
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

嚥下機能低下防止に口腔ケアを徹底（歯科医師・歯科衛
生士の指導の下、経管栄養者は４回／日、経口摂取者は
毎食後に実施。また、口腔体操を昼食前に行ってい
る。）

口腔内の清潔が保たれ舌苔や口臭が改善された。また、
経口摂取者の誤嚥性肺炎での入院者が減少傾向にある。

入所時に経鼻経管栄養挿入者で病院よりの申し送りで自
己抜去の可能性が高いので身体拘束の指示があった。対
象者に食に対する意識があり、口腔リハビリを開始。嚥
下機能が残存しておりゼリーなど一口から開始。

口腔リハビリを開始後、経口摂取可能となり経管栄養を
抜去。拘束も解除となる。

経管栄養の方を経口摂取に戻すようにした。 例：燕下
リハビリ（週一回の歯科医による）、ゼリーなどの食事
への変更

経管栄養から経口摂取になった。

身体拘束について「指定基準における禁止の対象となる
具体的な行為」を正しく理解し、やむを得ない場合でも
拘束しない方法等、スタッフ会で検討する機会を設けて
いる。やむを得ず身体拘束を行う場合は、書面にて、説
明・同意を得ている。また、定期的にモニタリングを行
い、廃止に向け、検討している。
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、食後の口腔ケアを行っている。
排泄時の自立支援に向けての取り組みとしては、毎日の
生活の中での排泄パターンを把握し、時間を見計らって
のトイレ誘導を行うことで、利用者が保清ができ、気持
ちよく過ごせるよう気を付けている。

口腔内の清潔の保持や、ムセ・誤嚥を防ぎ、スムーズな
嚥下で安全かつ楽しく食事がとれることにつながってい
る。
排泄面では、失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の習慣を活かした排泄の自立に向けた支援につながって
いる。

１．４点柵の廃止：以前は日中、夜間に問わず、認知が
あり転倒の危険性のある患者に４点柵をしていたが廃
止。ただ、夜間は一人夜勤のため、不穏があり転倒の危
険性がある患者には家族の了解を得て、夜間のみ４点柵
をすることがある。
２．口から食べるということにこだわり、食事形態を患
者個々に変えたり、時間をかけてゆっくり食事介助して
いる。
３．歯科医と連携を取り、定期的に口腔チェック。胃ろ
うの患者も含めて口腔ケアには力を入れている。

１．日中の４点柵は完全に廃止。見守りが必要な患者
は、詰所にて見守るなど対応している。
２．診療所に転院して、口から食事が殆ど食べられてい
なかった患者が食べられるようになった事例は多い。
３．口臭のひどい患者の口臭がなくなった。

・個々の状態や生活歴にあった刺激のあることや興味の
あることを提供をすることで、落ち着いていただいてい
る（話し相手になったり、興味のある手作業、家事）。
・食べることに関して、食事中のむせこみ防止のため、
食前の口腔体操、音読、歌の実施
・下肢筋力防止のために毎日、リハビリ体操、歩行訓練
の実施

・徘徊などの周辺症状では、時間と共に軽減され、安心
できる場所となってきた。
・口腔内を刺激されることで嚥下状態がよくなってき
た。
・施設内を廊下歩行することで、車椅子に頼ることな
く、手引き歩行できるようになった。

・適度な運動の実施（食前の口腔ケアを含めた運動）
・なるべく、離床での食事介助
・レクレーションなどを取り入れ頭や体を使った運度を
取り入れる
・食後の口腔ケアの実施

・ある程度の身体機能の維持ができるようになった。誤
嚥の危険性が少なくなったように思う。
・なるべく、みなさんとテーブルを囲みながら食事をす
ることで食事がすすむようになったように思う。
・日中の適度な運動は、安眠効果があるように思う。ま
た、頭を使う事で認知症の予防になるように思う。
・口腔ケアで舌や口腔内を刺激することで、口腔内の清
潔を保ち嚥下機能を保てるように思う。

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み
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２週間に一度訪問歯科の往診を受けている。利用者の口
腔ケアが大事であり、嚥下状態が悪化しないよう、その
人その人に応じたケアをしている。
毎朝ラジオ体操や子女郎狸体操を行い、笑顔が引き出せ
るよう支援をしている。

むせがひどい利用者の口腔ケアを念入りにすることによ
り安全に食事が摂取できている。
毎日の体操を行うことで、少しでも意欲が持てるように
なり体操後の水分補給もよくとれるようになった。

・食事前には嚥下体操を実施し、唾液を促し飲み込みや
すいようにしている。必ず食事中は見守り、声を掛けて
いる。その方の食べやすい形態にしており、状態によっ
ては食事中に形態を変えることもある。
・食事後には口腔内をきれいにし、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。
・毎日楽しく会話をしてよく笑い、舌や口を動かすよう
にしている。
・規則正しい生活をし、日中は体や頭を使うようにして
いる。今ある機能が低下しないよう、その方のできるこ
とはしてもらっている。
・毎年夏祭りでは、和太鼓や歌を家族や地域の方達の前
で披露し、刺激を受けるようにしている。
・排泄チェック表により、排泄パターンを知り早めの誘
導や排泄しやすい環境を作っている。

・食事中に詰まる場面は見られていない。皆さん「美味
しい」と、全量摂取している。
・日中の活動により、徘徊する方もおられず皆さんよく
休まれている。
・頻尿だった方も、規則正しい生活や日中の活動により
改善してきている。
・新しい事に挑戦し皆さんの前で披露することにより、
生き生きした表情が見られ明るくなっている。

毎朝、身体の筋力低下予防のため、個人の状態に応じた
リハビリ体操を取り入れている。
又、リハビリ体操後及び食事前の口腔体操をしていただ
く事により、嚥下状態を良くするように努めている。食
後の口腔ケアも全員実施していただくように努めてい
る。

個々の状態に応じたリハビリ体操を実施していただくこ
とで、筋力の低下を防ぎ、転倒のリスクが軽減された。
又、口腔体操及び口腔ケアを徹底して実施していただく
ことにより、誤嚥性肺炎にかかる利用者もなく安定して
いる。

食事前に口腔体操を、食後は必ず口腔ケアをしている。
なかなか口を開けていただけない方もいらっしゃるが、
声かけ等で義歯を取り、洗浄できている。

食後の口腔ケアができていることで、風邪・肺炎の防止
につながっている。
口から食べる楽しみを大切にして、次の意欲につながっ
ているように思う。

誤嚥性肺炎の繰り返しで入院となる。入院の結果、経口
摂取は不可能とのことで、経鼻となり、再入所となる。
病院では、度々抜去するので、ミトンを使用していた。
入所後は、日中はミトンを除去し、注入中はミトンを使
用していた。しかし、食べたい欲求が強く、家族に危険
性を説明した上で、ＳＴ(言語聴覚士)と相談しながら経
管栄養を維持しながら経口訓練を行った。

誤嚥することもなく、順調に取り組むことができ、経鼻
を抜去することが可能になり、現在は、全面経口に移行
ができている。ミトン使用中も、関わりを持つことで、
抜かなくなったと同時に、抜去しても、食事の時に挿入
する等の対応を行い、ミトンを使用しない試みを行っ
た。
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移動は車椅子を使用し介助を要するが、夜間に一人で起
き上がりトイレに行こうとされ転倒を繰り返す方がい
た。事故発生防止委員会にて夜間はベッドを柵で囲む案
も出たが、身体拘束をすることなく事故を防ぐことはで
きないか再検討した。検討の結果、自室の床には畳を敷
き、一人でベッドから立ち上がった際に立位の保持がし
やすいようにベッドと平行に手すりを設置した。また、
ケース記録を見直し排泄の時間を集計した。

排泄の時間の集計の結果、夜間のトイレは0時から1時と5
時前後に集中していることがわかった。また、この時間
帯に体動もよくみられ、そのタイミングでトイレへ誘導
すれば夜間に一人で起き上がることもなくぐっすり休ま
れている様子であった。上記の環境整備を行ったあとは
一人で立ち上がった場合でも自身で手すりを活用され、
安全に車椅子へ移ることができるようになり、その後は
同様の事故はなくなった。

失禁予防について、回数多くトイレ介助を行い排泄の有
無をチェック表にてチェックして、その人に合ったトイ
レ介助時間を見つけて対応。

現在、2名の方が、リハビリパンツ使用から布パンツに尿
取りパット使用に変更となり、失禁ほとんどなく過ごさ
れている。自分からもトイレの訴えが出るようになっ
た。

・排泄サイン、パターン、行動等を様子観察し失禁を防
いだり、不穏行為を減少させる。
・不穏行動（問題行動）を観察、利用者の快と思えるこ
とを増やす。

・トイレで排泄することによりオムツ使用者が減少、１
人１人の排泄パターンがわかり対応することで不穏行為
が少なくなる。
・好むもの、ことを多くすることにより穏やかな時間が
増える。

〇当施設ではオムツゼロ対策に積極的に取り組んでい
る。個々の排泄パターンをつかみトイレ誘導を行うほ
か、歩行、立位保持訓練の実施、水分摂取量の増加を図
り、トイレでの自然な排泄を促している。またこれらの
成果を把握するため、各ユニットごとに週一回の排泄に
関する個別ケア会議を行い、情報収集、課題分析、目標
設定を行った上で、オムツゼロに向けたサービス提供を
行っている。
〇当施設において、ベッド柵は生活の基本動作に必要最
低限の設置にしている。一人一人の持っている力を安全
にかつ最大限に利用できるように努めている。転倒や転
落の恐れのある利用者には、衝撃吸収マットを使用する
などの防止策に努めている。利用者ごとのに事故防止個
人マニュアルを作成し、事故発生時には直ちに再発防止
のためのカンファレンスを行い、事故防止個人マニュア
ルの見直しを行っている。事故発生がない場合でも最低
３ヶ月に１度は見直しを行い、事故防止に努めている。

〇オムツゼロ対策は実施から２年目に入り、水分摂取量
の増加、運動量の増加がみられるようになり、それに伴
い徐々にトイレでの排便ができる利用者が増えてきてい
る。
〇ベッド柵の使用数を減らすことにより、利用者本人の
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。

○不適切な声かけや不適切な対応についてのチェック
シートを作成し、集計・分析を行い身体拘束廃止につい
ての勉強会を定期的に開催している。
○オムツゼロを目指して利用者一人一人の水分量の
チェックを行い、排泄パターンの収集を行っている。理
学療法士との連携を図り、歩行訓練を行っている。

○平成26年度身体拘束を行った事例はない。
○トイレでの排泄が62.5％（11月）に向上した。オムツ
対応の利用者がトイレでの排泄となる。

はく紙パンツを使用している方である。尿意曖昧であ
り、職員が定期的に働きかけを行い、トイレ誘導を行っ
てきた。しだいに失敗も少なくなり、尿意が見られ始め
てきた。本人さんと相談し、布パンツを試してみること
を提案し、布パンツ着用する。本人さん、尿意も分かり
はじめ、失敗も見られない。排泄の間隔が空くようであ
れば、職員が声かけ誘導している。

自分の意思表示でトイレに行けることで、生活に自信が
見られるようになった。生活に張りが見られるようにな
り、認知症（短期記憶障害）もあるが、少し改善したよ
うに感じられる。

排尿量を測定し、失禁のタイプを見分け、個々に合った
オムツの使用、また、トイレ誘導等が可能かどうか、リ
ハビリ職と協力し、トイレでの動作を統一することで、
トイレでの排泄を促した。

オムツかぶれによるスキントラブルが減り、オムツさわ
りや掻き傷がなくなり、ミトンを外すことができた。表
情も穏やかになった。

○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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認知症あり、ＣＶＣ挿入、バルーンカテーテル留置中の
患者。不潔行為やチューブ類の引張りが頻繁に見られ、
やむ得ず介護衣を使用。状態が改善したため、ＣＶＣ中
止、バルーンも抜去となり介護衣からパジャマに変更し
たが、不潔行為があり再度介護衣へと戻す。便意、尿意
前の患者の行動から排泄を誘導し、声かけを頻回に行う
ことにした。夜間帯においても巡回時に声かけを行うよ
うにした。

尿意、便意を感じるとそわそわした様子で、落ち着きが
なくなりベット上で起き上がろうとしたり、ベット柵を
握ったり、いらいらした様子が見られた。事前に対応す
ることで、精神的に落ち着き安定した生活を送ることが
できている。介護衣も解除となった。

日頃より、スタッフに対し、身体拘束になり得る事例や
それによって生じる利用者への精神的負担及び弊害を周
知するように指導している。
また、環境面に関しても、例えば、認知機能の低下が進
み、ベッドからの転落の恐れのある利用者に対しては、
本人及び家族ともよく相談し、ベッドから布団への変更
等、身体拘束をしないような支援を行ったり、トイレで
の排泄が困難な利用者には、利用者一人ひとりの排泄
チェックシートを活用し、トイレへの声掛け・誘導を行
い、トイレでの排泄支援に努めている。

上記取り組みにより、ベッドからの転落事故等もなく、
トイレで排泄していただくことで、実際に失禁の回数が
減ってきている。

見当識障害により徘徊する方には、制止をせず付き添い
見守りにて原因を探り、職員間で検討を重ねている。そ
れと共にさりげないトイレ誘導を行い、排尿・排便の出
方や排尿量を観察し、排泄パターンの把握を行う。主治
医に相談し泌尿器科受診につなげ、前立腺肥大症の診断
がおり投薬治療を支援しながら、トイレ誘導を促し、付
き添い見守り観察を継続している。

一晩に数十回廊下を往復されていたのが、頻尿や失敗の
不安がやや改善されたのか、回数が減少した。

転倒、骨折した利用者が退院した当初は、転倒防止とし
て家族に同意書をいただきベット柵を使用することを検
討したが、利用者ご本人が柵を乗り越えようとされたた
め、危険と判断し、柵を取り外し見守り徹底で対応し
た。
車イスの利用者も排泄パターンをチェックし、トイレへ
誘導しトイレでの排泄を行っている。
ベットからの転倒のリスクの高い利用者にはベットから
畳へ移行した。
誤嚥を防ぐために食事前には口腔体操を行っている。

車イスの利用者も昼間はトイレでの排泄回数が増えた。

おむつに頼らない排泄
回数、間隔、失禁状態などをチェックし、排泄パターン
を把握し、適時のトイレ誘導を行う。
背もたれがあれば座位可能な方であれば、立位がとれな
い方であっても、スタッフが２人体制で移乗介助を行
い、トイレでの排泄を促している。

入院中おむつでの排泄だった方も、排泄パターンに合わ
せた適時のトイレ介助を行うことにより、日中は失禁す
ることなく過ごすことができている。
夜間おむつの方でも日中適時のトイレ介助を行うことで
トイレで排泄回数が増えている。
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移動は車椅子を使用し介助を要するが、夜間に一人で起
き上がりトイレに行こうとされ転倒を繰り返す方いた。
事故発生防止委員会にて夜間はベッドを柵で囲む案も出
たが、身体拘束をすることなく事故を防ぐことはできな
いか再検討した。検討の結果、自室の床には畳を敷き、
一人でベッドから立ち上がった際に立位の保持がしやす
いようにベッドと平行に手すりを設置した。また、ケー
ス記録を見直し排泄の時間を集計した。

排泄の時間の集計の結果、夜間のトイレは０時から１時
と５時前後に集中していることがわかった。また、この
時間帯に体動もよくみられ、そのタイミングでトイレへ
誘導すれば夜間に一人で起き上がることもなくぐっすり
休まれている様子であった。上記の環境整備を行ったあ
とは一人で立ち上がった場合でも自身で手すりを活用さ
れ、安全に車椅子へ移ることができるようになり、その
後は同様の事故はなくなった。

①ベッド下にマットを敷き、転倒（落下）時の衝撃をや
わらげた。
②柵、靴の上に鈴をつけて音で気付くようにしている。
③スタッフの人数を増員した。
④レクリエーション活動を増やした。

①骨折には至らず大事にはなっていない。
②１人で動かれる前に気付くことができている。

○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。
○ポータブルトイレを活用するなどして、トイレに行こ
うとされて転倒する方の危険率を下げられるよう取り組
んでみた。
○ケアカンファレンスをその都度開催し、困難事例に対
して全員で考える場を設けるようにした。
○身体拘束につな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。
○毎日歩行練習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できるかを皆で考え、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、事故につながりにく
いようにすることで拘束に頼らずに生活していただけて
いる。

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。ご家族よ
り、以前の施設でベッドからの滑落があり、腰椎圧迫骨
折をしたことがあり、夜間は柵をしてほしいと要望が
あったが、職員よりご家族に丁寧な説明をし、夜間の見
守りを頻繁に行い、柵をしない介護を行っている。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。
三階建ての建物内は利用者がエレベーターを使って自由
に移動している。施設が市街の中心地に有り交通が頻繁
な交差点の角地のため、一歩屋外に出ると危険がある。
徘徊の利用者も入居しているので安全を優先し、やむを
得ず施錠しているが、利用者が希望すれば必ず職員同行
で外出している。

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。
その上で利用者に快適な生活を送っていただけるよう
に、安全な環境作りに努めている。

○ベッドからの立ち上がり時などの時に転倒を防ぐた
め、センサーを使用したり、床材をクッション性のある
物に変えたりしている。
○レクレーションに参加したりと日中はなるべくリビン
グで過してもらい1人で過す時間を減らす。
○夜間の巡回を増やす。
○居室にトイレがある利用者の転倒防止のため、ベッド
の位置をトイレまで移動できやすく安全な位置にしてい
る。センサーの位置も動作に合わせて調整している。

○センサーをつけていることにより、失禁回数が減った
り、転倒等を防ぐことができていると思う。
○職員や他の利用者と、関わりを持つことで不安な気持
ちや寂しさが軽減されている。

○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
①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。②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、移
動する時のみ車いすを使用して、椅子へ移ってもらい、
職員が同じテーブルで記録仕事など見守りながら行う。
③徘徊行動が見られる利用者に対して、職員が付き添い
施設周辺の散歩を行い、数人で車へ乗りドライブに出か
ける。

①入所する前の病院では、転倒を数回繰り返していた
が、入所後はいざって外へ出てくる事があるが、居室で
の転倒は予防できて、利用者の睡眠時間も長くなってい
る。②入所後も車いすより立ち上がり転倒することが、
２回あったが、椅子へ移り職員が付き添いしながら仕事
を行うことで、転倒を予防できている。また、利用者が
興味のある雑誌等を渡していることで、精神的な安定も
見られている。③10分間隔で、ユニット内から屋外へ出
てしまう利用者は、朝の９時頃より外が暗くなるまで、
職員が付き添い散歩したり、車でドライブに出かけたり
することで、適度な疲労感があり、夕食後から翌朝まで
は穏やかで、ユニット内で過ごすリズムができている。
徘徊行動は治まらないが、気長に職員が付き添いするこ
とで、生活のリズムが保たれている。

歩行状態低下され起居動作時などに転倒リスクの高い方
の食事の際の場所の工夫
①車椅子からのいきなりの立ち上がりなどで転倒する可
能性がある方に対して、立ち上がるための少しの動きの
把握をスタッフができるように、スタッフ業務室より目
の届く場所へ食事の席替えを行う。

現在の立ち上がろうとされるが、無理に立ち上がりを抑
制はせず仕草を見せた時にスタッフが、「○○さん、ト
イレですか」「○○さんどうかされましたか」と声をか
けることで落ち着かれ、拘束帯などを利用せずに転倒を
予防することできるようになった。

１か月に１回身体拘束廃止委員会を開催し、ヒヤリハッ
ト、転倒事故での改善案より、身体拘束につながらない
ように対応策を検討している。
例）危険に対する認知が乏しく転倒を繰り返される方に
対し、頻回の訪室や声かけ、場合によっては居室変更、
又はセンサーマットの使用により転倒予防に努めた。

転倒リスクを少しでも少なくすることで、４点柵など身
体拘束につながらないケアが行えるようになった。

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。又、ベッドからの転落や立
ち上がり時の転倒を防ぐための低床ベッドや畳を使用す
るなど、環境の整備の工夫をしている。家族へ対して
も、リスクの高い人には現状を理解してもらうよう、話
し合っている。

会社の方針で、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。家族にも、
理解してもらっている。

１名（要介護５.Ｃ１.Ｍ）について：入所時から４点柵
の中止にむけて、まず畳を使用してみたが、体動により
身体のあちこちに擦過傷ができたため中止。ベッドを二
つつなげて２本柵にしたが、隙間から転落。トイレ誘導
も試みたが、座位が全くとれず本人の抵抗も強いため断
念。改善策がみつからず、13年間４点柵での拘束を続け
てきた。平成25年度県老施協主催の介護力向上研修会に
参加し、再度身体拘束廃止に向けて取り組みを開始し
た。トイレで排便できることを目標に、まずは水分摂取
量を増やすよう努めた。本人の好む飲み物を寒天にして
提供することにより、水分摂取量が大幅にアップした。
平成25年９月からソファでの座位練習を開始。10分程度
座位が可能となったため、ポータブルトイレへの誘導を
開始した。４ヵ月経過した頃初めてまとまった排便がみ
られた。その後も緩下剤の調整をしながらトイレで排便
がでるようになり、夜間の不眠や体動が徐々に減ってき
た。

平成26年２月から日中の数時間ベッド柵を１本減らし、
床にはマットレスを敷いて様子をみる。特に問題なく過
ごされたため、３点柵で過ごす時間を延ばしていく。そ
の後は毎月の身体拘束廃止委員会で検討しながら、段階
的に柵を減らしていった。結果、平成26年９月に終日２
本柵で対応できるようになり、身体拘束が廃止となっ
た。利用者本人はもちろん家族や介護職員の不安を考慮
し、時間をかけて対応したため、７か月という期間を要
したが、その後もベッドからの転落などなく落ち着いて
過ごされている。入所されて10年以上経過し、一時期は
４点柵の除去は難しいとも考えていたが、職員の地道な
努力によって開設後初めて身体拘束ゼロを達成すること
ができた。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
歩行力の低下と認知症の進行により、ベットから転落を
するようになった。体動センサーやベット柵が必要かと
考えられていたが使用しない方向で取り組んだ。ベット
を撤去し敷き布団に変更した。底冷えをしないよう防寒
シートを下に敷き、痛い思いをしないよう薄手のマット
レスを使用した。脚力を付けるため、なるべく移動時は
スタッフと手引き歩行を行った。

敷き布団に変えてから転落はしなくなった。防寒シート
の使用により寒い思いをせず良眠もできている。脚力が
回復しだし、床の敷き布団からの立ち上がりも時間をか
ければできるようになった。ベットからの降り方・立ち
上がり方は認知症の進行により理解できない。そのため
現在も敷き布団の使用を継続し、身体拘束は行わずに済
んでいる。

身体拘束とは何かを確認するため、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よう、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
らうため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
たセンサーが鳴るため、早めにスタッフが駆けつけ、対
応ができている。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でき、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で
きるようになった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

個々の行動パターンに合わせて、センサーの導入
①端座位になり、立つまでに時間がかかったり、必ず靴
を履く場合は、ベッド下の昇降場所にセンサーマットを
設置。 ②行動が早くセンサーマットでは間に合わない
場合はベッド上のパット下に離床センサーを設置。 ③
トイレ等、見守りが必要な場合、行動する場所に感知セ
ンサーを設置。 ④離設がある場合、エレベーター前に
センサー本体を設置、利用者のシルバーカーに子機を設
置し、近づいたらアラームが鳴るようにした。 ⑤居室
でテレビを観ているが、自分でベッドに上がろうとして
転倒がある場合、座った場所の後にセンサーマットを設
置し、反応時に訪室し介助する。 ⑥フロアから居室に
一人で帰り、移乗する場合、居室出入口にセンサーマッ
トを設置。

利用者の行動を制止せず、反応時に介助することができ
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ため、
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いただき、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いただいている。
ご家族には、施設の意向をご家族に充分に伝え転倒・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るが、
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。

１、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。
２、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。
３、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。
４、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。
５、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。
６、ＡＤＬ向上のためにもなるべく動いていただく。

１、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。
２、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。
３、マットにたまに落ちることがあるが、骨折は防いで
いる。
４、転倒後の骨折予防に役立っている。
５、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。
６、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。

歩行不安定だが「ひとりで歩きたい」との気持ちが強い
入居者に対し、意欲の向上を損なわぬように身体拘束を
行わず訪室回数を増やし見守りを強化。ベッドから離床
するであろう注意が必要な時間帯(例えばトイレに行きた
い時・・・など)を職員間のミーティング等で事前予測し
訪室のタイミングを図ったり、たとえ転倒があっても大
きな事故につながらないように環境の見直し・整備を事
前に行っている。
また、食事中にムセ込みが目立ってきた入居者には、食
事前に個別で口腔体操を行っている。

「歩きたい」「動きたい」との欲求があるかたに対し
て、身体だけでなくその意欲を抑制することがないよう
可能な限り気持ちを尊重することで意欲の低下を防ぐこ
とができている。また、寝たきりの防止にもつながって
いる。
ムセ込みが強いかたに対しては、個別で職員と一緒に口
腔体操を行うことでご本人も食事の際には注意して食事
するようになった。嚥下機能も以前に比べると向上し、
水分でのムセ・食事中の喉詰めが減少した。

○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
歩行困難で車椅子を使用しており、軽度の認知症はある
が、日常生活全般においてはほぼ自立されている。その
ため、トイレもご自身で行こうとされ、今まで何度か膝
折れなどにより、転倒、へたり込みなどがあった。日中
は駆け寄り、介助や見守りなどができるが、夜間は気づ
きが困難なため、ベッド４点柵にて、コールを鳴らして
もらい、対応していた。日中のリハビリの強化で、立ち
上がり、立位が安定してきたことや、意欲の向上、希望
もあり、ベッド柵を外し、夜間も自由にトイレに行って
いただくようにした。気づけば、見守りを行っている。

移乗、立位もしっかりされ、ズボンの上げ下ろしもでき
ている。膝折れも見られず、転倒もない。自由に動ける
ことで、ご本人も生き生きされ、ストレスが解消された
様子が伺える。また、排便の際には、必ず、「出たよ、
見て」と報告して下さる。

前のめりになり車椅子から転落する危険が高い方がおら
れたので、（１度転落したこともある）食堂に畳スペー
スをつくり、こたつを置いたり、低いソファをおいてそ
こで自由に過す時間をつくった。

他の利用者もそこで過すようになり、会話やふれ合いの
場となった。
座位が保てるようになり、車椅子よりも、手足が自由に
動く。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

①自分が気がつかない間に、不適切な言葉遣いになって
いないか定期的に各個人で「不適切ケアチェック」を
行っている。
②介護主任が、認知症の症状のタイプ別である程度対応
方法をパターン化し、適切な対応ができるように指導を
行っている。

①自己チェックすることにより、自己を見直してユニッ
ト会議で情報共有し、意識付けができるようになってき
ている。
②少しずつ職員同士でも声をかけあい、気をつけ適切な
対応ができるようになってきている。

皮膚をかきむしられている方には、薬の服用、定期的に
塗り薬を塗布するようにしている。ボディソープを使用
せず、石けんにより対応する。

皮膚をかきむしることが減り、常に清潔を保てており、
よく笑われるようになってきている。

食事を少しでも楽しくとっていただくために週一回の利
用者の前で一緒に調理をしている。みんなでリビングで
過ごしていただくためにＤＶＤ鑑賞などを行っている。

共に調理した時などは、食欲が増しよく食事を召し上が
れ、次は○○してなどの意見が出て作る意欲・食事する
意欲が湧いたように思われる。ＤＶＤ鑑賞などは昔のこ
となどを思い出され、利用者どうしが昔話をする光景が
見られ、喋る意欲・思い出を考える頭の働き・心地の良
い気持ちになられているように思う。

皆さんに口から食べていただけるよう、食前３０分前く
らいから食卓への誘導を行い、お茶を準備して食事まで
の間、楽しく会話したり、お茶を飲み水分を取ることが
できるようにしている。

食事30分位前から食卓に集まり、お茶を飲みながら楽し
く会話することで、唇を動かし嚥下に必要な運動ができ
ている。

ボランティアの方々の来設を多く取り入れてみた。 いろんな方々の来設により、ストレス軽減となっている
ように思われる。生演奏に合わせ、歌の苦手だった方が
口ずさむようになったりした。

「不適切ケアチェック」を３ヶ月に１度実施し、自己
チェックを行うとともに責任者が評価をし、個人的に指
導している。
来年からは責任者だけではなく職員間で評価をし合い、
普段自分では気づかないことを責任者からの指導だけで
はなく、職員間で気づき改善できるよう取り組んでい
く。

利用者へ「ちょっと待ってください」と言うことが多
かったが、「あと○分で行きます」「○○しているの
で、終わったらお手伝いします」等、言葉を付け加える
ことによって、利用者の不安やイライラする気持ちを改
善することができた。

〇当施設ではオムツゼロ対策に積極的に取り組んでい
る。個々の排泄パターンをつかみトイレ誘導を行うほ
か、歩行、立位保持訓練の実施、水分摂取量の増加を図
り、トイレでの自然な排泄を促している。またこれらの
成果を把握するため、各ユニットごとに週一回の排泄に
関する個別ケア会議を行い、情報収集、課題分析、目標
設定を行った上で、オムツゼロに向けたサービス提供を
行っている。
〇当施設において、ベッド柵は生活の基本動作に必要最
低限の設置にしている。一人一人の持っている力を安全
にかつ最大限に利用できるように努めている。転倒や転
落の恐れのある利用者には、衝撃吸収マットを使用する
などの防止策に努めている。利用者ごとのに事故防止個
人マニュアルを作成し、事故発生時には直ちに再発防止
のためのカンファレンスを行い、事故防止個人マニュア
ルの見直しを行っている。事故発生がない場合でも最低
３ヶ月に１度は見直しを行い、事故防止に努めている。

〇オムツゼロ対策は実施から２年目に入り、水分摂取量
の増加、運動量の増加がみられるようになり、それに伴
い徐々にトイレでの排便ができる利用者が増えてきてい
る。
〇ベッド柵の使用数を減らすことにより、利用者本人の
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。

○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
ADLに応じて離床センサーやセンサーマットを設置してい
たが、新たに人感センサーを導入した。ベッドからある
程度の高さに頭が上がった時点で人感センサーが反応す
るように設置することで、夜勤者が入所者様の動きを早
目に察知し対応することが可能となった。家族様の同意
の下、ユニットリーダーの夜勤時にベッド柵を外して安
全性の検証を行い、身体拘束防止対策委員会で報告・検
討・検証を繰り返した。ＰＥＧを何度も抜去されて介護
服を着られていた入所者については、腹帯をしっかりと
着用していただき、看護部と連携を取りながら、胃瘻
チューブを肩から出したりバスタオルで隠したりズボン
の下から通したりして、状況に応じて対応し、介護服に
よる身体拘束者もゼロとなった。Ｙ字ベルト使用者につ
いては、仰け反って車椅子を自走されていたので、車椅
子用座布団の上に滑り止めマットを敷いて職員がＹ字ベ
ルトを外した状態でマンツーマン対応を行い、安全性を
検証。身体拘束委員会に報告・検討・検証を繰り返し、
家族の同意を得た上でＹ字ベルトを解除した。

平成26年11月１日付けで、身体拘束ｾﾞﾛを達成。

・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
い、職員詰所の近くにある居室にしていただくなどリス
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。

１．認知症進行によるオムツ外しや失禁、問題行動等あ
れば、その都度カンファレンスを実施する。
２．本人の想い・家族の想いを傾聴・受容・共感する。
３．今置かれている利用者の状況・心労等など立場を入
れ替えて考えることにより、具体的な利用者の心境に寄
り添える対応ができるようにする。
４．認知症による情緒不安定な方への対応は、基本寄り
添う介護を心掛ける。

・寄り添う介護
（①手を差し出した時には、手を握り返し、安心できる
声かけをする。・②できるだけ、隣に座る。・③寝つき
が悪い時は、そばで見守る。・④申し送りや伝達事項
は、利用者に聞こえないようにする。・⑤見守りや経過
観察の際、監視にならないようにする　等）
・介護抵抗が少なくなる。
・笑顔で過ごす時間が多くなる。
・以前に比べると、寝付きがよくなる。

個人の生活のリズムに合わせて、できる力を維持できる
よう支援している。また、家族や地域のボランティアの
方々の訪問もあり、四季折々にさまざまな活動を取り入
れたり、ホームに閉じこもらないよう外出する機会も作
るようにしている。
主治医や連携看護師とも連携をとりながら、状態に合わ
せて薬の調整をしていただき、少しでも薬が減るよう改
善に努めている。
適宜トイレ誘導し、トイレで気持ちよく排泄ができるよ
う取り組んでいる。

できることをしていただくことで、「自分でもまだでき
ることがあるんだ・・・。」と喜ばれ精神的にも安定し
て生活ができている。ご家族と外出されたり、気分転換
もできているように感じる。日中は活動量を維持できる
ようにし、食事内容は工夫しながら、毎朝のヨーグルト
や水分補給で下剤や眠前薬を減らす事ができた。昨年同
様、オムツの使用者はおらず、紙パンツで日中はトイレ
での排泄が継続できている。

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。又、ベッドからの転落や立
ち上がり時の転倒を防ぐための低床ベッドや畳を使用す
るなど、環境の整備の工夫をしている。家族へ対して
も、リスクの高い人には現状を理解してもらうよう、話
し合っている。

会社の方針で、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。家族にも、
理解してもらっている。
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＊身体拘束廃止の定義の確認（３つの要素）
＊職員間や利用者に対する言葉遣いのアンケート実施
（スピーチロック）
＊身体拘束廃止の勉強会開催（体験含む）
＊身体拘束廃止方法の検討を行う。
＊身体拘束を行っている利用者に対して身体拘束解除の
時間を設け、職員見守りで過ごす。

＊言葉遣いのアンケート結果を参考にして、言葉遣いの
見直しと改善を行った。言葉遣いについて考える機会を
定期的に設けることで職員の意識づけができた
＊身体拘束廃止の意識向上になった
＊利用者に負担の少ない方法を検討し実施できた
＊身体拘束解除時間を設け、少しずつ様子観察を行い時
間を延ばしていき、ミトンから軍手に変更し、日中居室
でも拘束解除状態で過ごすことができた

柵やつなぎ服については、実際の問題が起こる前に、職
員の不安感から使用してしまったり、問題が解決してい
ると思われる場合でも、なかなか中止できなかったりす
る事例があると思われたため、委員会以外にも朝のカン
ファレンスなどで個々の問題を提示して、試験的にでも
中止してみるよう促していくようにした。（委員が中心
となり）

実際に中止しても特にトラブルがなく大丈夫なのだとい
う安心感が職員にも広まり、患者の苦痛を考慮して、で
きるだけ代替策を考えようという意識付けができてくる
ようになった。


