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獲得目標
•やむを得ない理由による身体拘束の要件を理解
する。

•主に肢体不自由のある利用者に対する身体拘束
と座位保持装置等の使用に関する考え方を理解
する。

•行動障害のある利用者に対する行動制限の廃止
に向けた適切な支援のあり方について理解する。



内容
１.身体拘束の廃止に向けて

２.やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

３.座位保持装置等に付随するベルトやテーブルの

使用

４.身体拘束としての行動制限についてとその例

５.行動障害のある利用者への適切な支援



１．身体拘束の廃止に向けて

•障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者
の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する
行為とされています。

• なぜ、身体拘束は虐待に該当するのでしょうか？

• なぜ、身体拘束は廃止しなければならないので
しょうか？



１．身体拘束の廃止に向けて

全ての人々には自分自身の意思で自由に行動し、
生活する権利があります。

身体拘束は、その人の意思に関わらず、自由を奪
い、行動を抑制または停止させる行為であり、能力
や権利を奪うことにつながりかねない行為です。



１．身体拘束の廃止に向けて

• 車いすやベッドなどに縛り付ける。

• 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける。

• 行動を制限するために介護着（つなぎ服）を着せる。

• 支援者が自分の体で利用者を押さえつけ行動を制限
する。

• 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用さ
せる。

• 自分の意志で開けることのできない居室などに隔離す
る。

身体拘束の具体例



１．身体拘束の廃止に向けて

•身体拘束は様々な悪循環をもたらします！

不安や怒り、あきら

め、屈辱、苦痛と

いった精神的弊害

関節の拘縮や筋力

の低下、褥瘡の発

生等の身体的弊害

本人の尊厳を侵害

職員の自信喪失に

よるモチベーション、

支援技術の低下

家族への

精神的負担



１．身体拘束の廃止に向けて

身体拘束の廃止は本人の尊厳を回
復し、悪循環を止める、虐待防止に
おいて欠くことのできない取り組みで
す！

結論



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

•障害者総合支援法に基づく「指定障害者支援施設
等の人員、設備並びに運営に関する基準」等には、
「緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行っ
てはならない」とされています。

•緊急やむを得ない場合とはどういう場合でしょう
か？

•緊急やむを得ない場合であれば身体拘束をしても
よいのでしょうか？



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

「支援の工夫のみでは十分に対応でき
ないような、一時的な事態に限定」

緊急やむを得ない場合とは、

安易に身体拘束を行わないように、慎重
に判断！



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

•利用者本人または他の利用者等の生命、身体、

権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。切迫性

•身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替

する方法がないこと。非代替性

•身体拘束その他の行動制限が一時的であるこ

と。一時性

＊以上、３つの要件をすべて満たす必要があり、その場合で
あっても、身体拘束を行う判断は組織的かつ慎重に行います。



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

• 本人の生命・身体・権利が脅かされる可能性が著しく高く
切迫している。

• 他の利用者の生命・身体・権利が脅かされる可能性が著し
く高く切迫している。

• 身体拘束が及ぼす悪影響についても考える。

• それでもなおかつ、身体拘束しないと生命・身体・権利が危
険にさらされ、支援の工夫だけでは十分対応できない場合。

＊ご本人・他の利用者以外の職員等の生命・身体・権利が

脅かされる可能性については？

切迫性



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

• 身体拘束以外のすべての方法を検討したけれど、ご本人
並びに他の利用者等の生命や身体を守る方法がないと、
皆で話し合って確認することが必要。

• 拘束の方法も最も制限（リスク）の少ない方法を考えること。

非代替性

一時性

• ご本人の状態、他の利用者や環境状況等しっかり見通しを
立てる必要がある。

• 最短時間で済むように考えること。



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

• 「支援の難しい人だから、やむを得ない」

• 「安全と安心のためには、やむを得ない」

• 「人手不足だから、やむを得ない」などなど

例えば、・・・

「やむを得ない」と最初からあきらめたり、理由を探
したりしていないでしょうか？



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

•要件と手続きを踏めば免罪符となるわけではあ
りません。

•常に「誰のために」「何のために」「他によい方法
はないのか」等、繰り返し自問することが大切で
す。

「身体拘束の判断は組織的かつ慎重に
行います」

第４の要件といえるべきもの



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

• 個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する
必要があります。

• この場合、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援
管理責任者、虐待防止マネージャー等が出席することは
大切です。

• 会議にて身体拘束の原因となる状況の分析、解消に向け
た取り組みや目標とする解消の時期などを検討します。

• 個別支援計画には身体拘束の態様及び時間、緊急やむを
得ない理由などを記載します。

①組織による決定と個別支援計画への記載



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

①組織による決定と個別支援計画への記載



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

①組織による決定と個別支援計画への記載



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

• 身体拘束を行う場合は、適宜利用者本人や本人の権利を
守れる方々に十分説明し、了解を得ることが必要です。

• 説明は身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由
など、分かりやすい説明が必要です。

②本人・家族への十分な説明

③行政への相談、報告

• 検討段階で市町村虐待防止センター等、行政に相談・報告
して支援についての理解を得ることも重要です。

• 事業所で問題を抱え込まず、関係機関と連携することも有
意義です。



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

• 身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等
必要な事項を記録します。

• これまでの対応を検証し、今後を考えるためにも重要です。

• 何より記録はその人のためであり、職員・施設・事業所等
のためでもあります。

• 記録の様式は様々です。

• 記録は義務化されており、記録がなければ身体拘束廃止
未実施減算が適応されますし、監査等でも指摘されます。

④必要な事項の記録



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

④必要な事項の記録



２．やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き



３．座位保持装置等に付随するベルトや
テーブルの使用

• 身体に重度の障害のある

人の中には、身体の状態

に合わせた座位保持装置

や車いすを医師の意見書

等によりオーダーメードで

製作し、使用されている方

がいます。
• これらの座位保持装置等にはベルトやテーブルが付属
していることが多くあります。

• ベルトやテーブルを使用することは身体拘束に該当する
のでしょうか？



３．座位保持装置等に付随するベルトや
テーブルの使用

• 「本人の身体の機能や行
動を制限する目的で行わ
れる身体拘束」

一律に身体拘束と判断することは適切
ではありません。身体拘束か否かは、目的に応
じて適切に判断することが求められます。

結論

• 「座位保持を目的に行われ
る座位保持装置の使用」≠

座位の安定、移動の自由、快適な暮らしを維持する
ために、本人の意思で、適正な手続きを踏み、適宜
見直されていれば、「身体拘束」同様の詳細な記録
は求められていません。



３．座位保持装置等に付随するベルトや
テーブルの使用

・ベルトやテーブルは、使用することで体幹
が安定し、本人の意思に基づいて四肢が動かしやす
くなることや日常生活の向上等の効果も意図されて
います。

・ベルト等を外すことで、利用者本人が怖い思いをし
たり、危険だという理由でベッドに寝かせきりになって
しまうような不適切な支援はむしろ虐待を助長する行
為となります。

理由



３．座位保持装置等に付随するベルトや
テーブルの使用

• ご本人（場合によってはご本人の権利を守る方）と医師や
専門職等との協議と同意が必要です。

• 医師等の意見を踏まえた、個別支援計画書へ記載は不可
欠です。

• 目的に沿った記録が必要です。

• 漫然と長時間放置するような行為は身体拘束に該当する
場合もあります。

• 同一姿勢による二次障害や褥瘡の予防にも取り組んでく
ださい。

• 適切なケア、対応を行い、常に見直すことでケアの質を上
げる努力が大切です。

留意点



３．座位保持装置等に付随するベルトや
テーブルの使用

• 「ケア記録等へに記載については、必ずしも身体拘束を行
う間の常時の記録を求めているわけではなく、個別支援計
画に記載がない緊急やむを得ず身体拘束を行った場合に
は、その状況や対応に関する記載が重要である」と明記さ
れています。

障害福祉サービス等報酬に係るQ&A（H31.3.29付）

• 医師の意見書等を踏まえ、目的に応じて取り扱われており、
個別支援計画書等への記載があれば、逐次のケア記録等
への時間等の記載は求められていません。



４．身体拘束としての行動制限について

• 障害者支援施設等において、特に行動障害のある利用者
が興奮して他の利用者を叩く、噛みつく等の行為や自分
自身の顔面を強く叩き続ける等の行為を見せることがあり
ます。

• そうした際、やむを得ず行動制限を行わざるを得ない場面
があります。

• 行動障害のある人とは一体どういった人でしょうか？

• 行動障害のある人の行動は本当に問題なのでしょうか？



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、

多動など本人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動

が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支

援が必要になっている状態です。

強度行動障害とは

強度行動障害は、もともとの障害を指すのではなく、そ

の人の「状態」を差します。「状態」ですので、良くなったり

悪くなったり、現れたり消失したりすることもあります。



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

放課後デイサービスの活動の一環で、数人の子どもたちと買い物
体験に来ていた自閉スペクトラム症のＡさん。たまたま通りがかった
男の子Ｂさんを押してしまいました。突然の行動に一緒にいたスタッ
フのＣさんは驚いてしまいました。

このとき、困っているのは誰でしょう？

パークプレイスでの一場面

「訳のわからないまま押されてしまったＢさん」「Ａさんを支援して
いるスタッフのＣさん」と答える人が多いかもしれません。

でも実は、Ａさんも困っているのです。



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

なぜなら、Ａさんはパークプレイスのようなにぎやかな環境が苦手な
ほか、そういった環境にいつまでいなければいけないのかが分から
ないからです。

パークプレイスでの一場面

「うるさくていやだよ～」「いつまでここにいなければいけないの？」

「早く帰りたいよ～」・・・。障害により、こういった気持を言葉で上手に

伝えることができないのです。

その困り具合を“目の前を通った子（Ｂさん）を押す”という行動で表

現してしまったのです。



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

『障害からくる苦手さ』

• 先を予測することが難しい

• 見えないものの理解が難し
い

• 話し言葉の理解が難しい

• 抽象的であいまいな表現
の理解が難しい

• やり取りの量が多いと処理
が難しい

• 聴覚の過敏や鈍麻がある

• などなど

不安や緊張

から「逃れたい」

を「伝えたい」

に「気付いてほしい」

でも方法がわからない

不安 緊張

気持ちを行動で表す



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

身体拘束がさらなる身体拘束へ

職員の行動障害に対する知識や
支援技術が十分でない場合、行
動制限に頼ってしまうことも起こり
えます。

押さえ付ける職員に対し、恐怖や
怒り、苦痛といった感情が生まれ
ます。また、職員は一旦効果が
あったと感じる場合もあります。

本人の尊厳を侵害し、精神的弊
害を与えるだけでなく、家族へも
大きな負担を与えてしまいます。

誤った支援を繰り返した結果、利
用者の「問題行動」はさらに強く
なり、職員はより強い行動制限で
対処するといった悪循環に陥りま
す。



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

知的障害を伴う自閉スペクトラム症のＡさん

適切な支援がない場合

「うるさいのが苦手」「いつまでここにいなければいけないのかわからない」

苦手な環境が続く（言葉でうまく伝えられない）

（自分の気持ちを表すために）近くを通った子を押す

ショッピングモールから立ち入りを断られる

買い物ができない

行動が制限され、生活の範囲が狭まる



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

知的障害を伴う自閉スペクトラム症のＡさん

適切な支援がある場合

・騒がしくない時間帯に店に行く。 ・いつまでいるのか本人に分かるように伝える。

「わかる」「快適」

「充実」「安心」

・外出を楽しむ ・別の店でも買い物ができる

社会参加が進む

地域の中で安心して幸せな生活ができる

「合理的配慮」



４．身体拘束としての行動制限についてとその例

強度行動障害の状態になっている人は、

「困った人（子）ではなく、「困っている人（子）」

＝合理的配慮が必要な人

強度行動障害のある人の支援の目的

【支援の３つの目的】

・強度行動障害の状態にならないよう予防します。

・強度行動障害の状態を軽減します。

・社会参加を進めます。

＊強度行動障害を予防するために、幼児期・児童期の適切なかかわりは大切です。



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（1）強度行動障害の状態にある人が虐待に遭いやすいこと



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（1）強度行動障害の状態にある人が虐待に遭いやすいこと

強度行動障害の状態になりやすいタイプ

• コミュニケーションが苦手で自分の体調不良や対人不安をうまく
伝えられない人

• 他の人は気にならない感覚（明るさ、音、肌触り、臭い、気圧や温
度など）に過敏で不快感を持ちやすい人

• 過去のイヤな記憶を思い出してしまいやすい人
• など

• 「整理された環境の中で」、
• 「医療と連携しながら」、
• 「リラックスできる強い刺激を避けた環境で」、
• 「一貫した対応をできるチームを作り」、
• 「自尊心を持ちひとりでできる活動を増やし」、
• 「地域で継続的に生活できる体制づくりを進める」

必要な支援の枠組み



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（1）強度行動障害の状態にある人が虐待に遭いやすいこと

支援の基本を考える

①PDCAサイクルで支援を継続的に見直し

②ICF（国際生活機能分類）の活用

③氷山モデルの視点でとらえる

①PDCAサイクル ②ICF（国際生活機能分類）

③氷山モデルシート



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（2）強度行動障害支援者養成研修があること



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（2）強度行動障害支援者養成研修があること



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（3）強度行動障害を有する人たちに対する支援者の人材育成について



５．行動障害のある利用者への適切な支援
（3）強度行動障害を有する人たちに対する支援者の人材育成について



ご清聴ありがとうございました！

援助関係においては援助者側が相対的に強く、被援助
者側が相対的に弱いという「力の非対称性」が生まれます。

そのことは普段の支援の中ではあまり感じないかもしれ
ませんが、折に触れて自身の支援のあり方を振り返ることは
とても大事なことであると感じます。

それを同じ職場の同僚であったり、同じ職種の人たち同
士で話し合うのはさらに有意義だと思います。今回、この資
料を作るにあたって特にそのことを強く感じました。

最後に
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