
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

○口腔ケア～口から食べる楽しみの維持～
　毎食後の口腔ケアの際、口腔機能に障害がある方を対
象に歯科衛生士の専門性に基づいたケア及び他職員への
指導により、ブクブクうがいでの頬、口唇、舌を動かす
「パタカラ」体操を行うことで嚥下反射等の機能維持に
つなげている。

　意思表出困難のため胃ろうを造設した状態で入所され
て経管栄養をしている方はいるが、経口摂取が可能な状
態で入所されて経管栄養に移行された方はいない。誤嚥
性肺炎、むせ、つまりの発生の低下という結果が出てお
り、経口摂取のまま終末を迎えられている。

１　施設内での勉強会の開催（拘束廃止委員会主催）
２　見守りができる時間帯に拘束を外し、様子や行動・
言動を記録し、少しでも外せるような時間を作ってい
く。
３　胃ろうから経口摂取への移行は、歯医者、嘱託医と
連携し、指示のもとに看護職員が口腔ケア、嚥下リハビ
リを施行し、経口摂取へと移った。

１　職員の身体拘束への意識向上に努めることができ
た。
２　少しずつ外せる時間帯を延ばし、最終的にミトンを
外した。
３　栄養補助食品で対応し、ＰＥＧからの経管栄養は使
用しなくなった為、ミトン外しに成功。

　胃ろうで入所されるが、経口摂取を少しづつ促して
いった。食事の際に介助を行っているが、拒否された
り、口から出されたり、苦痛表情などもみられた。
　話し合いをくり返し行い、食事は本人の好きなものを
本人の意志を確認しながら提供することにした。同時に
立位訓練を2回/日行って体力をつけた。

　最初はプリン１個ぐらいから徐々に経口摂取を始め、
徐々に食事を開始し、3か月後には胃ろうから経口摂取に
移行できた。表情も出てきており、職員との信頼関係も
とれるようになった。
　ＡＤＬは全介助から一部介助になり、体重も6ｋｇも増
え、在宅復帰に向けてさらに向上している。

　利用者の経管栄養への移行を防ぐため、歯科衛生士に
よる口腔ケア勉強会、言語聴覚士による嚥下機能勉強会
を実施するとともに、実際に歯科衛生士の指導を受け、
現場での口腔ケアの統一を図った。

　職員の口腔ケアや嚥下機能への意識向上が図られたこ
とで、経管栄養へ移行した利用者はなかった。
　また、口腔内を清潔に保ち、利用者個人に合わせた食
事の提供や介助が行えた事で、スムーズな食事摂取がで
きている。

（経管栄養としないための口腔ケアやリハビリ）
　食事前の時間、食堂に集まっている利用者の方に、口
の廃用を防ぐ体操として健口体操を取り入れ、発声練習
や舌を出したりと実践している。

　食事摂取時のむせ込みが少なくなり、嚥下困難や誤嚥
性肺炎の防止につながっている。

（経管栄養から経口摂取に向けた取り組み）
　経口摂取への移行のため、まずは水寒天、サポートゼ
リーなどを利用者の嚥下状態を確認しながら摂取時の姿
勢にも注意し、全介助で摂取させている。

　マーゲンチューブは抜去し、ミトンによる拘束も解除
した。現在、嚥下食をむせ込みなく、全介助にて摂取し
ている。

　他施設（病院・回復期リハ）より、経口摂取困難にて
経管栄養で転院された患者について。
　カテーテル抜去予防の為、常時、ミトンを使用してい
たが、内視鏡検査、摂取リハビリを行うことで経口摂取
が徐々に可能となっている。

　現在は、経口摂取のみで経管栄養を中止したため、カ
テーテルを抜去することがなくなり、ミトンを着用させ
る必要性が無くなっている。経口摂取を諦めず、長期に
関わることで、可能となるケースも有り、関わるスタッ
フもやりがいを感じた事例である。

　看護部倫理委員会メンバーを中心に、病棟内で経過観
察表を毎月チェックし、拘束について一つ一つの事例を
検討している。身体拘束報告書を作成し、看護部倫理委
員会で報告を行い、他部署からの視点でも検討してい
る。その結果を病院拘束防止委員会に報告し、他職種の
職員との検討の場としている。
　また、看護部栄養サポートチーム委員会を中心に摂食
嚥下の勉強会を行い、食形態を考慮したり、口腔ケアに
力を入れている。経口摂取をできるだけ長く続けられる
ように食事の姿勢（ポジショニング）をリハビリスタッ
フと連携して個別に対応したり、勉強会をしている。介
護士には年１回はポジショニングの勉強会をしている。

　ポジショニングや摂食嚥下について勉強会を開いたこ
とで、誤嚥性肺炎予防の意識が向上したように思われ
る。また、ポジショニングは各病棟で取り組みがあり、
院内での医療サービスの継続的な品質向上に関する取り
組み発表会でも症例を交えて報告があった。

　できるだけ口から食べて頂けるよう、年１回の歯科検
診実施と状態によっては歯科衛生士による、週１回の口
腔マッサージを行っている。
　嚥下が悪くなり、食事時むせがみられ、食事量の低下
がみられる利用者には、ムース食を提供している。

　ムース食の提供にてむせも減少し、食事量も安定して
きた利用者の方がいる。

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み
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　経口摂取がいつまでもできるよう、職員による食後の
口腔ケアや食前の口腔体操を実施。口腔体操がきちんと
できない方には、職員によるアイスマッサージなどをき
ちんと毎日するよう心がけている。
　また、脳梗塞などの原因により経管栄養にならない為
にも水分摂取には十分注意をしている。

　現時点では全員経口摂取ができている。

　毎日楽しく会話をして、利用者が舌や口をよく動かす
ようにしている。
　食事前には嚥下体操をし、唾液を促し飲み込みしやす
いようにしている。必ず食事中は職員が見守り、声掛け
をしている。また、その方の食べやすい食事形態にして
おり、口腔ケアもきちんと実施している。食後１時間は
ホールにて過ごしてもらうようにしている。

　食事中よく噛み、詰まることなくスムーズに摂取でき
ており、よく食べられている。

　経管栄養をしない取り組みについては、普段からス
ムーズな嚥下ができるよう、食前の頬から首にかけての
マッサージや口腔体操、食後の口腔ケア、緑茶洗浄を
行っている。

　口腔内の清潔の保持や、むせ、誤嚥を防ぎ、スムーズ
な嚥下で安全かつ楽しく食事を摂れることにつながって
いる。
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　排泄委員会の中で、職員への意識改革、利用者個々の
排泄のリズムを把握し、使用する排泄用品の検討を行
い、排泄の自立支援に取り組んでいる。

　失禁なくトイレへ誘導することで排泄できる方が増
え、オムツ使用者が大幅に減った。

　ワーカー会を毎月開き、そこで出た意見をサービス向
上委員会で話し合い、３か月に１回行われる身体拘束廃
止委員会にて話し合っている。
　不適切ケアチェックシートや施設サービス自己評価表
を活用し、自分たちの行っているケアの見直しをする機
会を設けている。
　また、介護力向上講習会に参加しており、施設全体で
介護力向上に取り組んでいる。

　その都度ケアの振り返りを行うことによって、身体拘
束はもちろん言葉での拘束等についても職員で考えるこ
とができるようになった。そして、少しずつではある
が、よりよいケアに向けての意識も高まっており、職員
の行動や言動で気になることがあった場合にはお互いに
注意しあえるようになった。
　介護力向上に向けてはおむつゼロを目標としている。
取り組みとしては日中トイレに座っていただき、トイレ
で排泄することを利用者に思い出していただけるように
している。少しずつではあるがおむつを使用していた方
が紙パンツや失禁パンツを使用するようになってきてい
る。

○要介護度5、生活自立度C1・Mの入所者について
　入所してから約1年の間座位練習やトイレに座ることを
試みていたが、抵抗が強く断念し数年経過していた。付
着便が続き、慢性的な便秘の不快感も体動を激しくする
要因と考え、快適な排便に対しての取り組みを行ってい
たが、あまり成果はでていなかった。
　今年度の愛媛県老施協が主催している介護力向上研修
会に参加するようになり、トイレでの排泄を目指し、再
び座位練習を試みている。

　まずは座り心地の良いソファでの座位練習を開始す
る。嫌がる様子もなく座ることができるため、座位時間
を徐々に伸ばしていく。
　ソファでの座位が30分程とれるようになったため、
ポータブルトイレに座ることを開始。職員が付き添い10
分程度座る。
　排便はなかったが、毎日トイレに座ることを継続して
40日が経過した頃、初めてトイレでまとまった量の排便
がみられた。緩下剤の量の調整なども行ないながら、そ
の後も排便が続くようになっている。
　不快感が多少軽減されてきたためか、夜間不眠時の体
動は徐々に少なくなっている。

　オムツの中に手を入れることにより、不潔行為や掻き
傷をつくり、皮膚トラブルが起きているため、オムツ交
換の頻度を検討したりやかゆみ止めの薬及び保湿クリー
ムを塗布することにした。
　日中はトイレに排泄誘導することで、オムツから紙パ
ンツへの切り替え、ミトンの使用時間の短縮を図ってい
る。

　保湿剤かゆみ止めの軟膏塗布、皮膚の保清にて掻痔感
が軽減している。

　尿意・便意を訴えること無く、排泄時オムツを外され
る方に対し1時間ごとに声かけをする事にした。

　職員の声かけに対しても認知症のため、「ありませ
ん」と答えるが、多かったオムツ外しや下着を脱ぐ行為
は無くなった。

　ほぼ毎日、尿失禁・便失禁を繰り返す利用者がいた
が、時間を決めて訪室（1日10回）し、大体の排尿・排便
時間を把握。根気強くトイレ誘導を行った。

　職員によるトイレ誘導もしくは自力での排尿・排便が6
割近くは行えるようになり、それに伴い身体的なレベル
（歩行・食事等）も上がり、意志の疎通も良好にできる
ようになった。

　日中はなるべく離床を促し、レクリエーションや外出
をすることによりＡＤＬの低下を防ぐ取り組みを行う。
　排泄ケアにおいては、排尿パターンを把握するために
排尿チェックシートを作成し、各入居者様一人一人に
合った排泄ケアを行えるように努めている。

　離床し、レクリエーションや外出することにより、入
居者様が穏やかに過ごされることが多くなった。
　排尿チェックシートを活用することにより、完全では
ないが失禁回数も減ってきている。

○気持ちのよい排泄とスキンケアに関する取組み
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　重度の認知症患者で、絶えず排泄の訴えがあり、弄便
が激しい状態の方がいた。その結果、やむなくつなぎ服
を着用していただいていた。
　その改善策として、排便について常時、軟便が出続け
ている状況であったため、排便コントロールを試みるこ
ととした。
　愛媛大学病院の研究室にも御協力をいただき、残尿・
残便の量の測定を行い、下剤の調節を行うとともに、ﾎﾟｰ
ﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚにて座位での排便習慣をつけるよう毎朝の排泄介
助を実施した。

　排便コントロールを試み、軟便が出続けるという状態
の改善はできなかったが、定期的な浣腸を使用すること
で残便感を解消することができた。
　ただし、排便の訴えがあっても、確認すると肛門近く
には便がないことも多く、本人の排泄の訴えと実際の便
意・尿意との関係は直接つながっていないことも考えら
れたが毎日のトイレ介助を実施すると同時に、つなぎ服
から通常の服に変更した。
　当初は脱衣も含め、認知症行動が見られたが、徐々に
そういう行為が減り、現在は弄便と言う行為はなくな
り、つなぎ服も必要無くなった。

　膀胱ろう部分を頻繁に触ったり、過去に自己抜去の経
験がある利用者に対し、見守りの頻度や方法を検討する
ことで身体拘束を行うことなく最小限にリスクを留めら
れるようなケアに取り組んでいる。
　例えば、生活リズムを把握して活動的な時間帯には訪
室回数を増やす、より多くの職員の目で見守りが行える
ように、フロアで過ごしていただく際には表情や動作が
確認しやすいように見守りの職員に対して正面を向く位
置に席を用意するなどした。
　膀胱ろうを触る行為の根本には身体的な不快さが関係
していると考え、膀胱ろうとカテーテル部にテープ貼付
の際の貼り方を工夫して膀胱ろう増設部分の圧迫感・違
和感をできるだけ解消した。

　以前はカテーテルなどを頻繁に触る行為が見られた
が、現在ではそのような行為が減少した。
　また、テープの貼り方を工夫してからは以前はあった
血尿が減り、本人への身体的な負担が減少できたと考え
られる。
　以前入所されていた施設では自己抜去があったようだ
が、当施設に入居されてからはいまのところ上記のよう
な取り組みにより抜去などの事故は無い。

①9月に有料老人ホームから転居した女性について、家族
の話では、自室ベッドで常に拘束されていたとのことで
あり、入所時、歩行困難・会話困難・トイレでの排泄困
難・表情に乏しい状態であった。娘さんから「人間らし
い生活をさせたい」との希望があり、施設に徐々に慣れ
てもらう中で、日常生活作動の改善に取り組んでいる。
【排泄面】ベット紙パンツ＋大パットを布パンツ＋小
パットに変更し、定期的にトイレ誘導する。
【生活面】ベットではなく畳に布団を敷き就寝。日中は
リビングで過ごし、自室に閉じ込めない。食事はテーブ
ルからソファーに手引き歩行にて移動している。（1ｍ～
2ｍ程度）
②留置バルーンカテーテルの女性は、大きな尿バックを
常に持ち歩きしなければならず、本人のストレスが大き
く行動に制限があった。主治医に相談、小さいレッグ
バッグに変更した。

①【排泄面】徐々にトイレでの排泄が可能となった。現
在では自ら尿意・便意を訴える事ができ、帯下が減り、
清潔が維持できている。立ち座りが容易にできるため、
安全に排泄ができている。
【生活面】有料老人ホームではベットから降りようとす
るため転倒が何度もあり抑制されていたとのこと。布団
から這って出ることがあるが、畳のため転落する危険が
無い。頻回の見守りは必要であるが、現在まで事故は無
い。また、日中をリビングで過ごすため、他の利用者と
交流でき、会話ができるようになり表情がでてきたと娘
さんが安心される。
②ズボン内に尿バックが収まり、本人の目に触れなく
なったため、バルーンを抜去する行為が無くなった。移
動するにも尿バックを持たなくてもよくなり生活上での
制限が解消された。

（認知症のため、意思疎通が困難・下肢筋力の低下があ
り、転倒の危険がある入居者のケース）
　尿意・便意はしっかりしており、シルバーカー歩行に
てトイレ誘導をしていた。
　居室での転倒（特に早朝）もあり対応を検討した。見
守りの実施や、トイレに起きたことが容易にわかるよう
離床センサーを導入した。

・居室内での転倒も無くなり、本人の「トイレに行きた
い」と言う思いを尊重できた。
・オムツに頼る事も無く、かなり状態が悪くなるまでト
イレで排泄する事ができた。
・職員への暴力や入浴拒否・介護拒否のあった入所者だ
が、入浴への拒否がなくなり、穏やかな生活が送れるよ
うになった。
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①認知症により徘徊や帰宅願望がみられる入所者に対し
て、定期的に外出して自宅に近い環境で過ごす機会を設
けて心理状態の安定を図った。
②ベットから転落の恐れがある入所者に対しては、低床
ベットの使用や畳に布団を敷くなどの対応を図った。

①慣れ親しんだ自宅に近い環境で過ごされている時は、
精神的にも落ち着かれており、穏やかな表情を見せられ
ることも多かった。
②ベットから降りられることはあったが、大きな怪我は
予防することができている。

（認知症が重度化しており意思の疎通が困難で理解でき
にくい入所者の例）
　できるだけ声かけを多くし、自立支援のケアを目指し
実践している。
　食事摂取時は職員が見守りを行い、声かけにより自力
摂取を促し、水分摂取量は1日1,500ｃｃを目指してい
る。排泄は日中、トイレ誘導、夜間はオムツ対応で個別
ケアを重視したケアを行ってきた。

　入所者の動きが大きく、転倒や車椅子からの滑落が多
いため、Y字ベルト装着をしていた。
　職員による水分摂取量の増加、トイレ誘導の実践とい
う個別ケアの取り組みの成果か、徐々に落ち着きが見ら
れ、穏やかに過ごされる事ができ、ベルト解除の時間が
多くなってきた。平成25年11月頃から見守りや声かけで
普通に車椅子での生活ができている。

○転倒事故防止への対応について
　急に椅子等から立ち上がるため転倒の危険性がある利
用者に対し、椅子に鈴を付け転倒のリスクを回避すると
共に、移動の自由と安全を確保する為の手引き歩行の援
助を実施している。
　また、ベッドから離床時にもベッドや床にセンサー
マットを敷き、できるだけ早目の対応を行うことで事故
防止に努めている。だが、転倒事故のほとんどは目が行
き届かない空間で発生することから、身体面（移乗・移
動能力、排泄動作能力等）や心理面及び環境面から見直
しを行うため、今年度から「事故報告書」にプラスして
「ＳＨＥＬモデル」による事故発生要因分析表を作成
し、職員が多角的な視点から事故要因を考察する意識づ
くりを行っている。

　職員の間では椅子に鈴をつけることに、プライバシー
保持からどうかという意見も出たが、鈴の音で職員がす
ぐに対応でき、入所者の立ち上がりに気付かず転倒する
ことは防止できている。

①ベッドからの立ち上がり時等にふらつきがある入所者
には、マットレスの下に離床センサーを設置している。
また、ベッドからの転落、ずり落ちのリスクの高い入所
者には、ベッドのキャスターを外す等、できるだけベッ
ドの高さを低くしており、必要に応じてベッド横にマッ
トも置いている。
②歩行が不安定な入所者は、職員が付き添って一緒に歩
行を行っている。

①ベッド上で上半身を起こした状態でセンサーが反応す
る位置にセンサーマットを置いているため、よほど動き
出しが早くない限り、立ち上がる前には訪室することが
できている。
②転倒のリスクのある方は、職員の注意の意識も敏感に
なっていることもあり、１００％ではないが、歩行時の
転倒を防止することができている。

①自立支援プロジェクトを継続し，運動能力の維持強
化，離床促進，排泄の自立，失禁の改善等を図り在宅復
帰へつながるよう努力している。
②数種類の離床センサーや衝撃吸収マットを利用し,可能
な限り行動制限をしないで事故防止に努めている。
③薬物に頼らず理解的・受容的態度によるケアを目指し
ており，認知症で不眠・夜間譫妄等が顕著な事例で，当
初４本柵や向精神薬の使用があったが，過鎮静傾向が予
測される事態となりそれらを中止し，居室(個室）に畳を
敷いてケアを行っている。
④拘束廃止・虐待防止・職業倫理等の研修を継続し，意
識の向上に努めている。

　取り組みによる成果かどうかは不明だが，拘束を必要
とする入所者は減少している。
　転落・転倒のリスクが減少し職員の安心感が高まって
いる。また、入所者の向精神薬の副作用を全く心配する
必要も無く、食事や水分摂取を十分行うことで、精神状
態も安定している。

　認知症の進行（パーキンソン病の悪化の可能性も含
む）で、夜間不眠・不穏のご利用者に対して、看護職
員、介護職員、介護支援専門員、支援相談員でカンファ
レスを実施し、以下のとおりの対応とした。
①家族に現状を報告
②職員詰所からよく観察のできる居室への転室
③自宅での環境（床布団で就寝）に合わせ、施設におい
ても同様（畳部屋・布団）の対応とした
④床センサーの使用（畳外の床に設置）

　取り組みの結果、夜間の不穏・不眠は続いているもの
の転倒は減少傾向にある。引き続き、様子観察の上、必
要時にカンファレンスを実施し、対応方法を検討してい
くこととしている。

○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
　認知症重度の方でベッドでも立ち上がりもあるため四
点柵を使用していた。
　言葉掛けや働き掛けを多くもつことにより精神的に安
定できれば良いと思い、職員が本人の側を通る都度声か
けをするようにした。そのため１日合計するとかなりの
時間関われることになった。

　本人に声かけしたり関わる時間が増えてきた。１ヶ月
程してから次第に落ち着かれ、立ち上がることも減って
きた。そのため、ベッド上での動きも少なくなり夜間も
よく休まれるようになった。四点柵もしなくてよくなっ
た。

　ベットからの立ち上がり行為があって転倒リスクの高
い利用者については、臥床時にはベット下にセンサー
マットを設置し、動作を早めに察知して直ぐに訪室する
ことで、ベットからの転落・転倒を予防している。
　車椅子で自走可能な方や視覚障害のある方には、フロ
アでの常時の見守りと小まめな声かけを行い、行動制限
を受けることなくフロアで行きたい所に自由にいけるよ
うにしている。又、全職員に対して、身体拘束弊害の理
解と人権を尊重したケア実践を行えるよう、年2回以上の
研修を定期的に実践している。さらに、職員の意識改革
の為、不適切ケアチェックを毎月実施している。

　制限されずに動きたいとの利用者の意志を尊重し、転
倒の可能性の高い利用者のベットを柵で囲うことなく、
立ち上がり行為に対して直ぐに対応しているため、ベッ
トからの転落・転倒は見られない。
　各ユニットの職員がそれぞれの利用者の動向を注視
し、互いに声を掛け合って連携できているため、フロア
単位で見守りが行えるようになった。また、定期的な研
修によって職員が身体拘束への問題意識を共有し、不適
切ケアチェックによって介護内容の見直しを行えるよう
になってきた。

　ケアマネ中心とした、安全対策委員会（身体拘束廃止
含む）で毎月検討している。
　ベッドからの転落を予防する為に4点柵で対応すること
があるが、利用者の在宅での生活状況やその方の行動等
を踏まえ、ベッドではなく在宅と同じように床対応
（ベッドマットの上に布団をしく）に切り替えたりして
いる。

　在宅での対応に近づける事により、不穏行動の軽減や
身体拘束（4点柵）の解除を行うことができている。

　認知症の利用者が施設入所前の病院に入院中、車いす
を乱暴に操作することからハーネスを使用されていた。
　施設入所後は直ちにハーネスを外し、利用者の訴えの
原因を探った。

　利用者の行動の原因は帰宅願望と抑制による興奮が大
きいことがわかった。
　ハーネスをしないことにより何度も車いすから転倒し
そうになったが、移動時は職員が付き添って安全を確保
し、自由に行動してもらうことで徐々に落ち着かれた。

　病院より入所された方で、病院ではベッド４本柵で対
応していた。
　立位不可で足と手に拘縮があったが、動きが激しく
ベッド柵を乗り越えようとする事が多かった。
　ベッドよりの転落も考えて、ベッド下にマットを敷い
たりして対応していたが、危険なために、ベッドを畳に
変えて対応した。
　動きが激しく壁に頭をぶつけたり、壁紙をはがした
り、タンスを持って引っ張ったり、コンセントの差し込
み口を取ってしまったりすることがあったため、タンス
は居室の外に出し、壁にはクッション性のはがしても大
丈夫なもので囲い、コンセント口にもカバーをした。

　居室中を自由に動かれ、度々廊下へはいながら出てく
ることがあったが、事故の危険は回避できたと思う。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

　歩行が不安定で認知症もあり、居室ではコールボタン
も押せないため、転倒事故の危険性がある入所者に対し
て、センサーコールマットを使用したが、動作が早いた
め、職員が駆けつけても間に合わない可能性があった。
安全重視のため「ベッド柵４本設置する」（身体拘束）
案も出たが、可能な限り他の方法を職員全体で話しあっ
た。

　職員間での話し合いの結果、ベッド前が広く支持物が
無かったので、支持できるしっかりした物が必要と考
え、室内の景観を損なわないソファーを置き、それを伝
いながら転倒しないで歩けるように室内の環境を整え
た。それにより、伝い歩きしている間に職員が駆けつけ
ることで、転倒を予防できるようにした。
　現在この入所者は転倒することなく、そして、身体拘
束をすることなく生活している。

・本人が集中できることを行ってもらっている。
・常に本人に寄り添えるよう、職員間で声をかけ合い連
携をとっている。
・元の生活に戻れるよう歩行リハビリを実施した。

・集中できている時には、1人で行動することはなくなっ
た。
・移動時には、職員が常に寄り添うことで安全に過ごせ
ている。
・本人の意欲が大きく、押し車による歩行ができるまで
回復した。

　日中の活動を増やし、気分転換を兼ねた歩行訓練等を
行い、一日のメリハリをつけて昼夜逆転の予防につなげ
ている。また法人内の隣接した施設に協力を仰ぎ、徘徊
時の見守り協力をお願いしている。

　その日により状態は違い、夜間再々フロアへ出て来ら
れる時もみられるが、本人の思いを受け入れ、フロアの
ソファーで過ごしたり、タイミングをみながら居室へ誘
導しテレビを観たり、眠られたりと自由に過ごしてい
る。

・日中は施錠せず自由に出入りできるようにしている。
入所者に洗濯干しや取り込みをお願いしたり、食材の買
い物を一緒に行ってもらったり、毎日ドライブに行く等
外出する機会を設けている。
・家族と相談のうえ、ＧＰＳをつけてもらい、時間を決
めて自由に散歩に行ってもらう。

・黙って外に出て行かなくなった。
・外での作業を行う際、見守りなしでも作業を頼める。

①毎週１回、訪問歯科の往診を受けて、口腔ケア、義歯
調整を行っている。また、スタッフも訪問歯科の勉強会
を行った。
②毎朝、ラジオ体操、小女郎狸体操を行い、意気を高め
可動域の維持を図っている。

①誤嚥予防だけでなく咀嚼、嚥下が良くなり食事も全量
摂取できるようになってきている。食事形態や器などに
配慮することで、全介助から一部介助で食事ができるよ
うになってきた。
②唄や手拍子をしながら手足の運動をすることで、車椅
子の方の移動・移乗も維持できている。

　度々徘徊がある利用者に対してセンサーマットなどの
福祉用具を使用するなどの方法が多かったが、最近では
「ひもときシート」を使用して意識改革も行っている。

　今までは利用者の徘徊行動だけに目を向け、問題行動
としてしか見ていなかった。
　しかし、ひもときシートを利用することにより徘徊の
原因となる利用者の思いや要望などにも目を向けること
ができるようになり、結果的に職員の意識や関わり方に
良い意識変化があったと思う。

○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

　身体拘束は利用者の人権侵害であり、入所者の尊重を
念頭に置き、日々の対応に努めるよう、職員会議などで
伝達している。
　また、利用者へのケアを検討する際は担当者が集ま
り、切迫性、非代替性、一時性を検討し、身体拘束を行
わないように代替の処遇を実施するとともに、家族への
連絡（日常の様子、現状）を小まめに行った。

　家族の協力を得ることができ、利用者、家族、施設が
一体となって身体拘束廃止に向けた取り組みを実施でき
た。
　現在、身体拘束を行っている利用者はいない。

　身体拘束廃止委員会にて、入所者目線にて"心と体"に
拘束はないか、又、言葉での行動の抑制はないか検討し
改善策を模索している。

　入所者への声かけは良くなっている。また、小さな身
体拘束になりかねない事柄も各職員が意識し介護業務に
取り組めるようになっている。

　身体拘束廃止委員会の活動
①委員会の毎月の開催（身体拘束実施者についての話し
合い）
②職員が身体拘束経験（寝たきり、車椅子座り放し、車
椅子+Y字ベルト着用、ベッド上で腕を拘束帯着用）を
行った。
③言葉遣い（スピーチロック）アンケートの実施
④認知症の行動心理症状の理解をするための勉強会
⑤介護力向上委員会（おむつゼロ）の参加

①一時的にではあるが、拘束を解除する時間が増えた。
　家族への協力依頼ができた。
②③
　体験・アンケート実施直後は職員が意識して行動がで
きている。
④認知症の行動心理症状について、中核症状、周辺症状
の理解ができた。
⑤トイレでの排便の取り組みを施設全体で取り組んでい
る。

　身体拘束廃止委員会を設置し、３か月ことに「不適切
ケアチェックシート」を全職員が行い、集計し、活用後
の報告を行っている。

　３か月ごとの見直しによって、職員一人一人が自分の
ケアを見直し、不適切なケアが少しずつ減ってきてい
る。
　ロールプレイを取り入れた研修をすることで、職員自
身が気付けていなかった、身体拘束になりかねない言葉
かけや行動を認識することができ始めている。
　また日々のケアに少しずつだが活かせるようになって
きている。

　身体拘束へとつながる状況に気づいた際は、第一段階
として、直ちに施設長、相談員、介護主任、ユニット
リーダー、介護支援専門員、看護主任いずれかへ報告す
ることとしている。
　その後、緊急カンファレンスを行い身体拘束に結びつ
けない代替案を導き出す体制を整えている。
　例えば、低床ベッドの使用、ベッドサイドへのマット
敷設、布団への切り替え、健康状態を確認しながら積極
的に離床を促し見守りを強化するなどの対策を講じてい
る。

　身体拘束廃止の意識は施設に浸透しており、毎月開催
する『身体拘束廃止委員会』で検討する前にユニットレ
ベルで対策を講じ拘束を未然に防げている状況にある。
（現在、身体拘束はない。）

　当施設入所前の医療記録で「体動が多い」という理由
で4点拘束、ミトンを装着されていた方について
・入所されてからも昼夜問わずベッド上での体動、独語
が多い。
・転落のヒヤリハットが多く、事故も1度あった。
・視力障害、認知症があり、べッドが理解できないた
め、自由に動けるよう、畳に変更した。

　行動制限をなくした結果、一人で畳の上で坐位がとれ
たり、膝行することができるようになった。
　精神状態が徐々に安定し、活動性が高まった。光も感
じない位視力障害があったが、現在は1ｍくらいで人の気
配を感じたり、レクリエーション活動で風船を打ち返す
ことができている。
　よく笑ったり、一人で食事を食べることができはじめ
る等の変化もみられている。

○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
　全職員対象に身体拘束廃止についての勉強会を開催
し、職員の意識向上につなげている。
　夜間帯、歩行状態が悪い状況で多動な利用者について
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
訪室をこまめに行うほか、事故の危険性の高い入所者の
居室は職員詰所の近くにするなど、リスク面での配慮を
行っている。

　職員の意識向上に伴い、多動な利用者については、ま
ず行動心理症状を把握することからはじまり、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
に移行することで、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。

　つなぎ服を着せない日を設けることとし、最初は入浴
日に始めた。徐々に回数を増やしていき、現在は隔日で
設けることができている。つなぎ服を着ていないときは
頻回に訪室したり、リクライニング車椅子に離床して見
守るなど行っている。

　拘束時間の短縮につながった。

　身体拘束ではないが、「ちょっとまってください。」
という行動を抑制する言葉かけが問題になっているた
め、不適切ケアチェックシートを用い、3か月に一度自己
点検を行っている。また、スタッフ会議で取り上げ、ス
タッフ同士で気をつけあい、不適切な言葉かけが出たと
きには声を掛け合うよう話し合いをしている。
　スタッフセルフチェックも3か月に一度行い、スタッフ
自身にストレスがかかっていないか確認している。

　3か月に一度、自己点検をしスタッフ同志で話し合うこ
とによって意識付けができている。日常の仕事で当たり
前になってしまいがちな言動を立ち止まって考えるきっ
かけとなっており、会議で話し合うことによって現場全
体の問題となり、スタッフ全員で言葉かけを気を付ける
ようになった。

　帰宅願望が強く離設の可能性の高い入居者様に対し
て、エレベーターキーロックや階段ロック等行わず、事
務所の協力やスタッフ間の連携を密に行い、所在確認を
行うと同時にこまめに声かけを行った。
　事務所の業務の見直しもしてもらい、常に事務所に人
がいる体制にしてもらった。

　エレベーターや階段を気にされることはあるが、ス
タッフから声をかけられることで他の話題になり気持ち
をそらせることができた。
　エレベーターや階段をいつでも使用できることがわか
り、不穏を防ぐことにつながった。
　エレベーターで1階に降りられることもあったが、玄関
前で事務所スタッフが気付き離設を防げた。

　身体拘束廃止検討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、拘束がもたらす利用
者本人の負担や弊害について理解していくよう、話し合
う機会を設けている。帰宅願望や不穏状態の強い利用者
に対しては、一緒に歩いたり話しを聞いたり、歌を歌っ
たりして気分転換させ対応している。

　法人の方針で、原則として身体拘束をしないと決めて
いる。毎月の委員会等で話し合う場を設けたり、施設内
研修等で事例を取り上げて理解を深めている。

　できるだけ、自由に穏やかに暮らしていただけるよう
につとめている。限られた職員数での支援であり、職員
自身が多忙で余裕がなくなることがないようにと考えて
いる。
　余裕がない状況だとどうしても、押えつけるように
なってしまったり、職員自身がストレスを感じてしまう
ので、職員が穏やかな気持ちでいられるようにと考えて
いる。
　このため、その時々の状況に合わせた無理のない取り
組みを考えており、入所者1人1人その思いや、介護状態
も違うことから、集団的ケアはあまり行わず、個別に対
応する様に努めている。

　例として、食事の介助は時間がかかっても１対1で行う
ようにしている。
　それぞれの利用者に合わせて、時間をずらせて介助し
ている。
　食事後の移動までも、無理のないように1人の職員が責
任を持って行うようにしている。
　認知症の方にとっても、職員にとっても、制約される
ことは不安とか混乱を生み悪循環だと思い、できるだけ
自由に過ご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
　利用者の中にふとスイッチが入り、「弟が来たみた
い。」と職員の車を見て「弟の車に似ている。」と、落
ち着きがなくなり、車椅子で出入口の所に行き、立ち上
がろうとしたり、ドアをあけようとすることが、１日に2
～3回、時間は不定だがそのような場面が見られる。その
場合はそっと寄り添い、本人の思いをくみ取り一緒に外
にでてお話をしたり、お花をみたりしながら気持ちが落
ちつくのを待つ。
　その後、本人から「違っていた。中に入ろうか。」と
言われるのを機に中に入り、他の利用者の中で孤立しな
いよう支援を行っている。

　最近は朝、食堂に出てこられた時に、他の利用者に挨
拶されるようになった。夕方落ち着きがなくなったと思
うと、「今晩の寝るとこはあるんじゃろか。」と言うの
で、居室に一緒に行くと「あぁ良かった。有難う。」と
安心され、以前より外に出ようとすることが少なくなっ
た。
　利用者には役割が持てるよう、自分の洗濯物を干した
り、たたんだりして頂き、おやつ作りにも少しずつ参加
していただいている。

　毎月2回ある会議の中で、利用者に対するケアで困って
いることをスタッフごとにあげていき、どのようにケア
をしていくべきかを話し合った。
　現場にいるとなかなか気付きにくいことも多くなって
いるため、自分が利用者の家族だとどのように思うのか
を考えるようにしている。

　ユニット内での話し合いで意見交換を行っていると、
ケアに対してまとまりも出て来て、細かい所まで気付く
ことが増え、利用者との関わりも多くなり笑顔が増える
ようになったと思う。

　興奮を伴うＢＰＳＤ（周辺症状）のあるアルツハイ
マー型認知症で帰宅願望が非常に強い入居者の方に対
し、危険や他者とのトラブルとならない限り、本人の行
動を極力制限せず見守りを行って、周囲への理解と配慮
を行った。

　最初のころは、一日を通して帰宅願望が見られたり、
介護拒否（入浴やトイレ誘導、口腔ケア等）が強く見ら
れ、また、他の入居者の方の居室へ無断で入られ、「こ
れはすべて自分のものだ」と主張され、周囲を困らせる
事が多くあった。
　しかしながら、日を重ねる毎に症状は緩和されてい
き、現在は帰宅願望も日に何度か決まった時間に現れる
程度となっている。
　介護拒否に関しても、ほとんど無くなっており、声か
け誘導すれば見守り程度で自立されている。他の入居者
の居室へ入られる行為も減少しており、周囲への配慮を
しっかりと行うことで本人も安心感を得られ表情も豊か
になっている。

・入居になかなか馴染めず落ち着かず、帰宅願望あり。
施設の玄関にはかぎはかけておらず、自由に出入りでき
るので、無断で屋外に出る行動があるため屋外へ出たと
きは職員が付き添い、併設の小規模多機能型居宅介護
（入居前に利用していた）まで行ってなじみの職員や利
用者と接することで落ち着いてもらうようにした。
・夕方になると極度の不安状態となるので、併設のデイ
サービスに協力を仰ぎ、送迎車に同乗させてもらった
り、日中でもデイサービスまで自由に行き来できるよ
う、スタッフに協力を得た。
・屋外行事には積極的に参加して気分転換を図った。
・本人の訴えに傾聴の姿勢で接し、寄り添うことで、安
心してもらうようにした。
・本人の精神状態などを把握し、常に視野に入れておく
ようにした。
・利用者への声かけや言葉遣い、声のトーン、態度な
ど、職員同士の会話にも気を付けた。

・現在もスーッと外へ出たり、急に不穏状態になること
も度々あるが、職員とも徐々になじみの関係ができ、信
頼関係も見られるようになってきている。
・ゆっくり、しっかり話をすると、少しずつ落ち着くこ
ともあり、不穏状態が長く続くことが少なくなった。
・穏やかな表情や笑顔も見られるようになった。

　利用者が施設の中だけに閉じ込められているという感
覚にならず、自分の住まいとして慣れ親しんでもらうよ
うに常々心がけている。
　玄関などは施錠することもなく、外に出て日光浴を浴
びたい等自由にさせてあげる環境を作り、介護職員も利
用者を見守っている。

　利用者が外を見て寂しそうにしている時など、外に一
緒に散歩に出かけたり、自動販売機に飲み物を買いに行
く等、利用者にはとても良い気分転換となり、施設の中
でも穏やかに過ごされる良い環境づくりができている。
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