
令和４年度 介護保険サービス事業所等集団指導講習会

高齢者の権利擁護

保健福祉課 権利擁護・成年後見センター



本日の流れ

１ 高齢者の虐待防止について

○ 虐待の捉え方

○ 施設における虐待防止について

２ 成年後見制度の概要

○ 任意後見制度

○ 法定後見制度

○ 手続きの流れ
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１ 根拠法令

高齢者

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関
する法律」（平成18年4月1日施行）
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虐待の防止

養護者の支援

高齢者の
権利利益の擁護

尊厳の保持



２ 虐待の類型①

身体的虐待
○ 平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。

○ 医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを

強要する。

○ 無理やり食事を口に入れる。

○ 身体を拘束し、自分で動くことを制限する。など

心理的虐待
○ 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

○ 侮辱を込めて、子どものように扱う。

○ 老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを

人前で話すことにより高齢者に恥をかかせる。など
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３ 虐待の類型②

経済的虐待
○ 高齢者の資産を勝手に処分する。

○ 年金や預貯金を無断で使用する。

○ 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支

払わない。など

性的虐待
○ 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身

を裸にしたり、下着のままで放置する。

○ わいせつな映像や写真を見せる。

○ キス、性器への接触、性行為を強要する。など
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４ 虐待の類型③

介護・世話の放棄・放任
○ 入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だった

り、皮膚や衣類、寝具が汚れている。

○ 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹の

状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調

の状態にある。

○ 本人に必要とされる十分なケアが提供されていない

など
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５ セルフネグレクト

セルフネグレクトには様々な解釈がありますが、「当然行うべき行
為を行わない、あるいは、行う能力がないために、自己の心身の安全
や健康が脅かされる状態（津村智恵子「セルフ・ネグレクト防止活動
に求める法的根拠と制度的支援」）を指します。

セルフネグレクトは、「高齢者虐待防止法に定義される虐待」には
含まれませんが、高齢者の権利を守るために、高齢者虐待防止法に準
じた対応をする場合があります。

例 不衛生な環境で生活している。

福祉サービスの利用が必要な状態であるにも

関わらず、サービスを使うのを拒否している。

など
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６ 虐待判断のポイント
① 虐待行為の「継続性」

これまでの経過の中で、虐待と言われる状況が一定の頻度（概ね半年程
度の間）で繰り返し発生しているかどうか。また、今後そのような状況が
継続しておこる可能性が高い状況かどうかを確認します。
ただし、行為結果の重大性によっては、継続性が確認できなくても虐待

と判断することもあります。

② 虐待行為の「一方性」
養護者からの一方的な虐待行為や、対等な状態ではない関係性における

虐待行為と考えられる状況と評価される場合を指します。

③ 虐待状況の「当事者解決の困難性」
虐待状況の解消にあたり、本人や養護者だけでは解決することが困難で

あることを指します。当事者（本人や養護者）で解決することが出来る場
合は、必要に応じて、通常の権利擁護支援、包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援等により、当事者が自分たちで問題を解決できるよう支援を行い
ます。

（いわき市権利擁護アドバイザー上田晴男氏）
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７ 「施設における虐待」を考えるための
二つの視点

① 報道などで顕在化した虐待以外にも気づかれて

いない虐待が有り得る

・意図的な虐待だが表面化していないもの（意図的虐待）

・結果的に虐待を行ってしまっているもの（非意図的虐待）

・「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束

② 明確に「虐待である」と判断できる行為の周辺

には、判断に迷う「グレーゾーン」が存在する

・「虐待である」とは言い切れないが「不適切なケア」

・明確な線引きはできず、「不適切なケア」が連続する
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８ 虐待と不適切ケアの捉え方

出典：認知症介護研究・研修仙台センター「高齢者虐待防止学習テキスト」より
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９ データで見る「施設従事者等による虐待」
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市町村が受理した相談・通報件数 2,097件

うち「事実確認調査を行った事例」 1,818件

調査の結果

⇒虐待の事実が認められた事例 523件

虐待の事実が認められなかった事例 860件

判断に至らなかった事例 435件

出典：【厚生労働省】

令和２年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

より



10 データで見る「虐待の発生要因」
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内容 件数 割合（％）

教育・知識・介護技術等に関する問題 290 48.7

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 132 22.2

職員のストレスや感情コントロールの問題 102 17.1

倫理感や理念の欠如 87 14.6

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 63 10.6

虐待を行った職員の性格や資質の問題 57 9.6

その他 19 3.2

虐待の発生要因（複数回答）

（注）回答のあった750件の事例を集計

出典：【厚生労働省】
令和２年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等
に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より



11 不必要な身体拘束の廃止に向けて
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安易な身体拘束がもたらす大きな弊害

【本人】
関節拘縮、筋力低下による身体機能の減退
自分のおかれた状況への「怒り」や「あきらめ」
認知症の進行

【家族】
自宅で見てあげられない後悔や罪悪感
施設や職員への不信感

【職員】
ケアに対する誇りや自信の喪失
正しいケアをできていないというストレス
士気の低下



12 身体拘束の３要件
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介護保険指定基準の身体拘束禁止規定
「サービスの提供にあたっては、当該入所者（利用者）又は他の入

所者（利用者）等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場
合を除き、身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を制限する行為
を行ってはならない」

＜身体拘束の実施には、三つの要件をすべて満たすことが必要＞

◆切迫性

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされ

る可能性が著しく高いこと

◆非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこ

と

◆一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること



13 身体拘束廃止を進めるための
18のチェックポイント
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・「身体拘束廃止」をトップが決意し責任をもって取り組んでいるか
・「縛らない暮らしと介護」の推進チームを作るなど体制づくりをしているか
・各職種の責任者がプロ意識をもってチームを引っ張り、具体的な行動をとっているか
・「身体拘束とはなにか」が明確になっており、職員全員がそれを言えるか
・「なぜ身体拘束がいけないのか」の理由を職員全員がいえるか
・身体拘束によるダメージ、非人間性を職員が実感しているか
・個々の拘束に関して、業務上の理由か利用者側の必要性かについて検討しているか
・全職員が介護の工夫で拘束を招く状況（転びやすさ、おむつはずし等）をなくそうとしているか
・最新の知識と技術を職員が学ぶ機会を設け、積極的に取り入れているか
・利用者のシグナルに気づく観察技術を高めていく取り組みを行っているか（例：観察による気づき
の話し合い、観察記録の整備、観察日誌の工夫）

・各職員が介護の工夫に取り組み、職種を超えて活発に話し合っているか
・決まった方針や介護内容を介護計画として文書化し、それを指針に全員で取り組んでいるか
・必要な用具（体に合った車いす、マット等）を取り入れ、個々の利用者に活用しているか
・見守りや利用者と関わる時間を増やすために業務の見直しを常に行っているか
・見守りや利用者との関わりを行いやすくするために環境の点検と見直しを行っているか
・「事故」についての考え方や対応のルールを明確にしているか
・家族に対して拘束廃止の必要性と可能性を説明した上で、協力関係を築いているか
・拘束廃止の成功体験（職員の努力）を評価し、成功事例と課題を明らかにしているか

～認知症介護研究・研修東京センター製作「身体拘束ゼロ作戦」より～



14 スピーチロック（言葉の拘束）
について
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○介護における３つの「ロック」

・フィジカルロック（身体的拘束）

・ドラックロック（薬物拘束）

・スピーチロック（言葉の拘束）

※ スピーチロックとは

利用者の行動を抑制し、制限する言葉かけを指す。

・動かないで

・○○しちゃダメ

・ちょっと待って

・また○○ですか
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15 スピーチロックによる負のスパイラル

スピーチ
ロック発生

行動の制限
（怒られた）

（嫌な気持ちになった）

行動障害
（また怒られる
のが怖い）

自発的行動の低下ADL低下



16 問題行動の理由を考える

気付きを
活かす

改善策を
考える

現場での
工夫

自分が相手の立場
だったらと考える

なぜそうなるの
か？どうしたら
危険を回避でき

るのか

細やかなアセス
メントとスタッ
フ間の議論
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1７ 怒りのコントロール
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「怒り」を分類する
・なぜ自分は怒っているのかを理解する（自己の客観視）

・怒ることで事態を改善する可能性がある「怒るべきこと」と怒ってもどうし

ようもない「怒ってもしょうがないこと」に怒りを分類する

「怒るべきこと」→怒って事態の改善を図る
「怒ってもしょうがないこと」→怒らなくて済む方法の検討

気持ちの切り替え

「怒り」による衝動的行動を抑制する
・6秒待機のルール



18 施設職員による虐待予防のポイント

職場環境の整備

虐待への認識・

意識の共有

ＢＰＳＤへの対応等、

職員の知識・技術の向上

職員間のコミュニケー
ション（関係性）

出典：AAA（安心づくり安全探しアプローチ）研究会
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1 成年後見制度の概要

成年後見制度利用ニーズの増大

● 高齢者数、認知症高齢者数の増加

● 核家族化の進展

一人暮らし高齢者の増・少子化の進展など…

⇒「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

（平成28年５月13日施行）

・ 成年後見制度の理念の尊重

・ 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進

・ 成年後見制度の利用に関する体制の整備

本市においても、成年後見制度の利用促進を地域福祉計画に

位置づけています。
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２ 成年後見制度とは

認知症，知的障がい，精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々
は，不動産や預貯金などの財産を管理したり，身のまわりの世話のため
に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり，遺産分
割の協議をしたりする必要があっても，自分でこれらのことをするのが
難しい場合があります。また，自分に不利益な契約であってもよく判断
ができずに契約を結んでしまい，悪徳商法の被害にあうおそれもありま
す。このような判断能力の不十分な方々を保護し，支援するのが成年後
見制度です。

出典：法務省民事局
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３ 成年後見制度の役割

権利擁護支援の一つの方法
→ 目的ではない！
→ 地域生活のセーフティネット（社会的役割）

地域自立生活支援の取り組み
→ 「身上保護」が基本
→ 本人の自立生活支援としての財産管理

基本は本人中心支援
→ 社会的「主体」としての立場の確保
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４ 成年後見制度の類型

判断能力が不十分になってから 判断能力が不十分になる前

成年後見制度（法定後見）

利用方法 家庭裁判所への申し立て

補助 判断能力が不十分な方
（支援を受けなければ、契約
等の意味・内容を自ら理解し、
判断することが難しい場合が
ある。）

保佐 判断能力が著しく不十分
な方（支援を受けなければ、
契約等の意味・内容を自ら理
解し、判断することができな
い。）

後見 判断能力が全くない方（支
援を受けても、契約等の意
味・内容を自ら理解し、判断
することができない。）

任意後見制度

利用方法 任意後見に関する法律
に基づく契約

将来型 今は元気で支援の必要
はないが、将来に備え
て判断能力が低下した
ときに支援が欲しい。

即効型 契約は結べるが、判断
能力が低下するときも
あり、今からすぐにでも
支援が欲しい。

移行型 当面は財産管理事務を
委託して判断能力の低
下後に任意後見を開始
する。

＊ （ ）内は成年後見用診断書のチェック項目
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５ 任意後見と法定後見の違い

法定後見 任意後見

後見人等の権限 民法に規定された範囲 任意後見契約で定めた内
容

後見人等の指定 家庭裁判所が選任する※1

（弁護士、司法書士等）
被後見人が依頼する※2

（誰でもよいが、公正証
書による契約が必要）

後見人等の報酬 家庭裁判所が活動の内容
に応じて決定する

契約により決定する

後見人等の取消権 民法に規定された範囲 取消権は無い

※1 申立ての際に申立人からの候補者の推薦は可能。但し、推薦した候補者が必ず選
ばれるわけではない。後見人等の選任は裁判所の権限のため、後見人等の人選に
ついて異議を申し立てることはできない

※2 任意後見が開始になる際に、裁判所が任意後見人を監督する者（任意後見監督
人）を選任する



６ 法定後見制度とは

法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の
３つに分かれており、判断能力の程度など本人の実情
に応じた制度を利用できるようになっています。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人
の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律
行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同
意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法
律行為を後から取り消したりすることによって、本人
を保護・支援します。
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７ 後見・保佐・補助の違い

後見 保佐 補助

財産管理権 有 無 無

同意権
取消権

日常生活に関する
行為を除く全ての
法律行為を代行し
たり、必要に応じ
て取り消すことが
できる

重要な法律行為に
同意したり、取り
消したりできる

本人が同意した重
要な法律行為の一
部に同意したり、
取り消したりでき
る

代理権 本人が行う全ての
法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所
が定めた法律行為

保佐人（補助人）が取り消せる「重要な法律行為」
①元本の領収・利用 ②借財・保証 ③不動産等の重要な財産の権利の得喪
④訴訟行為 ⑤贈与・遺贈の契約、仲裁の合意 ⑥相続の承認・法規・遺産分割
⑦贈与・遺贈の拒絶等 ⑧新築・改築・増築・大修繕
⑨特定期間を超える賃貸借
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８ 同意権・取消権と代理権

同意権・取消権
契約する人⇒本人
後見人（保佐人・補助人）の役割

⇒ 契約内容を確認し、契約について「同意」を与えること
【同意のない契約はどうなるか】

⇒ 「取消権」の対象となるが、問題のない内容であれば、保佐（補
助）人が「追認」することにより契約を成立させることもできる

代理権
契約する人⇒後見人（保佐人・補助人）
後見人（保佐人・補助人）の役割

⇒ あらかじめ本人の同意を得ている特定の法律行為について、本人
に代わって契約する
【特定の法律行為とは】「代理行為目録」にて認められた行為

※ 後見人については本人の同意がなくても全ての法律行為を代理す
る権限を持っています。



９ 後見人ができること、できないこと

できること
・本人の資産や財産を保全し、管理する

・本人の代わりに年金の手続きや相続の手続きなどを行う

・本人の代わりに賃貸契約や入所契約を行ったり、費用を支払う

・本人に必要な介護サービス等の契約を行い、費用を支払う …など

できないこと
・本人のために毎日の買い物や食事の支度を行う

・賃貸契約、入所契約の際に身元保証人になる

・病気やけがで手術等が必要となる場合に医療行為に同意する

・本人にのみ決定が可能な行為（結婚、離婚、遺言等）について代理す

る …など
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10 成年後見の注意点

【財産管理上の原則】
被後見人の財産からの支出は被後見人のために行われなければならない

☆たとえば…「同居していた家族の生活費はどうなるか」

30

パターン1
配偶者と未成年の家族

生活費

被後見人 家族

パターン２
同居の成人した家族

生活費

被後見人 家族



11 申立てに必要な書類や費用

申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次のとおり
です。

・ 申立書

・ 診断書（成年後見用）

※ 鑑定が必要な場合は鑑定料

・ 申立手数料（８００円～２，４００円）

・ 登記手数料（２，６００円）

・ 郵便切手（3，7００円）

・ 本人の戸籍謄本 など

31



12 法定後見制度の流れ

申立て
審問・
調査・
鑑定等

法定後見の開始の
審判・成年後見人等

の選任

審判の確定
（法定後見の
開始）

４カ月以内

本人の陳述聴取など
成年後見人等候補者の
適格性の調査など 32



13 任意後見制度とは

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断
能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらか
じめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の
生活、療養看護や財産管理に関する事務について代
理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成
する公正証書で結んでおくものです。

33



14 任意後見契約の流れ

契約

家庭裁判所が任意
後見監督人を選任

家庭裁判所
任意後見監督人

監督

本人
（判断能力が
あるうちに）

任意後見人

選任

解任

公証人の作成する
公正証書

34



～ 最後に ～

何かご不明な点があれば、

市権利擁護・成年後見センター

27－8571（直通）

にお電話ください！
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