
 

 

 

 

 

  

 

 
  

群馬抑制廃止研究会 会長 加藤 綾子 
 

このたび、18年間務めさせていただいた会長の職から退くこととなりました。

私が重責である会長職を続けることができたのは、ひとえに会員の皆さまや役

員の皆さまのご支援とご協力があったからです。心から感謝申し上げます。 

振り返れば、18年前に当時の初代会長であった角田先生から会長職を引き継

がせていただいた時は、介護保険制度がはじまり 4 年経過したところで、「高

齢者の尊厳」が位置づけられる中、「認知症の方に対するケアの質」が問われ

るようになりました。 

皆さまと研鑽を重ね試行錯誤する中で、群馬抑制廃止研究会の研修会や例

会・シンポジウムでは、ディスカッション・研究・施設の取組み・見学などが活発に行われました。

自分たちだけでは解決できないことは有識者の先生方による講義などからたくさん学ぶことがで

きました。私も多くの方と熱く語り合い、知識、技術を学びました。「抑制が無いことが当たり前・

高齢者への質の高いケアを目指す」を共通目標として自身のケアに重い責任と小さな誇りを持ち歩

んできました。 

このような共通目標のもと、志を共にする会員で構成されているこの研究会はとても意義のある

任意団体であると思います。よいところは残しながら進化していく、これからもそんな研究会であ

ってほしいと願っております。群馬抑制廃止研究会がさらなる飛躍、発展をしていくことを期待し

ております。またいつか皆さまとお目にかかる日を楽しみにしています。大変お世話になりました。 

                                                                                        

会長退任のご挨拶 

平成 17 年度総会 平成 23年度総会 平成 30年度例会 

令和 2年度オンライン研修会 令和 4年度総会 

平成 21年度総会 



令和 3 年度 群馬県委託事業 身体拘束廃止に関する事例等報告検討会事業 

令和 3 年度 認知症ケアに関する研修会報告 

                                                                    

                                                                   

 

 

  群馬県内の高齢者施設における認知症ケアの質の向上を推進するために行われる研修です  

【 開催日程 】 
 

①「 抑制廃止の基礎 」               ④「 抑制廃止の基礎 」 

   日時：令和 3年 10月 7日（木）            日時：令和 4 年 1 月 20日（木） 

②「 抑制廃止の中堅研修（リスクマネジメント編） 」  ⑤「 困難事例への対応 」 

日時：令和 3年 11月 4日（木）                       日時：令和 4 年 2月 24日（木） 

③「 離床センサーについて（実践編） 」        

日時：令和 3年 12月 2日（木）               

※①「抑制廃止の基礎」は前号に研修内容を掲載しております 

【 研修内容 】 
 

② 抑制廃止の中堅研修（リスクマネジメント編）  

講  義 「介護現場のリスクマネジメント 」 

ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 

信州大学 特任教授 本田 茂樹先生 

 

～研修会に参加して～役員報告 （ 幹事 新井 寛之 ） 
 

今回は、ZOOMを使用したオンラインでの研修となり、信州大学・特任教授の本田茂樹先

生に「介護現場のリスクマネジメント」のご講義を賜りました。研修の参加対象が中堅職

員という事もあり、新人職員になぜ身体拘束を行ってはいけないかの説明を行う際、根拠

となる理由から説明いただきました。高齢者虐待防止法に基づいており、身体的・精神的・

社会的弊害があり、行うべき行為ではない。椅子からの立ち上がりが頻回であれば、何故

立ち上がるのか考え、お尻が痛いからなのか、オムツが濡れて気持ち悪いからなのか、忙

しい介護現場の中ではあるが抑制を根性でやめるのではなく、工夫し一手間を入れること

で改善に繋がることもあるので、職員一個人で考えるのではなく、施設全体で取組んでい

くことが重要であるとお話しいただきました。後半はグループワークとして、参加された方がテーマに沿って自

分の施設の現状を活発に意見交換されていました。講義の中で一貫して本田先生がおっしゃっていたのが、自分

一人ではなく施設全体での取組みが重要であるとのことでした。 

また、研修の中で「不適切なケア」を考えるという項目があり、ハインリッヒの法則と同じで 1の顕在化した

虐待には 29のグレーゾーンがあり、更に 300の不適切なケアが存在するとご説明いただきました。日常のケアを

組織全体で考え、見直すことが虐待を発生させないために重要であると再認識することができました。                              

 

 

スライドは令和 3年 11月 4日時点を引用 



③ 離床センサーについて（実践編）  

講  義 「離床センサーについて（実践編） 」 

特別養護老人ホームアミーキ 施設ケアマネジャー 北爪 直樹 

 
 
～研修会に参加して～役員報告 （ 幹事 牧野 寿男 ） 
 

介護ロボットは高額なものが多いが、補助を受けることで導入しやすく、施設

ごとの事情によって保有する台数や種類は異なるが、人材不足の確保や生産性の

向上目的からも導入が進められている。 

介護ロボットの定義は①情報を感知する（センサー系）②判断する（知能・制御

系）③動作する（駆動系）であり、３つの要素を持った知能化した機械システム

である。 

介護ロボットは脳や口や耳、目、手

足などの役割で職員の手助けとなるが、

導入しただけではなかなかうまく行かない。中でも多く導入

されている離床センサー使用の成功には、①導入の目的を間

違えない②導入する前に現場とのすり合わせが大切③導入

にあたり使用の確認やルール決めを行う④使いながら常に

改善を重ねていく、など 4つのポイントを順番通り進めてい

くことが重要となる。つまり、職員の見守りの補助として使

用するなど目的を具体的に持ち、離床センサーを使用して何

をしたいのかを現場と共有し、正しい使い方や性能を理解し

てマニュアルを独自に作成してケアの標準化を図り、PDCA

サイクルでさらによいものとなるように継続的に改善を進

めていくことなどが大切である。 

しかし機械には限界があり、頼りすぎると介護スキルを低

下させる恐れがある。『介護の本質は、尊厳ある生活を支え

ること』を忘れてはならない。 

職員に余裕がなかったり、危険リスクに直面して追い詰めら

れたときに抑制が起こりやすく、そのような場面では威圧的

に注意したり、幼稚な扱いをしたりとスピーチロックになり

やすい。 

離床センサー自体は抑制ではなく、使用した時の職員の行動で判断される。よいケアを実践していく

ためには職員都合のケアとならないように、倫理的な観点で支援していくことが大切。スピーチロック

をしないために余裕を持って対応できる仕組みを作ったり、訪室時のルールを決め、職員都合のケアと

ならないために代替案について検討することなどが重要である。 

グループワークは「ケアの現場の実践を踏まえた討論」として、夜間帯での事例について話し合いを

行った。事例に対して細かい視点で細かく検討し、現場の実践につながる様々な意見が出された。利用

者の自由を奪わないようにアイデアを出し、利用者の状況によってセンサーを使い分けたり、使い方を

工夫したり、勉強会などを実施すると良い。よいケアを行うのは職員個々の取組みだけでは難しいので、

施設全体の方向性を決めるなど組織で対応することも必要である。    

    



④ 抑制廃止の基礎  

講  義 「よりよいケアを提供するために」 

介護老人保健施設アルボース 看護介護部師長  滝原 典子 

講  義  「抑制廃止を実践するための基礎講座」 

介護老人保健施設アルボース 看護介護部師長補佐 木村 聡 

 
 

～研修会に参加して～役員報告 （ 幹事 高井 圭太 ） 
 

令和 4 年 1 月 20 日に「認知症ケアに関する研修会 抑制廃止の基礎」が行わ

れました。最初の講義ではよりよいケアを提供するためにという内容で、冒頭

では自分がどんな思いでこの仕事を始めたのかと問いかけから始まりました。

様々な職種が入り混じり、現場での時間に追われ、効率性を求め、事故におび

える毎日。一日が無事に済み終れればと考えている方もいるかと思います。で

すが、そこにご利用者はいるのでしょうか。自分がこの仕事を始めた時の気持

ちや行動が、今でも持続できている方はそう多くないと思います。もう一度自

らを振り返り、誰の為のケアなのかということを考え、自分たちが変えようと

思わなければ現状は何も変わらないというメッセージが講義を通して伝わってきました。 

次の講義では、抑制廃止の基礎として緊急やむを得ない場合の 3要件や、身体拘束禁止の対象となる

具体的な行為、また廃止に向けての方法、身体拘束廃止を取組む事例報告等、すぐに現場で活かせるも

のが多かった気がします。この中で言われていたのが身体拘束を「事故防止対策」「安全対策」として

容易に正当化しない、高齢者の立場に立ってその人権を保障しケアを行う基本姿勢が大切という話があ

りました。転倒や転落がなければいいに決まっています。では、安全・安楽・安心を求め身体拘束をす

ることでご利用者の尊厳は守れていますか。その人を知り、気持ちを考え、抑制に頼らないケアを徹底

していくことが大事なのではないかと感じます。 

グループワークでは、身体拘束、スピーチロック、ドラッグロックの３つの事例について各グループ

で検討しました。そこでは間違ったケアがわからない、お互いに注意できないなど、普段から不安に思

っていることや、ご利用者をどうやって抑制から守ろうかと議論が行われており、皆さまの心の声がよ

り鮮明に伝わってきました。よくないこととわかってはいてもご利用者の認知症の症状や、それらを取

り巻く環境、職場の風土等で流されてしまっていることがあると思います。もう一度、誰の為にケアを

提供しているのか、この仕事をする上で何を大切にしなければならないのかを改めて再確認し、それぞ

れの職場で活かしていけたらと思います。        

  
 

身体拘束を「事故防止対策」「安全対策」

として安易に正当化しないこと

高齢者の立場に立って その人権を保障

し ケアを行うという基本姿勢を持つこと

が大切である

抑制廃止を実践するために・・

             

緊急やむを得ない場合の対応

※３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場合

非代替性
生命または身体を保護する観点から 身体拘束以外に代替え
手法がない場合

一時性 身体拘束は必要とされる最も短い拘束時間とする

  



 

⑤ 困難事例への対応  
講  義 「困難事例への対応」 

～行動モデルから認知症者の心理･行動を考える～ 

  公益財団法人脳血管研究所美原記念病院 看護部 

老人看護専門看護師 河端 裕美先生 
 
 

～研修会に参加して～役員報告 （ 幹事 佐藤 由子 ） 
 

2 月 24 日に開催された「認知症ケアに関する研修会 困難事例への対応」では、老人

看護専門看護師である河端裕美先生による、行動モデルから認知症高齢者の心理・行

動を考える講義があった後、その行動モデルから困難事例を分析的に理解して対策を

考えるグループワークがありました。 

講義では、認知症の方の行動を理解するための 3 つのモデルについて説明がありま

した。3 つのモデルとは、1．人間の行動には、人間側の要因と環境側の要因が関係し

ているとするレヴィンの行動の法則、2.人は自分の理解した心理的空間に基づいて行

動を決定しているとするコフカの心理的空間、3.人は利益が大きい方を選択するとい

う河野の意思決定の天秤モデルであり、認知症の行動理解に重要なモデルとして大変参考になりました。 

グループワークでは、転倒事故を起こしてしまう認知症高齢者の事例について、3 つのモデルを使った行

動理解をした上で対応方法を話し合いました。初めは、モデルに沿って行動を分析するということが難しく

話が止まってしまうグループも見受けられましたが、次第に活発な意見交換がなされ、各グループとも様々

な対応策を導き出していました。同じ題材、同じ課題でも、グループによって異なる意見にまとまっており、

多くの見方に触れることも大変勉強になると感じました。 

 実際に困難事例にあたることはよくありますが、短絡的に解決策を考えるのではなく、多くの知識や見方

を基に考えを深めていくことで、よりよいケアの方法を見つけ出せるのではないかと感じる研修でした。ま

た、最後に河端先生がおっしゃっていた、「わかったつもりにならないこと」という言葉が印象的でした。

認知症高齢者を理解しようとすることは大切な姿勢ですが、理解したつもりで終わってしまうのではなく、

一人ひとりの気持ちをもっとよく知ろうとする姿勢、寄り添う姿勢を持ち続け、個々に合った対応を模索し

ていくことが大切なのではないかと思います。今回の研修会で得られたことを、今後のケアに活かしていき

たいと思います。 
 
 
 
 

「困難事例への対応」アンケート報告 

※アンケート記載内容を抜粋して報告します 
 

本日の研修を受講し、今のあなたならどのように対応できると考えられますか。  

◆施設内のルールはあるが、個別ケアとして関わり方の工夫や、他の職種にも情報を共有して定期的にケアを見直して

いきたい。認知症の進行具合や日中の過ごし方で睡眠状況にどのように関係するのかも、現場に提起してみたい。（周

りを巻き込みたい） 

◆車椅子からのずり落ち事故は防げるようになりましたが、ご本人の行動やニーズについて、もう少しアプローチの仕

方があったのではないかと感じました。ご利用者の行動にもニーズや理由や根拠がしっかりとあるので、聞いても分

からないことが多いですが、行動や環境などのアセスメントと分析をしっかりと行えば、違う答えが出ていたかもし

れないと思いました。 

◆それぞれ生きた時代や生き方はさまざまであるため、その方の背景を知り、行動の理解を深めることで、違った視点

からの介護技術が生まれるのではないかと思いました。誰しも高齢になり、自分の事が自分でできないことへのもど

かしさ、悔しさあると思います。それを受け止めた上で、１人ひとりの違った関わり方ができるようになりたいと思

いました。 



 
 

 

 
 

<演題内容>   

演題 1「コロナ禍における新たな法的問題」  
演題 2「転倒事故と拘束のボーダーラインを考える」  

介護・福祉系法律事務所 おかげさま 
弁護士 外岡 潤 先生 

                                                                                                                                                
 
演題 1「コロナ禍における新たな法的問題」 （ 幹事 金子 渡 ） 
 

コロナ禍の現在だけではなく、コロナ終息後も様々な問題があることを認識できた講演

でした。 

まず、コロナ禍における家族の面会や外出をどこまで規制できるかです。制限の法的根

拠は施設管理権（施設管理権限者が所有する施設を包括的に管理する権利）であり、患者

や入所者、家族の面会権は憲法 13 条の「個人の尊重、幸福追求権」にあたるという法律

論は頭の片隅に入れておきます。その上で、面会制限や直接面会時にワクチン接種の有無

を確認している施設が多い中で、今後どのように対応するかが課題であると思います。国

は接種を理由に差別的にならないようにと言いますが、施設が接種していない家族の直接

面会は慎重になるのは当然と考えます。 

次に、リモート面会時の個人情報保護についてです。直接面会ができなくても、リモー

ト面会等を実施している施設は多くあります。つながりや交流が心身の健康に与える良い影響を考えると面会は

必要だからです。しかし、他のご利用者の映り込みなどに注意しないと個人情報に触れるという問題があります。

ご利用者の普段の生活状況・態様は個人情報であり、プライバシーとしても保護されなければいけないからです。

こんなこと言ったら、利用希望者の施設見学時もプライバシー見られているよね？と思いますよね。実はそこも

気を付けなければならないところです。 

このような問題を解決する一つの手段が同意書です。感染症まん延時の面会制限の同意、リモート面会時の個

人情報の例外的利用の同意等が必要となります。面会制限の同意をとっている施設はほとんど無いと思いますし、

個人情報についても事例発表や行政との連携等の同意だけなのが現状です。 

施設として約款や規約を見直し、同意書を取り直していくことが必要なのだと感じました。コロナ感染予防や

ベッド調整等で忙しい中で、さらに･･･と思うが、やらなければいけない。群馬抑制廃止研究会の中で情報を共有

し、前向きに一緒に取組んでいきましょう。                        

 

 

演題 2 「転倒事故と拘束のボーダーラインを考える」 （ 副会長 小林 一幸 ） 
 

この講義では、施設内で起きる転倒事故及び事故を防止するための身体拘束について話

されています。 

医療機関を退院し施設入所してくる際、サマリーなどに「不穏なため身体拘束をしてい

た」などと記載があると、そのまま本人状況を確認しないまま安易に身体拘束してはいな

いでしょうか。 

施設入所時に環境変化や認知症状により失見当や不穏になってしまうことは可能性と

してはあるため、利用者の自由と安全をどのように守っていくことができるのかを考えて

いかなくてはいけません。やむを得ず身体拘束が許容されるための三要件は「切迫性」・「非

代替性」・「一時性」と身体拘束ゼロの手引きで言われていますが、この三要件の内容は、

ご利用者の心身状況などをしっかりと把握したうえで要件であることを理解しなければ

なりません。日頃からご利用者の心身状況などの状況把握を行い、状況結果を予見・回避する可能性を考えてい

くことで、リスクの結果回避ができるようになり、回避回数が多くなることで事故防止につながっていきます。 

施設としてはご利用者に入所していただくにあたり、重要事項説明書などで転倒リスクなどご本人・ご家族に 
 

「身体拘束廃止に関する研究会」報告 
【Web 開催（視聴期間：3月 7日～3 月 14日）】 
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説明を行っていると思いますが、その時はわかっていても期間が長くなると忘れてしまったりすることもありま

す。日ごろからのご本人・ご家族とのコミュニケーションを十分に図っていくことで回避できることもあります。 

さらにやむを得ずご利用者へ身体拘束を行わざるを得ない場合は、三要件を基準に身体拘束の状況をしっかりと

記録として残していくとともに、どうしたら非拘束時間延長及び拘束廃止ができていけるのかをカンファレンス

などを定期的に行い検討していくことも必要です。 

施設内で使っている安全器具などについては、ご本人の状況を見て、機器の特性や使用方法などを理解し、リ

スクマネジメントに有効なツールとして利用していくことが必要です。 

転倒事故や身体拘束については、介護スタッフなどの取組みも必要ですが、施設としての方針をしっかりと打

ち出し、施設全体として考えていく必要があります。 

ケースカンファレンスでも本人状況をしっかりと把握し情報共有していくこと大切です。 

この講義を通してルーティン業務について考えてみてはいかがですか？      
     

 
 
 
 
 
～コロナ禍における面会制限について～ （ 幹事 髙橋 陽子 ） 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による面会制限は、患者さんまたは利用者さん

とご家族、医療者・医療現場あるいは施設等、それぞれにさまざまな影響を及ぼしてい

ます。今回の講演内容は、コロナ禍における面会制限等から発生する問題について、法

的な視点からも理解することの重要性、さらに改めてコロナ禍における面会制限につい

て振り返る機会となりました。 

 特に印象深かった内容は、コロナ禍における家族との面会をどこまで規制できるのか

といったことです。当院における家族との面会制限は、警戒度レベルに応じて異なりま

すが、オンライン面会を行ったり、また看取りや急変時の際は、主治医の許可のもと感

染防止対策を実施したうえで対応しています。しかし、患者さんやご家族のなかには、

面会制限についての必要性を丁寧に説明してもなかなかご理解いただけなかった方も少

なくありませんでした。そういった際に、面会制限の法的根拠として、施設管理権があるといったことを自分自

身が理解したうえで説明することが必要であることを認識した機会となりました。 

令和 3年においては、社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について、面会者からの感染

を防ぐことと、ご利用者、ご家族の QOL等を考慮し、対面での面会を含めた対応を検討するとの方針が示されま

した。このことによって、病院における面会はまだ手探り状態のなか、高齢者施設では面会制限が緩和され、病

院よりも早くからタブレットを活用したオンライン面会が積極的に行われるようになりました。患者と家族の時

間を大切にしてほしいと願っている看護師にとって、面会制限を課さなければならなかった状況下において、オ

ンライン面会の実現は、患者と家族の QOLを向上する新たな試みであったと思います。遠方に住む高齢者や海外

在住のご家族、なかなか面会にくることが難しいご家族にとってオンライン面会の普及は新たな家族ケアのあり

方でもあると思います。                                
 
 
 
  

「身体拘束廃止に関する研究会」感想報告 

※感想記載内容を抜粋して報告します 
  
演題 1「コロナ禍における新たな法的問題」について、感想をお願いいたします。  

◆この講演内容は、当施設でも度々問題となります。コロナ禍では、感染予防は当然必要ですが、面会や外出制限との

バランスのとり方が非常に難しく、また、ワクチン未接種者やスタッフのプライバシーでの行動制限についても一方

的な対応とならないよう苦慮しています。今回の講演を参考に改めてマニュアルを整理したいと思います。 

◆面会やワクチン接種の問題については国は努力義務を設けているものの、最終的に運用方針を決定するのは各事業所

の判断になるということ。施設はマンパワーの問題もあり、感染予防対策だけでも時間が割かれる現状で、面会対応

に手間をかけることは大きな負担になることは確かだと思います。ご家族の心情を察すると面会や外出を全面禁止に

することはまずいと思いますが、事業所の苦労は絶えませんね。 

演題 2「転倒事故と拘束のボーダーラインを考える」について、感想をお願いいたします。 

◆介護施設での身体拘束は、すべて不可と捉えられがちだが、ご利用者の安全を守るためには、「身体拘束が許容され

る三要件」を満たす範囲で必要になる場合もあることを再認識しました。また安全器具類を使用することでも転倒事

故回避につながるため、ご利用者・ご家族同意のうえで必要に応じて適宜使用を検討しようと考えます。 

◆センサー使用は危険度が高い人を優先するものと思いそのように運用していましたが、外したことにより前者が転倒

骨折したらどうするのかと疑問に思っていました。今回の講義で「後からリスクの高い方が入所しても先に使用して

いる人が優先される」ということがわかり、大変勉強になりました。今後の運用にも反映していきます。                               



                                                                         

 

★特別養護老人ホーム 

 

 ★介護老人保健施設 

 

 ★病院 

 

★その他 

 

 

 

 

 
 
 
 
 入会のお願い 
 

群馬抑制廃止研究会が設立して 21年目を迎えることができたのも、多くの方のご理解とご協力によるものだ

と思います。現在、管理者から現場のスタッフまでさまざまな職種の方が会員として参加してくださっていま

す。皆さまそれぞれの立場で大変な努力をされていることと存じます。その思いを実らせて更に活動の輪を広

げていくことが大切だと思います。多くの皆さまのご入会をお待ちしています。 

群馬抑制廃止研究会事務局 
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アミーキ ヴィレージュ 桜桃園 ことぶきの郷 サンライフアネックス 

ホピ園 ゆたか    

赤城苑 旭ヶ丘 アルボース いずみの里 ウエルライフ三愛 

うららく 鬼石 金山 銀玲 ケアピース 

宏愛苑 ココン 聖寿園 大誠苑 たまむら 

ふじあく光荘 武尊荘 まゆ玉 陽光苑  

伊勢崎福島病院 黒沢病院 駒井病院 須藤病院 角田病院 
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株式会社ヴァティー     

入 会 随時受付。個人会員と施設単位などでご入会いただく 

    賛助会員がございます。 

会 費 個人会員  年会費 1,000円 入会金 1,000円 

賛助会員  年会費 10,000 円 
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