
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

経鼻栄養の方で自己抜去の可能性のある方は、経鼻中は食
事介助席の近くにいてもらい、見守りしやすくする。毎食後に
口腔ケアを実施し、口腔の状態の悪い方などには歯科受診を
受けていただけるようにおすすめしている。

鼻を触るようなことがあれば、職員がすぐに対応し自己抜去することは入
所後は見られていない。口腔内の状況が改善したことで嚥下の状態がよく
なりむせこみなども減ってきている。

毎食前口腔体操を実施する事と、全ての利用者に1日3回の
口腔ケアの実施を徹底して行っている。

嚥下機能の向上により、入所当初キザミ食だった利用者が普通食を摂取
できるようになった。

食事前には嚥下体操をし、食事中は必ず見守りをしている。
食後１時間はホールにて過ごしてもらい、日頃から　　よく話を
したり、笑ったりできるようにしている。又、その方に合った食
事形態にて提供している。

食事前に嚥下体操をきちんとしたりよく笑ったり話をしたりしており、誤嚥し
たり詰まったりする場面が減ってきた。食事時にはその方の食べ方をよく
見て、声掛けをすることによりスムーズに食べることができている。

食前に15分間全員、嚥下体操、訓練を行っている。嚥下力評
価により食形態を変更、きめ細かく段階を踏んでいる。

嚥下訓練する事でモチベーションの向上となっている。多職種で嚥下力評
価する事で経口維持に繋がっている。また、経管栄養から経口移行できた
事例も複数例あり。

経鼻カテーテルを自己抜去する可能性のある方は、訪室時に
手がチューブに届いてないか、安全に注入食が滴下している
か等に注意して観察し、訪室の頻度を増やすなどし、月１回
は身体拘束廃止委員会で検討を行っている。

安易に拘束をしてはいけないという意識がスタッフに行き届いていると思い
ます。

１、身体拘束は基本しないということを部会で確認。
２、口から食べるを重要視し、歯科の訪問診療と連携。口腔ケ
アについて知識の学習。施設外研修へ職員が参加し、現場で
の食事介助・口腔ケア・食形態について学ぶ。

１．アクシ、インシ報告を分析する中、アセシメントの見直しがカンファレン
スの中で実施できるようになり、複数の意見を取り入れ、聞くことで身体拘
束０が続いている。
２．嚥下マッサージを職員全員ができるようになり、利用者様の食形態改
善につながった。おかげで食への意識を職員間で統一できた。食事介助で
も個人に合わせた一口大の量や呑み込みの確認の大切さを意識し、食事
介助に努めるようになった。また、歯磨きや口腔ケアの実践も確実になっ
ている。

誤嚥性肺炎のある入所者に対して、車椅子座位での食事摂
取を試みる。

嚥下食主３分粥1/2量を摂取していた入所者が、嚥下食全粥を自力で摂取
できた。

入所前の施設では、胃チューブ・バルン自己抜去予防のた
め、24時間ミトンを使用していた。
①入所後、直ちにミトン使用を中止し、食堂で職員見守りのも
と、リクライニング車椅子に移乗して3回の栄養注入を実施し
た。
②バルンは、入所3日目に抜去した。

①安全に栄養注入できた。
②プロトコールに従って対応したが、問題なく自尿あり。

1・口腔マッサージ・口腔ケアを行い、嚥下状態を確認しながら
食事介助行っている。
2・胃ろう（経管栄養）の方が、オヤツ時にゼリー等　喉越しが
良い物を食べていただいている。

1・口の開きや飲み込みが保てており、経口摂取が維持できている。
2・1～2口の摂取から、しっかりオヤツ（ゼリー等）を食べれる様になってい
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。

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
より実施しています。

歯科衛生士による週１回の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ます。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
因となっています。

オムツ触りがあるため、ミトン着用し入所された方に対し、オ
ムツ触りの原因の検討して、掻痒感によるものだった為、朝・
夕の陰部洗浄、軟膏塗布を行い、ミトンをはずせた。

食事の際にも、自力での摂取動作が見られるようになった。

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み
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経管（鼻腔）栄養で自己抜去が多い方については、経口移行
を行い経口摂取ができるよう医師の指示・指導のもと、支援を
している。その他抜去リスクの低い方に関しても、経口摂取可
能な方に関しては経口摂取ができるよう支援している。

経管栄養の方に関しては無理なく経口摂取をすすめ、現在では経口摂取
で３食８割程度摂取できており、カテーテルは完全に抜去している。

鼻腔栄養をされていた方でチューブを自己抜去をする危険が
極めて高いためミトンの着用を実施。本人が経口からの食事
を望まれていたため、細かく砕いたアメを使い経口摂取の訓
練を開始。徐々に食べる物の形態をアップしていく。

時間をかけ訓練をし経管栄養から経口摂取へ移行し拘束も中止となった。

摂食困難および嚥下性肺炎の為、経鼻カテーテル挿入され
病院から入所される。４名のうち3名がミトンおよび抑制されて
こられた。３名の方は、嚥下機能が残っていたため、管理栄養
士、STとカンファレンスを行いながら経口食に移行していっ
た。

４名中３名まで経鼻カテーテルは、抜去することが可能となり経口摂取に
移行でき、家族の方も、「諦めていたのに」と喜ばれた。。１名は、移行不可
能であるが、ミトン使用しないで過ごされている。栄養注入するときは、カ
テーテルを抜去しないように見守っている。

機能訓練指導員によるリハビリや体操、口腔体操を行う事
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回行う事で、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、入居者を抑制する事なく身体
拘束を行わなくてもよい体制が取れている。

食前の口腔ケアを実施、座位の確認を行い食事が摂取しや
すい環境を整えている。

口腔内の環境や食事をするときの姿勢を直すことで、開口状態、嚥下状態
が良くなりむせ込みが減っています。

経管栄養チューブの自己抜去を繰り返し、やむを得ずミトン使
用していた利用者に対し、多職種が協力し経口摂取への移行
に取り組んだ。

完全に経口摂取に移行でき、胃ろう閉鎖にてミトン使用が解除となった。

経管栄養にしないため普段から噛み方、嚥下状態の異常を
観察。
歯科医往診、口腔内麻痺発生の有無検診、受診にて義歯作
成、歯科衛生士による口腔マッサージ指導を受け、毎食前に
は利用者共に唾液腺刺激運動を行っている。

調理の工夫をしているが、現在は全ての入居者に対して口から摂取が保
たれている。

高次脳機能障害の要介護5の利用者で、胃瘻から栄養注入
の際、必ず手が栄養チューブへ延びるため、栄養注入を阻害
する危険があったが、３食とも離床しリビングにおいてリクライ
ニング車椅子上で栄養注入を行っている。直接栄養チューブ
に手が触れないようなするため、タオルやひざ掛けを腹部に
かけ手をその上においてもらっている。

栄養チューブに触れる、又は抜去することなく安全に栄養を注入できてい
る。他の利用者の会話等も聞こえており、雰囲気も穏やかである。

胃ろうの利用者で経口摂取を望まれている方の経口移行を
進め、ベッドからの立ち上がりが見られたので車椅子移乗を
始め、歩行訓練を行うようにした。

・利用者の立場で考えるということを意識できるようになった。
・経口移行でき、普通食が食べられるようになった。短距離の歩行、長距
離の歩行器歩行可能となり、トイレでの排泄も可能になった。

①口腔ケア時は、口腔内清掃だけでなく、口腔機能の維持・
改善を目的としたケアを同時に行っている。（例えばぶくぶくう
がい、唾液腺マッサージ、口腔体操）
②個別の口腔ケアプランを作成し、個人に合った口腔ケアを
実施している。
③介護職員に対して、歯科医師又は歯科衛生士により口腔
ケアの重要性を月1回助言・指導行っている。（食事・口腔委
員会を通して）
以上を実施することで、摂食嚥下機能の低下防止、誤嚥予
防、しいては経管栄養予防に繋げたい。

・誤嚥性肺炎の減少
・終末期の症例において口から食べることによるＱＯＬの維持
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経鼻経管栄養の方で、離床が可能であれば職員がついて見
守りのできる範囲でミトンを外せるようにしている。また、外し
た際の様子を記録し、徐々に外せる時間を長くできるように努
めている。歯科医師、歯科衛生士と協力し、経口摂取の継続
に努めている。

利用者本人の口腔内の清潔の向上の他、歯科衛生士との連携により職員
の口腔ケアに対する意識も向上してきた。

・コンクール等、毎食後使用し、またスタッフによる仕上げ磨き
の徹底。早めの歯科医の対応（訪問歯科利用）。自ら行えな
い人は口腔ケアシートを使用。
・段階に応じた食事形態を用い、なるべく食事量の確保に努
める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副菜：
一口大カット→キザミ→ミキサー→ペースト
主食：ご飯→軟飯→おかゆ
・ベット転落予防の為、床に布団を敷きつめて休む。

上記を取り入れることによって、身体拘束をしなくても良い環境作りが出来
ています。

・摂食嚥下障害がある利用者に対して、口腔リハビリの目的
で歯科の往診を依頼。

・摂食嚥下障害がありブレンダー食だった方が訪問歯科が入るようになり、
毎食時前に口腔リハビリを行ったり、内視鏡の検査で嚥下の状態にあった
食事形態にする事で、現在ではブレンダー食ではなく一口大の食物を食べ
る事が出来るようになった。また嚥下状態が良くなっただけでなく気力の回
復も見られ生活の質が向上した。

・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。

・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て、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13名
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。

・以前、胃ろうチューブの自己抜去が繰り返され、やむを得ず
ミトン型手袋を使用していた事例があったが、衣類（肌着）や、
見守り体制の工夫を行うと共に、ご家族に対する拘束解除に
関する施設の方針や具体的な取り組み等について説明を重
ね理解を求めた。
・主治医、歯科医師の指導により経管栄養（胃ろう）の利用者
に対する経口摂取への移行に取り組んだ。

・ご家族の同意が得られたことで、拘束解除するに至った。その後、特に事
故やトラブル等は発生せず、数か月後に老衰にて死亡退所となったが、ご
家族から施設のケアに対するお褒めと感謝の言葉を頂いた。
・経口摂取が可能となり、入所当初はほぼ寝たきりの状態から、食事は自
力摂取可能になりＡＤＬが大幅に改善　された。

・食事前の口腔体操、おやつの前に歌を歌う。カラオケなど楽
しみながら自然に口を動かせるように支援する。
・職員が間に入り、利用者同士の会話を促す。
・口腔ケアの研修への参加を呼びかけ、研修で得た知識を
ホーム内で共有する。

・毎日継続的に行うことで、口腔ケアにもなり、認知症の進行を遅らせるこ
とができていると思われる。

経管栄養の方で流量中にチューブを自己抜去される方に対し
て、ミトンを使用して頂いていたが、個別の記録用紙を作成
し、ミトン外しやチューブ抜去があった際の本人の心理的状態
を詳しく記録する事で、ミトンの使用を中止できるよう対策を
行った。

個人的な記録用紙を作成し、チューブ抜去された時の心理状態や状況を
把握し、ミトンの使用を中止する事ができた。

Ｈ27年には2名の方が管の抜去がありミトンの装着した時期
か゛あった。元気であるが故に不快感があり外そうとされるこ
とはやむを得ないことであり、長期にわたった（約11か月）　毎
日外す時間をつくり、記録し、カンファレンスは2週間毎に行い
職員１人１人に拘束をしない意識づけを浸透させていった。

全てやってみないと何の進歩もありません。拘束解除時は、夜間帯夜勤者
がひと通りミトンを外した。夜間外しても管の抜去がないことを確認し、日中
の栄養滴下中もミトンを外し最終的には、解除できた。
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はく紙パンツを使用している方で、尿意が曖昧である為、排尿
リズムに合わせてトイレ誘導を行っている。

自分の意思でトイレに行けることで、認知症状があるが生活に自信が見ら
れている。

排泄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
どを使用しトイレ誘導するようにしている。

排泄がしっかり行うことができ、失禁なども減少。定期的なトイレ誘導など
で対応。

自立支援に基づき　トイレでの排泄、日中の活動量を増やす
などの取り組みを取り入れ、入居者様の身体レベルの向上に
努めました。

トイレに座る事により、少しづつ　下剤の使用が減少し、入居者様の不快
感の減少、介護職員も便失禁が減少した事によって、気持ちの余裕がうま
れたように感じる。

以前は便を触られたり、口に運ばれたり、夜間つなぎを着用し
ていた入居者様２名いらっしゃった。排便コントロール巡回の
回数も増やすように徹底した。

内服コントロールだけではなく、おむつを主に着用されていたが、昼食時に
２人介助にてトイレ誘導、腹部マッサージをしたり、ヨーグルトなどの繊維の
良いものをとることで、排便コントロールができるようになった。また、巡回
の回数も増やした。

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。

トイレで排泄できる利用者が増加した。

在宅でポータブルトイレを使用されていた方を介助にてトイレ
を使用し身体・室内環境の清潔に努めている。

失禁が減り皮膚状態もよくなった。トイレを使用することにより、ホール内・
居室内の環境の一つである臭いの軽減にも繋がっている。

頻尿の方には、その方が他に興味が向くように（壁面飾り作
成や歌、踊りなど）している。又、１回のトイレでゆっくり、十分
な排尿があるようにしている。

頻尿だった方も大分排尿のコントロールができてきており、トイレの事をあ
まり気にせず生活ができてきている。

個別対応にてトイレ誘導している（排泄パターンを知る）。 入所時、膀胱留置カテーテル挿入して来られるが、即抜去し、トイレ誘導し
てオムツはずしへと繋がった例や、排尿パターンを知る事で放尿予防でき
た例あり。

・臀部、陰部の発赤に対して、皮膚の清潔を保つ。
・移動可能な入所者に対して、トイレ誘導を試みる。

・皮膚の清潔を保つため、毎日陰部の洗浄を実施し、保湿することで発赤
が消失した。
・時間を決めてトイレ誘導を実施することで、皮膚の浸軟を防げている。

自宅では介護服（つなぎ服）を着用し、オムツに手が入らない
ようにしていた。施設入所より、ご本人の尊厳保持の為、日常
着で過ごして頂き、定時にオムツ交換を行った。かゆみ訴え
ある為、軟膏塗布や陰部洗浄などを行い清潔の保持に努め
た。また、体動が見られる時は、オムツ内の確認を行った。

時々、ズボンを下ろしたりする行為は見られたが、尿失禁は殆ど見られな
かった。軟膏塗布や洗浄を行った事で、皮膚の清潔保持にも繋がり、ご本
人の不快感を軽減する事ができた。

一部重度者を除き、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。

一部重度者を除き、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、トイレでの排泄が持続出来ている。

排泄は排泄表にて一人一人の排泄パターンを把握し、それに
より声掛け・誘導を行う。

日中と夜間とのパットの使い分けが出来ている。

○気持ちのよい排泄とスキンケアに関する取組み○気持ちのよい排泄とスキンケアに関する取組み○気持ちのよい排泄とスキンケアに関する取組み○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
排泄パターンを確認し、トイレで排泄できるように努めていま
す。掻痒症などによる掻き傷やおむつ触りがある方は、軟膏
や保湿クリームを使用し掻痒感を軽減したり、爪切りなど行
い、傷にならないように努めています。

おむつからリハビリパンツによるトイレ誘導が可能になったり、掻き傷の軽
減などができています。

夜間オムツ外し及び便さわりのある利用者に対し夜間睡眠が
しっかりとれるように日中の覚醒を促しリハビリ等で運動をし
て頂く。又排便調整を行い日中に排便がある様努力しまし
た。

排便調整により夜間排便がなくなることで不快感が減り安眠につながりま
した。

オムツいじりを少なくするためオムツ交換の回数を増やす。 オムツ交換の回数が増えるとオムツいじりも改善される。

夜間、おむつをはずし、ろう便行為があった方に介護ロボット
（眠りＳＣＡＮ）を導入したことで覚醒している時を把握すること
ができ巡視回数を増やしている。

介護衣（つなぎ服）の着用をなくすことができた。

排尿パターンや排便コントロールを行い、過剰なオムツパット
の使用を行わないケアに努めている。また、水分摂取、適度
な運動、医師に相談しながら適切な下剤の使用により、便秘
予防に努めている。

入所時オムツであった方が、トイレ訓練や排尿パターンの把握により、リハ
ビリパンツになっている。

紙オムツ対象利用者については、その個々の時間帯に合わ
せた声がけや、トイレ誘導を実施している。

紙オムツ対象者の方については、職員が声がけや定期的なトイレ誘導を
行っているので、トイレの失敗や紙オムツの使用量は減少している。

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。

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。

排泄については、入居当初は尿意・便意がなかった利用者様へのトイレ誘
導を行う事で徐々に感覚が戻り、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、極度の便秘症の方も改善しつつある。

以前は、オムツを外したりする方に対して、つなぎ服を使用し
ていたが、入院患者の排便リズムの把握に努め、排便コント
ロールを行ったり、排尿のリズムを把握し、トイレ誘導を行うこ
とにより改善した。

・つなぎ服の使用を廃止した。
・他の方の排便コントロールも改善した。

ろう便行為、オムツちぎり、着ている衣類をかぶったり、脱い
だり、不穏行動のある利用者の対応として排便コントロールを
行ったり、排泄間隔を把握し、適切なトイレ誘導を行い、ろう便
行為を予防する。落ち着かない様子が見られるときは、しっか
り様子観察を行ったり、不安にならないように寄り添う。夜間
の巡回回数を増加し、様子を見る。

ろう便行為、オムツちぎり、などの不潔行為もほとんど無くなった。　落ち込
むことも少なくなった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
夜間にオムツ外しや脱衣行為が見られ、その際便失禁があ
れば、弄便行為も見られた。取り組みとしては、排便状況の確
認を行い、下剤の服用時間等の検討をし、日中のトイレ誘導
時に排便を促すも日中には排便みられず、夜間23時頃にみ
られた。この事を職員で周知し、23時、2時の巡回時以外にも
訪室回数を増やし、排便時に直ぐ対応できるようにした。ま
た、日中は離床して過ごしてもらい、夜間の睡眠につなげるよ
うに対応した。

排便は、23時頃にほぼ毎日みられ、その時間帯には、集中してオムツの
確認を行うことで、弄便行為はみられなくなった。また、夜間の睡眠も覚醒
することなく出来ていて、オムツ外しもみられなくなった。日中も穏やかに過
ごされている。

センサーチャイムを利用して、昼夜逆転があり頻尿の利用者
が、夜間ベットサイドで端座位になった時にすぐに声かけでき
るようにした。

夜間の頻尿時の誘導が対応できている。

オムツ内排便ゼロの取り組みを実施。当荘では5年程、水分
ケア、排泄ケアに力を入れている。

50名の入所者のうち35～40名程がトイレまたはポータブルトイレで排便で
きている。オムツ内で排便する事でのスキントラブルもなくなった。また下
剤の使用が大幅に減少し、現在では強い大腸刺激剤を使用する事は無く
なった。ご利用者も不快な思いをする事が解消、軽減されている。水分ケ
アにより心不全が悪化するケースがあるが、医師とも相談しながら調整し
ている。職員としてもオムツでの排便処理が無くなり対応が楽になった。

弄便、摘便行為のある利用者様が入所され、排便リズムの把
握、服薬コントロール、体操にて適度な運動、食事内容
の見直し、トイレ時の声掛け、水分摂取の強化に努め、生活
の中で役割を設ける等の支援を行いました。

排便リズムがある程度できるようになり、弄便や摘便行為がなくなりまし
た。

オムツを使用しない（布パンツ）
①個人の排泄パターン、排尿量を把握しそれに合わせて、
パットの種類を変えたりトイレ誘導する。
②日中の活動量の増加、水分を１５００㎖を目標にし生活リズ
ムを整える。

①失禁が減る。
②夜間睡眠が確保され、周辺症状が軽減される。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

夜間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
方がおられた為、センサーマットを使用。

床に敷くセンサーマットを使用する事により、立ち上がれる前に介助に行く
事が出来る為転倒を防ぐ事が出来ている。

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、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。
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、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。

①４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。徘徊セン
サーも事業所がレンタルして対応している。                              ②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。

立ち上がりが不安定な方で、ベット下にマットを敷き、転倒（落
下）時の衝撃を緩和して対応を行っている。

一人で動かれる時も気を付けるようになり、骨折には至らず大事になって
いない。

◇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
◇軟膏塗布による掻痒感の軽減
◇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。
◇協力歯科医と協働し経口摂取維持の取り組みを行い、誤
嚥の予防に努めている。

上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。

・必要な方には、臥床時、足元マットを使用したり、ベッドを最
低床・ベッドサイド床に滑り止めマットを敷きその上に敷き布
団を敷いたりしている。
・ベッド柵の間から腕が出、引っ込めたときにおこったと思わ
れる剥離があったことを踏まえ、必要な方にはベッド柵にタオ
ルを巻きつけている。

・夜勤時他者の部屋にいる時なども動きが把握でき早く対応が出来ること
が多くくなり転倒は減っている。
・その後剥離は起こっていない。

ドアセンサーを柵に取り付け、柵が動くとドアセンサーが感知
してケアステーションでコールが鳴り、職員が素早く対応でき
る。

結果、ベットからの転落がなくなり、怪我がなくなった事と職員にゆとりが出
来、他の利用者様にも気配りができるようになった。

ベッドから転落の恐れのあるご利用者に対し以下の対応を
行っている。①臥床いただく際にナースコールにて職員を呼
んでいただくよう説明している。②センサーマットを使用してい
る。③人感センサーを設置した。④ベッドを低床にしたり、安
定した座位が取れるよう高さを調整した。

ご利用者の行動を抑制することなく、転落のリスクを回避・減少できてい
る。

○ベッドや車椅子からの転落への取組み○ベッドや車椅子からの転落への取組み○ベッドや車椅子からの転落への取組み○ベッドや車椅子からの転落への取組み
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体動が激しくベットから何度も転落する利用者さんに壁＋柵
で自室で休む時のみ身体拘束させて頂いてましたが、ベット
の高さを一番低くする事と、床にマットレスを敷くことで落ちて
もケガをしにくい環境にして拘束を解除。

スタッフの意識改革と落ちてもダメージが少なく利用者さんにも優しい環境
になりました。それ以降身体拘束ありません。

①センサーマットの使用によりコールが鳴れば確認の為、居
室へ向かう。②低床ベットの使用③ベット下に衝撃吸収マット
を敷く

転倒を全面的に防ぐことはできないが、数を減少させることと怪我が軽傷と
なっていると思われる。また自分で自由に動けることで、ＡＤＬのアップにつ
なげられ、介護度の向上が見られている。

歩行時介助必要な方で、立ち上がりや独歩がみられる転倒
の危険性が高い方へ、毎日歩行運動・足上げ運動等のリハ
ビリを行っている。

立ち上がり等がみられても、職員が駆けつける間、立位を保て拘束を行う
ことなく転倒を防げている。
今後、年を重ねる事にとり、筋力も低下してくると思われるので、今後に備
え他の方法も模索中。

＜上下肢に内出血を発見する＞
身体状況を把握し、『どこでぶつけているか』検討を重ねる。
移乗時に当たっている可能性がある場合は、車椅子等の当
たる箇所に保護できる材料でカバーをする。また、ご利用者
の当たる部分にアームカバーやレッグウォーマーを着ける。

・ベッド柵も同様、当たる可能性があれば、保護材をつけて対応した。
観察力が向上し、意見が多くなり発生（発見）頻度が減った。

・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

・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

現在、車いす使用の方１名のみ身体拘束を行っている。態様
は安全ベルトを着用している状況だが、車いすをティルトタイ
プの車いすに変更し、転倒・転落防止に努めている。

元々、体感を保つのが困難で、ずり落ちや傾きが強かったが、ティルトタイ
プの車いすに変更する事で、食事時はフラット、それ以外やや座面を傾け
る様にして安全ベルトを外せる時間が増えた。

午前・午後の2回、個々の状態に合わせたリハビリ（歩行訓
練・踏み台昇降訓練・起立訓練等）を実施している。

下肢筋力低下の防止及び移動能力の維持に繋げている。

センサーマット、感知ピン、手すりセンサーの導入により、ベッ
トからの立ち上がりや移動にできるだけ早く対応するようにし
ている。

転倒リスクの軽減により事故防止につながっている。

・ベットから転落のリスクの高い方には、畳部屋へ環境を変更
したり、また、転落防止のマットを使用して、衝撃の吸収を図っ
ている。
・リスクマネジメント委員会にて、事故報告書やヒヤリハット報
告書をもとに、転落防止の危険が高い方への事故の予防対
策を検討している。また、年２回の内部研修にて、事故事例の
振り返りなどグループワークを通して、職員のリスクへの意識
を深めている。

ベットから転落事故が発生してしまった場合にも、低床にしたり、転落防止
のマットなどを使用することにより、極めて重大なケースに繋がらないよう
に出来ている。また、内部研修を行うことにより、身体拘束はしてはいけな
いという、職員への意識付けになっている。
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ベットから転倒・転落し骨折などされ、やむを得ず四点柵をす
る事がありましたが、四点柵を外すために、巡回の強化、超
低床ベットの使用、転落防止用マットなどを敷いて四点柵を外
す工夫をしました。

上記の工夫により、４～５名ほど四点柵を外す事ができました。

センサーマットを設置するも、其れを避けようとされる方がおら
れ、却って、転倒の危険が有る為、赤外線方式に変更した。

赤外線方式に切り替えた結果、問題は解消した。

車椅子から立ち上がろうとされ、転倒の危険が有る為、V字型
拘束帯を一時装着して頂いたが、出来る限り傍ら　に寄り添
い、立ち上がろうとされる原因の把握に努めた結果、それが
尿意だったり、疎外感からだったりの事が殆どだった故、早め
にトイレにご案内すると共に、出来るだけ時間を作り、傍らに
寄り添い、語りかける機会を増やすようにした。

上記対策の結果、トイレの訴えもご自身から進んでなさられるようになり、
V字型拘束帯の装着は回避出来た。

ベッドからの転落のリスクが高い方に対しては畳と布団を敷
いてそこで休んでもらっている。

畳の習慣がある方については、畳で休んで頂く事により転落する事無く、
静かに休まれている。

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。

ナースステーション近くの病室に転倒等の恐れのある患者さ
んが入室されているので、見守りができている。

転倒等がなくなっている。

車椅子上で立ち上がったり後ろにのけぞったりされたり転倒を
繰り返しており、家族様同意のもと、安全ベルト着用にて過ご
して頂いていたが、大きな声で叫ぶこともあり、他の入居者の
方へのストレスも考え、時間をずらしてかかわりを持つように
取り組んだ。

周りを気にされず食べて頂くことや本人様とゆっくり関わることで、立ち上
がることも以前に比べて少なくなってきた。現在は安全ベルトを外し過ごさ
れています。

・転倒しない様リハビリ実施と強化
・栄養士によるカロリー計算、食事量確認
・医療連携

・転倒、骨折リスク軽減

①ベッドからの転落が続いている入居者に対し、ベッドを低床
にしベッド下にマットを敷いて対応した。
②夜間の転倒予防の為、センサーライトを導入した。

①万が一ベッドから転落したとしても最小限の衝撃で抑える事が出来た。
②センサーライト導入により足元が明るくなりつまずき予防が図れた。
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センサーマットを使用しているが毎月のカンファレンスで見直
しを行い継続するかどう話し合っている。本当に必要な方だけ
の使用をしている。

一度使用すると外すタイミングが難しかったセンサーマットだが毎月見直す
ことで必要かどうかの判断が出来るようになった。

一部、車いすの利用者の立ち上がりによる転倒防止のため、
本人が車いすに座った際に、その膝の上に座布団を横に渡し
て転倒防止を行っていた日もあったため、職員会議やミーティ
ング時に、転倒防止を起こさない介護を行うためにはどのよう
にすればよいか、介護方法を話し合った。

車いすの利用者の立ち上がりによる転倒防止のための膝の上の座布団を
置かない方法での職員間の見守りの徹底や注意観察、またテーブルと車
いすの距離の工夫を行い改善している。

夜間なかなか眠ることができず、度々ベッドから起き上がるた
め転倒の危険性があったご利用者に対し、無理に寝てもらお
うとするのではなく、夜勤者の目の届くフロアに出てきていた
だいて、温かい飲み物を飲んでいただくようにした。

無理に寝てもらおうとしても結局度々起き上がられよ～うとしていたが、寝
られないときは起きていただき、飲み物を飲んでいただくなどの対応をする
ことで、30分～1時間ほどで落ち着かれ、その後ベッドへ誘導すると朝まで
休まれた。

足元が不安定で、昼間は車椅子から、夜間はベッドからの立
ち上がりが再三ある為、転倒リスクが高い利用者への取り組
みとして、24時間シートの記録、常時の見守りや複数のベッド
センサーを使用し、様子をみていた。

24時間シートやひもときシート等を活用しながら、本人の意向に沿った援
助（トイレ誘導、散歩）や興奮しないような丁寧な声掛けを実施していき、転
倒、尻もちをつくようなことがあったが、現在は落ち着いて過ごせるように
なってきている。夜間においても眠れる時間が長くなり、ベッドセンサーも
足元センサー１つに変更し、迅速な対応にて転倒防止ができている。

頻回な徘徊（特に夜間時）等による転倒リスク防止の為、介護
ロボット「ネオスケア（危険動作の予兆検知）」にて早いタイミ
ングで対応する為設置する。

リアルタイムで本人の情報が画像として把握できる。そのことにより事故を
未然に防ぐことが出来、拘束せず早めの対応が出来る事で拘束防止にも
役立っている。

自宅で布団で寝ており、歩行時には転倒を繰り返していた利
用者について、施設でもベッドの代わりに畳3枚、その上に
マットレスを置いて自宅に近い環境を作った。その上で、転倒
時の外傷予防・軽減策として、居室の床にフロアマットを敷き
詰め、洗面台や柱の角、ｸﾛｰｾﾞｯﾄの角などの特にケガをし易
い箇所にはホームセンターに売ってあるクッション材を取り付
け、センサーマットを布団傍の出入り口側に設置した。
徘徊があるため、利用者が起きている間は職員が見守り、付
添いし、眠る時に部屋へ誘導し、上記の対応をした。

床を這って部屋の出入り口まで出てくることがあったが、クッション材など
の効果もあり、大きな外傷なく過ごすことができ、身体拘束や安定剤などの
薬の追加や増量などせず対応することができた。

日中はいつも安全ベルトが必要な利用者様でしたが、まずは
食事の時間だけ安全ベルトを外す事を心掛け行いました。落
ち着かれている時、職員が傍にいる時など徐々にベルトを外
していく事を心掛けるようにしています。

いつも安全ベルトを使用するのではなく、徐々に外して過ごす時間が多く
なってきています。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
車椅子使用で円背の利用者がしきりに膝下歩行で移動しよう
とされたり、立ち上がろうとされるので制止するのではなく立ち
上がり時自動ロック様式や膝下90度の高さの車椅子に変更し
たり、フットレストを外したり、ホールのテーブルを移動したりし
て安全に移動出来る環境を整えた。そして常に声掛け行い移
動目的を把握するよう心掛けた。（トイレ使用時は介助が必要
な為）

車椅子の高さを調整した事でずり落ちたり前のめりに転倒するリスクもなく
なり安全に残された機能を生かして自由に移動される事で精神的にも安定
し表情が柔らかくなった。

転倒のリスクだけを重視しないで、とにかくしたいように自由
にしてもらう。

足腰が丈夫になり逆に転倒のリスクも少なくなる。そして、心身ともに落ち
着いてくる。

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い。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。

・見守りの必要な利用者についての居室内のベットや家具の
配置を検討する。

・ベットの向きや位置を変更することで、転倒防止につながった。

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。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

フロア内の出入り口、玄関の施錠は基本的にしておらず門の
センサーを付けて駐車場内は自由に歩けるようにしている。
また、中庭にも自由に出入り出来る様にしている。

センサーをつけた事により、施設外に出られた事に気づく事ができた。

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、職員と一緒に過ごし
ている。

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、夜間も
よく眠られる日が増えている。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。

認知症により転倒への理解力に欠け、立位歩行能力の低下
による転倒の恐れのある方の立ち上がりについて
入所当初は、センサー使用し対応していたが、ストレスなどか
らか怒りっぽくなったり気分にムラがみられる。食堂で過ごさ
れる自席の周辺を自由に安全に歩ける環境にした。また、リ
ハビリの実施により車椅子から歩行器を使用した。

自ら思いついた時に、食堂を壁や物・手すり伝いに歩けたり歩行器を使用
し廊下を歩けることで、怒りっぽいなど解消され気分の落ち着きがみられ
た。

車椅子上で過ごされている際、立位が困難なのに立ち上がろ
うとされたり、床に降りようとされるのが頻回な時、安全ベルト
を使用していた。安全ベルトを嫌がられたり、興奮が見られる
事が多く、左記の行動が見られた際は、床に降りて頂き、自
由に過ごして頂くようにした。

這って移動され、しばらくすると動かなくなる。その後、車椅子に移乗して
も、立ち上がりや降りる行為は見られず、落ち着かれる為、安全ベルトの
使用は中止した。

帰宅願望が激しく徘徊や、落ち着きがなく外へ出たがったり乱
暴な言動が見られたりする利用者がいた。施設の中で毎日で
きる役割を持っていただくことで自分の居場所であると感じる
ことができるようになった。

激しい帰宅願望は軽減され、穏やかな表情で施設生活を送ることができて
いる。

不穏時や危険な行動を行う場合、付き添い話かけながら気分
転換が出来るように対応している。

身体拘束を行わない支援が継続出来ている。

・日中は施錠せずオ－プンにしている
・洗濯干し・取り込み・ゴミだし・スリッパ干し・布団干し・等それ
ぞれの方にあった作業をして頂き自分の役割がある
・毎日ドライブにでかけたりと外へでる機会が多いので徘徊の
ある方も落ち着いて生活できている
・全入居者様　プランに階段歩行をいれ　生活の中のリハビリ
をしている
・気のあう人同士玄関のベンチでひなたぼっこしたりと自由に
していただいている。

・黙って出て行く方はいない
・自分の役割があり活き活きと生活されている
・来設者に「個々のお年よりはいきいきしとるね」とよくいわれる

Ｈ29年度上半期半年間、出張ＰＴによる健康体操実施による
入居者のリハビリ・筋力強化・ストレッチ等を実施した。

出張ＰＴによる健康体操実施により入居者のリハビリ・筋力強化への意欲
が高まり毎月行事の運動療法への多数参加が継続できている。

○施設内の安全な歩行の確保のための取組み○施設内の安全な歩行の確保のための取組み○施設内の安全な歩行の確保のための取組み○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
自走をされる方は、自由に自走して頂き見守りを行う。 表情が穏やかで、ゆっくりとした行動になった。

頻繁に徘徊される利用者がおられ、浴室や少し高めの段差
のある場所等にもよく行かれて転倒の危険が高いため、職員
研修とセンサーの設置等実施した。

センサーを設置することによって徘徊される利用者が自由に行動できるよ
うになり、危険な状態でなければ見守りにて対応している。また、職員研修
にて意識の向上と声掛けの工夫等検討し、利用者がイライラすることも
減ったように思う。

利用者の中で、天気の悪い日を除き、職員同行で毎日散歩
に行かれる方が一名います。９月の夏の暑さが続いていた日
に、その方は黙って一人で散歩に行かれました。すぐに皆で
探し、近くで発見したことがありました。職員は、暑さがきびし
いので日が少し落ちてから散歩に行くことを本人に伝えてい
ましたが、本人は散歩に連れて行ってくれないという勘違いが
原因でした。散歩に関しては、以前から職員と一緒に行く約束
をしています。そこで、その利用者の方と職員とで話し合いの
場を設けました。よく話し合いをした結果互いに納得し、次回
から必ず職員と一緒に散歩に出かけることを約束してくれまし
た。家族の方にはこの件を報告し、運営推進会では、事例発
表してアドバイスをいただきました。その後すぐに全利用者の
顔写真を撮り万が一の時に備えています。また、玄関には自
動感知センサーを置いており、音が鳴ればすぐに職員が見に
行くという方法をとっています。

上記のことがあってからは、本人と職員とのコミュニケーションも上手く取
れており、その日の職員と散歩の時間を決めて、一緒に気持ち良く行かれ
ています。たまに待ちきれないときがあり、もう玄関先で待っているというこ
とがあるので、引き続き様子観察をしています。自動感知センサーは、来
客や防犯にも役立ちたいへん助かっています。

落ち着きが無くなる方については、一日に何回か気分転換に
散歩に出掛けたり、レクレーション等で身体を動かしたり、お
手伝いをし気分転換をしている。

スタッフとの関わりが増えて不穏状態が少なくなっている。

動くと危ないではなく、なぜ動くのかを追及して利用者の気持
ちや原因を考えて行く。

利用者の気持ちが少しずつ分かるようになってきた。寂しさや痛さ、何かし
らの訴えが必ずある事を学ばせて頂いている。

認知症を有する方で、車椅子からの転落リスクが高いた
め職員の傍にいてもらい見守りを強化。しかし、居場所
が職員のいるところだけになり、自由がないためか、叫
んだり、机をバンバン叩くなど、不穏行動が出現。さら
にこわばった表情で攻撃的な口調になり、精神的に不安
定な状態となった。そのため、少しでも“自由”と“活
動範囲の拡大”を目的に、車椅子に座っているときは安
全ベルトを使用させてもらった。

施設館内を自由に動けるようになったことで、また、一人になれる
時間ができたためか、攻撃的な口調がなくなり常に笑顔。他の利用
者さんにも気軽に挨拶をするなど精神的に安定がもたらされまし
た。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

年に1回の勉強会で、身体拘束廃止について、学んでいる。 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。今年度は
スピーチロックを意識して取り組んでいる。

身体拘束についての研修や認知症のBPSDについての研修
などを実施し、身体拘束をさける意識を職員に持ってもらっ
た。

フィジカルロック、メディカルロックはもちろんしていないが、スピーチロック
にならないように各職員が心がけるようになった。

・不適切ケアチェックシートを活用し 定期的に自己評価、第３
者評価を行い 不適切なケアが常態化しないように努めてい
る。
・研修会  勉強会にも参加し職員の意識向上に努めている。

・不適切ケア反省から 改善点を明確にし職員間で共有し取り組んでいる。
また、職員同士が注意しあえる職場環境を目指している。

身体拘束廃止の取り組みもあり、例年身体拘束0である。体
の拘束はないが、スピーチロックで精神的ダメージを与えない
よう研修会等での勉強会を実施している。

職員のストレス状態を把握する為のストレスチェック等も実施しており、身
体拘束に対する意識の向上はみられている。センサーマット等での早めの
行動の把握により、利用者の安全が確保出来、職員の負担も軽減されて
いる。　職員皆が拘束に対する意識を高めながら、今後も拘束0が継続で
きるよう努めていきます。

身体拘束について法人内での委員会研修を行い、その内容
でグループホームの内部研修を実施し、職員全員で認知して
いる。

身体拘束を行っていない。

施設内研修において、言葉づかいや不適切ケアについて　グ
ループワークをおこない、一人一人が考える時間をもうけ、職
員に周知できるように取り組んだ。

グループワークによって　誰もが苛立ちを覚えたり不安な気持ちを抱いて
いる事を知り、分かち合うことで気持ちに余裕ができたのか、声掛けにも余
裕がみられてきた。

身体拘束・高齢者虐待防止委員会を設置し、言葉使いや、こ
ういう事は身体拘束にあたるなど、ユニット会議等で話し合う
機会を設けている。また、チェック項目も使い、職員一人一人
が意識してケアに取り組んで頂けるようにしている。

・新人職員や未経験の職員なども多くいることもあり、職員一人一人が模
範となれるようなケアを心がけるようになり、意識の向上が見られた。
・会議でそれぞれの職員が意見交換をしていくなかで、これまで以上に入
居者様への関わりが、より密になったのではないかと感じる。

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。
①高齢者虐待事例を含む勉強会の開催。②看取りの入居者
様以外は、トイレでの排泄を支援。③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。④専門職（歯科医や歯科衛生士）の訪問で
口腔ケア協力の体制がある。⑤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。⑥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ＡＤ
Ｌ回復した事例がある。

○その他○その他○その他○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
① 「身体拘束とは何か」を職員に徹底する。② 「何故身体拘
束がいけないか」の理由を職員に理解させる。③ 事例をもと
に、具体的に研修する。④ 現在の入居者さん一人ひとりにつ
いて、個々に検討する。⑤ 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。⑥ 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、上記取組みで効果があったと考えられる。

・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、その上での
リスク面についても説明し、了解を得ている。
・職員へのアンケート、各部署の事例検討、不適切なケアが
ないか等の確認、福祉関連施設の時事ニュースを用いての
事故防止啓発、介護相談員からの意見報告等を毎月委員会
を中心として実施・回覧。
・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お過ごしいただいております。
安易に身体拘束を考えず、職員間・ご家族と相談・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きます。

・身体拘束委員会を1ヶ月に１回開催し、身体拘束を行うこと
なく介護が提供できるよう、話し合っている。
・虐待・身体拘束についての研修を行っている。
・本人の体の動きを制限するような支援方法ではなく、残存機
能を伸ばし、維持するような支援方法を立案、実践し、機能の
向上を図ることで転倒や、怪我のリスクが少なり、それに伴
い、無理に抑制することなく、その人らしい、あるがままの生
活を、送る事ができるような、サービス計画を各職種間で話し
合い、立案し取り組んでいる。

・各職員が少しずつ身体拘束や、虐待についての知識を深め、理解できて
いる。
・大きく身体機能が向上した例はみられていないが、「以前いた施設より元
気になり、表情も穏やかになった」と家族様から言って頂けたりしている。

職員には、「身体拘束ゼロへの取り組み」や「身体拘束廃止に
向けての必要性」マニアルを読んでもらい、法人内での勉強
会で「虐待及び身体拘束について」を学んで、周知徹底し、身
体拘束にならないように取り組んでいる。
利用者さんの認知症の症状を改善する為に、職員は、ゆとり
を持ち、バタバタと走らず、落ち着いて支援をするように心が
け、利用者さん一人一人とゆっくり話す時間を作るようにして
いる。

ゆとりを持つ事で、利用者さんも落ち着き、周辺症状が少しずつではある
が改善してきているように思われる。

日常生活の中で、食事は離床し、食堂で食べる、リハビリを行
う、といった刺激が持てる療養生活を送るよう心掛けていま
す。レクリエーションにも参加し楽しい時間を過ごす、声掛けを
行い発話を促すようなケアを行っています。

日常生活にリズムができ、夜間良眠され、オムツさわりなどがない日が増
えたと思います。

ミトンをできるだけ外す事が出来るように取り組んでいる。外
せた時間を記録し、短い時間であっても外せるよう取り組んで
いる。毎月身体拘束廃止委員会で話し合われ毎月のスタッフ
全員の勉強会で報告されており、廃止に向けてスタッフ間で
情報を周知し廃止に向けて意識できるように取り組んでいる。

利用者の状態を見て、休んでいて手が動かない時は長い時間外す事が出
来ている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
法人全体において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テーマに取り上げている。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、確
認し、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険等、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
要最低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、
身体拘束に該当する内容等についても定期的に確認する事ができてい
る。

身体拘束廃止マニュアルをファイルにし事務所前に設置して
います。利用者家族様、近隣の方々が自由に閲覧できるよう
にし玄関には意見箱を置き誰でも投函できる環境にしていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者様の生
活の質の向上の為、1か月に1回内部研修を行っています。研
修内容をもとに月目標を決め利用者様のケアの質を上げるよ
う努力しています。7月は認知症について学習しました。認知
症による利用者様の行動や気持ちを職員が寄り添うことが大
事であり常に丁寧な言葉遣いで対応することで安心して生活
を送れることを実践しています。

認知症の方の行動を考え、今の気持ちを分かろうとする支援で利用者様
は安心します。認知症の学習をする中で「中核症状」や「周辺症状」の理解
ができ適切なケアにつながっています。介護拒否が強い時でも丁寧に優し
く接すること、利用者様の気持ちに共感的、受容的に寄り添うことで信頼関
係が生まれ穏やかに安心して過ごして頂ける成果が出ています。

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、リハビリや余暇活動を通じて適度な運動を取り入
れ、夜間の良眠に繋げる取り組みを行っている。Drを中心に
状態把握に努め、状態にあった内服を処方し、対応を行うこと
で、拘束に繋がらない対応も行っている。

職員の意識向上に繋がり、その方にとってどんなケアをどのタイミングで提
供するべきかと考える機会に繋がっている。適度な運動を行い、体や現状
にあった服薬を行うことで、身体拘束のないケアに繋がっている。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。

全職員対象とした身体拘束廃止についての勉強会を開催し、
アンケートも実施、意識の向上に繋がるよう活動している。生
活のリズムに合わせたケアを２４時間シートを元に提供するこ
とで、夜間の睡眠の特徴を把握し、身体拘束の廃止に繋げる
取り組みを行っている。眠りスキャンを導入し、睡眠状態、覚
醒状態を把握し、転倒に至らないように、また行動を制限しな
いようにケアを展開している。

職員の意識向上に繋がっている。生活のリズムを把握し、予測を立てるこ
とが出来ることも増え、未然にリスクを回避するという意識の向上にも繋
がっている。身体拘束をしない状況が維持出来ている。

研修に参加し、学んだことをスタッフ全員に伝え再度学習した
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、専門医に早期に相談
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。

研修会などで学んだことにより、身体拘束にあたる行為などの把握も出
来、利用者さんへのケアが出来ていると思う。専門医と連携をとっている方
も、ご本人も周りの方もトラブルが無く穏やかに共同生活が行えていると思
う。

6月12月に「身体拘束ゼロの日」を実施し、身体拘束が本当に
必要なのか再検討している。
毎月カンファレンスを実施し、病棟単位でも解除に向け検討し
ている。
年に2回、全体研修を行い、身体拘束ゼロの日について説明
し、身体拘束を体験してもらうことで患者様の気持ちを考え、
解除に向けて考えるきっかけを作っている。

24時間ミトン装着者から、経管栄養中のみの装着への変更や完全解除の
事例もあった。

身体拘束廃止についての研修の実施。
利用者個人個人に適した介護機器の使用。
当施設入居前に身体拘束を実施していた方に対してそのまま
継続するのではなく、個人の状態等を分析し、身体拘束を行
わないケアを提供することから始める。

身体拘束を行うことなく対応できている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
(1)身体拘束廃止に向けた取り組みとして、毎月のカンファレ
ンス、2ヶ月に1回身体拘束廃止委員会を開催し現状報告、代
替案の検討等を行っている。また、立ち上がりや不穏の原因
の追究、不穏の時間帯を調べ職員配置の変更等を行った。
(2)福祉用具「座コール」を導入し、急な立ち上がりや歩行不安
定な方の見守り強化。
(3)個別ケアとして、足浴や散歩などを毎日行う。

(1)定期的なカンファレンス、職員配置の変更などにより拘束時間は減少し
ている。
(2)「座コール」を導入したことにより身体拘束を検討していた利用者の拘束
が必要なくなった。
(3)足浴やメドマー（足のマッサージ）などで落ち着く時間が増えたり、散歩
などで運動量が増え下肢筋力が向上したことにより身体拘束の必要性が
なくなった利用者がいる。

・法人全体における研修会の実施はもちろん、各施設単位で
拘束にあたる内容について日常的に事業所長が職員指導を
行っている。
・傾聴ボランティア等から他法人の拘束のケース等を聞き、そ
うなる前の手立て、対応等をシュミレーションし、拘束にならな
いよう常に意識を高めている。

・拘束廃止が達成できている。

・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。
・向精神薬使用中の方や新たに使用開始となった方の状態
把握、過剰な摂取になっていないか等毎月確認し、その方ら
しく生活できるよう施設全体で取り組んでいる。
・不適切なケアが日常化、悪化し身体拘束及び高齢者虐待に
繋がらないよう、職員への教育及び意識の向上。

・全職員が身体拘束廃止に対する意識、理解を高めることができ、言葉の
拘束やグレーゾーン等にも意識できる職員も増え、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。
・入所時から向精神薬服用中の方の「トイレに行きたい」という希望を叶え
るため、医師、ご家族、施設職員（多職種）で一丸となり、向精神薬服用を
中止。寄り添った援助を行い、ご本人との信頼関係も築け、結果ADLも向
上。トイレの使用や食事が自力摂取可能になる等、QOLも向上した。

1.引き続き、フロア会やサービス向上委員会の時には、不適
切ケアチェックシートの項目の内容について話し合いを行って
いる。特に「他の職員を見て不適切な対応だと感じることはな
いですか？」の項目（17番）を追加したことにより、職員の意識
を高め、職員同士注意し合える環境を目指している。
2.身体拘束高齢者虐待防止のDVDを全職員に観てもらった。
一人一人感想を書いてもらい、話し合いの場を設け、職員の
ケアの質の向上を図った。

1.職員同士注意し合える環境にしていくにはまだ時間がかかるだろうが、
職員の意識は少しずつ高くなってきている。17番に関しては、文面では、少
数だが意見が書けるようになり、その内容を全体の職員に向けて申し送り
をし指導を行えるようになってきた。
2.それぞれの感想を聞きながら、「もしも自分だったら…。もしも自分の身
内だったら…。」耐えられないだろうと、利用者の立場で考えることができ
た。

・自立支援プロジェクトを継続し、排泄自立、失禁改善等を図
り在宅復帰強化に努めている。
・多職種協働にて寄り添うケア・受容的なケアを目指した。
・多職種で個別に環境設定（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・畳等を利用）を行い、可
能な限り行動制限や拘束をしないで事故防止に努めている。
・拘束廃止・事故防止・職業倫理等の研修会（講義形式・グ
ループワーク形式）を継続し意識の向上に努めている。

・在宅復帰率の維持・利用者の生活が落ち着き、表情が穏やかになった。
・拘束を必要最小限に留めるという意識とともに、抑制解除も積極的に行う
ことが出来ている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
身体拘束についての勉強会を行い、職員全員が身体拘束の
弊害を正確に認識している。また、不穏な状態や不眠時に
は、落ち着かれるような個別対応やナイトミール補給、ご本人
のペースに合わせるなどの対応を行っている。

職員全員の介護に対する姿勢が変わった。また、日中の不穏状態が軽減
され、夜間は良眠されるようになった。落ち着いて対応でき、穏やかに過ご
されることが多くなった。

認知症の方の行動をできるだけ制限しないように、自由に過
ごしていただき、安心して穏やかに過ごしていただくことが、安
全につながることと考え、見守ることを大切にと取り組んでい
ます。

入居者の方々が、安心して過ごす事で問題行動も少なくなり、拘束する事
もなくなっています（自由を奪ったり、制限するとその方の気持ちが落ち着
かなくなりがりなので、なるべくそういうことのないようにと取り組んでいま
す。また、職員が忙しすぎてストレスをためることができるだけないように、
穏やかな気持ちで支援に当たれるようにと業務内容を考えています）。

ミトン使用時間帯を各居室に掲示することでスタッフの意識を
高めた。　ミトン解除中の手の動きを観察し、カルテに記載し
身体拘束廃止委員会でミトン解除に向け検討した。

ミトン使用時間の短縮に繋がった。

センター方式　24Ｈ気持ちの変化シートの活用 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。

認知症研究研修仙台センター　高齢者虐待防止教育システ
ムの活用、接遇研修の実施、個別の面談やケアの悩み相
談。

以前に比べケア全体の意識の向上につながった。

①歩けるご利用者様や他のご利用者様が近くに来るのを嫌
がるご利用者様それぞれが自由に過ごせるよう、観葉植物や
家具などを配置した。
②毎月１回個別にチェックリストを作成し、スピーチロックな
ど、小さな事からケアの見直しをする取組みを継続して行って
いる。
③３ヶ月に１回職員アンケートを行い、身体拘束にあたる言動
が自身及び周囲で行われていないか確認、自覚を促してい
る。

①自分の空間が守られているため、歩ける方が自由に行動できるように
なった。
②意識の向上に繋がり、声掛け時配慮が出来ている。
③個々の職員が意識してケアを行うようになり、身体拘束に繋がる可能性
のあるグレーゾーンの段階から行動が減った。

歩行困難で病院入院中に転落防止のセンサーを使用してい
た方が入居された際、低床のマットレスに居室クッションフロ
アにし自由に行動して頂くようにした。頻回にオムツはずしも
あったが声掛けや関わりの時間を増やしたり、交換の頻度を
こまめにしたり、乾燥肌の為保湿剤でうるおいを与えるように
努めたりした。

行動抑制によるストレスの減少、下半身の環境をよくすることにより、不快
感が減少出来オムツはずしや興奮されることも減少していった。笑顔も増
え、ADLも向上、栄養状態も良くなった。

認知症高齢者の行動心理症状の改善のため、日中は玄関等
の施錠はせず、屋内と屋外の行き来を自由にできるという認
識を高めることで、閉塞感を軽減し精神的に安定できるように
支援している。

認知症高齢者の行動心理症状の発生に軽減及び利用者によっては、屋
外に出る場合は利用者側から申し出るようになった。

鍵をかけないケアを継続するために、外へ出たい利用者に対
して職員が交代して付き添うなど、納得してグループホームに
とどまることができるように、カンファレンスをすすめて、具体
的な日々の対応を検討している。

時折、怒る場面などまだ見られているが、少し時間を置いたり、関わる職員
が変わることで落ち着いて生活できているため、鍵をかけないケアが今の
ところ継続できている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
福祉用具の購入時に事故対策防止につながる用具の購入を
検討し、それにより身体拘束防止や廃止に向けた取り組みを
行っています

認知症の方でベッドや車椅子から降りられようとされる方も多く、ベッドでは
超低床ベッドを導入。車椅子では体幹が保持しやす体がずれにくいタイプ
の車椅子を導入することで身体拘束廃止や事故防止に役立っています。

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。

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。

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かかりつけ医と相談し、薬を調整する。
　　　　④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たい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。取組により、現在のところ身
体拘束の事例はないが、職員への身体的、精神的負担は多大なものであ
る。どんなに取組を強化しても、いつの間にか施設の外にでたり、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
目の届かない時間帯（夜勤）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、当事業所の取組を理解して頂き、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頂くことができてい
る。

勤務する職員の人員を確保することで職員もゆとりを持ち、入
居者の方々と生活することにより身体拘束を行わない様に努
めている。

引き続き、身体拘束のない施設の取組を行って行く。

個人の生活リズムに合わせて、出来る力を維持できるよう応
援しています。四季折々活動の内容も工夫し、外に出る機会
も作るようにしています。ご家族・職員だけでなく、地域の方々
の支援も受け入れています。
専門医に相談や適切な治療をしてもらいます。

自分らしく心身共に穏やかな生活をされています。開設当初から入居され
ている方等、ご高齢で身体が衰えてきていますが、ご家族や地域の方々と
の良い関係性が保たれており、ホームでの看取りを希望される方も増えて
います。
最後まで本人の意思を大切に考えています。
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