
身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

経口摂取量が減少し、経管栄養になった利用者が自己抜去する
ため、両手にミトンを着用していた。経管栄養開始時には体動、声
かけへの反応が鈍かったが、リハビリや歯科衛生士による口腔ケ
ア、経口摂取のための訓練を続けた。また、ミトン着用時間を徐々
に短くしていった。（見守りができるよう離床時間を増やしたり、食
事の時のみミトン着用するようにした）

徐々に発語や体動が増え経管栄養から経口摂取できるまで回復
し、現在はミトン解除となった。

2名の利用者がミトンを使用しているが、１名は栄養滴下時のみの
装着としている。H30年4月より介護報酬改定により身体的拘束の
適正化に基づき、毎月行っていたモニタリングに３カ月毎の委員
会の開催を追加し、それに伴い様式も変更するなど身体拘束解
除に向けての取り組みを行っている。

早い段階で解除に向けてスタッフが意識して取り組めるようになっ
た。
短い時間でもミトンを外す等意識できるようになった。ご家族の協
力も得て解除できるようになった。

意思疎通可能で自立動作も多く見られていた方が、ヘルペス脳炎
を発症し入院。退院後は自力動作なく寝たきりの状態。発語も見
られなくなり意思疎通も困難で、食事も経腸栄養（鼻腔）となった。
声掛けに対して理解はできていた為、直ぐに歯科医師を含め他職
種により経口移行への対応を協議し、経口移行への取り組みを
開始した。

口腔嚥下外来に受診し嚥下可能と判断。本人からも口から食べ
たいとの訴えがあり、嗜好品から少しずつ経口摂取を開始。歯科
医師や嚥下外来スタッフの指導、助言も受けながら取り組みを継
続し、8ヶ月ほどで完全経口摂取へ移行した。

経管栄養チューブを抜かないように、ミトン手袋をつける拘束を実
施する際に、拘束時間を少しでも短縮する取り組み。
・ご本人の様子観察を行い、チューブ抜去の頻度を把握する。
・チューブを抜いた際の受診体制について病院等に確認する。

当初は常時のミトン着用状態であったが、徐々に着用時間を減ら
すことができた。現在は流動滴下時で、見守りができない時のみ
の着用となっている。

経管栄養（鼻腔）の方はリビングに出てきてもらい注入を行ってい
る（抜去防止）

リビングで他の利用者の中で注入食を摂ることにより、声賭け等
が十分になされ生活感が味わえている

①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。

②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。

①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。

②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。

口腔ケア等について・・・毎日のレクリエーションの中に口腔体操
を取り入れている。歯科医師から口腔体操や義歯使用について
指示をいただいた。医師と相談し、薬の調整を行った。

手が動くようになり、ご自身で食事がとれることにより、飲み込み
状態が改善された。

病院から入所になった経管栄養（鼻腔）の方で、右手を動かし
チューブを抜いてしまう可能性があるとの事で、常時ミトンをされ
ていた。経管栄養注入時の様子、それ以外の日中の様子、夜間
の様子等、ご利用者に関わる度に記録を行い、1週間の様子観察
を行った。

1週間の様子観察で、右手は動かされるものの、チューブには手
が行かないことがわかり、ミトン使用を中止した。

施設全体で経管栄養者を出さないよう、口腔ケアを重点的に行っ
ており、毎週1回の歯科衛生士の診察や、月2回の歯科医師の往
診を行っている。また、ご家族に本人様が経口摂取ができなくなっ
た場合、経管栄養を希望するかどうかを事前（入所前契約時）に
聞いている。

すでに経管栄養になっている方を除き、口腔ケアに力を入れ始め
て以降、経管栄養になった方はいない。また、事前にご家族に意
向確認を行っていることで、経口摂取ができなくなってきた状態の
際の説明や対応がスムーズになった。

○経管栄養・胃ろうから経口摂取に向けた取組み



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
7月1日より経管チューブ抜去予防のためのミトン着用となった利
用者あり。
ご本人は経口摂取したい気持ちが強かったため、Dr.と相談の上、
8月よりトロミ付きの水少量から経口摂取を開始した。状態観察を
行い、またDr.の指示を仰ぎつつ、徐々に量を増やしていった。
時間をおいてプリンやゼリーなども少しずつ試していった。翌年1
月からはソフト食を1/2量提供で（経管栄養との併用）１日１回から
始め、徐々に量と回数を増やしていき、2月15日には経管栄養を
中止し、経口摂取のみとなった。

経管チューブ抜去予防のために着用していたミトンを外すことがで
き、身体拘束廃止につなげることができた。

ミトンの使用時間をカロリー時のみとした。
スタッフ全員が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のミトン解除に向け検討した。

ミトン使用時間の大幅短縮につながった。

口腔ケアに関しては、毎週歯科の訪問診療があるため、治療が
必要な方は積極的に治療していただいている。歯科衛生士も配
置しており、口腔ケアをこころがけることで誤嚥性肺炎等の予防に
努めている。　また、不適切ケアチェックを3ヶ月に1回、職員全員
がすることで、自身の行動が身体拘束や虐待につながっていない
かの確認をしている。

肺炎の予防は、重篤な状態への予防になり、身体拘束の予防に
もつながっている。不適切ケアチェックを行うことで、職員の意識
付けができてきている。

経鼻経管栄養の利用者様が流量中に布団や枕をよく触る方だっ
た為、布団等をひっぱったりした際に経鼻チューブにひっかかり
チューブを抜去してしまうことがあった。その為、流量中は枕を使
用せず、布団もブランケット等の使用に変更した。

変更後より、チューブの抜去はなくなった。そのため、現在も上記
の対応を継続している。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

入浴・排泄後のスキンケアに力を入れた
オムツではなくトイレ誘導に力を入れた

すぐに効果の出るものではないが、拘束の予防にはなっている

朝までトイレに行くことなく眠っているご利用者は朝、尿失禁をして
いる事多く、不穏になることあり。ご本人と話し、夜間、職員の声
掛けでトイレに座っていただくようにしてみる。

夜中、職員が声掛けをし、トイレに座って頂く。夜間の水分補給も
でき、朝方の尿失禁も少なくなった。

病院を退院し、当施設に入所する。病院では紙オムツを使用し、
オムツを触ることがあり、つなぎ服を着用していた。施設に入所
し、離床して生活することにより、少しずつ元気になり、紙オムツ
から履くパンツに変更する。

日中トイレ誘導することによりトイレで排泄するようになり、オムツ
を触ることもなくなり、つなぎ服を着なくても大丈夫になった。

当施設に入所される前、病院にてオムツいじりをされ、尿汚染が
多く、臀部等かかれ出血する為、ミトンと介護服を着用されていた
利用者さんに取り組みを行った。
入所からの取組み
・ミトンや介護服等の抑制は行わない事。
・陰部洗浄を行い清潔に努め、オムツ交換時以外にも確認を行っ
た。
・皮膚が乾燥気味だった為、軟膏塗布を行い保湿に努めた。
・入浴日以外にも汗をかかれている時等は着替えをして頂いた。

ミトンや介護服等の抑制は行わず、身体拘束を廃止する事ができ
た。
こまめに洗浄や着替えを行い確認する事でオムツいじりが少なく
なった。
皮膚の乾燥を防ぎ、軟膏塗布を行いかゆみの軽減ができた。

24時間の入居者状況を把握する為に、一覧表を作成。排泄状況
や睡眠状況なども一目で確認できるようになっている。排泄状況
が把握できる事で、適切な時期にトイレでの排泄声掛けや介助が
できる様に取り組んでいる。

入院されていた新規の入居者様は、終日オムツの状態で立位も
困難と伺っていた。グループホームに入居されたことでトイレでの
排泄訓練を実施。初めは2人介助からスタートしたが、身体状況
の把握をしていく中で手や腕の力が強い事がわかり、徐々に立位
介助時の下肢筋力もついてきた。現在ではほとんどトイレでの排
泄ができており、一人介助での排泄が可能な日も増えてきた。

１．.ミトン：弄便が有り、衣類・布団・柵等を汚される為、已む無く着
用戴いているが、日中を中心に職員の多くいる時間帯は、巡回回
数を増やす等の見守りの強化により、外すように尽力している。
２．繋ぎ服：就寝時に衣類を脱がれ、便失禁にて衣類・布団等を
汚される為、已む無く着用戴いているが、排便当日の夜は便失禁
の可能性低く、着用して頂かないようにしている。

１．.ミトンをする事の苦痛がどれ程のものか、自分も体験する事に
より、実感として理解する事が出来、拘束時間帯の現象に繋がっ
ている。
２．看護師が中心となり、ご本人の排便サイクルが一定となるよう
尽力した結果、現在の所、排便当日は、繋ぎ服をせずとも失敗は
先ず無く、ご本人もゆっくりお休み戴けている。

オムツ使用者の排泄パターンを確認し、可能な限りトイレで排泄で
きるように努めています。掻痒感による掻き傷やオムツ触りがあ
る方には、軟膏保湿クリームを使用したり、陰部洗浄を行うこと
で、掻痒感や不快感を軽減するように努めています。また、こまめ
な爪切りを行うなど掻き傷にならないよう整容に気をつけていま
す。

オムツ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
き傷の軽減などできています。

認知症高齢者の日常自立度においてMの女性が御入居された。
情報として、便失禁の折に便を触る、塗るなどの不潔行為があり、
つなぎ服対応することもあるとのことだった。右片麻痺で、感情失
禁もみられ、便失禁の対応時に特に興奮される傾向にあった。便
失禁の対応時に、たまたま消臭芳香剤で（スプレー）匂い消しをし
たところ、泣き止まれたとの報告があり、居室にアロマの香りの芳
香剤を置いてみた。パット交換の間隔を検討したり、紙オムツや尿
取りパッドのメーカーの方を招いて勉強会を行った。

居室に入ると良い香りが漂い、穏やかに過ごす時間が増えた。便
失禁の対応時にも感情失禁する事が殆どなくなった。つなぎ服を
使用せずに過ごして頂けている。家族様から、「以前よりも顔色が
良くて、よく笑ってる」とのコメントを頂いた。アドバイスに応じて、
パットの当て方の工夫や、大きさを検討して使い方を変えてみる
と、統一ができたのか、ズボンまでの漏れがほとんど無くなった。
また、他の利用者様のケースにおいても、アイディアが出やすく
なったと感じる。

オムツ外しや陰臀部に手を入れ触る方がおり、原因を検討した結
果、オムツの吸収力や通気性に問題があるのかもしれない。と予
測し、オムツ類のメーカーを変更した。

オムツメーカーの担当者から、商品のメリットやパットの正しい装
着方法と種類の選別、パンツ・オムツの使用方法などの研修を受
けた後変更した。排泄（特に排尿）後のパットの不快感等を減少さ
せることができ、外すことは無くなり、陰臀部を触ることも減った。
皮膚の発赤等も無くなった。

○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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自宅や他の施設において、全日オムツを使用していた利用者が
何気なく発した言葉からトイレ誘導を行ってみた。「前に言った時
は連れて行ってもらえんかったんよ。」という言葉が聞かれたため
職員に周知し、訴え時にはトイレ誘導を行った。

当初は排便時のみの訴えであったが、排尿時も訴えようになり失
禁はあるがトイレでの排泄がみられるようになった。不安定ではあ
るが、以前より立位もとれるようになった。

Ｈ30年３月に夜間のつなぎの使用中止に取り組みました。１ヶ月
かけてスタッフ間で話し合いを重ねました。また、オムツはずしの
対応について、オムツの業者に研修を開いてもらい、オムツの種
類・あて方等を勉強しました。
Ｈ30年４月より３ヶ月ごと、身体拘束廃止、虐待防止に向けての勉
強会を開催しています。　管理者が資料を作り、それをもとにス
タッフ全員に課題について意見を書いてもらい、その意見をまとめ
て全体で共有しています。

Ｈ30年4月より、夜間のつなぎの使用を廃止しました。定期の勉強
会により、認知症ケアで対応が難しい場合も、不適切な言動に
なっていないか、常に学ぶ姿勢を持って取り組んでいるかを意識
できるようになってきました。継続して、利用者もスタッフも喜びの
ある介護を目指していきたいと思います。

委員会や研修会等で身体拘束を行わないために、排せつ・入浴・
食事のケアを充実させ利用者の生活の質を向上させるための方
法を具体的に話し合っている。特に排泄ケアについては、座位姿
勢が保持できる利用者にはトイレに座り排泄を促したり、水分摂
取量の増加や腹圧マッサージを行うなど自然排便に向けての取り
組みをおこなってきた。

入所前はオムツを使用していた利用者が、上記のような取り組み
を行うことで自然排便ができるようになった。
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就寝中に動かれ、ベッドの下に転落する恐れのある方に対して
は、ベッド柵で抑制することなく、見守りや臨床時の体勢を整え、
クッションを使用する等して対応している。

夜間の転落事故なく、安全に就寝できている。

ベット下にセンサーをつけ、早期対応に努める。
毎月のミーティング時、問題点、改善点を話し合っている
身体拘束委員会を開き、考えられることを話し合っている

体動時、早期対応する事で転倒・転落なく休まれている。

ベッドから転落の危険のある方は低床ベッドに変更し、床にマット
レスを敷き、怪我の防止をしたり、畳を敷き、ベッドから布団に変
更して、身体拘束をしない方法を検討してきた。

転倒・転落という事故を防げている。

夜間、ベットより起きられて転倒の危険がある方が何名かおられ
ます。ベット柵へ鈴をつけさせていただいたり、離床センサーを利
用して頂き、起き上がりに職員が気をつけるようにしています。

鈴やセンサーが鳴っても、他の方の対応中で職員が遅くなって転
倒されてしまうことはありますが、ほぼ間に合って対応できていま
す。鈴の使用、センサーの使用は家族様に許可頂いています。

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
伸ばし維持し、身体機能の向上を図ることを目標にケアプランを
立案、実践している。（転倒や怪我のリスクが少なくなりそれに伴
い、無理に抑制することなくその人らしいあるがままな生活を送る
ために）

各職員の身体拘束、虐待に対しての知識が深まり、意識して業務
に取り組むようになっている。
大きく身体機能が向上した例はみられていないが、ほとんどの利
用者様の身体機能の維持ができており、身体拘束を行うことなく
穏やかに過ごすことが出来ています。

小規模多機能居宅介護の泊り利用から特養に入居された事例。
認知症があり、入居当初から、ベッドから降りそうとするなど不穏
行動が頻繁に見られたため、床畳対応に変更し対応していた。
が、その後も布団から落ちるなど体動の激しさが目立ち、ご家族
の方からベッドに戻し、ベッド４点柵のご希望があった。しかし、臥
床環境を囲ってしまうことは、ご本人の動きや自立を妨げ、心理的
な閉塞感があること、何より身体拘束にあたること。生活環境の
変化に伴う一時的なことも考えられ、センサーマットでの見守りを
強化すること等で対応が可能であることを根気強く説明した。

骨折の既往があり、転倒、転落を一番心配されていたご家族で
あったが、各職種からケア方法を繰り返し説明することで、ご了解
いただき、現在も床対応で継続できている。
ご家族のご希望だから、安全優先だからといってすぐ受け入れる
のではなく、本当に身体拘束が必要なのか、三原則について深く
考え、施設として改めて身体拘束廃止への取り組みを継続してい
く必要性を感じた事例であった。今後とも利用者本位に支援して
いきたい。

転倒の危険がある方はできるだけベットを低くし、また、床にマット
を敷くなど工夫している。夜間の巡視も１時間毎とかにして注意し
ている。
下肢筋力低下防止として、立ち上がり訓練・階段の上り下りを取り
入れている。本人がやる気が出るように褒める。

転倒をされることはあまりない。
褒めることは笑顔にもつながり、毎日の生活（心）が豊かになって
ゆったりと過ごせていると思う。

立位保持困難者や立ち上がりの際にふらつきのみられる方、歩
行が不安定な方等、転倒の危険性が極めて高く、ベッド4本柵やY
時型拘束帯での身体拘束が必要と考えられる入居者様に対し、
起き上がりセンサーマット、座コール、床センサーマット等体動を
感知する福祉用具を使用し、対応している。

身体拘束を実施しなくても、転倒や転落のリスクが軽減されてい
る。

体動、姿勢不良により、ベッドからの転落や受傷のリスクの高い
利用者には、詰所から近い居室にし、頻回な訪室を行い、また体
動時には離床を行うことでより迅速な対応を行える環境を作った。
身体拘束防止委員会を開催し、定期的に状態の把握を行うことで
身体拘束なく過ごして頂けるように検討している。

職員間でこまめな情報交換を行うことが増え、職員一人一人がよ
り一層の注意を払うようになったことで転落や受傷なく利用して頂
いた。
改めて委員会にて身体拘束について考え、切迫性、非代替性、一
時性等について職員の理解を深める機会となっている。その為、
拘束者も0名である。

日中リハビリや散歩をすることで、日中しっかり活動し、夜間良い
睡眠が得られるようにしてベッド柵をしない等している。

夜間ぐっすり休まれ、ベッド柵をしなくても対応できている。

車椅子の腰ベルトを安全確保の為にされてた入居者様がいた
が、見守り強化をし、キッチン周り（職員がほぼいる空間）側に配
席し、すぐ対応できるようにした。

転倒やずり落ちはなく、過ごすことができていた。また、職員の意
識改革に繋がったと思います。（離床時間も増えた）

○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
車椅子使用時、前屈姿勢になることが多く、拘束ベルトを使用して
いた。職員間で話し合い、装着時間の短縮を考え、食事中や職員
がかかわれる時間帯にベルトを外して様子観察を行い、オムツ交
換も増やしてケアを行った。

体動が落ち着いている時間帯と、体動がある時間帯があることが
わかり、体動の多い時間帯に職員がかかわることで、拘束ベルト
を廃止することができた。また、体動も以前より減ってきている。

福祉用具（車椅子・ベッド）やその他の備品を購入する際に、事故
防止にも繋がる用具の検討をすることで、認知症があり自分の行
為が危険であることの理解ができない方に対して身体拘束を行わ
ず廃止に向けて取り組みや改善ができました。

１）超低床ベッドやセンサーマット等の導入により、繰り返しベッド
から床へ降りようとされる方の事故防止や身体拘束廃止に成果
がありました。

２）片麻痺等で車椅子での座位保持が難しい方には、体幹が保持
し易いタイプのティルト型の車椅子を導入することで、腰ベルトや
拘束帯を使用しなくてもあんぜんに生活していただけるようになっ
た方もおられ成果がみられました。

膝関節症や脳血管障害等により転倒転落のリスクの高い利用者
様に対し、多職種連携で見守りの強化や居場所の把握に努め転
倒転落のリスクを抑えつつ身体拘束の廃止に取り組んでいる。ま
た、認知機能の低下がみられ徘徊をする利用者様については、
職員が頻繁に声掛けを行うことにより危険性の考えられる個所を
避けてもらうよう誘導している。

介護士のみの見守りの強化では、充分な対応が出来なかったが
多職種連携で見守ること又は声掛けをすることにより、転倒転落
のリスクを抑えながら身体拘束の廃止に取り組めている。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

入所以来、帰宅願望が強く、毎日施設内を歩かれる利用者への
対応として、１ヶ月位かけて、その利用者の方の行動や言葉に注
意を傾け、落ち着ける居場所作りに取り組みました。ある利用者
の方とは明るく会話をされている場面を再三見かける為、静かな
場所へテーブルを置き、一緒に過ごしてもらうようにしました。

徐々に施設内を歩くことは減り、発語が増えていきました。職員の
声かけにも笑顔で返事していただき、その場所がその利用者の方
の居場所として定着しました。

認知症の方の徘徊について、その方の１日の流れ、感情の起伏
などをスタッフ全員で記録を実施。

その方に対しての声の掛け方や話の内容のタブーなどを知る事
ができ、徘徊されることが少なくなった。スタッフ全員がその方の
情報を（その徘徊に対して）共有したことが落ち着いて生活できる
ようになったのではないかと思われる。

①帰宅願望の有る利用者さんに対して否定せず、話を聞いたり、
散歩や買い物に行ったりして気分転換をはっかている。
②下肢筋力低下を防ぐために日課にリハビリ体操や歩行訓練を
取り入れている。

①話を聞いたり気分転換をおこなう事で落ち着かれ、施設内での
活動に参加されている。
②下肢筋力が低下せず、それが原因での転倒・骨折の予防につ
なっがている。

帰宅要求が強かったり無断離棟・徘徊を繰り返す方の対応とし
て、無理な声掛けや施錠は逆効果であることを意識しながら本人
の想いに寄り添った対応を優先してきた。離棟時は、さりげなく付
き添い本人のペースに合わせた関わりを実施。付き添う際は、ス
キンシップを取りながら本人の話を傾聴してきた。
本人が納得いくまで、気長に対応する。
帰宅要求が強い際、気を紛らわせる対応（手伝い・軽作業）を増
やしていくと効果があった。
個別の対応が基本重要であった。

離棟時等1対１での対応の為、本人とのコミュニケーションをとる
事で、本人を知る機会になりアセスメントの深み（生活状況・身体
状況）に繋がった。
また、個別のコミュニケーションで職員と利用者との信頼関係の構
築にも繋がってきた。
また、家族との連携で本人の想いを伝えることで家族の協力を得
られやすい協力体制の構築に繋がった。

認知症高齢者の行動心理症の改善のため、事業所内の施錠は
夜間を除きすべて実施していない。利用者が屋内と屋外を自由に
出入りできるようにすることで、閉塞感を少しでも軽減していただ
き精神的に安定するようにとり組んでいる。

帰宅要求等や外出等、利用者が何らかの要因で外へ出ようとす
る場合は利用者側から申し出てくるようになった。

普段から歩行練習を行うことで本人様が行きたいところに自由に
移動ができるよう取り組みを行っている。

歩行器を使用することでご自分で移動することができるようになり
ベッドを柵で囲む身体拘束を廃止することができた。

男性利用者で他の利用者の方の居室を次から次に開けてのぞい
たり、ペーパータオルやティッシュペーパーを取られたり、ゴミ箱の
中に排尿されている事があった。また、夜間起きて徘徊され、３～
４時間ソファーで過ごされる事もあった。その為ソファーから立ち
上がられた際には声かけを行い一緒に寄り添い、トイレ誘導後お
話ししながら散歩を行い気分転換を図って頂いた。
身体拘束適正化の指針を作成し、委員会を運営推進委員会の度
２か月に一度開催、職員の研修も年に２回以上行っている。

以前より本人様の方から笑顔で話し出される事も増え、他の方の
居室を開ける事も少なくなった。また、夜間の徘徊もほとんどなく
なり、睡眠時間の確保も出来るようになった。
身体拘束の勉強をする事により職員も以前より早めにその方に
対応するようになった。

生活の中で、リハビリが自然と楽しくできるように、施設内での家
事や外でのボランティア活動を行った。転倒のリスクもあることを
ご家族に了承してもらい、どのような入居者も歩きたいときは歩い
てもらっている。

要介護度が4から支援２にまでなった入居者が多数あった。入居
時は車椅子の方もほとんどの人は自立歩行ができるようになって
いった。自由に歩いてもらうことでＢＰＳＤも落ち着き穏やかに過ご
せている。また、ボランティア活動によってやりがいや喜びも感じ
ることができ、また掃除や草引きなどをすることによって自然とリ
ハビリになっている。

○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
帰宅願望があり、夕方になると何度も同じことを訴えられる利用者
に対して、その都度その訴えに対して答え、安心してもらったり、
家人の書かれたメモを見せて納得してもらったりしている。
本人の様子を良く観察し、不穏が出そうになったら話しかけたり散
歩をしたりと気分転換を図っている。

以前よりは気持ちが落ち着いており訴えの回数も減ってきてい
る。

ホール内を歩かれる方で、ホールを当てもなく歩かれたり、他の利
用者の方の居室に入られていました。以前は、ホールを歩かれて
いる時点で、すぐにテーブル席やソファーへ誘導していましたが、
見守りを行い、自由に歩いて頂き、他の利用者の方とトラブルに
なりそうな時は、本人様の動きを急に変えないような声掛けを心
掛け、中に入り対応を行いました。

本人様の動きを無理に止めようとしていた時は、本人様自身も思
うような動きができず、職員に強く拒否をされることもあったが、見
守りや声掛けを変える事によって、穏やかに返事をされたり、職員
と一緒に歩いたり、お話しをして過ごす事が多くなった。



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等

当施設では、身体拘束ゼロを継続できている為、改善事例等はあ
りませんが、委員会や研修等を行っております。対応が困難な方
について各部署で話し合い、その内容によっては他職種が参加
する委員会で検証するようにしています。対応が困難な方の落ち
着いている時間に目を付けて、なぜ落ち着かれているのかを考え
る事が多いです。（排便コントロールや環境、時間帯や人間関係
等）

対応が困難な時の原因が分かれば、ケアに当たる職員の気持ち
も少し楽になるようです。現在は、知的障がいをもたれている方で
意思疎通が取り難い方について、毎月検討しています。

事業所で身体拘束廃止について研修を行い、全職員が参加し、
身体拘束についての知識を身につけることができるようにしてい
ます。また、認知症についての理解を深めるために、職員会を通
して勉強会を行っています。
毎月、身体拘束廃止委員会を開催し、他の事業所とも情報交換を
行うことにより、具体的な対策等についても協議する場を設けて
取り組んでいます。

身体拘束と認知症についての理解を深めることで、「座ってくださ
い」「待ってください」と言う言葉かけが意識的に少なくなってきた
と思います。また、突然歩行することで、転倒のリスクのある方に
は、座って手作業ができる時間を確保し、約３０分間楽しんで作業
ができるように取り組むことで、生活の行動パターンにもメリハリ
がでてきました。

身体的拘束等の適正化のための指針をつくり、身体拘束等適正
化検討委員会を新たに発足。不適切ケアの見直しや身体拘束廃
止につながるような研修の企画を行っている。職員への理解と知
識を深める為に、毎日の3分間研修でも毎月テーマ（例：スピーチ
ロック、5つの基本ケアなど）を決め取り組んでいる。ケアの質の向
上の為、研修委員を中心とした研修の企画や実施、月に一度の
ケアカンファレンス会でのケアの振り返りや勉強会なども行ってい
る。

自尿が難しくなりバルーン措置を勧められた時、ご自分で引き抜
かれる恐れありつなぎ着用を勧められた。食事・水分の形態の工
夫や、睡眠状況の把握により生活サイクルの見直しができ、落ち
ていた食事・水分量もとりもどし、自尿が出るようになり、バルーン
の必要性が無くなった。

定期に不適切ケアチェックシートを実施し、自己評価、第３者評価
を行う事で反省点や今後の取り組みなど話し合いを行い、不適切
ケアが常態化することのないように取り組んでいる。

不適切ケア反省から改善点を明確にし、言葉による拘束にも十分
注意し職員間で注意しあえる環境を目指している。

スピーチロックも身体拘束になるという事を、職員一人一人に認
識してもらうため勉強会を開き、言葉や態度からどんな印象を受
けてどんな感情になるかを事例をもとに行った。また、言ってはい
けない言葉を明記し、ユニット内に掲示した。

自身の対応の仕方で、利用者様が落ち着いたと実感できた。ま
た、落ち着かないときは原因を探る様になった。

毎月行っている勉強会で、認知症や精神疾患、ストレスマネジメン
トなどについて全職員で話し合っている。
また、拘束は行わないという施設の方針を、家族会などで周知し、
理解を得ている。
今年度から、拘束虐待委員会を配置し、各ユニットでの問題点な
ど、事例をもとに話し合いをしている。

何をもって拘束とするのか、虐待とするのかなど、委員会を設置し
たことで、意識は高まってきていると思う。
また、事例を元に話し合うことで、具体的な対応策を見出すことが
出来ている。

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
伸ばし維持し、身体機能の向上を図ることを目標にケアプランを
立案、実践している。（転倒や怪我のリスクが少なくなりそれに伴
い、無理に抑制することなくその人らしいあるがままな生活を送る
ために）

大きく身体機能が向上した例はみられていないが、ほとんどの利
用者様の身体機能の維持ができており、身体拘束を行うことなく
穏やかに過ごすことが出来ています。

身体拘束委員会で検討し、拘束しないためにどういった支援が必
要か話し合っている。またこのままでは身体拘束に繋がってしま
いそうな事があれば、その都度支援の方法を考えている。転倒や
ベットからの転落するおそれがある方については、背景やBPSD
などあらゆる面から考え、事故防止できるようチームで考え支援し
ている。

現在身体拘束は行っておらず、一人ひとり違った支援をしていか
なければならないので、どういった支援が必要か職員が考え、全
員が統一した支援が出来ていると思う。BPSDなど正しく認知症を
理解し、支援することで事故防止にも繋げられていると思う。

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、レクレーションや作業等で会話しながら身体を動か
し気分転換をしている。

スタッフとの関わりが増えると不穏状態が少なくなっている。

施設内ラウンドを行い、身体拘束のグレーゾーンとなりうる場面を
ピックアップし、委員会のメンバーで改善策を求める。

グレーゾーンとなる場面をピックアップしスタッフで話し合いし検討
することで、利用者の心身に応じた対応をすることができる。

○その他



身体拘束廃止に向けた取組み等 成果･結果・状況等
利用者の目線に合うよう物の配置場所を変え、ソファを設置し集
える環境整備を行った。

一人で過ごす事で不安になる方に対しては集まってレク・会話を
することで、帰宅要求の減少につながった。一日の中で立つ機会
が増えた。

職員に向けて身体拘束（スピーチロック含む）についてのアンケー
ト・意識調査を年２回実施している。

２ヶ月に１回の身体拘束廃止委員会の実施と年に２回の施設内
研修、各部署のユニット会等で話し合いの機会を設ける事で意識
に変化は見られてきている。特にスピーチロックに重点を置いて
実施している。

精神疾患がある利用者に対し、不穏になられる時間帯の把握に
努め、離着床時間の調整を行った。

体動が激しい時間に着床いただくことで拘束時間の短縮に繋がっ
た。

介護ロボット（眠りSCAN)を導入したことで、覚醒している時、入眠
している時等が分かり、利用者さんの生活リズムを把握すること
ができた。

利用者さんの生活リズムに合わせた介助方法が実行できた。

毎年、施設外の研修で実施されている身体拘束・虐待防止研修
等へ参加しています。また事業所内研修でも地域包括支援セン
ターへ依頼し毎年必ず研修を行っています。また２ヶ月に１回、運
営推進会議の場で、身体拘束防止検討委員会を実施し、現状報
告や実際事業所内を見学頂きながら身体拘束や虐待の事実関
係の確認を行って頂いています。

離棟や暴力・異食や多動、回復期における行動制限が必要な場
合等において、先ずは身体拘束しないでの対応策を検討し合い、
他事業所や地域包括支援センター等へ相談・助言を頂きながら、
今の所、身体拘束を行った事実はありません。

質の向上に向け、職員自ら全員身体拘束疑似体験(Y字にサラシ
を巻く、ミトンをつける）をし、実際にどう感じるかアンケートを取っ
た。

身体拘束をすればどうなるか考えることができた。

毎月、身体拘束委員会と身体拘束適正化のための研修を実践し
て、身体拘束防止に努めている。
ヒヤリハット事故報告書の様式を、自己の原因が多層的・多角的
に原因分析し、対策の定着化を目指す様式に変更した。

毎月繰り返し実施する事で、職員全体で正しい知識を身につけ、
虐待防止・身体拘束防止に努める意識が向上してチーム全体で
取り組む事が出来るようになった。
ヒヤリハット事故報告書の様式を変えた事で、事故対策を定着さ
せ継続的に改善案を検討・実施できるようになった。また、チーム
全体で情報共有して、身体拘束廃止に向けての行動が以前と比
べとれるようになった。

足元や精神症状が不安定な利用者様の状態に合わせて居室に
センサーを設置したり、見守りのし易い居室に変更させて頂いた
り、スタッフの配置を含め安心できる環境づくりを行えるように対
応している。

利用者様の状態に合わせて日々柔軟に対応することで身体拘束
を行うことなく生活して頂いている。


