施。

・出来る限り経口摂取して頂ける様になった。ご家族も経管栄養まで望まな
い方が増えた。

機能訓練指導員によるリハビリや体操、口腔体操を行うこと
で、身体、口腔機能の維持に努めている。
入居者を中心として考えたサービス、生活支援を提供し、個々
の状態把握を行っている。

リハビリや体操、口腔体操を１週間に６回行うことで、身体、口腔機能の維
持ができている。入居者の生活スタイルを優先したサービスを提供する事、
個々の状態を把握し改善していくことで、入居者を抑制することなく身体拘
束を行わなくてもよい体制が取れている。

経管栄養の方に嚥下訓練やマッサージを行う。 2名の利用者が経口摂取できるようになった。

機能訓練指導員を中心として、食事前の口腔体操や、また、
日中も作成したＤＶＤを使用してのリハビリなど、日頃から利用
者様の機能の維持に取り組んでいる。

毎日行うことにより、利用者様にとって習慣となり、また、楽しんでもらうこと
が日常生活に活気が出ることにつながり、その結果が機能維持に図られて
いる。

胃ろう造設者で、栄養剤を注入中にカテーテルを引っ張って持
ち上げることが続いたため、バスタオルを筒状に縫って両側に
ゴムを入れたものをつけてもらっていた。それでも手を突っ込
んでさわることがあった為、その上から腰痛ベルトをゆるく巻
いてみた。

腰痛ベルトを巻くようになってからは手がすぐに入らないので、引っ張ったり
して胃ろうチューブも抜けることはなくなった。

どのような行為や言動が身体拘束になるのか、また身体拘束
になる前の段階として気をつけることは何かを勉強している。
その上でより良いケアを目指し、例えば口から美味しく食べる
ため口腔ケアや口腔体操に取り組み、また、ソフト食を工夫す
るなどして経管栄養ではなく最期まで口から食べることを目指
している。薬によるふらつきなど少なくなるようできる限り薬を
少なくなるよう嘱託医と連携して取り組んでいる。

質の良いケアをチームで行うことにより身体拘束防止につながり、入居者
の皆様にもその方らしい暮らしが送れるように支援することにつながってい
る。

鼻腔栄養の方でチューブを抜去される為、感染症を発症する
恐れと栄養が摂れない事で、両手指に不動手袋を使用し身体
拘束を行っていた。身体拘束廃止に向けて経口摂取への移行
の取り組みを行った。経口摂取へ移行できたケースもあった
が、1年半ほどアプローチしてもなかなか移行できなかった
ケースもあった。

他職種と協働し（特に歯科医師）口腔機能改善に向けてのノウハウを身に
つける事が出来た。

胃ろうで病院から入所された御利用者は当初、両手にミトンを
していたが、まず体調をみながら離床時間を増やしていき声
掛け、他者との交流、歯科衛生士による口腔ケアを実施。普
通車いすへの移行。嚥下能力をみながら食感や味を楽しんで
もらえるようなアイスやするめ飴等を試していきゼリーやソフト
食の段階を経て食事が出来るようになってきた。水分、栄養が
十分でない時は胃ろうも使いながらの対応をしている。

時間はかかるがほぼ、普通食が食べられるようになった。また、単語では
あるが、言葉もでてきた。
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誤嚥性肺炎のため入院。入院中に誤嚥リスクと食事拒否が
あったため経管（鼻腔）栄養となり退院された。チューブの自己
抜去があり、両手ミトン手袋着用の拘束をされていた。
・対象者は入院中の心身状態低下により拒食になったと思わ
れ、退院後は「ご飯を食べたい」との希望が聞かれた。ご家族
にリスクを説明し、経口摂取を試す同意を得る（ご家族も経口
摂取を希望されていた）。その後、医師にもご理解をいただき、
チューブを外し経口摂取への取り組みを始めた。
・医師、介護、看護、栄養士で連携し今後の実施内容を決定
する。食事前に、口腔リハビリの決められたメニューを必ず実
施し、職員による介助にてプリン等を少量から食べて頂く。様
子を見ながら２週間程度かけ、摂取量や食事形態を徐々に食
事形態を上げていった。また、食後の口腔ケアをしっかりと
行った。

現在は経口で自力にてミキサー食を普通量食べられている。食事開始後、
誤嚥性肺炎等体調不良は見られていない。

入所時は胃瘻で、前の施設ではほぼ寝たきりの状態だった。
入所前の情報では、認知機能の低下によって食事を認識出
来なくなり胃瘻を作ったとのことだった。入所後も自分で触り管
を抜き、衣類を汚染することもあった。
前施設では、入浴以外ほとんどはベッド上の生活だったため、
初めに離床時間を増やしていく。また車椅子もリクライニング
型→ヘッドレスト付普通型車椅子→普通型車椅子に徐々に変
更していく。口腔ケアをしっかり行い、首のマッサージを行い筋
肉の緊張をとり、食事を認識してもらえるように支援していく。
入所後２週間は離床時間の確保、座位保持の練習をメインで
行った。２週間後から昼食にデザートをすすめ嚥下も問題なく
食べられている。３週間後より、昼食のみソフト食半量を提供
開始。１か月後の胃瘻交換の時に諸事情により胃瘻が作れな
くなる。家族に相談し胃瘻は作らない、口から食べれるだけす
すめて欲しいと希望あるため、その日より、朝食ソフト食全量、
昼夕食ソフト食半量提供開始。

現在は、食事形態はソフト食だが、朝昼夕に全量提供している。はじめは
介助するも食事に集中できず、タオルやボタンを触られ時間がかかってい
た。歯科医師より、一品だけを目に入るようにし、短時間に集中して食べて
もらうようアドバイスをもらい実践する。始めのうちは、スプーンと器をご自
分で持ってもらうが、かき集めて遊んでいるだけで口に入れようとはされな
かったが、１ヶ月ほど経つと自分でスプーンを口に運ばれ食べられるように
なる。日によって食事に集中できる時と出来ない時もあるが、食事は９割以
上摂取できるまでになった。さらに、食事に集中できれば、半量以上自力摂
取できる日もある。日々のケアの中、どうやったら食事に集中してくれるの
か、食べてくれるのか？また、どんな声かけをしたらいいか？口から食べて
もらいたいと試行錯誤しながらケアを行った成果だと考えている。

・身体拘束廃止委員会が開催する施設内研修や委員会内で
の課題分析・対策を検討すると共にケアカンファレンス、介護
職班長会とリンクし、他職種連携にて関わりを持ち身体拘束を
しないケアの取り組みを検討し実践に繋げている。
・身体拘束の対象者となりやすい経管栄養にしないための取
り組みとして、日々の口腔ケア、口腔体操に加え、口腔衛生管
理体制加算、経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）において計画的な口腔
ケアの取り組みを実践。
・認知症ケア委員会では、認知症の進行予防として、学習療
法やタクティールケアをケアに盛り込み、行動・心理症状への
理解として、ひもときシートを活用し、実際の入所者情報を基
に事例を上げて、介護職員に対して認知症によるBPSDへの
理解への課題学習を実施。

・身体拘束において、全職員へ身体拘束の必要性を考える前にどのような
ケアでカバー出来るか検討し柔軟に業務改善を行い、作業活動やレクリ
エーションなどを取り入れ自然な見守りを実践しながら、利用者の突発的な
行動への対応や利用者同士による大きなトラブルを未然に防ぐことが出来
ている。
・医師との相談を経て、経管栄養の形態を変更し食事時間の短縮と、看護
職員と介護職員が協働で見守り実施により、以前から食事中のMT自己抜
去は予防出来ていた。臥床中におけるMT自己抜去は、入退院の繰り返し
と心身機能の低下から現在なし。経口維持計画書に基づく対象者は16名
おり、うち1名が入院加療中で経口摂取困難の判断にて経鼻経管栄養と
なっている。他の対象者は食事前の口腔内マッサージを行う事など食前準
備や環境整備により、口腔機能の維持が図れ経口摂取が継続出来てい
る。

現在には身体拘束はなかったが、１１月半ばまで２名の方が、
経管栄養で両手にミトンをする拘束をしていた。嘱託医が２週
間ごとに回診があるのでその日に合わせてカンファレンスを行
い、家族の意向もお聞きした。拘束は１人は約１年もう一人は
８カ月と長きに及んだ。途中、一人の方は３回管の自己抜居
があった為、胃ろうの造設をした。職員は日勤夜勤も含め管の
抜去があったらと不安を抱えておりなかなか解除へ踏み切れ
なかった。しかし現場での１週間毎のカンファレンス・家族への
同意・事あるごとの身体拘束委員会の開催をきちんと行った。
そして現場の記録の整備、全職員がきちんとミトンを外すこと
の意識を高め、カレンダーでミトンを外した時間を記入し課題
を見つけた。そして段階を追って、まず夜勤帯のミトン外しを全
夜勤者が行った。その後日勤帯の栄養の滴下中も外す試みを
し解除となった。

入所時から経管の方も居られる為、手がよく動くかたはすぐにミトンを外さ
れる。今回の２件の施設が体験した事例で良かったたことは、現場の職員
や看護職員がそれぞれやむを得ない場合、自分たちの役割を認識して解
除に向けて施設全体が取り組まなければいけないことを理解したことだと
思う。切迫性があり、代替えの物もなく、一時性であることを認識して取り組
むことができた。しかし一番大切なのは、利用者様が心身共に状態が良好
であることである。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
口腔内の清潔保持、誤嚥性肺炎予防のため、月１回の歯科医
師の往診、週１回の歯科衛生士による口腔ケアをＨ28年度よ
り実施している。

専門職による口腔ケアの実施により、口腔内の清潔が保たれ、昨年度より
発熱等が減少傾向となっている。また、歯科医師の往診時に、口腔内のト
ラブル等について相談が出来るため口腔機能向上の一因となっている。

現在、身体拘束をしている入居者様はいないが、過去に、経
管栄養で鼻腔チューブを自己抜去防止のため、両手にミトンを
使用していた入居者様の対応として、午前、午後は必ず離床
して、職員が見守りできる時間は食堂にて３０分～１時間拘束
を解除した。解除した時は、摂食嚥下の訓練、手指浴、日光浴
を行った。口腔ケア、口腔マッサージを行い、しっかり一口ず
つ嚥下を状態を確認しながら、食事摂取に取り組んだ。無理
のない経口摂取を行い、少しずつ食事形態のレベルアップを
行った事例があった。

嚥下リハビリを行い、経口摂取が可能となり、両手ミトンの身体拘束の解除
を行った。離床時間を増やしたことで、会話も増え、趣味のＤＶＤ鑑賞も出
来るようになった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

排尿に関しては紙オムツを使用しないで、紙パンツやパットな
どでトイレ誘導をし、できるだけ失禁しないよう取り組み。

排尿もしっかりと失禁も減少、定期的なトイレ誘導やパット交換にて対応。

座位が取れる方はトイレを使っていただき、トイレにて排泄が
出来るように支援をしている。

入所時はパット内に排泄をしていた方も尿意・便意を職員に伝えトイレにて
の排泄が出来るようになった。

排泄チェック表を使用し、どの時間帯に排便が出ることが多い
か、また何時間おきのトイレ誘導が必要かを把握した。

トイレでスッキリ排泄ができるようになった。

排泄パターンを把握しトイレでの排泄を支援している。オムツ
を使用していた利用者がトイレで立居を繰り返すうちに紙パン
ツ使用になった事例もある。

日中はトイレでの排泄の支援を行い、日中のオムツ使用者はいない。

自分で歩いてトイレに行ける人が尿とりパットに頼ってしまい、
日中、夜間ともトイレ回数が少なく平気でパット内に排尿され
る。歩いてしっかり自分でトイレに行ける人がパットに頼るのは
おかしいことだと家族様に説明。日中、夜間にトイレへの声か
けを徹底したい。

今では失禁ゼロまでは至っていないが、トイレでの排尿回数が日中、夜間
とも増えパット使用数も減り、経済面でも清潔面でも家族様より感謝される
ようになっている。

夜間のオムツ(ハット)内に排尿をされる方もいらっしゃるが、そ
の不快さを軽減する為に、使用パットの種類や、交換のタイミ
ング、トイレにお連れするタイミングを検討した。

利用者の排尿のタイミングをつかめ、パットを極力濡らさないタイミングまた
は濡れすぎないタイミングがわかり、パットの容量も小さくできた利用者もい
た。

男性利用者が10月初旬から夜間1，2時間おきにトイレに行っ
ていたが、紙パンツや尿パッドの使用回数が急激に増えた。し
かし、寒さのせいもあると思われたため、３～４日ほどトイレ誘
導で対応した。5日目には、日中も1時間おきのトイレ回数と
なったため、泌尿器科受診をしていただくことになった。

処方された薬を飲むことで、トイレの回数は減り、紙パンツや尿パッドの使
用回数も減り、夜はぐっすり眠れるとご本人が一番安心された。日々利用
者の経過観察をする上で、早めの対応が重要と思われた。

立位可能な利用者はおむつから紙パンツへの切り替えを行い
トイレ誘導を行っている。排泄の訴えが多い利用者に対し、施
設内での歩行練習や動作の声掛け、見守りを行い、自力で排
泄ができるよう支援している。心理面と並行し、医療機関との
連携を行い、身体的な原因を探った。

本人の自信につながり不穏な状態が軽減し転倒のリスクが減少した。入所
当時数分おきにトイレの訴えがあったが、排泄のリズムができ、トイレの回
数が減ってきている。

認知症の方の症状や行動に合わせて不穏が少なく生活が行
える環境作りをしている。行動することで問題と捉えられるも
の、実際に起こったことなども経験にして、本人や周囲が生活
しやすい住環境作りを行った。また、問題が起これば、即座に
話し合いの時間を設け、改善に努めている。

屋内で昼夜問わず水が床に溢れるまで観葉植物に水をあげる。また、トイ
レ以外での排尿行為のある入居者様への取り組み。
屋内の観葉植物を外に移すことと、植物の水受けも無くすこと、トイレ・リビ
ングのゴミ箱を水のすくえない物へ変更することで、建物内で水を撒く行動
がほとんどなくなりました。また、観葉植物周辺や玄関での放尿もありまし
たが、合わせて、トイレのトビラ全てに「便所」の表示をすることで排泄をす
る場所の認識ができたのかトイレでの排尿が多くなりました。

夜間の便いじりが大変なため、夜間のみ使用し起床にはずし
ている。

オムツいじりもなくおちついて入眠している。

便いじりがあった為オムツホルダーを使用離床時間を増やし
日中はレクや散歩などで気分転換を図り、夜間の睡眠がとれ
るように努めた。また排泄リズムを把握し声かけトイレ誘導し
自然排泄を促した。ご本人の様子に注意しつつ随時オムツ交
換陰部洗浄痒み感の除去により、違和感を除くように努めた。

便座に座って頂くことで腹圧がかかり、腹部マッサージにより、トイレ内での
自然排泄が可能となり、便いじりも無くなった為オムツホルダーの使用を中
止することができた。

○気持ちのよい排泄とスキンケアに関する取組み



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
環境整備・設備の工夫
事業所全体で「しない・させない・見逃さない」のスローガンの
下、全職員の意識の徹底を図っている。
排泄については、個々の排泄パターンを把握し、時間ごとのト
イレ誘導を行い、保清意識を高めるよう取り組んでいる。

現在、身体拘束・抑制は行っていない。
排泄については、長期入院を経て入居された方がおられるが、入居当初は
尿意・便意なかったが、トイレ誘導を行うことで徐々に感覚も戻りつつ自発
的に「トイレに行きたい…」と言われることが多くなっている。
また、トイレでの排泄を促すことで、極度の便秘症も改善しつつある。

排泄については日中はできるだけトイレ誘導して下着で過ごし
てもらう。夜間も適切な誘導をして対応する。

他施設から来られたおむつ対応の利用者がふつうの下着で過ごすことがで
きるようになった。

夜間の紙おむつの解除とベッドよりの転落防止のため、夜間
のみベッドにセンサーマットを取り付けている。（特定の利用者
のみ）

・センサー音でスタッフがすぐに駆けつけ、トイレ誘導できるため、失禁も減
少し、紙おむつの使用もなくなった。

その人のトイレリズムの把握に努め、その人のトイレサ
インを見逃さずトイレ誘導を行った。

尿とりパットの使用者が減った。

個人の状態を把握し、立位困難な方でも座位保持できたら2名
介助してトイレ誘導を行い、パットや紙パンツでの失禁を減らし
て、身体拘束しないケアに取り組んでいる。

トイレ誘導することによって便秘改善やオムツいじりが改善されている。

病院入院中は、急な立ち上がりを防ぐ為に抑制帯を使用して
の生活であったが、入所後、日中は談話室でテレビを見なが
ら過ごして頂き遠位見守りを行った。立ち上がりのある時は、ト
イレ誘導を試みている。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa
で、意思の疎通の困難さがある為職員の誘導の意味が伝わ
らない事が多いが、行動を無理強いすることなく援助を行って
いる。

車椅子からの立ちあがりはあるが、日中は談話室で過ごして頂く事で遠位
での見守りが行え、ご本人に不快感を与えることなく、また転倒事故なく生
活することが出来ている。入所後、排泄パターンの把握が出来、トイレで排
泄が出来たことが、立ち上がる回数を減らす要因となっている。

たちあがりがみられる時はトイレ介助する。
オムツをたびたびはずす人は、交換回数を増やす。

トイレ介助することで落ちつくことがある。

入所前は、おむつ交換での対応でオムツいじりがあるために
抑制着を着せられていた。入所後は、移乗動作が一部介助で
可能なことから抑制着を使用せず定時、訴え時にトイレ誘導を
行うようにした。また、おむつの軽装化も図り、リハビリﾊﾟﾝﾂに
当てオムツで対応、こまめにパッド交換も行った。

オムツいじりの減少、排泄の訴えも少しずつ出てきている。移乗動作も軽介
助で可能になる。

排泄に関しては、本人の排泄パターンを知ることに力を入れ
た。

排便時に必ず弄便される方がいたが、パターンを知ることによりろう便を防
ぐ事ができるようになった。

可能な入居者は、日中はおむつから紙パンツに変更してトイ
レでの排泄を試みたりする。

常時おむつを使用していた方でも（退院時等）日中はトイレに座ることが可
能になった人がいる。
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自立にてトイレに行かれておられる方でも、排泄後の保清が
出来ておらず臀部赤くなられたり、気が付かないうちに、ただ
れていたりと逆に入浴日以外早期発見が難しい状況が見えて
きたため(認知症の進行他)、その方の日常生活状況にあわ
せ、職員誘導で拒否がない方においては、なるべくウォシュ
レットにて保清を徹底している。

皮膚の欲発赤・ただれが軽減されてきている。

夜間のトイレ回数が多くベッドからのずり落ちが多い入居者に
夜間のみポータブルトイレを使用した。

ベッド横にポータブルトイレを置くことにより、あわてることなく事故予防出来
た。

認知症の行動心理症状により膀胱留置カテーテルの抜去を
繰り返す利用者がおり、様子観察を続けた結果、抜去の前に
は体動が激しくなったり、手遊びを頻繁にしたりすることが分
かった。しかし、職員が訪室していない間に抜去されることが
続いたため、職員室の横にベッドを移動し、見守りを行うことに
した。排泄時には居室へ移動するなど、プライバシーの配慮に
は十分注意した。家族にも説明し、理解を得ている。

抜去回数が大幅に減りました。病院の通院や挿入時の苦痛など、本人の
負担も軽減できています。

排泄委員設置。排泄状況を観察し、排泄日誌にて状況を把握
し、対応について検討している。トイレへの誘導時間や排便の
形状を整えるため下剤の調整など。

頻尿や便秘への対応について、一人ずつアセスメントし、対応している。頻
尿の方は、病院受診にて原因を明確にしている。

不穏状態、夜間不眠が続いており、カテーテルが挿入されて
いる利用者様に関して、排泄時痛みの訴えが強くみられてい
た為
　・看護師による定期的なカテーテル交換・膀胱洗浄等の医療
的なケア。
　・変化にいち早く気付けるように定時トイレ誘導の実施・観
察。
　・看護師・医師との連携により、服薬による排便コントロール
等の実践。

・週に３～４回、不穏状態・夜間不眠がみられていたが、現在では週に１回
程に頻度は少なくなっている。
・排泄に関しての苦痛の緩和により、興奮や不穏になる頻度は少なくなって
いる。

・排泄パターンを把握し事前に声掛け等を行いトイレ誘導、お
むつ交換等の排泄ケアを対応する
・掻痒感が強く自傷行為やおむついじりがありつなぎ服を使用
されていた方に対し皮膚科にて軟膏、内服薬の調整、肌着等
をナイロン素材から綿、絹素材へ変更する

左記の方のケースで対応することによりベッド柵４点使用やつなぎ服などの
身体拘束を廃止できた。

排泄時、尿量と誘導時間を検討。 紙パンツ＋パットから布パンツ＋パットになり、ムレが少なくなった。

・介護力向上講習会に参加し、水分・運動・常食化・排便コント
ロール等へアプローチし、認知症の改善、オムツゼロへの取り
組みを行っている。
・上記講習会にて経口摂取、常食化への取り組みも同時に
行っている。

・覚醒度のアップ、下剤使用量の減少、常食化率アップなどが見られてい
る。

 個々の水分摂取量に目標をたて、水分量を増やしていった。 　日中の傾眠気味が少なくなり覚醒している利用者の方が多くなった。覚醒
する事で、活動量が増え便秘の改善にもつながっていった。なるべく下剤を
使わず、オムツはずしをしてトイレでの排泄に努めている。日中での排便を
心がけることで、便を触る事もほとんど無くなっている。
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個別ケアを推進し、入所者個々の処遇についてフロアー全体
で話し合う機会を持つことで、ニーズに対する共通認識が職員
間で持てる様に取り組んでいる。その人に合ったケアを模索
し、対応することで、入所者個々に応じたケアの実践力できる
よう心掛けている。

排泄ケアに関する見直しを随時行い、入所者の素振りや行動からトイレ誘
導時間の設定を行い、オムツ着用時においてもベット上の体動や不潔行為
のある時間帯、排泄量のデータ収集を行い、分析することで個人に合った
交換対応を行うことができた。不潔行為等の行動も減少した。

便秘が続いたりや下剤が効きすぎると不穏になり、ベッドや車
椅子からの転倒の危険性が大きい利用者に対して、下剤の内
容を腹痛の少ない物に変更するとともに、水分摂取量と運動
量を増やし、トイレ誘導をこまめに行うことを継続していたら、ト
イレで定期的に排便ができるようになった。

便秘継続時や下剤投与後の不穏がなくなり、落ち着いて生活されている。
ベッドや車椅子からの転落の危険性も少なくなり、引き続き見守りは行って
いるが、付きっ切りでいる必要はなくなってきた。

オムツの種類や時間を見直し、下剤の服用の調整などで排便
リズムを整える。陰部洗浄でかゆみの軽減に努める。

褥瘡の発生などは減っており、スキントラブルによりオムツを触ったりされる
ことは減っていると思う。

オムツから布パンツへ移行、トイレ誘導の継続。 トイレ誘導することでオムツの利用者が減少した。

失禁の原因の検討…オムツ委員会を立ち上げ、個々の排尿
の統計をとり、排尿リズムや排尿パターンを把握し、トイレ誘導
やパット交換時間を検討し調整する。

日中トイレ誘導により失禁が減った。認知面も改善した。

ケアの質向上のために、利用者ごとの24時間シートを記録し
ている。それにより排泄周期を把握し、適切な排泄介助が出
来るよう努力している。

排泄周期をつかむことにより、オムツやパットの使用量減につながってい
る。
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ベッド上で体動の多い又はベッドからの転倒リスクの高い利用
者について、ベッド柵を4本使用するのではなく、ベッドの高さ
を下げてベッド下にマット、布団などを敷き、転落したとしても
布団の上に寝れるようにした。

本人が車椅子に移乗する時は布団を片付け、臥床するときにはベッド下の
布団を敷くので効率が悪いように思えるが、「転落の危険性をスタッフが毎
回持つ」などのスタッフの「けがをさせない」という意識が高まり、実際、転落
はなく部屋の様子を頻回にみている。また、床に布団を敷いてしまうことに
対して、環境整備に心がけたり、他の利用者さんのベッドでの過ごし方を観
察するなど、広がりがみられる。

転落防止のために、ご家族様から片側ベット柵2本を希望され
たが、当ホームでは身体拘束に当たることはしない方針であ
る旨説明し、ベット柵を介助バーに替える事で、了解して頂い
た。

今の所、ベットからの転落事故は起きていない。

・居室内にてベットからの転落が起こりやすい利用者の方に対
して、ベットを除け床に布団をしくようにしたり、ベット下にマット
を敷くようにしたり。15分毎の見回りを実施している。
・ケアカンファレンスを都度開催し、困難事例に対して全員で
考える場を設けるようにした。
・身体拘束に繋がる行為を書面にて配布し、どのようなことが
身体拘束なのかを理解してもらうようにした。
・毎日歩行訓練や立位訓練を実施し、転倒の予防を図った。

その人のために何が出来るかを皆で考え、話し合うことで身体拘束になる
ことを防ぎ、またその意識が育っていると思われる。他にも身体機能の低下
を予防していくことで、ヒヤリとする場面は多いが、事故に繋がりにくいよう
にすることで拘束に頼らずに生活して頂けている。

・ベットより降りようとされ、床に転倒される。また、転倒リスク
が大きい。布団に鈴を付けたり・タンバリンを置いたり、予防し
た。床にマットを敷き対応する。

察知し、訪室し予防できる。

要介護者で、夜間不眠時にベットから降りようとされ、危険を
伴うケースもみられたが、夜間の訪室を３０分毎に行い（必要
時には15分毎など）、安否確認を行なっている。また、日中に
傾民状態など昼夜逆転しないよう、散歩にでかけたり、レクリ
エーションを行なったりして、出来る限り日中に起きていただけ
るよう配慮している。

時折夜間不眠状態になるケースもあるが、概ねよく休まれるようになってお
り、ベット上での体動も少なくなっている。ベット柵で囲うなどの拘束を行なう
と、それを乗り越えようとして危険が増すので、絶対に行わないようにしてい
る。

・転倒しない様、リハビリ実施し強化 骨折のリスク軽減

・職員研修による勉強会
・離床センサー設置と脚力向上に向けたリハビリ運動の実施
（病気により入院されたご利用者が、脚力が一段と衰えてホー
ムに帰ってこられた。しかし、ご本人にその認識はなく、以前
同様に離床されようとするため転倒のリスクが高まっていた。
これにより、離床センサーの設置を検討し対応。また、生活の
中で脚力向上を狙った運動を取り入れ、足のマッサージ等を
施行することで、転倒防止に努めた。）

・スタッフの意識の向上、身体拘束への認識が深まった。
・退院直後は意識も朦朧とされていることが多く、また、室内でも車椅子に
乗った状態でおられたが、徐々に日中の覚醒時間を増やし、段階的な運動
と足のマッサージを取り入れることで、以前のような笑顔も見られるように
なった。また、脚力も病気前と同様とまではいかないものの、4点杖使用に
よる自力歩行されるまでに回復されている。

・居室のベッドを乗り越え転倒される危険のある方に、居室の
床にマット・布団を敷き休んでもらっている。
・夜間お一人でトイレに行こうとされ、居室で転倒される事が多
い方がおられた。

・床での生活が可能な方なので、行動範囲を制限することなく、過ごすこと
により、興奮や転倒することなく安心して休んでもらっている。
・床にセンサーマットを使用することにより、立ち上がられる前に介助に行く
ことが出来るため、転倒を防ぐことが出来ている。

○ベッドや車椅子からの転落への取組み



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
職員一同が「身体拘束は行わない」と共通認識を持ち、定期
的ユニット会議で学習し、課題があれば話し合いをして、身体
拘束をしないケアに努めている。入居者全員が転倒のリスク
があるが、移乗、移乗時の見守りを強化し、利用者の行動を
職員が把握している。ホール、居室のフロアは転倒があっても
衝撃が少ない材質にしている。

平成26年4月に開設以来、身体拘束を行った事例はない。　入居者18人中
7人が要介護４・５であるが、全員ホールのテーブルで食事し、1日数回ホー
ルで過ごしているので、現在、寝たきり状態の入居者はいない。　入居時に
ご利用者ご家族に対して、原則的に拘束を行わないことから、歩行時の転
倒、ベッドや車いすからの滑落等のリスクがあることを説明し、ご理解して
いただいている。その上でご利用者様に快適な生活を送っていただける様
に、安全な環境作りに努めている。

身体拘束とは何かを確認する為、年1回は必ず研修、学習会
等を行っている。また、ベッドに臥床時、座位不安定な方がい
るが、下りないようにベッド柵で防護するのではなく、転落して
も怪我の無い様、スタッフが離れるときは、ベッドの高さを１番
低くしている。また、ある入居者様は畳に臥床してもらっていた
が、介護者の負担が大きくなってきたので、何とかベッドに臥
床してもらう為ベッド脇にウレタンマットを敷きベッドの高さを下
げて対応するようにした。歩行不安定な方が自室で一人にな
るときは、すぐにスタッフが駆けつけられるように、マットセン
サーやポータブルセンサーを利用し意思統一を図っている。

自分の意思でベッドサイドに座位を取るとき、設置したセンサーが鳴る為、
早めにスタッフが駆けつけ、対応が出来ている。また、ウレタンマットを敷い
た入居者は、転落することもなく、布団の動くことでセンサーが鳴り、スタッ
フが早めに駆けつけることが出来、また、そのサインが排泄のサインではな
いかと早めに対応が出来るようになった。

車椅子のブレーキを自ら外し、自操してブレーキをせずに立ち
上がる事の多い利用者の車椅子ブレーキに鈴を付けさせて頂
いている。

割合、遠くに居ても鈴の音に気付き易くなり、皆で利用者の動きに注目する
回数が増えた。

身体拘束について勉強会に参加し、内部研修を行う。
例：頻回にトイレの訴えがありトイレに行きたくなった時、自ら
立ち上がろうとし転倒の危険性がある利用者に対する対応を
職員で考えた。→何かに集中して取り組むことでトイレの訴え
が無くなるのではないか検討する。

作業やレクレーションなど何かに集中している時はトイレの訴えが減ってお
り自ら立ち上がる事もなくなった。その為転倒の危険性も少なくなった。

下肢筋力低下により、歩行困難なご利用者が、ベットで寝てい
て捕まり立ちをし、転倒の危険性があった為、ベットを撤去し、
畳に敷布団を敷き寝ていただいている。
また、歩行困難であるご利用者を一日中、椅子に座らせず、
車椅子の移動の仕方を指導させて頂き、自由に施設内を移動
できるよう職員が常に付き添い、見守りを行い自由に移動して
頂いている。
ご家族には、施設の意向をご家族に十分に伝え転倒・事故の
可能性についても説明させていただき、転倒が起きた場は速
やかにご家族に状況報告行い、行政に報告書の提出。
内容によってはヒアリハットを作成することもある。

常に付き添い、見守りを行うことにより転倒事故の危険性が少なくなった。
転倒事故が起きる時にはどうしようもない時もありますが、車椅子で異動す
る際には利用者が自由に行きたいところへ行くことができ、本来のグループ
ホームとしての生活が送れることで、ご家族も安心されている。

・ベッドより転倒や転落がある利用者に対して、家族と相談し
て了解をもらい、床に畳を敷いてマットレスのみで対応してい
る。布団や靴の上に鈴を置いて、部屋で臥床中の動き出しが
わかるようにしている。夜間のみ気持ちが落ち着けない時は、
食堂でお茶を飲んだり、話をしたりして常に見守りできる状況
にしている。
・車いすより立ち上がりが多く転倒の危険がある利用者に対し
て、トイレのタイミングを聞きながら、職員が同じテーブルで記
録仕事など横に座り見守りながら行う。
・年に1回の勉強会で、身体拘束廃止について、学んでいる。

・３年前より対応を続けていることで、転倒が予防できている。
・動き出しが見られる時に気がつくため、次の欲求に対して手伝いできる機
会が増えて、欲求が満たされた後は落ち着かれている。テーブル上で集中
できる雑誌や髪ブラシ、塗り絵道具を提供することで、何もすることがない
不安が取り除けている。倦怠感を訴えるときは、数十分単位で部屋に入り
横になってもらっている。
・なぜ身体拘束が必要になるか原因を考える事が出来ている。身体拘束が
利用者の尊厳を侵害している事を理解できるようになっている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
利用者の周辺症状としては、強い帰宅願望・多動による下肢
の疲労骨折・階段の危険察知が困難・単独外出したら帰って
来られない等があげられた。認知症の行動心理症状を改善す
る為、入居者さんの心身の状態変化を観察・把握する事をま
ず徹底して行い、2階ユニットから1階ユニットへ移動し、環境
の変化を試みた。また、玄関にセンサーを設置し、単独で外出
することのない様にした。また、2階から1階に変更する事で、
階段での転倒の危険を改善した。

施錠をすることなく、1階ユニットにて落ち着いて生活されている。環境の変
化からか、強い帰宅願望も改善され、下肢への負担も軽減されている。ま
た、センサーを常時使用している為、単独での外出がなくなった。

転倒の可能性がある利用者には、ベット柵や杖、靴など、その
方の動き習慣に合わせた所に鈴をつけ動きがわかる様にして
いる。

ベットから立とうととれる頃がわかるようになり、すぐに見守れるようになっ
た。

入院期間中ほぼ寝たきり状態となって退院された利用者が、
退院後徐々に自ら立ち上がろうとする行為がみられるようにな
り、数回ベット下への転倒がみられた。
コールを鳴らすよう設置したものの、必要時に押すことは少な
かった。
ポータブルの手すりなどに鈴を付けて対応していたが、日中気
付かないことがあり、ベット下にセンサーチャイムを設置し、端
座位になると職員対応できる環境を整えたことで、身体拘束に
つながらない取り組みとなった。

端座位の時点で訪室することができ、職員が対応できるようになった。

現在、転倒予防、離所防止対策として行っているのは感知セ
ンサーや鈴を付け気付きやすくする等の取り組みを実施して
いる。

感知センサーで動きがいち早く分かり、転倒防止等を防ぐ1つとなっている。
入居者様も自由に生活できている。

転倒の危機のある利用者さんのベットを壁につけ　もう片方を
２本ベット柵を使用していたが、畳を敷き布団で休んでもらうよ
うにした。

ベットから立ち上がったり転倒の危険性はなくなった。

「トイレに行きたい」「帰りたい」と繰り返しベッドから降りるご利
用者に対して、センサーマットやベッドサイドセンサー等を設置
していた。しかし、動作が遅く、反応があり直ぐに居室に駆け
つけても間に合わず、ベッドから降りたり座り込んでいる事が
多かった。そこでベッドを低床ベッドに変更し、衝撃を少なくし
た。

自由に動くことができ、表情が明るくなった。ベッド下にマットを敷いて対応
することで、落ちても衝撃が少なく表情が明るくなった。ベッド下にマットを敷
いて対応することで、落ち着きも衝撃が少なく安全になった。

・低床ベッドの利用
・センサーマットの利用
・ベッド下にマットを敷いてベッドから降りても怪我の無いように
する。
・職員の目配りのできる位置での見守り
・リハビリ訓練により下肢筋力の増強を図る。
・本人に合わせたＬ字型ベッド柵の利用

・病院で４点柵を使用していた利用者が２点柵でも落ち着いている。

・超低床ベッド，数種類の離床センサー、スイングバー、衝撃
吸収マット等を利用し、可能な限り行動制限や拘束をしないで
事故防止に務めている。
・向精神薬に頼らない寄り添うケア，受容的なケアを継続して
いる。
・拘束廃止・虐待防止・職業倫理等の研修を継続し意識向上
を努めている。

・向精神薬による過鎮静の事例なし。むしろ，入所時に過鎮静となっている
事例で向精神薬を減量・中止し，寄り添うケア，受容的なケアによる成果が
得られるようになっている。
・拘束は必要最小限に留めるという意識が強くなってきている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
急な立ち上がり防止(転倒予防)で車いすテーブル着用してい
た方に対して車いすからソファー等に座って頂くことで安全面
に配慮して拘束予防に取り組んだ。

常時、使用については防ぐことはできたが、時間、場所によっては使用せざ
るをえない状態もあった。

変形性膝関節症で下肢機能低下して、全てに介助が必要で
あった。しかし、栄養管理とリハビリを行い体重が10ｋｇくらい
減少し、移乗動作など見守り程度で行えるようになった。認知
症も重度でベッド上４点柵であったが、現在では見守りにて移
乗できるようになった。

認知症も重度で当初は夜間臥床時４点柵使用していたが、見守り程度で移
乗できるようになり２点柵となった。

・転倒転落防止においては、センサーマットや赤外線セン
サー・センサーチャイムを活用し、適宜の訪室以外にも感知し
た場合に速やかに対応。また必要時、ベッドサイド等に緩衝用
マットを設置し、行動の拘束を出来る限り行なわず、環境を整
える事で安全面に配慮している。開始や内容に関しては、多
職種で検討し施設・ユニット全体で実施評価を図る。

・降りられる個所があるため、柵の乗り越えや危険な個所からの乗降りが
見られず、感知される個所での行動となるため、センサー等が感知しやす
く、速やかに対応が出来やすくなっている。また、緩衝用マットを使用しベッ
ドを低床にすることで、段差が最小限にとどまり滑り降りる程度のリスクとな
ることが多い。転倒があった場合でも、大きな外傷に至る事がほとんどない
状況である。

他病院からつなぎ服や4本柵、車椅子ベルトを使用され、中止
することなく入所された。入所当初から身体拘束の状態は廃
止して、職員の見守りできる場所で対応し、夜間はベットから
の転倒の危険性があるためセンサーマットで対応していった。

つなぎ服は1度も着用されることなく、日常着で対応できた。
立ち上がり行為は、あったが声掛けにてコミュニケーションをとりながら、入
所後拘束行為は行わず、取り組むことができた。

認知症があり、転倒の危険性が高い方に対して、行動そのも
のは制限せず、出来る限り見守りをして自由に歩いてもらった
り、疲れたときにゴロンと出来るようなソファーを置いたりして
いる。ベッドからの転落がありえる方には畳に布団を敷いて対
応している。

行動制限をすることで利用者様の精神不安が助長されてしまうことが多い
ので、“自由”にしてもらうことで落ち着いた生活をしてもらえる。

帰宅願望のある歩行、立位不安定な利用者に対し、車椅子座
面センサーやベットサイドのフットセンサーを設置するした。

本人の意思を尊重し自由に過ごせることで不穏状態は少なくなり、無理な
立ち上がりや歩行が減った事から転倒等を予防できている。

◇低床ベッドの導入による転落事故の防止
◇センサーマットの設置による転倒事故の防止
◇夜勤帯、30分毎の巡回による利用者の状態把握
◇転落・転倒した際の衝撃吸収のために、ヨガマットをベッドの
横に敷く。

左記の取り組みを実施することで、事故の早期発見・対応と利用者への影
響軽減と機能維持につながっている。

・超低床ベッドの導入
・センター方式　24Ｈ気持ちの変化シートの活用

・必要以上のベッド柵を使用する事なく、転落によるケガ等も防ぐ事ができ、
入居者が自由に行動できる。
・入居者の気分の変化を職員が共有し、関わり方など統一する事で、不穏
不安症状が出現するのを防げる。

ベッド柵で囲む→徘徊センサーを設置し、センサー音にて職員
が対応する事で解消。Y字型拘束帯利用→要介護5の男性。Y
字型拘束帯を利用する事で朝・昼・夕食事の離床が可能とな
り　リビングで食事摂取可能に(身体拘縮強にてY字帯使用し
ないと座位保持不可)

要介護5の男性(Y字帯使用)のみ拘束実施している。拘束する事で寝たきり
にならず離床可能となっている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・センサーマットの使用
・低床でマット敷き対応
・拘束が必要な方の3ケ月に1度のカンファレンスを行い、検討
する。
・寝たきりにならない為に、その方の体調に応じて離床してい
ただく。

センサーマット使用により、足をベットから下ろした時に音が鳴り、職員が訪
室できる。

・昼夜逆転の生活リズムを改善できるよう、日中はなるべく離
床していただき、レクリェーションや行事等に参加を促してい
る。
・各階グループ会での事例検討を行っている。
・ベットからの転落のある方に対してセンサーマット、ベット低
床、マットレスの使用を行っている。

・拘束時間、抑制防止についての職員の意識が高まってきた。
・ベットからの転落リスクのある方に対して、訪室回数を増やし転落防止に
つながっている。

身体拘束0を目指して、毎月の身体拘束委員会で現在の拘束
状況と状態確認をし、どのように工夫したら拘束を外すことが
できるか話し合いを重ねた。今年1月にはベットを壁付けして2
点柵を実施している拘束が14件あった。昼間だけ柵を外して
様子を見させていただいたり、ベット下にマットを敷いて様子を
みるなどの工夫をした。また、転倒しにくいように居室内での
動線に手すりになるような物を置いた。これらの転倒、転落防
止策を実施して、検証を繰り返し行った。超低床ベットも2台導
入した。

今年1月に14件あった壁付け2点柵が現在1件までに減った。あともう少しで
身体拘束0となります。

・車椅子を使用している方で、本人の気持ちがある時には手
引歩行にて歩行可能な方。昼夜問わず、自室にて臥床してい
る時にベッドからズリ落ちる事があり、床に緩衝用マットを設
置。

・緩衝用マット設置後、怪我などすることなく自分で上手にマットに下りてい
る。

ベッド柵の4点使用は行わず、ベッドからの転倒を防ぐため布
団や動線に鈴やセンサーマットを使用している。また認知症の
行動心理症状（帰宅願望）を改善するため訴えが続く場合に
外への散歩で体力の限界あたりまで行きながら昔話や訴えを
傾聴している。

利用者の動きに気づき易くなり早めの対応が出来るようになった。　帰宅願
望の改善には自宅方面へ散歩をして昔話などをすることで帰りたいとの思
いも薄れて今日も泊めてもらおうかと戻られその後穏やかに訴えなく過ごさ
れる例などがある。また外への散歩を拒否される帰宅願望の強い方へは
笑顔で会話をして話題を次々と変えて傾聴したり望まれる対応をしている
（家族に電話をし迎えを頼むふり）うちに帰りたいとの思いも薄れて落ち着
かれる例などがある。利用者の思いに沿った対応が認知症の行動心理症
状の改善には良いと思われる。

当施設では特に夜間帯の時間、スタッフが少ない為、ベッドか
らの転落防止を目的として、センサーマットを使用し、尚、ベッ
ド柵を4本設置している入居者が4名と、同じく夜間帯におむつ
をする入居者が1名おられる。この5名に対して、夜間帯と昼間
の安静時に拘束させてもらっているが、拘束時間が少しでも短
くなるようにしている。昼間は居室から食堂へ移動していただ
き、拘束しないよう、職員間の声かけにより、取り組んでいる。

少しづつではあるが、拘束時間が減少している。

立位は難しいが、認知症により度々車椅子より立ち上がろうと
する方に対し、転倒リスクの回避も含め、ホール内に居間的
空間（フローリングに畳を敷きつめる）を提供し、くつろいで頂
いた。

畳から降りることもなく、本人様のペースで過ごされている。
認知症により、車椅子より降りられようとする目的は理解できなかったが、
昔ながらの雰囲気を提供したことにより、少なからず精神的な安定を図るこ
とが出来たのではないかと思われる。

・入所予定者が４点柵を乗り越え床へ降りていたと情報があっ
たため、入所前に事故防止も含め検討をし超低床ベッドを導
入（３台）
・利用者の行動が早く察知できるように、センサーマットも導入
（事故防止対策も含む）

超低床ベッドを導入したことで、低床+マット使用の時に比べて段差が減り
事故防止にも繋がった。また、センサーマットを導入したことで、見守り強化
だけでは不十分であった部分が補えている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・ベッド柵は生活基本動作に必要最低限の設置にしている。転
倒や転落の恐れのある利用者様には、衝撃吸収マットを使用
し怪我の防止に努めている。
・ベッド周りでの転倒が続いていた方に対して、行動を抑制す
ることなく、本人の手の届く範囲に物を配置している。
・不安定な歩行状態や体動による転落や転倒を防ぐため、セ
ンサーマットの利用している。

・ベッド柵の使用数を減らすことにより、利用者様本人の自力での起き上が
りや移乗が可能となり、身体機能の維持向上につながっている。
・転倒することもなく、本人はストレスなく施設生活を過ごされている。
・利用者様のニーズをできるだけ早く対応するためのツールとしての利用し
ている。

・ベッドから転落し、骨折等の重大事故が発生しないよう、危
険性の高い方については、ベッドを低床にし、ベッドの周囲に
畳を敷いて転落時の衝撃が緩和するようにしている。
・リスクマネジメント委員会において、事故報告やヒヤリハット
報告書をもとに、転倒や転落の危険性が高い方への事故予
防対策等を検討している。
・身体拘束に対する注意喚起と、職員の意識向上を目的とし
て、身体拘束に関する内部研修会を年１回実施している。

・ベッドから転落してしまった場合にも、低床にしていること、畳を敷いてい
ることによって、骨折などの重大事故につながったケースはない。
・リスクマネジメント事故報告やヒヤリハット報告による実際の事例を基に再
度検証を行うことにより、同様の事故の発生率は減少している。
・身体拘束に対する内部研修会を開催することによって、身体拘束はして
はいけない事という意識付けが定着している。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

・離所される入居者さんについて、一緒に家事手伝い(掃除、
下ごしらえ)をしていただき役割を持ってもらっている。常に居
場所の確認や見守りをし、自由に自分のペースで行動しても
らっている(歩行器使用の方)
・入居者さん１人１人のその日の行動心理状態の把握(ケアの
統一を図る)

･施設外を歩かれ(職員の見守り介助)自分が疲れると帰ってこられ、自室、
リビングにて穏やかに過ごされる
･職員１人１人が入居者さんの状態を見て、声かけ、ケアの方法など個々に
あったケアの実施。

･移乗時にご自分の力で立位保持が出来るようテレビ体操を
取り入れており、その際には足を動かして頂く。
･日中は離床される時間を長くし、ＴＶ視聴や食卓で会話をしな
がら穏やかにすごせる時間をもつ。
･サイドレールを使用しなくても良いように、臥床時の安否確認
を多く行う。下肢筋力をつけるために歩行練習をして頂いてい
る。

･目立った変化はないが、下肢低下はないため、現状維持ができている。
･よく笑われて穏やかにすごされる時間が長くなり介助に対して嫌悪される
ことがかなり減少している。
･距離は変わらず歩行できている。

･徘徊しても大丈夫なように日頃から環境整備しておく。
･職員が利用者と手をつなぎ行動を共にする。
･車イスの方は、自由に動いても職員がすぐ気づけるよう鈴を
車イスのタイヤにつけておく。(家族の同意を得てのみに限る)

利用者を職員が目で追うだけで行動を制限しないため不穏にならずにす
む。職員が寄り添って行動することで落ちつく。

･行動心理症状のおありになる方については、職員が横に寄り
添う時間を作りながら精神安定に努め、立ち上がりの行動が
認められる際には、歩行可能な方には歩行して頂き、また、そ
うでない方については気分転換出来るように車椅子で散歩を
する等、取り組んでいる。

･概ね、精神的な安定が図れており、急に怒ったりされる方も横に寄り添う
事で高度な怒りに発展することが少なくなっている。

不穏状態になられる方については、一日に何回か気分転換に
散歩などにお誘いし、夕方などに不穏になられる予兆が見ら
れる場合、帰宅願望が見られる場合にも散歩などの気分転換
で対応している。

15分程の散歩ではあるが、状態に合わせてお話したり、見守りしたりの間
に、気分が落ち着かれてくる。

利用者が施設内で拘束されているように思えない環境づくりを
心掛けている。玄関も施錠せず、いつでも利用者が気軽く日
光浴などで外に出られるようにして、職員の方で見守ってい
る。

　利用者が散歩に出かけたい時は、自ら声をかけてくれ一緒に散歩をした
り近くで見て見守るようにし、開放感を持っていただいている。

本人の強い意志と亡くなった奥様のお墓参りに自分で行きた
いという目標があったので、職員がその目標に向けて支援す
ることになった。まずは、杖等使わずに自力歩行する力をもっ
とつけていただくように支援を行った。亡くなった奥様の想い出
話をすることによって、自分で歩くことの大切さを忘れないよう
にしていただいた。また、四国霊場八十八箇所の想い出話を
聞かせていただき、歩くことの大切さを思い出していただいた。

ご本人はご自分で毎日自室でのストレッチ運動をおこなったり、職員同伴で
月1回墓参りをしたりと努力の甲斐もあって、ここ半年で体力は徐々につい
ていき、介護保険更新の訪問調査で要介護４から要支援２になった。奥様
の墓参りという目標が、結果として自分の足で歩くというリハビリになり要介
護度を低くすることの結果につながったと思われる。

○施設内の安全な歩行の確保のための取組み



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・徘徊が強い利用者に対しては、その行動を抑制せずできる
限り付き添って一緒に行動するようにしている。
・見当識が不明な利用者に対しては、居室やトイレに温かみ
のある表札等を掲示して関心を寄せるよう工夫している。
・定期的に身体拘束についての勉強会を行い、関連の研修等
に参加している。

・不安や焦燥感が軽減されている。
・表札を目印にすることで、徘徊が軽減されたり、他者への居室に入るなど
のトラブルがなくなったり、精神安定に繋がっている。
・情報を共有し、身体拘束への意識を高めることで、現在では身体拘束の
実施はない。

認知症の行動心理症状を改善するための取組み
夜間を除き玄関を施錠しない（夜間施錠しても内側から開錠
可能）。玄関から外に出る事を制限しない。敷地外へ出る場合
は同行見守りする。同行できない場合は声掛けで対応する。

外へ出たいときには玄関から出ていかれる。窓等から出ることはない。外に
出ても自分で帰って来られる。又は適当なタイミングで声掛けをすると職員
と一緒に戻る。ただし出かけられたことに気づかないまま警察に保護された
ことが一度ある。

職員は、利用者様が日々の家事を自分達なりに行えるような
声かけ等の働きかけをしている。また、天気の良い日には周
辺散歩に出かけたり、計画的に車で買い物や自宅訪問、墓参
等の外出支援に取り組んだりしている。デイサービスにボラン
ティアが来て下さる日には、グループホームの利用者の皆様
にもデイサービスで行う行事に参加していただいている。

認知症を患い、帰宅願望が強い利用者様に、食事の準備のため台所に
立っていただくと、自然と表情が穏やかになっている。最近では食事の準備
が日課となり、グループホームの中での自分の役割を見つけることが出来
ている。また、日常生活に彩りを添えるために外出支援をすることで、満足
感を味わってもらうことができており、落ち着いて日々の生活が送ることが
できている。デイサービスにボランティアが来所し行事に参加する事でデイ
サービスの利用者様との会話や、地域の方々との交流につながりが出来
ている。

歩行が不安定な人に対してのくつ選びを家族と相談して、変え
て安定した人がいた。

くつを変えることにより、歩行が安定できた。

施設外へ出てしまう利用者に対して、(鍵をかけたい)静止する
ことなく、職員が付きそい外へ出た。一緒に歩いたり、不安や
訴えを傾聴することを心がけて行った。原因や何がきっかけか
を探るようにして、その都度対応。その方が、主役になる場を
作ったり、日課を作るようにして、気分を紛らわすようにして
行った。

日課を作り、発揮できる場面を作ることで、戸外へ(帰宅願望)出たがる事が
なくなった。表情もよくなり、不安を訴えても傾聴したり会話に入ることで、自
分でも納得するようになった

徘徊について：言動や行動から徘徊時における心理症状を把
握できるよう観察を行い、話す時間や一緒に過ごす時間を多く
した。また戸外に飛び出しても、気の済むまでそっと付き添っ
たり、散歩している気分になるよう周辺の景色などの様子を話
すことで気分転換に繋がるよう対応した。

いつでも気兼ねなく話せる環境ができたことで安心感を得られ徘徊が減少
した。不安なことがあっても一人で気を揉ませることなく、相談してきたりさ
れるようになった。建物内に閉じ込められているという気分をなくすことで、
出掛けたい時も要望を伝えてこられるようになった。

歩行介助が必要で転倒リスクの高い入所者に対して行動を
しっかり様子観察し、その都度対応するなどして転倒予防に取
り組んできた。落ち着かない様子の時には、訴えを傾聴した
り、車椅子にて散歩したり、気分転換を心掛けた。

転倒を防ぐことができた。

施設を離れたり、外への飛び出しが多い利用者に対し、気分
転換を図り、外気浴や散歩の支援を取り入れた。

気分が落ち着き、歩き続けたり不機嫌になることが、かなり少なくなった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
以前居た施設でも毎日の様に「帰る」と言われ外に出て行って
いた。もう見る事が難しいという事で、当施設にかわってこられ
た。当施設においても、多い時は一日に3回程「帰る」と出て行
かれる。その度に一緒に外に出、そばについて歩いたり、状況
によっては離れて歩いたりしていた。また、洗たく物をたたんだ
り新聞折り等は、喜んでして下さる方なので、帰宅願望のある
時はそれをお願いしたりもした。

時間がかかる事ではあるが、出て行く事は減ってきた。それでも出ようとさ
れる時は一緒に歩き話をする事で、穏やかな表情が増えたように思う。

寝たきりであった認知症の患者さんが、自分で何度も起立しよ
うとしてベッドサイドに床に尻もち転倒することがあった。ナー
スコールを繰り返し指導していたが、効果はなく訪室にて転倒
防止に努めていた。本人は自分で動きたいと思っていたため、
まずは起立訓練から始めて下肢の筋力強化を行い、起立が
しっかりしてきた時点で歩行器歩行訓練を開始した。その際
に、歩行器歩行訓練を行うかわりに、移動時は必ずナース
コールを押すように指導していった。

本人・家族は「もう歩けないと思っていた。」と言って喜ばれ、歩行器歩行の
距離も伸びつつある。院内の歩行訓練だけではなく、外の院庭にまで行き
たいとの要望も聞かれるようになり、意欲も向上している。歩行器歩行訓練
をするかわりに、必ず移動時はナースコールを押すように指導していくうち
に、確実にナースコールを押してこられるようになり、転倒も無くなった。

モニタリング月1回身体拘束のカンファレンスで検討して、はず
せそうな場合は、日中はずして様子を観察して、日中多くの目
で見て大丈夫だったらレクレーションや作業をしてもらう

日中など見守りができる時にはできるだけはずすようにしている。
気分転換にレクレーションや作業をしているので落ち着いて過ごせている。

認知症の利用者様で大腿骨頸部骨折術後、痛みはあるが認
知症状による不穏時に立位をとられ危険な状態があった。立
位が出来ないよう車椅子に抑制ベルトを使用していたが、不
穏になることが多くあり車椅子ごと転倒のリスクがあるため廃
止し、見守りの強化、趣味による気分転換を図っている。

時折、不穏症状は見られるが、立ち上がりがあると職員が駆け寄り気分転
換を図ることにより、転倒は減少した。

アルツハイマー型認知症のある新規入居者で、ひとりで外に
出てしまうなどが続いていた。当初は職員が行動を監視し、外
に出る時には職員が必ず同行していたが、そのことが強いスト
レスとなり他入居者への暴言など、新たな症状が出現した。生
活習慣など再アセスメントし、可能な範囲ではあるが在宅時の
生活リズムに近づける。また、人の面倒見が良い性格なことも
あり、散歩など他入居者など行うようにした。（一人で出たとき
には、遠目から様子観察する）そのほかにも生活の中に役割
（新聞を取りに行くなど、日常生活では当たり前のこと）をつくっ
た。

生活の中で役割が持てたり、他者との交流が増えることで、自身の存在価
値が高まり、孤独感や孤立感の減少にもつながった。また、行動を制限さ
れることが少なくなることで、ストレスが減り、BPSDの出現は以前より減少
した。しかしその後、認知症の進行などもあり、居室に閉じこもりになること
が多くなっている。

無断外出する利用者に対してはなるべく行動の制限はせず、
付き添い散歩や、会話等で対応している、一人の職員での対
応が難しい時には他の職員と交替しながら職員のストレス軽
減にも努めている。センサーマットや玄関の鈴の利用。

センサーマット・鈴は行動の把握が出来、早目に対応が出来、危険回避に
役立っている。利用者が安心して生活できるよう職員一同が拘束に対する
意識を統一し今後も拘束ゼロが継続できるよう職員の意識を高めていくこと
としている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

・１年に一度全職員身体拘束や虐待の理解度を計り、研
修をしている（座学１回２時間、演習３回以上をセット
とします。）
・認知症理解の研修をおこなっている
・行動心理症状の改善に向けて、センター方式・ひもと
きシートを活用しアセスメントを行なっている。

・研修をとうして身体拘束・虐待の理解ができている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・職員の意識向上の為、言葉遣い含めどのような事、こういう
事は身体拘束にあたるという事を日々の会議などで話し合う
ようにしている。
・日々の見守り方や、レクリエーションなど、日々の過ごし方を
改善し、少しでも落ち着きをもって生活していただけるよう取り
組んでいる。

・新人職員も増えてきた事もあり、一人一人がその模範となれるようなケア
を心がけるようになり、意識が向上してきたのではないかと思う。
・全員で意見を交換し合い、これまで以上に利用者様への関わり方が、質・
量共に良くなってきたのではないかと思う。

・社内勉強会で身体拘束について勉強会を実施。職員に身体
拘束について正しい知識を身につけてもらった。
・車椅子シーティングの勉強会を実施。姿勢補助具などを利用
しながら座位を安定する方法や身体に合う福祉用具の選び方
を学んでもらった。
・ケアプランに日々無理なく出来るリハビリのプランを取り入
れ、リハビリの必要性や利用者に対して適切なケアについて
みんなで話し合う機会を作っていった。
・認知について(特にＢＰＳＤ)勉強会を実施、なるべく薬にたよ
らずケアの質を上げ対応していくよう努力した。

・社内勉強会を通して得た知識や随時行われるカンファレンスを通して、何
が身体拘束にあたるか、また廃止に向けてどう取り組んでいくかについて
職員間で考え話し合うようになった。
・言葉が出にくい為他利用者と上手くコミュニケーションがとれない上、思う
ようにならないと言葉に詰まり暴力を振るっていた利用者に対して、ケアプ
ランの中に毎日マンツーマンでゆっくり会話する時間を持つ事を取り入れて
対応。その際意識して口腔リハビリも行った。結果精神的に穏やかになり
言葉もスムーズに出やすくなった。また信頼関係を築く事が出来、何かある
と暴力ではなく職員に相談。現在は他利用者と一緒に過ごす時間も増え
時々自分から話しかけるようになった。

･毎月の勉強会でどういった行動、行為が身体拘束にあたる
のか、職員全員で考え、日々のケアの中でそういったケアを
行っていないか振り返りを行った。
・徘徊する利用者はなぜ動きたいのか、どういった思いを持っ
ているのかを各自に考えてもらい、ケアカンファレンスを行っ
た。

･自身のケアをふりかえることで、反省するべき点をみつけ、一つ一つの介
助を考えながら行えるようになってきている。
・むやみに行動を禁止する声かけや行為がへった。

身体拘束についての勉強会を定期的(年に3回程度)行ってい
る。その内容として、縛る等の動きを制限するものだけが拘束
ではなく声掛け等の言葉や態度、介助の方法などについても
話し合いを通じて拘束になっていないかを職員間で相互確認
を行うようにしている。

声のかけ方などに普段気づかず使ってしまっていた言葉の見直しや、職員
間での指摘しあう空気が自然とできてきた。また、動くことがいけないので
はなく、動いた時の危険予測を行い、その危険を回避するための環境整備
や職員の見守り方法に工夫をすることに意識がむくようになった。

3ヶ月に1回身体拘束の委員会を開催し、職員にも3ヶ月に1回
身体拘束を含めた不適切ケアのアンケートを実施し、主観的、
客観的なチェックを行い適切なケアの方向性を見出すようにし
ている。また、ひやりハット等においてちょっとした変化の検討
を職員で行い、ご利用者様ケアに反映している。

現在、身体拘束を行っているご利用者様はおりません。ただ、当施設が
行っている事が身体拘束ゼロにつながっていることは確信が持てません
が、ある程度の成果があったのではと考えている。これからも不適切ケア、
身体拘束にならないような対応とシステムを継続できるようにしていきたい
と思う。

○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
毎年身体拘束と虐待防止について事業所内で研修を
行っている。また、外部の研修においても各事業所必ず
１名ずつは参加し、ミーティングなどで情報共有を行って
いる。毎年必ず２回の研修を受けながら、身体拘束に対
する基礎知識と身体拘束を無くす技術を習得しながら、
スタッフがお互いに気を付け、言葉による拘束も気軽に
注意し合い、拘束ゼロを目指している。

細かな利用者さんへの声掛け一つにしても、スタッフがお互いに気
軽に注意し合える環境が出来ている。スタッフがお互いに「さっきの
声掛けは拘束に当たるんじゃない？」「～な声掛けしたんだけど大
丈夫かな」等みんなが気を付けながら、身体拘束ゼロを目指してい
る。

法人全体及び関連施設においても身体拘束は原則的に行わ
ない方針であり、定期的な勉強会等でも議題に取り上げてい
る。日常業務の中においても具体的な事例についてその都度
検討し、職員間で意識の向上を図っている。また、ご本人及び
他者への危害や生命の危機等、切迫した状態に限ってのや
むを得ない実施についても、口頭及び書面での同意を得て、
必要最小限且つ短期間での実施に留める事としている。

日頃からの取り組みにより、身体拘束を行わないケアが実践できており、
様々な視点から状態を確認し、ケアの方法や統一等について考え、実践に
うつす事ができている。

法人全体で身体拘束廃止の方針を明確化し、職員を対象とし
て高齢者虐待防止、身体拘束に関する研修を定期的に実施し
ている。
具体策
・排泄状況を24時間記入し排泄パターンを把握する。
・個別の行動パターンを把握する。
・近隣住民へ外で入居者が1人でいるときは連絡を依頼してい
る。
・かかりつけ医と相談し、薬を調整する。
・家族との信頼関係の構築

研修等への参加で各職員への身体拘束廃止に対する意識付けはできてい
る。排泄パターンを把握することで、安易にオムツになることはない。リハビ
リパンツ、パット等は排泄の状況を詳しく家族に説明して納得して頂いてか
ら使用している。また、排泄パターンを把握しているので、異変の際のかか
りつけ医への受診も迅速に行えている。

身体拘束は原則行わない。契約書等において身体拘束は行
わない事を説明している。入所者の生命または身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合は家族に事情を説明し同意を得
たうえで身体拘束をさせて頂いている。
言葉による拘束（スピーチロック）をしないように、勉強会等で
具体的な事例をあげて職員の意識啓発に努めている。
食前に口腔体操を行い、毎食後口腔ケアを行っている。離床
し食事介護を行っている。
利用者の排泄パターンを把握し定期的にトイレ誘導を行って
いる。
介助歩行の必要な方や、ベッドから転倒の危険性のある方
は、ベッド端座位になったら、コールが鳴るようにしたり、起き
上がりのために握る柵に音のなる物（鈴等）をつけたりして、様
子や気配がわかるように対応し、夜間帯は定時以外にも巡室
を行い対応している。

現在、転倒を防ぐため大腿骨骨折による退院後間もない方でベッド柵を設
置している入所者があるが、その他の入所者は身体拘束をすることなく生
活していただいている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
環境整備・設備の工夫
事業所全体で「しない・させない・見逃さない」のスローガンの
下、全職員の意識の徹底を図っている。
また、職員研修、勉強会の実施、事故報告やヒヤリハットを活
用し、事例検討会を開催、全職員で話し合いの場を設けてい
る。
家族様には、身体拘束をしないことへの理解や協力を求めて
いる。
散歩や買い物に付き添うなど、気分転換及び機能の維持・向
上につなげている。
排泄については、個々の排泄パターンを把握し、時間ごとのト
イレ誘導を行い、保清意識を高めるよう取り組んでいる。

現在、身体拘束・抑制は行っていない。
排泄については、長期入院を経て入居された方がおられるが、入居当初は
尿意・便意なかったが、トイレ誘導を行うことで徐々に感覚も戻りつつ自発
的に「トイレに行きたい…」と言われることが多くなっている。
また、トイレでの排泄を促すことで、極度の便秘症も改善しつつある。

研修に参加し学んだことをスタッフ会で伝えたり、関連事業所
との合同勉強会を行ったりして取り組んでいる。また、行動心
理症状については、専門医へ早期に相談し、対応策などアド
バイスをいただきながら対応している。

研修会などにて、身体拘束に当たる行為などの把握ができ、利用者さんへ
のケアが出来ていると思う。また、専門医のアドバイスによりご本人も周り
の方もトラブルなく穏やかに、共同生活が行えていると思う。

当法人の身体拘束その他行動制限廃止に関する指針に基づ
き、身体拘束を行わないサービス提供を実施している。また、
身体拘束廃止委員会を設置し、身体拘束の具体的な行為に
ついて検討、マニュアルの確認を行っている。
身体拘束廃止に関する研修会に参加し、身体拘束とはなに
か、身体拘束をしない為にはどうすれば良いか学ぶ事で、職
員個々が身体拘束について理解し身体拘束廃止に向けたケ
アが実施できるように取り組んでいる。

身体拘束廃止委員会を定期的に開催し、身体拘束廃止に努めている。ま
た、身体拘束廃止に関する研修会に参加し、身体拘束を行わない方法や
対策について勉強することで身体拘束は行っていない。

当法人全体での研修や勉強会に参加し身体拘束の具体的な
行為の検討、身体拘束のマニュアルの確認を行い意識の向
上に努めている。
当法人の身体拘束廃止マニュアル、その他の行動制限廃止
に関する指針に基づき身体拘束を行わないケアに努めてい
る。

身体拘束の実施はなく、この方には口腔体操、この方にはお手伝いや歩行
練習など 立ち上がりを止めるのではなく、危険予測をし、付き添いを行うな
どする事で穏やかな表情が見られる様になり、その後の食事、排泄、など
が落ち着いて出来る様になるなどの成果が得られている。

身体拘束は、利用者の権利や人間として生きる力を奪ってし
まう結果を引き起こしてしまう。また、不安や怒り屈辱を生み出
す原因となり、気力・活力を奪ってしまう事となる。職員全体が
利用者を人として安心･安全な生活が送れる手助けが出来る
よう身体拘束廃止マニュアルを元に周知徹底・ヒヤリハットを
元にユニット全体で話し合う機会を持つことで、意識づけてい
る。

家を離れて、不満や不安を抱きながら生活されている中で、生きていくこと
の、辛さを少しでも改善できるよう安心・安全な生活をして頂く事を職員の中
でも浸透し、身体拘束の意味を理解出来る様になった。

身体拘束廃止に関しては、内部研修として勉強会をおこなっ
ており、「何故、身体拘束がだめなのか」について理解を深
め、ケアに活かせるよう取り組んでいる。認知症になっても住
み慣れた地域で自立した生活を送る為には、自立支援の観点
からも、入居者の出来る力を奪ってしまう身体拘束は、行うべ
きではなく、それを行わない為の職員教育を行っている。ま
た、認知症に周辺症状を薬で抑えるケアは入居者の為になら
ないとの考えから、出来る限り向精神薬等に頼らず、生活を継
続して頂けるような入居者との関係作りに努めている。

行動を制限されることで、強いストレスを感じ、暴力的になることが多かった
利用者が、自由に行動できることで、帰宅願望が強くなる日数が少しずつ
減ってきている。それと同時に職員に対して、「いつも世話になってすみま
せん」等のねぎらいの言葉をかけて下さるようになり、ご家族からも「穏やか
な表情が増えた」等の声が聞かれるようになっている。また、ご家族の面会
の回数もだんだん増えており、事業所の運営にご理解とご協力をいただけ
る関係を築くことがまできている。また、そのような成功体験により、職員自
身も身体拘束を行わないケアにより、入居者の笑顔や穏やかな表情を見る
ことができるということを学び、体験することができている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
ケアの質の向上に向けた取り組みとして、入居者にはできる
だけ自由に生活してもらいたいが、事故・他居室への侵入・盗
癖防止という視点が強くなり、動作を制止するための声かけを
しがちであった。
・入居者が落ち着きなく歩き出したときは、理由を傾聴し、その
問題を解決する策を一緒に考える。
・家事や興味のあることを1日の中に取り入れ、一緒に行う時
間を作る。

・家事の声かけをすると、自分なりに職員を手伝って下さる。
・職員がお礼を言うと、必要とされている実感から落ち着きを見せるように
なった。
・他社・職員とのかかわりが増える事で、顔なじみの関係が構築された。
・サインを読み取る力が職員にも身につき、制止する言葉が減ったように思
われる。

帰宅願望の強い入居者の方が居り、ご家族にも協力得て、寂
しくならないように居室に家族写真を置いたり、日記をつける
習慣をつけ、家族と旅行に行ったり、面会に来た日を書きしる
し、読み返していただいている。

数日前の事を忘れてしまうが、日記を読み返すことで家族と過ごしたことを
確認し、精神的に安心されている。又、家族写真も安心を得る材料になって
いる。

大腿骨頸部骨折の手術の為、入院していた医療機関にて、認
知症、環境の変化に伴う転倒リスクが高かったこともあり、ベッ
ド柵の固定および車椅子安全ベルトの使用していたとのこと。
退院時は不安、混乱がみられていたが、身体拘束を行わず、
注意深く行動を見守ってきた。本人のペースを尊重しながら、
頻回な訪室にて見守りを行ったり、日中は塗り絵や軽作業、お
やつ作りなど気分転換を図れるような取り組みを行っている。

退院後は精神的に安定していることもあり、日中、夜間ともに身体拘束を行
うことなく見守りのもと過ごせている。

身体拘束は行っていない。また、本人様にとって行動を制限す
るようなことは無いか、言葉による制限になっていないか、職
員会や勉強会で振り返るようにしている。
・高齢者虐待事例を含む勉強会の開催。
・看取りの入居者様以外は、トイレでの排泄を支援。
・車椅子はあくまでも移動手段であることを認識し、日中はソ
ファやイスに座って過ごす支援をしている。
 ・専門職（歯科医や歯科衛生士）の訪問で口腔ケア協力の態
勢がある。
・いろいろな場所にイスやベンチを設置し、自由に移動して、
座って、自由に生活出来るように環境整備している。
・夜間のみ赤外線センサー（2名）の利用者がいる。家族に説
明・同意を頂き、毎月モニタリングし、センサー使用中止を目
標に取り組んでいる。

「身体拘束は決してしてはならない」と職員が自覚できている。
赤外線センサーは、毎月のモニタリングで使用中止した人も居る。
入院中に治療目的で拘束を受けていた人も、グループホームでは身体拘
束の無い支援でＡＤＬ回復した事例がある。

・ 「身体拘束とは何か」を職員に徹底する。
・ 「何故身体拘束がいけないか」の理由を職員に理解させる。
・ 事例をもとに、具体的に研修する。
・ 現在の入居者さん一人ひとりについて、個々に検討する。
・ 介護技術の工夫、環境整備によって、拘束を招く状況をなく
す。
・ 定期的に業務の見直しや環境点検を行い、身体拘束のない
状態が維持できているかを管理者が確認する。

管理者が定期的にチェックした結果、現在のところ身体拘束はない。
したがって、左記取組みで効果があったと考えられる。

玄関の鍵をかけないで自由に出入りができるようにしている。
身体拘束廃止委員を各ユニットに１名すつ任命。毎月の職員
会で身体拘束廃止委員が中心となり、身体拘束について考え
る時間を作っている。

鍵をかけないということで職員全員の目配り、観察力が出てきたように思え
る。また利用者も職員とともに外にでる機会も増え気分転換ができている。
不安な気持ちや怒りあきらめといった多大な苦痛をあたえることなく当たり
前の生活として人間としての尊厳を大切にしたいと思っている。また、面会
時間も制限なくいつでも自由に会えるようにしている。家族がいつでも利用
者と会いケアの内容を確認することで安心してもらえている。身体拘束廃止
委員を各ユニットに１名ずつ任命し、ユニット会議や職員会で身体拘束につ
いて考えることにより、各職員、身体拘束についての理解が深まってきてい
る。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
職員用トイレの壁に身体拘束についての詳しい内容を記した
のを貼りつけている。

トイレ使用の度に目に入り各職員注意している。また、悩んだ時は上司に
相談行う様にしている。

昼夜逆転傾向のある利用者様が、夜間帯は良眠出来るよう昼
間離床して頂く為に調理のお手伝いをして頂いたり掃除や洗
濯などにも無理の無い程度で行って頂く。

生活のリズムを作って行くことにより眠剤を内服する事なく、夜間帯に良眠
されるようになり、徘徊やむ覚醒など昼夜が逆転するような事は減少した。

・毎月の身体拘束・高齢者虐待防止委員会や施設内研修を行
い、身体拘束に対する認識を職員間で共有している。
・入居者、ご家族、職員にとって身体拘束がもたらす負担や弊
害を事例等を用いて検討し理解していくよう努めている。
・新聞や専門誌の記事などを用いて、グループホーム会議等
で検討し意識の共有を図っている。
・身体拘束をせず、多職種が話し合いをしケア等の工夫をして
いる。

・身体拘束ゼロを実現している。
・職員の意識統一が図れている。
・入居者さんのＱＯＬ向上に向け職員の意識統一ができている。

・サービス向上委員会で身体拘束や虐待につながるような言
動がないか、各フロアーで話し合いを行い、職員の意識を高
めている。
・3ヶ月に１回の身体拘束廃止、虐待防止委員会で不適切ケア
シートを活用し、集計結果から評価を行い、対応策を話し合い
身体拘束廃止、虐待防止に努めている。
・嚥下状態の良くない方は唾液腺マッサージを行い、「口から
食べる」ことが維持できるよう努めている。
・オムツに関してご利用者様の状態に応じて対応している。失
禁の原因の検討を行い、排泄パターンを確認し、トイレ誘導や
ポータブルトイレの活用を行っている。

・介助中に不適切な言葉を発したり、大きな声で話しかける職員が一部い
ます。そのような場面を発見次第、職員間でこまめに声かけを行っていま
す。職員の意識が高まってきています。
・アンケート結果から、頻回に立ち上がり行為や歩行の見られるご利用者
様に対して「ちょっと待って」という声かけから「今これを行っていますので、
１～２分程度待ってください。」とご利用者様に具体的に時間をお伝えし、
待っていただいている。シーツの汚れについてはすぐに交換をすることを原
則としているが、出来ない場合は職員間で連携を取り、発見者以外が協力
する事で交換忘れがなくなり、短時間で交換が行えるようになった。
・ご家族様と連絡し、好みのゼリーやプリンを提供させて頂き、食事も経口
摂取の継続が出来ている。
・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚで排泄が出来るようになったご利用者様やオムツは外しが出
来たご利用者様もいる。

日常生活において、ひやり・はっと、事故報告書が出た場合、
その都度カンファレンスを実施している。夜勤帯であれば出来
る限りの対応策を実施し、日勤帯へ申し送る。日勤者が、その
日の内にカンファレンスを開き、話し合いを設け対策を講じて
いる。
1週間後に再度経過カンファレンスを実施し、その後安定して
いると評価できれば1ヶ月単位の継続評価カンファレンスを設
ける。再々危険行動がある場合は、再びカンファレンスを設
け、入所者様の危険回避を行っている。認知力の低下により
転倒・滑落の危険がある場合、生活リズム行動を把握し、夜間
は頻回な巡回と低床ベッド、センサー使用にて事故予防に努
めている。

生活リズムの把握と行動パターンを知ることで事故予防の早期対応が出来
ている。

・認知症の方は職員が行動を共にし見守りしている。
・音楽療法士による音楽療法や言語聴覚士による回想法、音
読計算法で認知力維持及び低下を防いでいる。
・介護ロボット「ペッパー」を導入し、健康体操や学習、コミュニ
ケーションに役立てている。
・個人対応でトイレ誘導している(排尿パターンを知る)
・食前に15分間全員嚥下体操訓練を行っている。嚥下評価に
より食形態を変更、きめ細かい段階をふんでいる。

・不穏症状なく精神的に安定する。転倒件数の減少に繋がった。
・音楽療法、回想法、レクレーションにより表情豊かになり良い結果を得る。
行動抑制をせず見守りや傾聴する事で行動心理状態は改善された。
・介護ロボット「ペッパー」との体操や学習は珍しさもありやる気が出てい
る。癒し効果もあり。
・排尿パターンに合わせトイレ誘導する事でオムツ除しができた例あり。
・嚥下訓練する事でモチベーションが上がっている。他職種で嚥下力評価
する事で経口維持に繋がっている。　また、経管栄養から経口摂取に移行
できた事例あり、研究発表した。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・ユニット会を毎月開催し、利用者の身体的　精神面でのアセ
スメントを実施し、安全を基本とした身体拘束について話し合
う。
・介護士、看護師の見守りを強化する為にフロアでの食事の
場の工夫、記録時間と場所を変更した。
・家族様とのコミュニケーションを図り　共に安全を考えて頂く。

・本当に必要かどうかを話し合うことで、他の方法が提案でき実際の拘束人
数と時間が減少した。
・見守ることで、拘束時間の短縮に繋がった。
・拘束と聞いただけで不穏な思いを示す家族様・協力的な態度へと変化し
た。

身体拘束を定義するスリーロックの中で、無意識に行いがちな
スピーチロックについて研修を行っている。月1回の職員研修
の際には必ず議題に挙げ、スピーチロックに中ワードを出し合
い、指摘し改善できるよう心がけている。

研修時のみでなく、現場でスタッフがお互い注意しあえるようになった。

新入職員研修及び虐待防止研修を毎年度実施し、職員に対
して、当法人は身体拘束は行わない方針を伝え、また、拘束
事例を通じて、本人の意識外においても拘束となることがあり
得るケースがあるなどの学習を行っている。

身体拘束はこれまでにない結果を得る。

・身体拘束委員会の設置および定期開催
・身体拘束に関する勉強会および職員へのアンガーマネジメ
ントの定期開催
・見守り強化
・レクリエーション回数を増やす
・センサー設置増台
・リハビリテーションへの積極的な参加を促す
・オムツ交換、トイレ誘導回数を増す

・身体拘束委員会の定期的開催および勉強会実施、職員へのアンガーマ
ネジメント→職員の意識向上
・見守り声かけ強化→ベッド、車椅子よりの転落、転倒防止
・レクリエーション回数を増やす→利用者のストレス軽減
・センサー設置増台→転落、転倒防止
・リハビリテーションへの積極的な参加を促す→歩行訓練、体操などで立位
向上、コミュニケーション力向上
・オムツ交換、トイレ誘導回数を増す→失禁回数が減少し利用者の安心感
が向上

・前年と比べミトンの使用者が増加したが、注入中のみとして
いる。4人とも経鼻経管栄養であり、病院入院中に胃瘻増設や
経口摂取の試みが難しい状態であった。チューブを触り、誤嚥
等のことも考慮しやむを得ず行っている。この事は職員にも周
知できている。
・夜間不眠、不穏者に対しては、2名のスタッフが共有スペース
での見守りを行っている。
・センサーマット、背面センサー、ベッド横に滑り止めマットを使
用し、可能な範囲ではあるが、早めの対応を行っている。ま
た、日中不穏になる入所者に対しても付き添い、傾聴し、否定
せずになるべく本人の思うように可能な範囲で対応している。

・身体拘束を安易に行うことは不適切であることは、スタッフは理解できてい
るが、やむを得ない状況であり、注入中のみ行っている。
・不穏者への対応に関しては、個々の生活歴をスタッフ間で周知し、成功事
例などを伝え、新人・ベテラン関係なく同じ対応ができるように取り組む姿
勢が見られる。

他職種による身体拘束廃止検討委員会を定期的に開催し、身
体拘束実施の必要性について利用者ごとに注意深く吟味する
機会を確保している。これまでもケアマネ・看護師長・事務長
等が一丸となって全職員へ身体拘束廃止を訴えてきたが、今
年度は昨年度に比べ、更に身体拘束廃止の訴えを強化し、原
則身体拘束を実施しないよう全職員へ周知している。

結果として、昨年度に比べ身体拘束を実施している利用者は減少した。看
護職員の中にも積極的に身体拘束廃止に向けた取り組みを行う者も増え、
昨年度に比べ身体拘束に関する全職員の意識は向上したものと思われ
る。

・全職員対象に身体拘束廃止についての勉強会を開催し、職
員の意識向上に繋げている。夜間帯、歩行状態が悪い状況で
多動な御利用者については、日中の行動心理症状・活動量を
把握し体調に合わせた適度な運動を提供し、夜間睡眠できる
ようにケア提供を行っている。日中はマンツーマン対応から日
数の経過に伴い行動心理に合わせたケアに移行している。夜
間は訪室をこまめに行い、職員詰所の近くにある居室にして
頂くなどリスク面での配慮を行っている。

・職員の意識向上に伴い、多動な御利用者については、まず行動心理症状
を把握する事からはじまり、マンツーマン対応から日数の経過に伴い行動
心理に合わせたケアに移行する事で、早期に施設の雰囲気に馴染めるよ
うになる事例は増え、身体拘束をしない状況を維持できている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・毎月の身体拘束防止委員会にて入所者の身体状況や体
動、認知症状による行動の確認等を話し合い、下記の情報共
有を行う。
・ベッドや車いすからの転落の危険性の有無や適切なベッド
柵、ベッドの配置なども各職員で情報把握に取り組む。
・委員会やカンファレンスにて入所者のリハビリ・入浴・排泄・
移動の一日の活動内容に情報把握に取り組む。

・認知症状のある入所者の行動パターンの理解を深め、排泄介助やトイレ
誘導を行う事で穏やかに過ごされる時間の確保ができるようになる。
・ベッド上での安全な体位や車いすへの移乗の安定を確保する事で、安全
に過ごして頂く時間の確保ができるようになる。

日中は目の届く食堂で過ごして頂く。ベット横に転落した際の
ためマットレスを置くなどし、観察を行っている。

家族の方と話をしてベッド柵を一部除くことにより身体拘束解除となる。

・年２回、身体拘束防止勉強会の開催、また、２年前から身体
拘束防止と虐待防止を合わせ、身体拘束虐待防止委員会を
新たに作り、委員を中心として利用者の人権を考える機会を
深めている。
内容は社会福祉法第三条福祉サービスの基本理念を学ぶこ
とを目的とし、高齢者虐待防止学習テキストを用い、高齢者虐
待防止法の理解、高齢者虐待に対する考え方、高齢者虐待
防止法の基本を学ぶことを行ってきた。身体拘束が虐待に値
すること。また、その虐待の芽を摘むため、日々のケアの中の
不適切ケアの発見や表出することが重要であると学習を続け
ている。

自分達の都合だけでなく、利用者や家族の思いを優先したケアになってき
ている。身体拘束カンファレンスでは、やむを得ず拘束をしている方に対し
ての代替えのケアをじっくりと考えるようになってきた。例えば生活リズムの
改善（離床時間の確保、利用者のストレス発散の場の提供、昼夜逆転から
来る問題行動の改善等）に取り組んだり、転倒してもケガをしないような取
り組み（環境の検討や下肢筋力を上げるために、毎日の起立訓練や専門
職によるリハビリの質や回数の改善）、経管栄養者の経口移行への取り組
み（ＳＴによるリハビリや口腔ケア強化、タイムリーな食事形態の変更等）を
行い、常に可能性を探っている。このような発想は何より利用者の人権を優
先することが身についてきていると評価している。

病棟でのカンファレンスや委員会で、身体拘束の現状と身体
拘束廃止に向けて、毎月または必要に応じて検討を行ってい
る。
（1）ベッド柵については、認知症があり不穏の患者の場合、車
イスへ移乗し、離床を図り、院内の散歩やコミュニケーション、
レクリエーションへ誘うようにする。また、センサーマットを使用
する。
（2）ミトン着用については、お手玉軍手への移行や、日中はミ
トンを外し見守りを行う。

（1）センサーマットを使用することにより、4点柵による身体拘束は減少し
た。
（2）ご家族の協力もあり、日中のミトンを外す時間が増えたり、適宜カンファ
レンスを行い、ミトン使用を解除をすることになった事例もあった。

今年度も6月・12月に「身体拘束ゼロの日」を実施している。そ
の他カンファレンスを1回/月行い、病棟単位で身体拘束解除
に向け、取り組んでいる。

6月の「身体拘束ゼロの日」をきっかけに、胃瘻自己抜去のためミトン使用し
ていた患者様に代替方法使用で解除できた。
転倒・異食行為、唾吐き行為があった患者様は、デイルームでの見守りを
行っていたが、病室をサブステーションの前にするなどして、問題解決がで
きた。

個室での入院の患者様の場合、他者との触れ合う機会が少
ないため、軽い見当識障がいや顔つきの変化などが見られる
場合がある。昼夜逆転や夜間せん妄の恐れなど危惧されるこ
とから、日中はなるべく一人の時間を少なくするよう、ナースス
テーションにお連れしカレンダ作りやぬりえなどのレクリエー
ションをしていただくなど試みた。

ナースとの会話も増えることで顔も多くなり、会話が成立するようになった。

せん妄や妄想状態の出現時に患者様が自分でベッドから降り
られないようにベッドを柵で囲む等の対応を行っているが、そ
の状態が長期的にならないように、その都度、各部署や全体
会議で話し合い必要性の見直しを行っている。

せん妄や妄想状態にあるときの患者様への対応の見直し・検討・対策を頻
回に行うことによって拘束の減少に繋がった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・ひっかき傷に耐えない患者様に5本指の手袋を着用。
・4点柵を廃止し、日中は極力離床に努め、ナースステーション
で見守りしたり、デイでのレクレーション参加させるなど生活リ
ズムをつけるようにしている。

・爪をたてて引っかくことが無くなり、皮膚状態が改善
・日中離床させることで、昼夜逆転がなくなったわけではないが、離床を積
極的に勧め話しかけたりと患者様に係わることで、無表情であった患者の
笑顔を見ることが出来たり、臥床時には見ることのない　いい顔の表情を見
せてくれる。

・点滴中は認知症などで手を動かされる場合は職員が一人つ
くように手を握ったり、話しかけたりする。
・排泄に関してはおむつなどはずす場合は失禁の原因を探
り、必要あればかかりつけ医や泌尿器科に相談をしている。
・ベッドからずり落ち、転倒、転落される方はベッドを低床にし
たり、マットを敷いたり、もしくはベッドをやめて床にマットやた
たみをしいて寝ていただく。
・転倒しても骨折しないようにヒッププロテクターパンツをはい
ていただく。
・認知症でＢＰＳDが問題になっている場合は薬、身体疾患、
精神疾患の有無、環境的要因、心理的要因など順番に探り、
要因を見つける。必要あればＤｒに相談する。
・ＡＤＬ向上のためにもなるべく動いていただく。
・職員の研修(ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱの導入）

・ご本人がつらい思いをせず、不安も取り除くことができる。
・原因を探り、改善することで気持ち良い排泄につなげることができる。
・マットにたまに落ちることがあるが、骨折は防いでいる。
・転倒後の骨折予防に役立っている。
・原因を探り、改善することでＢＰＳDが減少することもある。信頼のおける
心療内科に診ていただくことはＡＤＬを落とさず、ＢＰＳD解消に役立ってい
る。
・なるべく、動いていただくことにより、生活にメリハリがついたり、行事に参
加で来たり、外出につなぐことができるので生活に楽しみが持てる。
・職員の研修により、普段している介護や自分の心を見つめなおす機会を
作ることができる。

身体拘束や虐待、認知症についてなどの研修に参加してい
る。また、毎月の職員会議で勉強会をしたり、ユニット毎のミー
ティングで、認知症や精神疾患の方の対応について、意見交
換している。認知症や精神疾患の方の対応は、同じ職員が対
応するのではなく、出来る限り職員を交代し、職員のストレス
軽減を意識している。家族会では、施設の理念を理解して頂
けるよう、努めている。

職員の意識は、根付いている。家族さんは、それぞれのお考えがあるが、
拘束しなくても対応できる策を提案する事で、納得して頂けていると思う。

独自の不適切チェックシートの活用をしている。定期的に項目
の見直しをしながら、3ヶ月に一度各職員がチェックを行い、ど
の項目が、出来ていないのか把握を行い、各々、反省と今後
の対応について考え、各フロアーでどの項目が出来ていない
のか分析と対応を話し合い、身体拘束廃止委員会で報告をす
るようにしている。

3ｹ月に一度、各々が、チェックを掛けることによって、身体拘束に関しての
再認識が出来るようになってきている。他職員が、不適切な言動等が見受
けられると、職員同士が声かけ合えるようになってきており、支援に関して、
職員同士が話し合い、介助の方法に工夫をするようになってきた。

職員の意識を変える事の徹底を行った。身体拘束=虐待とい
つも言い続け余分な柵・つなぎ服等予備で置いていた物すべ
て処分した。拘束したほうが・・・という考えにいきそうな時は皆
で話し合い知恵を出す。これも徹底した。

身体拘束はありません。みんなで話し合い知恵をだす。これが良かった。何
か必ず代替えになる物が案としてくるものである。

・定期的な身体拘束委員会と身体拘束に対する研修会を開催
している。
・身体拘束該当者なし。
・入居者様に対する抑制的な声かけが時々みられるため、研
修を行い対応方法を再検討した。
・入居者の身体機能のレベルに合わせた、ケアプランを立案
し、各職種間が連携し支援を行った。

・職員一人一人が意識してプランに沿った支援を行い、入居者様の身体機
能の維持、向上が図れている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
施設で不適切ケアチェックシートを作成し、3ヶ月に1回、職員
が一人ひとりチェックしている。できていない項目の内容につ
いてはカンファレンスを行い、対応策を検討し取り組んでいる。
更に個別に話す機会を設け、指導を行っている。　今年度より
不適切ケアチェックシートのチェック項目を2項目追加し、職員
同士が不適切なケアがあれば注意することができるように、不
適切なケアであることに気付いてもらえるようしていった。

職員がチェック内容の項目を意識して介護を行うようになった為、できてい
ない項目のチェック数が減っている。職員同士、お互い注意し合うように
なってきたので、今後も意識を高める為にも継続していきたい。

・年に1度全職員対象に90分の虐待について・身体拘束につ
いて施設内研修を実施している。今年度は12月１４・21日に実
施を行い、（同じ内容を２回実施する事で全職員が参加できる
ように配慮）研修内容と研修に参加後自分で出来る事をレ
ポートとして提出した。入居者や利用者のケースを検討し拘束
にあたるかどうかを検討した。

・車いすから急に立ち上がり転倒する危険性のある利用者に
対して、必ずフロアー等ですごされる場合職員を配置し常に声
かけや見守りを行っている。

・研修のレポート結果を確認したところ、事例検討をおこなったり、ロールプ
レーイングを実施した事で、利用者の立場に立ち支援して行く事が大切だ・
精神的に安定することが大切だ等の意見もあり、情報の共有の大切さや拘
束につながる支援が現在ないか確認するなど職員の意識改革になってい
る。

・車いすを固定したりベルト等をすることなく、現在まで転倒することなく過ご
すことができている。

・排泄パターンの把握をし、尿パットの選定を工夫して夜間安
眠できる環境を作る
・日中の過ごし方の工夫（レクリエーションやリハビリ体操の参
加）
・センサーマットの導入と職員配置の工夫
・職員の意識改善・啓発（勉強会、委員会活動の運営等）

・夜間安眠できるようになった。
・生活リズムをつくることができ、良眠できる日が増加した。
・大きな保険事故を未然に予防できている。
・身体拘束廃止に向けた取り組みを皆で取り組むことができるようになっ
た。


