
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

鼻腔栄養の方で自己抜去があったために、ミトンをして
いただいていたが、それでもミトンを外され自己抜去も
されていた。胃ろうは高齢でもあり（９９歳）家族が望
まれてなく、鼻腔栄養を外された状態での食事摂取が可
能かどうかを探った。まず棒付き飴を舐めていただき舌
を動かす練習、トロミを付けた水分を少しずつ飲んでい
ただく飲み込みの練習をしていただいた。それを数か月
続けていたが、その間も自己抜去はされていた。ある
時、自己抜去される前に家族と相談して期間を決めて高
カロリー食等を摂取していただき、経口移行が可能かど
うかを探ってはどうかと打診を行う。家族の了承を得て
その後の自己抜去の際にお試しを行う。３日程行うもあ
まり摂取をされず。そして２回目の自己抜去の際にはお
菓子やヤクルトを飲む事が可能となり、少しずつ日を追
う毎に食べられた。

２回目のお試しの後に鼻腔をそのまませずに経口移行を
行うことができ、ミトンを外すことができた。

脳梗塞により身体機能低下みられ、咀嚼嚥下できず口に
溜め込まれるようになる。１年間口腔リハビリや食形態
の変更など実施したが、改善がみられずターミナルの診
断を受ける。その後家族の強い希望により、鼻腔栄養を
開始するが、本人が嫌がり、家族も見るのが辛いとのこ
とで、胃瘻を増設することとなった。
本人は「食べたい」と言われるものの、口に入っても咀
嚼せず溜め込む状態が続いていた。

担当職員の発案で、本人の好物である焼肉をするが、全
く食べれなかった。しかし、約１か月後にユニットでひ
な祭りパーティーを開き、再び焼肉を勧めると、咀嚼嚥
下共スムーズで５、６切れの肉を食べられた。家族も面
会時に好物の刺身や肉を持参され、徐々に食べられるよ
うになる。段階的に食事量を増やしていき、経管栄養の
回数が減り、現在では三食すべて経口から自力摂取でき
るまでになった。
口腔リハビリを根気強く続けたこと、少しでも口から食
べれるようにと経口摂取を続けたこと、家族の「生きて
いてほしい」という願いが、ターミナルから脱却し、現
在の状態まで回復できた要因と考える。やはり「あきら
めない気持ち」が大切だと感じた事例であった。

入所時、経管栄養（胃ろう）で、チューブ自己抜去する
危険性が高いとのことで、病院側・家族側ともにミトン
で両手を拘束するよう指示を受けていた。しかし、常時
の拘束はしないようにと、職員が見守れる時間帯に限
り、ミトンを外し対応していた。並行して、経口摂取の
取り組みも行い成功した。以降はお守りで定期的な胃ろ
うチューブ交換していた。（病院受診：３ヶ月に１回の
交換）今年の４月にミトンを完全に外せないか検討し、
Ｄｒに上申し家族に説明・同意を得ることができた。今
後の対応として、胃ろうチューブを自己抜去した際は、
再挿入の手術はしない、経口摂取できなくなった場合は
延命を望まないことで開始した。

ミトンなしで胃ろうチューブを自己抜去することなく穏
やかに過ごされている。直接、胃ろう部に触れないよ
う、ガーゼ保護をしている。

経管栄養から経口摂取へ移行 経管から経口摂取へ移行し身体拘束（ミトン）を解除す
ることができた。
①歯科医師・歯科衛生士による口腔ケア、リハビリ等
（指導を受ける）１回/週
②多職種の協力（ケアプラン）家族の理解が必要
③食事形態の工夫

(経鼻経管栄養チューブを事故抜去防止のため、両手にミ
トンを着用)午前と午後の２回は離床し、リビングにて職
員見守りのもと３０分～１時間程度拘束を解除。解除の
際には手指浴、日光浴、摂食機能の訓練を行った。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
確認しながら食事介助に取り組んだ。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。

リビングにて離床され、以前から好きだったＤＶＤを鑑
賞する時間が増え、職員と会話ができるようになった。
摂食嚥下の訓練を行い、両手ミトンの拘束を解除するこ
とができた。経鼻経管栄養のチューブは外し、経口摂取
となっている。

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み
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（入所）入院先ではバルンカテーテル留置、両手ミトン
着用であった。
（３日後）食事の時は離床となり足元よりカテーテルを
出し離床時はミトン型手袋を外すようにする。
（約一か月後）身体拘束廃止推進委員会にて検討。昼食
前からおやつ後までは臥床時も外して様子を観ることと
した。また、体調に合わせて離床時間の延長を図りミト
ン型手袋を外している時間が多くなるように取り組みを
行なっていくこととした。

･カテーテルを足元から出すことで、手で触れるリスクが
減少し、抜去のリスクが少なくなった。
・離床時間を少しでも多くとることで、臥床時の体動も
少なく良眠する時間も多くなってきており、精神面でも
安定してきており会話も多くできるようになってきた。
（ミトン型手袋着長時間を徐々に短縮していき廃止でき
るように全員で取り組みたい。）

認知症から摂食障害となり、経管栄養、ほぼ寝たきりの
状態、胃カテーテルの自己抜去が多かったため、その都
度、胃カテーテルを挿入し、滴下注入からシリンジ注入
に変更した。「何か食べますか？」の問いに、うなづき
があり、嚥下機能にも問題はなかったため、経口摂取を
試みた。まずは離床を増やし、活動性を高める。みなさ
んが食事している風景を見ていただきながら舐める程度
からお茶ゼリー開始、徐々に量が増え、食べる意欲が見
られるようになった。

自ら食事に手を伸ばしたり、口を開けて待つことあり、
食べる意欲が向上。経口より十分な栄養水分が取れるよ
うになり、経口移行することができた。活動量も増え褥
瘡のリスクが以前に比べ低くなった。

①脳出血にて経管栄養になって入所された利用者に対
し、経口移行の取り組みを行った。退院直後は両手にミ
トンをしている状態であった。水分ゼリーからスタート
し、評価と実行を繰り返しながら徐々に摂取量を増やし
ていった。
②経管栄養をしている利用者に対し、自己抜去を繰り返
すためミトンを着用していた。ひとまず、着用時間を少
なくするため夜間のみの使用とし、日中は離床を増やし
て見守りができる体制を作った。

①ミトンは早々に外すことができた。経管栄養について
はおよそ半年をかけて、三食食事摂取できるようにな
り、経管栄養を終了することができた。
②日中は抜去しようとする行動があったものの、職員の
観察で対応できる頻度であることが確認された。夜間外
しても十分に対応できることになり、ミトンを外すこと
ができた。

経鼻カテーテルをしている方で、鼻の方に手を持ってい
く方は、ぬいぐるみやクッションを利用し、手が届かな
いように工夫している。また、訪室時には、必ず観察す
る。週に１回はカンファレンスをして検討し、月１回委
員会で発表検討する。

以前はすぐミトンなどをしていたが、今は拘束廃止の意
識をスタッフが持っているので、しなくなった。

パウチ外しでつなぎを着用されていた患者に対し、パウ
チ外し時の状況を観察し、病棟全体で話し合い原因を探
り、貼付方法を工夫した（パウチ土台にドレッシング
テープを貼り、パウチが直接皮膚に当たる不快感を取り
除いた。）

パウチ貼付による不快感が減少されたことにより、パウ
チ外しが大幅に減少した。結果、つなぎ服中止し、身体
拘束解除となった。

①日中の４点柵を廃止とし、食事、デイでのレクレー
ション参加など、日中は極力離床させるように努め、生
活リズムをつけるようにしている。
②口から食べるということにこだわり、「口から食べた
い」の研修会に参加。研修で得た知識を現場で実践
③歯科医と連携を取り、定期的に口腔チェックの実施。
また、口腔ケアの学習会を開催し、日頃のケアの見直し
④認知があり、目が離せないような患者はナースステー
ション前の部屋を準備

・日中、離床させ生活リズムをつけることで、昼夜逆転
の患者がいなくなったわけではないが、言葉を発するこ
とのできない患者も、臥床時には見ることのない顔の表
情を見ることができる。
・入院患者の状態に応じて、その都度、部屋移動を行い
対応
・食事形態を変えたり、環境を変えたりと患者個々に
あった対応することで、口からほとんど食べられなかっ
た患者が食べられるようになった事例は多く、他院から
の評価も高い。
・口腔ケアには歯科医と連携を取り、早め早めの対応を
しているため、口腔トラブルなく口臭がひどい患者はい
なくなった。

毎日、昼食前の15分間を利用して、スタッフと利用者全
員参加のもと、デンタルサポート提供のリハビリ嚥下体
操（手指・手足・首・頬・肩・口などの体操）を音楽に
合わせて実施している。

利用者全員が参加することにより、ユニットの一体感や
なじみの関係づくりにも役立っている。また、利用者
個々の関節可動域や体調の把握の目安となり、生活リズ
ムの一部となっている。嚥下機能維持に大いに役立って
おり、全員が経口摂取できている。
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排泄ケアの取り組みとして、座位姿勢が保持できる利用
者には、日中トイレに座り排泄を促すよう努めている。
また、一日の水分摂取量の増加、ファイバーの摂取や腹
圧マッサージをおこなうことで、下剤や浣腸に頼らず
トイレでの自然排便を目指している。

トイレという場所の認識ができるようになり、トイレで
排泄できる利用者が増加した。

身体拘束廃止委員会（月１回）開催
身体拘束廃止に向けて勉強会
①自施設における、身体拘束解除事例（ミトン手袋また
は拘束帯）の振り返りを行った。
②身体拘束の勉強会…実際の不適切な身体拘束による事
故の事例検討。他施設の身体拘束廃止事例結果を説明
し、身体拘束による利用者の精神的・身体的負担を学ん
だ。

①掻痒感の強い利用者に対し、ミトン手袋または拘束帯
を使用していたが、入浴を増やしたり、季節に応じて皮
膚に塗る軟膏を変更したり、スタッフ見守り時は拘束を
解除したりし、身体拘束を解除することができた。
このことにより自分たちに自信がつき、身体拘束は解除
できるものとしてとらえることができるようになった。
②勉強後、スタッフから身体拘束を行うことにより、ど
のような精神・身体的負担を生じるか、理解できた等の
感想があった。また、すぐに身体拘束をするのではな
く、原因を突き止め身体拘束をしないですむ方法を考え
たり、やむを得ない場合でも、三原則に基づいた拘束で
あることを確認し、１日でもはやく拘束が解除するよう
意識ができた。

かき傷を創るためにミトン使用している利用者の解除。
かき傷を創らないように爪を常に短く切ったり、クッ
ションやタオルを利用した。また、皮膚が乾燥しないよ
うに保湿クリームを塗布するなど、こまめに関わりを
持った。

始終ミトンを着用しなくても良くなった。今後も観察を
続け、完全に解除できるようにする。

①身体拘束の内容としては、経腸栄養（鼻腔）の利用者
がチューブを抜去されるため、手指に不動手袋（ミト
ン）を使用することがあった。身体拘束廃止に向けて、
経口摂取へ移行するため、咀嚼嚥下訓練や食事摂取訓練
を行っていた。
②オムツ内排便ゼロの取り組み（介護力向上）

①経口摂取へ移行し身体拘束を廃止できた例もあった。
（４～５名の成功例）
②３年前には入所者50名中40名程（約８割）の方がオム
ツ内で排便されていた。現在もオムツ内排便ゼロへ向け
て取り組んでおり、60～70%のご利用者がトイレ（ポータ
ブルトイレ）で排便できるようになった。

・自立支援プロジェクトを継続し、排泄の自立、失禁改
善等を図り在宅復帰強化に努めている。
・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
故防止を務めている。
・向精神薬に頼らない理解的受容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
向上に努めている。

・在宅復帰率の維持（50％以上）
・向精神薬による過鎮静の事例なし。
・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。

オムツいじりに対して、オムツやパンツの種類を変えて
対応。陰部洗浄と保湿に気を付け排泄パターンを知るた
めにもオムツ交換の回数を増やし、安易な抑制着の使用
をしないようにしている。

職員の意識が「どうにかできるのではないか」とアイデ
アを出し合うようになった結果、抑制ではなくケアで解
決できるようになった。

中心静脈栄養を行っている患者が皮膚の搔痒感でひっか
き傷をつくる、とのことで前病棟よりミトン（両手）を
使用していた。本人に説明を行い、ミトンをはずし頻回
に訪床し声かけを行うスキンケアと皮膚科の受診を定期
的に行い経過観察を行ってみた。

腹部にひっかき傷があったが、きれいになり、ミトンを
使用しなくて良い状態になった。頻回な訪床での声かけ
で発語が増えた。

○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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尿閉のある利用者がバルーンカテーテルを使用していた
が、自己抜去が頻回で、病院よりつなぎ服の着用を強制
され、家族と相談し着用となる。職員間で話し合い、バ
ルーンカテーテルを外せるよう水分の摂取量を増やし、
主治医と相談して内服を開始すること、自尿トレーニン
グ、尿量のチェックを徹底する取り組みを行った。

取り組みにより、少しずつ自尿が増え始め、２ヶ月程度
でバルーンカテーテルの抜去、つなぎ服の除去に成功し
た。この取り組みを通じて、身体抑制を行うことの弊害
や、利用者の心理的ダメージ、家族の心理について職員
全体で考えることができた。また他の方を含めて、身体
抑制をしないために日々のケアが大切であることを認識
し、日常の観察などについても変化がみられた。

定期的なトイレ誘導を実施し、トイレで気持ちよく排泄
することで、利用者に不快な思いをさせない。汚染時
は、半身浴、洗浄をすることで肌トラブルを予防してい
る。
また朝、昼、夕食後に口腔清拭をしている。
できていることを忘れないように、できることは職員と
一緒にするようにしている。

利用者の失禁を少なくすることで、肌トラブルを無く
し、不潔行為も無くなった。
また口腔清拭を継続することで、風邪引き、インフルエ
ンザなどの感染症を防ぐことができ、口臭も少なくなっ
た。
自分の家でしていた調理の下ごしらえ、洗濯物干し、た
たみは自分たちの役割のように一緒に楽しそうに取り組
んでいる。

・早期退院のお願い…ホームでは、拘束は全くしていな
いが、病院に入院してしまうと4本柵、ミトン、オムツ着
用等、強制的に行われてしまう。（治療目的や認知症が
あるからとの理由。）家族や医師に前もってホームの方
針を伝え、早期退院をお願いしている。
・ユニット会における勉強会…毎月行われるユニット会
において身体拘束の勉強会を行っている。

・退院後、オムツを紙パンツに、その後自分の足でトイ
レに行けるように生活リハビリを行うことで、以前の身
体状態に戻られる。
・ユニット会の勉強会を行うことで、何が身体拘束なの
か、どうしていけないのかを知ることができ、職員の意
識向上につながる。一人ひとりを大切に思う心ができ
る。

ズボンまで濡れるような尿失禁があった方の排泄パター
ンを調べる目的で、日中に午前、２回、午後２回から３
回トイレ誘導してみる。生活パターンシートを利用す
る。

トイレに座るたびに、排尿があり、タイミングが合い始
め、尿失禁が減った。

食事の前には口腔体操を行い唾液の分泌を促すようにし
ている。食後には口腔ケアを声掛けし実施するようにし
ている。おやつの前には歌を歌ったり、指の体操をした
りしている。車イス利用者についても排泄のパターンを
チェックし声掛け誘導にてトイレでの排泄を行うように
している。寒さも尿失禁の原因と思われるので、室温の
管理にも気を付けるようにしている。

車イスの利用者で声掛けしてトイレ誘導しているが、時
にはご自身でトイレまで向かわれることもある。オムツ
やパットの使用数が減らせた。朝起きる時に部屋を暖か
くすることで、布団から出やすくなり尿失禁の回数を減
らすことができた。
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経管栄養対象者であったり、ベッドからの転倒や転落の
恐れがある利用者に関しては臥床時間を少なくし、離床
の機会を多く確保している。１人１台は普通型の車イス
もしくはリクライニング車椅子を提供していることもあ
り、職員の目が行き届いやすいように配慮している。

以前と比較すると、転倒や転落の介護事故は多少軽減し
ている。また、身体拘束者ゼロとなった。

・月１回の身体拘束廃止委員会での現状把握及びグレー
ゾーンの検討、職員への啓発及び指導
・年１回の全職員を対象とした身体拘束廃止及び虐待防
止についての職場内研修(ＯＪＴの実施)
・外部研修の内容を全職員に周知する。
①認知症のため、車いすで多動(立ち上がりや徘徊)な方
への行動心理状態を理解した対応(言葉かけ、傾聴、職員
間の連携など)を周知徹底。
②安易に使用しがちなセンサーマットの適切な使用(職員
の都合にあわせていないか、利用者が不快感をもってい
ないかなど)を意識し見直しを行う。

・全職員が身体拘束廃止に対する意識、理解を持つこと
ができ、実際に身体拘束を行うことなくお客様の尊厳を
侵さず、その人らしい生活が送れるようサービスを提供
できている。
①多動であった利用者に落ち着きが見られ、グレーゾー
ンである言葉の抑制の軽減や、行動を抑制する身体拘束
につながることを防ぐことができた。
②センサーマットの稼働数を、半数近くまで減少するこ
とができた。

本人に寄り添いながら、精神面でも落ち着いていただけ
るような生活支援を行なっている。
転倒が多い方には訪室回数を増やし、日頃より安心して
いただけるような声掛けを実施。
職員全体施設内研修を実施し、身体拘束を行うことによ
り精神的負担や弊害などについて研修を行なっている。
また環境面での整備、センサーマットなどの活用を行い
ハード面での整備も行なっている。
一人一人の行動パターンの把握も行っている。

職員全体で身体拘束防止に取り組むことにより、事故防
止へと繋がっている。
生活パターンや行動パターンを把握することにより、拘
束なく本人らしい生活を送っていただいている。

基本に立ち、ヒヤリハットを出す事を積極的に勧める。
現場のスタッフだけでなく、施設の責任者・職員が研修
の機会を多くもち、高齢者の立場に立って、その人の人
権を保障しケアを行うことを徹底的に研修した。

各委員が中心になって、研修を行うことによってヒヤリ
ハットがよく提出されているユニットは事故が減少して
いること、人権を大切にチームワークのしっかりしてい
るユニットは落ち着いたケアができていることを実感す
ることができ、それに向けて努力しようとする姿勢が出
てきた。

①起床後はできるだけリビングで過ごしてもらい、夜間
の安眠を促すことで、ベッドからの転落を減らす。
②ハイリスク者に対し、夜間の見回り回数を増やす。
③身体拘束する場合においても、日常動作の観察を行
い、不穏行動が見られる時に限定して行なう。
④ベッド転落のリスクから、家族が４本柵を強く希望さ
れる場合でも、低床・マット・離床センサーなどの使用
で、リスク軽減に対する取り組みについて説明し、理解
を得る。
⑤認知症周辺症状を具体的に挙げ、家族と共にアセスメ
ント、過去の生活歴などを話し合い、施設内で取り組め
る目標を設定し、家族・職員が協力し実践する。

①②ある程度の効果はある。
③パーキンソン病の利用者については、突然の立ち上が
りや不安定さがあり難しい。
④転倒・転落時の訴訟リスクが高く、家族の理解を得る
のは難しい。
⑤認知症周辺症状が軽減され、家族の面会も増え成果が
あった。

・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。
・センサーマッットに加え、起き上がりセンサー・車椅
子用のセンサーマットを敷き、早めの対応ができるよう
にしている。
・床に滑り止めマットを敷いている。
・入所者の生活歴から、個別で対応できる援助内容を検
討し取り組んだ。
・排泄パターンを把握し、行動の予測がつくようにス
タッフ間で情報共有した。

・身体拘束を安易に行うことは良くないという考えは浸
透し、どうすれば安全に対応できるか考えようとする雰
囲気ができてきている。
・個々の行動パターンをスタッフ間で共有するように、
ミーティングの機会を設けるようになってきた。（申し
送りノートなどを活用して）

○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
入所前の状況として、認知症があり、ベッドを壁につけ
反対側に柵を２本使用されていた。当施設に入所後、
ベッド柵を左右１本ずつで対応することとした。詰所近
くの居室を準備し、ベッド上での体動などに速やかに対
応できる環境を整えた。日中は同じような状態の方で本
人と気の合う方と過ごしていただくことにした。また、
職員は本人を見守りできる場所での職員配置に努めた。
夜間の安眠に繋げていくため、散歩や活動などに積極的
に参加していただいた。

日中、夜間共に様子観察を行うことで、本人の性格や身
体状況、行動パターン等の把握ができるようになった。
本人を見守りできる場所での職員配置をすることで、急
な立ち上がりへの速やかな対応ができるようになった。
また、立ち上がりが多い際は、便意である場合が多い事
が分かり対応できている。日中の活動性が高まったこと
で夜間の安眠増加に繋がった。結果、身体拘束をするこ
とがなく、転倒などの事故防止に繋げることができた。

ベッド下にセンサーマットを敷いたり、ナースコールを
枕元に置いたりして対応している。
認知症のため、夕方以降の徘徊が顕著になったときは、
職員と一緒に散歩に出かけたり、隣に座り一対一の対応
を心掛けている。

四点柵をすることなく、夜間の見守りが可能となってい
る。
玄関の施錠も必要なく、生活できている。

①帰宅願望により、一人で外に出かける方に対しては、
職員が様子を見ながら一緒にでかける。
（本人の精神状態にあわせ、一緒に歩いたり、少し距離
を保ちながら歩いたりと選択をし、対応をする。）
その方の興味のあるものを提供する中で、その中から役
割を持てるように関わりを持つ。
その方の話をよく聴き、受け止めることができるような
関係作りをしていく。
②下肢筋力低下に伴い転倒リスクの高い方には、ベッド
を低床にするなど安易に行動を制限するような対応をと
らない。
・クッションマットを敷く。
・鈴をつけて行動に対して素早くかけつけるようにし
た。
・導線を狭め何かにつかまったり、かべにもたれかかれ
るような環境作りを行った。

①時間を要するが、少しずつ表情が和らいだりすること
も増えてきている。
②時間をかけながらでも本人に状況を納得してもらえ
た。抑制することによる、ストレスを回避できた。

【状態：要介護3、認知症、立位も歩行も可能だが非常に
不安定、夜間放尿あり】
・経緯
ベットから転落を繰り返し,柵を乗り越えようとする姿が
見られ、大変危険であったため、対策を必要とする状態
であった。そのため職員間では転落防止のため４本柵使
用も考えた。
・取り組み
クッションマットとセンサーマットを床に敷いて布団で
休んでもらい、トイレ誘導を行うこととした。

・結果
自由に布団から床・床から布団・居室内を、いざった
り、立ち上がったりしながら移動する姿が見られた。移
動により運動量が増え、食欲が出て意欲的になったよう
に思う。また、センサーコールでトイレ誘導すること
で、放尿の回数が減っている。

　

①移乗時しっかりと自分で立位保持ができるようにテレ
ビ体操を取り入れたり、車イスを自走していただく（な
るべく足も動かしてもらえるように声かけ）
②サイドレールを使わなくてよいように臥床時の安否確
認を多く行い、また、下肢筋力をつけるために歩行練習
を支援している。
③なかなか入浴していただけない方に対しての話し合い
を行い、入浴できた日とできなかった日を分析し、声か
けなどを工夫。
④研修や勉強会を行い、拘束の弊害等を正しく理解し、
廃止に向けて検討を多くしている。

①車イス・自走が無理なくスムーズにできるようになっ
た。入浴時立位保持がしっかりできることで、湯舟にも
ゆっくり入っていただけるようになった。
②毎日の歩行練習で少しずつ歩く距離が長くなってき
た。以前は途中で休憩を入れないと歩けない距離を一気
に歩かれる時もある。
③午前中に「一番風呂なのでどうぞ」という声かけに快
く応じて下さり、入浴回数が増えた。
④個別に定期的に話し合いケア（声かけなど）を工夫し
ながら実践し、上手くいかない時もあるが、入居者に穏
やかな表情ですごしていただけることも多くみられる。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

車いすを自力駆動されている方だが、帰宅願望が強くな
ると表情も険しくなり、玄関先へ向かい出ようとしてい
た。声かけすれば返事もしっかりとし、会話も可能だが
１日に何度も帰ろうとする。そのため、なぜ帰ろうとす
るのか行動を見守り、外へ出たいときは散歩へ出たり、
そわそわしているときは、トイレ誘導をしてみると排尿
がある。
１日車いすで過ごしていれば、疲れることもあるので１
時間の休憩時間を作ってみたり、本人が塗り絵に集中で
きるような環境づくりと、職員がそばに寄り添い、昔話
をしたり、他者と関わりが持てるよう仲介に入り、レク
レーションを楽しんでもらえるよう支援してみた。

本人との関わりの中で、帰宅願望が強くなるタイミング
がつかめてくると、早めの声かけにてトイレ誘導をして
みたり、１日数回一緒に散歩へ出てコミュニケーション
をとってみることで、不穏状態も入居時に比べて減り、
塗り絵を楽しまれたり、しきりに玄関先へ行こうとしな
くなった。そのため、外へ出ようとする本人の意思を無
理に止めるようなケアはほとんどなくなり、穏やかに過
ごされ、拘束するまでにはいたらずに対応できている。

・日中施錠せずオ－プンにしている。歩きたい、外に出
たい方には、洗濯干しや取り込み、ゴミだし、荷物運
び、スリッパ干し、布団干しなど、それぞれの方にあっ
た作業提供をさせていただき自分の役割がある。毎日、
ドライブへ出かけたりと外へ出る機会を多くしているの
で徘徊のある方も落ち着いて生活できている
・昼食前とおやつ前にリハビリ体操、屈伸運動、口腔体
操をしている。
・１階の方も２階の方もエレベ-タ-を使わず階段歩行を
しリハビリになっている。
・「座っといて」ではなく、その方の動きに合わせ作業
提供をさせていただくようにする。
・玄関のベンチで気の合う同士でお茶を飲みながら日向
ぼっこをしていただいたり自由にしていただけるように
している。

・自由に出入りできるので玄関がオ－プンでも黙って出
て行く人はいない。
・体操、運動、作業することで筋力ＵＰ、バランス感
覚、体幹維持ができ入居当初より『歩行が安定し杖を忘
れて歩いてる』と家族が喜んでいた。
・『表情がよくなり笑顔になってよかった』と家族が喜
んでいた。
・来設者、家族から『明るい家庭的なね。ここのお年よ
りは活き活きしとるね』とよく言われる。

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。
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。
原則として寝たきりの原因となるオムツは付けないで、
トイレを使用する方針で、定期的にトイレ誘導をしてい
る。トイレまで間に合わない場合があるので、リハビリ
パンツとパットを使用している人はいる。
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。

開設以来、身体拘束を行った事例はない。
入居者18人中9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。
入居時に利用者家族に対して、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な
どのリスクがあることを説明し、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。

○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
認知症のある方のＢＰＳＤ（帰宅願望）の改善に向けた
取り組み
①本人、家族からの情報収集（再アセスメント）
②外に出ようとする行動を制限せず、本人の気持ちの理
解に努める。
③家族との連携
④職員の声掛けなど接遇面の改善

①情報収集することで、これまで知り得なかった情報の
ほか、ＢＰＳＤの背景にある原因が見えてきた。また、
職員本位から本人の立場になって考えることができ、何
よりも職員のやりがいにつながった。
②本人の行動を制限しないこと、本人の気持ちの理解に
努めながら、情報を基に本人の納得する言葉がけをする
ことで納得して施設に戻るようになった。
③隣町にいる家族と遠方に住んでいる家族の協力があり
交代で、帰宅願望が強くなる夕方に電話で話す機会をつ
くった。家族と話すことですぐに落ち着き訴えも軽減し
た。
④常に不安を抱いており、職員の言動が大きな影響を与
えているため、無理にＢＰＳＤをやめさせようとしたり
せずに、なぜそうなったのか考えることで、本人の立場
になって考えケアの展開につなげた。

無断外出する利用者に対しては、センサーマットを利用
することで、行動の把握ができ、所在確認がしやすく
なっている。また、玄関に鈴をつけるなど、無断外出へ
の対応を行いなるべく付き添い自由に歩いていただき、
行動の制限をしないよう心がけている。寝たきりになら
ないように、自分でできることはしてもらうなどの残存
機能を活かした生活を送っていただいている。（自室の
トイレでの自力排泄など）今後も利用者が安全、安心し
てありのままで生活できるよう取り組んでいきたい。職
員の心のゆとり・ストレスを溜めないことも重要であ
り、職員のメンタルヘルスの部分の研修会も実施してい
る。

センサーマット使用することで、行動の把握ができ対応
が早めにできるようになり、危険回避ができている。玄
関の鈴や、動きを知らせて下さる他の利用者の協力もあ
り、目配りなどもできやすくなっている。拘束をしなけ
ればならない状況を少しでも無くすよう、職員一同が拘
束に対する意識を高めることができ、取組み・改善に努
め知識の向上を図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

・身体拘束を望まれる家族も時に居られるが、入所前面
談時、入所契約面談時に施設長・相談員から家族に説
明・話し合いを行い、拘束なく対応することを確認して
いる。
・職員へのアンケート、部署別事例検討、目標を設定し
改善を図る、不適切なケアがないかなどの確認を行って
いる。
・施設全体職員参加での、勉強会を実施（映像・文献・
レクチャーによる）
・外部研修への参加（代表職員）

一人も身体拘束することなく過ごしていただいている。
安易に身体拘束を考えず、職員間・家族と相談・検討を
重ね、様々な工夫により拘束を回避するよう引き続き取
り組んでいく。

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
①排泄状況を24時間記入し排泄パターンを把握する。
②個別の行動パターンを把握する。
③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。
④かかりつけ医と相談し、偽薬を使用する。
⑤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
等など排泄の状況を詳しく家族に説明して納得していた
だ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。取り組みにより、現在のところ身体拘束の
事例は無いが、職員への身体的、精神的負担は多大なも
のである。どんなに取り組みを強化しても、いつの間に
か施設の外に出たり、転倒したり、ベットから転落した
りということは防げない。ほとんどの事故が職員の目の
届かない所で発生している。事故を防ぐことが第一であ
るが、家族と情報共有し、当事業所の取り組みを理解し
ていただき、信頼関係を構築しておくことで、事故が起
きた時もスムーズに理解していただくことができてい
る。

身体拘束は現在まで行っていないので、その現状を続け
ていくための処遇改善委員会や、資料や本を参考に処遇
のあり方、不適切ケアとは何か虐待問題などの勉強会を
持つようにしている。また、離床センサーを活用した
り、排泄ケアや起き上がり・移乗・立ち上がりケアにつ
いて利用者にも介護者にも負担の少ない方法を学ぶなど
ケアの質の向上をしたり、食事の内容もクックチル真空
調理だけでなくソフト食を活用しなるべく口から取って
いただけるようにしたり、誰もが自然に落ち着ける環境
を整えることにより身体拘束防止に努めている。

身体拘束予防を考えることは、単に約束だけでなく対介
助に対する倫理や技術・知識・認知症高齢者の方への関
わり方、向き合い方、全般に係わる問題と考え、どのよ
うなケアを目指しているかを全職種の職員が共有し、ケ
アの質の向上を目指すようになってきている。

当施設の取り組みとして身体拘束廃止に関する指針を整
備するほか「身体拘束廃止宣言」を設けて、入所者の尊
厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく
職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止
に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努
めている。
身体拘束委員会とは別に各ユニット内で身体拘束に関す
る協議の場を定期的に持ち、サービス提供内で拘束に繋
がるケースが無いが検討を重ねて、身体拘束廃止への継
続的取り組みを行なっている。

身体拘束へ意識の高まりとともに、身体拘束の視点を含
めた、個別サービスの提供の実施など、ケア全体の質の
向上や生活環境の改善に繋がり、また同時に身体拘束の
廃止が目的ではない意識下で、よりよいケアの実現に取
り組む姿勢が養われた。

○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
・身体拘束は行っていない。また、本人にとって行動を
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、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。
　＊全員トイレでの排泄支援。
　＊車椅子使用の方も、椅子に座って食事摂取。
　＊いろいろな場所にソファ、ベンチ、椅子を設置し、
自由に移動して座れるように支援している。

・夜間のみ居室にセンサー使用者３名（要介護４）あ
り。家族に説明・同意をいただき、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。
・モニタリングの結果、センサー使用中止した人もい
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ない支援で、ＡＤＬ回復した事例
がある。

言葉づかいで「ちょっと待って」や「トイレは？」と大
きな声で言ってしまうことがあったが、お互いに注意し
あえるようにしている。職員同士で声をかけあい、看護
師や管理者も協力して、利用者の訴えにすぐに対応がで
きるようにしている。
身体拘束の研修会の参加や勉強会を行っている。

声をかけあうことで職員同士のコミュニケーションも取
れるようになり、連携がとりやすくなった。
研修会等に参加し、身体拘束について職員一人一人が理
解している。

①オムツゼロを目指し、自立支援介護（水分量の維持、
下剤廃止、認知症ケア、歩行訓練、常食化）に取り組
む。
②転倒の危険性のある入居者の夕方の帰宅願望からくる
徘徊に対して
・否定せず付き添う
・なじみのある人の名前を呼ぶ、写真を見せる
・転倒予防のため歩行を続ける
・役割を与える
などを実施。

①特養入居者におけるオムツ使用率は６％になった。
②生活リズムが安定し、日中は覚醒し、帰宅願望が減少
した。

入所前は、入院先において抑制が行われていた。当施設
に入所後の対応策として、
①ベッドから畳に布団使用
②自走式の車椅子を使用し自由に動いていただく
③立位と移乗動作向上を目的としたリハビリの実施を行
う
また、入所当初は、フロアで看護・介護職での目の行き
届かないときには、事務所に招き事務職で対応したりと
全職員での見守りを行った。入所当初から夕方になると
「お風呂を沸かさんといけん」と同じ話を繰り返し落ち
着きがなくなることが毎日見られたが、優しく受容し全
職員が統一したケアを行う。

①歩行は困難であるが這う能力は残っているため、夜間
覚醒し布団から這い出てこられても転倒には至らず、そ
の都度トイレ誘導など対応することで再入眠できてい
る。現在はリハビリを実施し立位保持やつかまり歩きが
短い距離なら可能となったため、ベッドに変更してい
る。
②自走式の車椅子を使用することで、見守りを行いなが
ら自由に廊下を動けることでストレスなど軽減されたの
ではないか。
③リハビリにより立位移乗の安定性を高めることがで
き、トイレやソファ・ベッド間に自由に移動すりことが
できた。
入院中は、夜間不眠や不穏、興奮、治療や介助による抵
抗がみられていたようであるが、施設入所後徐々に表情
が穏やかになり興奮や抵抗は見られていない。家族から
は、顔色が良く穏やかな表情になったとの話をいただ
く。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
①月２回の勉強会で身体拘束や高齢者虐待、認知症につ
いてのテーマで年７回実施し、職員に意識付けを行って
いる。
②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。
③午前・午後の２回、個々の状態に合せたリハビリ（歩
行訓練・踏み台昇降訓練・起立訓練等）を実施してい
る。
④本人の行動や仕草等で排泄をもよおしているかを察知
し、トイレ誘導を行っている。また、立位が困難な方に
対しても、介助にてトイレでの排泄を行うようにしてい
る。
⑤不穏時や危険な行動を行う場合、付添い話しかけなが
ら気分転換ができるように対応している。

①勉強会にて繰返し学習し、意識付けを行うことで、お
互いが協力し合い、身体拘束を行わなくてすむ支援に繋
がっている。
②口腔体操にて嚥下機能の低下予防を行い、口腔ケアに
て誤嚥性肺炎の防止に繋げている。
③下肢筋力低下の防止及び、移動能力の維持に繋げてい
る。
④日中はオムツでなく、パンツやパット併用で過ごせて
おり、トイレでの排泄が継続できている。
⑤身体拘束を行わない支援が継続できている。

・身体拘束や虐待についての勉強会を行う。
・「帰りたい」と繰り返し言われながら歩かれる方につ
いては、その行動をやめてもらう声掛けではなく、話を
聴きながら見守りを行ったり、レクリエーションの声掛
けを行っている。
・繰り返し「おしっこ」と言われながらトイレに２、３
分おきにトイレに行かれている方がいる。排尿はみられ
ないが本人が納得いかれるまでトイレに行ってもらって
いる。その際、見守りを行い転倒防止に気をつけてい
る。

・身体拘束や虐待についての勉強会を行うことで、利用
者への負担やリスクを理解する職員が増えた。
・行動を見守ることで表情が穏やかになり、利用者同士
での会話も増え、フロアーを歩き回ることが減少してき
た。
・依然、「おしっこ」と言われながらトイレに度々行か
れているが、行動を制限しないことで表情は穏やかで、
興奮される様子がない。また、レクリエーションを行う
と一緒に過ごす時間が増えてきている。

・食事前にはきちんと嚥下体操をし、唾液の分泌を促し
飲み込みやすいようにしている。皆さん一緒に食事を摂
り、楽しく食べれるようにしている。必ず見守りをし、
状態によってはほぐしたり、切ったりと食べやすい食事
形態に変えている。また、食事後には必ず口腔ケアを
し、残渣物がない様にしており、食後１時間ぐらいは
ホールにて過ごしてもらっている。
・規則正しく生活をしており、日中はいろいろなレクリ
エーションに参加したり、できること(食器拭き、洗濯物
たたみ、掃除、食事の下ごしらえなど）をしてもらって
いる。その方の機能が低下しないようにしている。
・夏祭りに向けては、太鼓や歌、踊りの練習を何ヶ月も
掛けてしており、刺激になっている。練習の成果を家族
や地域の方達の前で披露している。
・頻尿の方には、なるべく気を背けるような会話や楽し
いレクリエーションをするようにしている。

・食事時に詰まる場面は見られていない。皆さん食欲が
あり、毎食全量摂取されている。
・日中は、活動的にいろいろなことをしており、夜間は
よく休まれている。
・頻尿だった方は、排尿のコントロールができてきてお
り、トイレの事をあまり気にせず楽しく生活できている
ようである。
・年に１回、夏祭りには、家族や地域の方達に練習の成
果を見てもらい、本当に良い笑顔が見られている。刺激
になっているようで生き生きされている。

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。夜間のみ気持
ちが落ち着けない時は、家族と相談して、ユニット内の
和室へ布団を敷いて、常に見守りできる状況にしてい
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横に
座り見守りながら行う。
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。ユニット内で仕事と思える作業を提案して、集中
できる時間を提供している。

①２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。また、歩行器を使用する機会が増えて、車椅子
で入所された状態から、歩行器を使用して移動できるま
でになっている。
②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。
③職員が付き添い施設周辺を歩くことで、満足できる時
間が増えて、日に何十回も出ていたが、回数は減ってい
る。数人で車へ乗りドライブも好評で、ドライブ仲間が
できている。職員もレク技術が向上し、紙芝居やカラオ
ケなど、徘徊がある方の興味を引く集団レクができるよ
うになり、個別には、台所仕事や事務仕事（パッチシー
ル貼り）など、居心地がよくなる対応が高まっている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
身体拘束廃止のための５つの方針を明確にする。
①施設長が決意し施設・事業所が一丸となって取り組ん
でいく。
②職員全員で議論し共通の認識を持つ。
③まずは身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。
④事故が起きない環境を整備し、かつ柔軟な応援体制を
確保する。
⑤常に代替的な方法を考え、身体拘束は極めて限定的
に。
身体拘束に関して重要なのは個人それぞれの意識の問題
であり、身体拘束の弊害をしっかり認識し、どうすれば
廃止できるかを職員全員で議論し問題意識を共有してい
く努力が求められる。
大切なのは「入居者様中心」であるという考え方であ
り、特に家族に対してはミーティングの機会を設け、身
体拘束に対する基本的な考え方や転倒などの事故防止対
策、その他の対応方針を十分説明し理解と協力を得るこ
とが重要である。

平成２７年１２月１日現在、身体拘束はない。

職員に対して、職員研修を年間２回、身体拘束廃止委員
会を年間４回実施している。拘束がもたらす精神的負担
や弊害を理解できるように職員間の意識向上に努めてい
る。職員の意識改革再確認のために、毎月に不適切ケア
チエックを行い、自分自身の振り返りと共に客観的なチ
エックを行えるよう取り組みを始めている。ベッドから
の転落や立ち上がりによる転倒の防止のためにセンサー
マットの設置を行い、訪室回数を増やしたりユニット間
で協力しながらの見守りに努め、行動制限にならないよ
うに努めている。

定期的な研修の実施により、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り自分自身を振り返り、
介護の内容を見直していく機会になっている。センサー
マットの設置や見守りをユニット間で行うことで、職員
間でも協力体制が取れた見守りが行えるようになった。

易怒性が高く、自宅へ帰ると頻回に外へ出ていく利用者
さんに向精神薬が朝夕と処方されていたが徐々に足取り
が悪く、ウトウトが目立つようになってきたため、主治
医と相談し内服を中止し、職員の声掛けや、施設外への
散歩などその時々に気分転換を取り入れていった結果、
服薬が中止できた。家族さんには、事前に施設の意向の
説明を行い、同意をもらい行った。

向精神薬を定期処方に服薬しなくてもよくなってきた。
時に、興奮が落ち着かないときには主治医より屯用での
服薬を行うよう指示をいただいている。今後も状態をみ
ながら向精神薬の服薬を考えていきたい。

日中の人員配置を多く確保し、ゆとりのある生活が提供
できるよう、職員側もゆとりを持ち、ケアを行っていく
よう努めている。身体拘束に関しての内部研修も定期的
に行っており、身体拘束は行わないという認識を、職員
全員が持てている。

身体拘束の無い施設の取り組みを継続していく。


