
令和４年度第１回横浜市医療安全研修会

第１部 横浜市の高齢者虐待について
講師：横浜市 健康福祉局 高齢在宅支援課

第２部 高齢者の権利擁護
～認知症への理解から高齢者虐待を防ぐ～
講師：介護老人保健施設みどりの杜 武藤とみ子 氏



第１部

横浜市の高齢者虐待について

横浜市 健康福祉局 高齢在宅支援課



高齢者とは

◆老人福祉法
◆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

に基づき、65歳以上の者をさす



高齢者虐待とは

根拠法令
◆高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律
（高齢者虐待防止法）
◆老人福祉法

定義
◆養護者による虐待
◆養介護施設従事者等による虐待



養護者とは

「高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者等以外のもの
（法２条２項）」

◆現に高齢者の世話をしている家族・親族、同居人などが該当
◆「現に養護する」
同居しているだけではなく、高齢者の日常生活において何らかの世話をしていること

と解される
◆「何らかの世話」
金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、高齢者の生活に必要
な行為を管理したり、提供している



養介護施設従事者とは

◆養介護施設または養介護事業の業務に従事する者
（法２条５項１号、同項２号）
→施設従事者やサービス事業者等からの虐待

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、
認知症グループホーム、居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）、
地域包括支援センター ・・・・・など



高齢者虐待の類型
類型 内容 具体例

身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛
みを与える行為や、外部との接触を意図
的、継続的に遮断する行為

平手打ちする、つねる、殴る、蹴る、やけどさせる、打撲させる、無理矢理口に食事
を入れる、ベッドに縛り付ける、内鍵や外鍵をかけて出られなくする（身体拘束）、
意図的に薬を過剰服用させる 等

介護・世話の
放棄放任

（ネグレクト）

意図的であるか、結果的であるかを問わ
ず、介護や生活の世話を行っている家族
が、その提供を放棄または放任し、高齢
者の生活環境や、高齢者自身の身体・
精神的状態を悪化させていること

入浴せず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている、水分や食事を十分に
与えられず空腹状態が長時間にわたって続き、脱水症状や栄養失調状態にある、
室内にごみが放置され劣悪な住環境の中で生活させる、高齢者本人が必要とす
る介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない 等

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、
無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒
的に苦痛を与えること

排泄の失敗を嘲笑して人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる、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、意図的に無視する、入所者を
車いすやベッド等から移動させる際に必要以上に身体を高く持ち上げた 等

性的虐待 本人との間で合意がなされていない、あら
ゆる形態の性的な行為またはその強要

排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、介護のしやすさを重視
して下着のまま放置する、キスや性器への接触、セックスの強要、裸の入所者の姿
を携帯電話で撮影する 等

経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、
本人の希望する金銭の使用を理由なく
制限すること

日常生活に必要な金銭を渡さなかったり使わせなかったりする、本人の自宅等を無
断で売却する、年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する 等



R2 全国の相談通報件数、虐待判断実績
（養護者による高齢者虐待）

◆相談・通報件数は増加傾向、虐待判断件数は横ばい

◆相談・通報者は警察からの通報が最も多く、次いで介護支援専門員
（ケアマネジャー）が多い

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



R2 全国の虐待判断実績の内訳
（養護者による高齢者虐待）

◆最も多かった虐待の種別は身体的虐待

◆被虐待者の性別は女性が８割近い

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



横浜市の実績（養護者による高齢者虐待）

◆新規の相談・通報件数が年々増加傾向
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R2 横浜市の実績（養護者による高齢者虐待）

◆相談・通報者は警察からの通報が最も多い



R2 横浜市の実績（養護者による高齢者虐待）

◆最も多かった虐待の種別は身体的虐待
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25年度実績

		

		平成25年度　横浜市高齢者虐待防止事業実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング

				平成23年度 ヘイセイネンド				320件				53件				199回

				平成24年度 ヘイセイネンド				373件				59件				224回

				平成25年度 ヘイセイネンド				392件

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		31		6		37		66		114		18		14		20		1		18		6		4		6

		3		虐待と認定した相談の内訳 ギャクタイニンテイソウダンウチワケ										N＝291

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待		186

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待		99

				平成25年度 ヘイセイネンド		186				99				0				75				72																						性的虐待		0

																																												経済的虐待		75

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								ネグレクト		72

				男性 ダンセイ		75

				女性 ジョセイ		216

				合計 ゴウケイ		291

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		2														自立 ジリツ				1

				65-69歳 サイ		25														要支援１ ヨウシエン				3

				70-74歳 サイ		39														要支援２ ヨウシエン				14

				75-79歳 サイ		64														要介護１ ヨウカイゴ				42

				80-84歳 サイ		75														要介護２ ヨウカイゴ				56

				85-89歳 サイ		54														要介護３ ヨウカイゴ				46

				90歳以上 サイイジョウ		27														要介護４ ヨウカイゴ				39

				不明 フメイ		5														要介護５ ヨウカイゴ				23

																				申請中 シンセイチュウ				19

																				未申請 ミシンセイ				47

																				その他 タ				1

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		38

				自立度Ⅱ ジリツド		79

				自立度Ⅲ ジリツド		63

				自立度Ⅳ ジリツド		15

				自立度Ｍ ジリツド		1

				認知症なし ニンチショウ		22

				不明 フメイ		5

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄 ギャクタイシャゾクガラ

				単身 タンシン				22														夫 オット				43

				夫婦のみ フウフ				51														妻 ツマ				26

				未婚の子と同居 ミコンコドウキョ				119														息子 ムスコ				131

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				46														娘 ムスメ				46

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				24														息子の妻 ムスコツマ				11

				その他 タ				29														娘の夫 ムスメオット				5

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				4

																						孫 マゴ				13

																						その他 タ				11

																						不明 フメイ				1

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		94		32%

				分離せず ブンリ		155		53%

				検討中 ケントウチュウ		27		9%

				その他 タ		15		5%

				合計 ゴウケイ		291		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																						（３）分離していない場合の対応（重複あり） ブンリバアイタイオウチョウフク

				（最初に行った対応）																						助言指導 ジョゲンシドウ						62

				契約による入所 ケイヤクニュウショ				39																		介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						26

				やむを得ない措置 エソチ				4																		プラン見直し ミナオ						36

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				8																		保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						9

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				20																		負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						1

				その他 タ				23																		その他 タ						31

				（行き先について） イキサキ

				教えていない オシ				36

				教えている オシ				58

				（４）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				対応継続 タイオウケイゾク						158

				一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク						71

				終結 シュウケツ						62

				合計 ゴウケイ						291





25年度実績
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弁護士相談　Ｈ17－Ｈ18
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		平成26年度　横浜市高齢者虐待防止事業実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング

				平成24年度 ヘイセイネンド				373件				59件				224回

				平成25年度 ヘイセイネンド				392件				52件				216回

				平成26年度 ヘイセイネンド				398件				60件				245回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		21		9		28		65		90		14		18		31		1		19		9		10		11

		3		虐待と認定した相談の内訳 ギャクタイニンテイソウダンウチワケ										N＝284

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待		191

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待		85

				平成26年度 ヘイセイネンド		191				85				4				59				68																						性的虐待		4

																																												経済的虐待		59

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								ネグレクト		68

				男性 ダンセイ		73

				女性 ジョセイ		211

				合計 ゴウケイ		284

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		2														自立 ジリツ				3

				65-69歳 サイ		28														要支援１ ヨウシエン				8

				70-74歳 サイ		46														要支援２ ヨウシエン				11

				75-79歳 サイ		50														要介護１ ヨウカイゴ				35

				80-84歳 サイ		61														要介護２ ヨウカイゴ				56

				85-89歳 サイ		63														要介護３ ヨウカイゴ				41

				90歳以上 サイイジョウ		34														要介護４ ヨウカイゴ				35

				不明 フメイ		0														要介護５ ヨウカイゴ				27

																				申請中 シンセイチュウ				21

																				未申請 ミシンセイ				47

																				その他 タ				0

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		45

				自立度Ⅱ ジリツド		74

				自立度Ⅲ ジリツド		67

				自立度Ⅳ ジリツド		15

				自立度Ｍ ジリツド		3

				認知症なし ニンチショウ		7

				不明 フメイ		2

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄 ギャクタイシャゾクガラ

				単身 タンシン				10														夫 オット				50

				夫婦のみ フウフ				42														妻 ツマ				16

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				139														息子 ムスコ				140

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				36														娘 ムスメ				50

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				31														息子の妻 ムスコツマ				4

				その他 タ				26														娘の夫 ムスメオット				7

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				5

																						孫 マゴ				7

																						その他 タ				5

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		93		33%

				分離せず ブンリ		138		49%

				検討中 ケントウチュウ		33		12%

				その他 タ		20		7%

				合計 ゴウケイ		284		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																						（３）分離していない場合の対応（重複あり） ブンリバアイタイオウチョウフク

				（最初に行った対応）																						助言指導 ジョゲンシドウ						66

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				49																		介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						17

				やむを得ない措置 エソチ				8																		プラン見直し ミナオ						23

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				8																		保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						8

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				12																		負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						4

				その他 タ				16																		その他 タ						32

				（行き先について） イキサキ

				教えていない オシ				26

				教えている オシ				67

				（４）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				対応継続 タイオウケイゾク						168

				一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク						40

				終結 シュウケツ						76

				合計 ゴウケイ						284
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		平成27年度　横浜市高齢者虐待防止事業実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング

				平成25年度 ヘイセイネンド				392件				52件				216回

				平成26年度 ヘイセイネンド				398件				60件				245回

				平成27年度 ヘイセイネンド				376件				52件				208回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		26		13		40		40		89		12		23		26		0		20		5		15		5

		3		虐待と判断した相談の内訳 ギャクタイハンダンソウダンウチワケ										N＝271

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待 シンタイテキギャクタイ		182

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待 シンリテキギャクタイ		96

				平成27年度 ヘイセイネンド		182				96				1				55				68																						ネグレクト		68

																																												経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ		55

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								性的虐待 セイテキギャクタイ		1

				男性 ダンセイ		59

				女性 ジョセイ		212

				合計 ゴウケイ		271

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		4														自立 ジリツ				2

				65-69歳 サイ		32														要支援１ ヨウシエン				6

				70-74歳 サイ		29														要支援２ ヨウシエン				15

				75-79歳 サイ		51														要介護１ ヨウカイゴ				32

				80-84歳 サイ		71														要介護２ ヨウカイゴ				42

				85-89歳 サイ		50														要介護３ ヨウカイゴ				36

				90歳以上 サイイジョウ		34														要介護４ ヨウカイゴ				28

				不明 フメイ		0														要介護５ ヨウカイゴ				28

																				申請中 シンセイチュウ				21

																				未申請 ミシンセイ				59

																				その他 タ				2

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		39

				自立度Ⅱ ジリツド		71

				自立度Ⅲ ジリツド		44

				自立度Ⅳ ジリツド		13

				自立度Ｍ ジリツド		3

				認知症なし ニンチショウ		16

				不明 フメイ		1

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄 ギャクタイシャゾクガラ

				単身 タンシン				15														夫 オット				52

				夫婦のみ フウフ				50														妻 ツマ				16

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				117														息子 ムスコ				128

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				27														娘 ムスメ				54

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				37														息子の妻 ムスコツマ				8

				その他 タ				25														娘の夫 ムスメオット				6

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				9

																						孫 マゴ				9

																						その他 タ				17

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		64		24%

				分離せず ブンリ		145		54%

				検討中 ケントウチュウ		35		13%

				その他 タ		27		10%

				合計 ゴウケイ		271		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																						（３）分離していない場合の対応（重複あり） ブンリバアイタイオウチョウフク

				（最初に行った対応）																						助言指導 ジョゲンシドウ						64

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				27																		介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						8

				やむを得ない措置 エソチ				5																		プラン見直し ミナオ						28

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				6																		保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						3

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				6																		負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						3

				その他 タ				20																		その他 タ						33

				（行き先について） イキサキ

				教えていない オシ				18

				教えている オシ				46

				（４）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				対応継続 タイオウケイゾク						167

				一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク						45

				終結 シュウケツ						59

				合計 ゴウケイ						271
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		平成28年度　横浜市高齢者虐待防止事業実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング				立入調査 タイチョウサ				警察と同行訪問
（立入調査以外） ケイサツドウコウホウモン				警察との協力
（訪問以外） ケイサツキョウリョクホウモンイガイ

				平成26年度 ヘイセイネンド				398件				60件				245回				―				―				―

				平成27年度 ヘイセイネンド				376件				52件				208回				―				―				―

				平成28年度 ヘイセイネンド				405件				69件				174回				1回 カイ				４回 カイ				26回 カイ

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		33		8		32		84		105		24		27		84		0		20		8		18		12

		3		虐待と判断した280件の相談の内訳 ギャクタイハンダンケンソウダンウチワケ												N=280

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待 シンタイテキギャクタイ		192

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待 シンリテキギャクタイ		83

				平成28年度 ヘイセイネンド		192				83				0				47				62																						ネグレクト		62

																																												経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ		47

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								性的虐待 セイテキギャクタイ		0

				男性 ダンセイ		68

				女性 ジョセイ		212

				合計 ゴウケイ		280

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		4														自立 ジリツ				4

				65-69歳 サイ		25														要支援１ ヨウシエン				6

				70-74歳 サイ		43														要支援２ ヨウシエン				14

				75-79歳 サイ		52														要介護１ ヨウカイゴ				41

				80-84歳 サイ		83														要介護２ ヨウカイゴ				45

				85-89歳 サイ		45														要介護３ ヨウカイゴ				42

				90歳以上 サイイジョウ		27														要介護４ ヨウカイゴ				32

				不明 フメイ		1														要介護５ ヨウカイゴ				18

																				申請中 シンセイチュウ				14

																				未申請 ミシンセイ				63

																				その他 タ				1

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		41

				自立度Ⅱ ジリツド		73

				自立度Ⅲ ジリツド		59

				自立度Ⅳ ジリツド		12

				自立度Ｍ ジリツド		5

				認知症なし ニンチショウ		8

				不明 フメイ		0

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄（複数回答あり） ギャクタイシャゾクガラフクスウカイトウ

				単身 タンシン				21														夫 オット				64

				夫婦のみ フウフ				64														妻 ツマ				20

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				127														息子 ムスコ				115

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				31														娘 ムスメ				59

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				22														息子の妻 ムスコツマ				8

				その他 タ				15														娘の夫 ムスメオット				4

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				8

																						孫 マゴ				8

																						その他 タ				14

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		61		22%

				分離せず ブンリ		140		50%

				検討中 ケントウチュウ		25		9%

				その他 タ		54		19%

				合計 ゴウケイ		280		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																						（３）分離していない場合の対応（重複あり） ブンリバアイタイオウチョウフク

				（最初に行った対応）																						助言指導 ジョゲンシドウ						43

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				25																		介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						7

				やむを得ない措置 エソチ				7																		プラン見直し ミナオ						26

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				2																		保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						4

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				12																		負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						2

				その他 タ				15																		その他 タ						23

				（行き先について） イキサキ

				教えていない オシ				16

				教えている オシ				45

				（４）権利擁護に関する対応状況 ケンリヨウゴカンタイオウジョウキョウ																						（５）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				成年後見制度 セイネンコウケンセイド																						対応継続 タイオウケイゾク								169

				利用開始済 リヨウカイシズ				4																		一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク								56

				利用手続中 リヨウテツヅチュウ				18																		終結 シュウケツ								55

				利用無し リヨウナシ				261																		合計 ゴウケイ								280

				（区長申立について） クチョウモウシタ

				区長申立あり クチョウモウシタ				18

				区長申立なし クチョウモウシタテ				4





		0
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		平成29年度　横浜市高齢者虐待防止事業　個別対応実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウコベツタイオウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング				立入調査 タイチョウサ				警察と同行訪問
（立入調査以外） ケイサツドウコウホウモン				警察との協力
（訪問以外） ケイサツキョウリョクホウモンイガイ

				平成27年度 ヘイセイネンド				376件				52件				208回				―				―				―

				平成28年度 ヘイセイネンド				405件				69件				174回				1回 カイ				４回 カイ				26回 カイ

				平成29年度 ヘイセイネンド				441件				91件				184回				0回				11回				41回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・
親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		37		10		32		84		106		15		34		103		0		26		10		16		11

		3		虐待と判断した282件の相談の内訳 ギャクタイハンダンケンソウダンウチワケ												N=282

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待 シンタイテキギャクタイ		180

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待 シンリテキギャクタイ		109

				平成29年度 ヘイセイネンド		180				109				1				39				76																						ネグレクト		76

																																												経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ		39

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								性的虐待 セイテキギャクタイ		1

				男性 ダンセイ		74

				女性 ジョセイ		208

				合計 ゴウケイ		282

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		9														自立 ジリツ				2

				65-69歳 サイ		27														要支援１ ヨウシエン				15

				70-74歳 サイ		28														要支援２ ヨウシエン				18

				75-79歳 サイ		68														要介護１ ヨウカイゴ				31

				80-84歳 サイ		68														要介護２ ヨウカイゴ				49

				85-89歳 サイ		54														要介護３ ヨウカイゴ				47

				90歳以上 サイイジョウ		28														要介護４ ヨウカイゴ				24

				不明 フメイ		0														要介護５ ヨウカイゴ				21

																				申請中 シンセイチュウ				20

																				未申請 ミシンセイ				54

																				その他 タ				1

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		40

				自立度Ⅱ ジリツド		81

				自立度Ⅲ ジリツド		43

				自立度Ⅳ ジリツド		13

				自立度Ｍ ジリツド		4

				認知症なし ニンチショウ		21

				不明 フメイ		3

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄（複数回答あり） ギャクタイシャゾクガラフクスウカイトウ

				単身 タンシン				14														夫 オット				47

				夫婦のみ フウフ				55														妻 ツマ				23

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				127														息子 ムスコ				108

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				26														娘 ムスメ				74

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				33														息子の妻 ムスコツマ				8

				その他 タ				27														娘の夫 ムスメオット				7

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				7

																						孫 マゴ				13

																						その他 タ				20

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		61		22%

				分離せず ブンリ		153		54%

				検討中 ケントウチュウ		17		6%

				その他 タ		51		18%

				合計 ゴウケイ		282		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																（３）分離していない場合で、経過観察（見守り）以外の対応（重複あり）

				（最初に行った対応）																助言指導 ジョゲンシドウ						50

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				32												介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						12

				やむを得ない措置 エソチ				3												プラン見直し ミナオ						38

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				7												保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						6

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				5												負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						2

				その他 タ				14												その他 タ						20

				（行き先について） イキサキ

				教えていない オシ				23

				教えている オシ				38

				（４）権利擁護に関する対応状況 ケンリヨウゴカンタイオウジョウキョウ																						（５）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				成年後見制度 セイネンコウケンセイド								日常生活自立支援事業（区あんしんセンター） ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウク														対応継続 タイオウケイゾク								175

				利用開始済 リヨウカイシズ				2				利用開始 リヨウカイシ				7										一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク								40

				利用手続中 リヨウテツヅチュウ				12				利用なし リヨウ				275										終結 シュウケツ								67

				利用無し リヨウナシ				268				合計 ゴウケイ				282										合計 ゴウケイ								282

				合計 ゴウケイ				282

				（区長申立について） クチョウモウシタ

				区長申立あり クチョウモウシタ				10

				区長申立なし クチョウモウシタテ				4





		0



ネットワークミーティング開催状況　Ｈ１９
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		平成30年度　横浜市高齢者虐待防止事業　個別対応実績 ヘイセイネンドヨコハマシコウレイシャギャクタイボウシジギョウコベツタイオウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング				立入調査 タイチョウサ				警察と同行訪問
（立入調査以外） ケイサツドウコウホウモン				警察との協力
（訪問以外） ケイサツキョウリョクホウモンイガイ

				平成28年度 ヘイセイネンド				405件				69件				174回				1回				4回				26回

				平成29年度 ヘイセイネンド				441件				91件				184回				0回				11回				41回

				平成30年度 ヘイセイネンド				517件				95件				208回				0回				6回				66回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・
親族 カゾクシンゾク		包括支援センター ホウカツシエン		ケアマネ		サービス事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		30		10		29		87		97		25		26		217		0		14		6		15		6

		3		虐待と判断した263件の相談の内訳 ギャクタイハンダンケンソウダンウチワケ												N=263

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																				身体的虐待 シンタイテキギャクタイ		188

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																						心理的虐待 シンリテキギャクタイ		100

				平成30年度 ヘイセイネンド		188				100				1				49				49																						ネグレクト		49

																																												経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ		49

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																								性的虐待 セイテキギャクタイ		1

				男性 ダンセイ		68

				女性 ジョセイ		195

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		5														自立 ジリツ				3

				65-69歳 サイ		16														要支援１ ヨウシエン				13

				70-74歳 サイ		39														要支援２ ヨウシエン				15

				75-79歳 サイ		70														要介護１ ヨウカイゴ				28

				80-84歳 サイ		60														要介護２ ヨウカイゴ				47

				85-89歳 サイ		48														要介護３ ヨウカイゴ				33

				90歳以上 サイイジョウ		25														要介護４ ヨウカイゴ				25

				不明 フメイ		0														要介護５ ヨウカイゴ				21

																				申請中 シンセイチュウ				17

																				未申請 ミシンセイ				61

																				その他 タ				0

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		33

				自立度Ⅱ ジリツド		72

				自立度Ⅲ ジリツド		50

				自立度Ⅳ ジリツド		10

				自立度Ｍ ジリツド		7

				認知症なし ニンチショウ		9

				不明 フメイ		1

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄（複数回答あり） ギャクタイシャゾクガラフクスウカイトウ

				単身 タンシン				22														夫 オット				57

				夫婦のみ フウフ				62														妻 ツマ				16

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				122														息子 ムスコ				120

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				28														娘 ムスメ				50

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				17														息子の妻 ムスコツマ				7

				その他 タ				12														娘の夫 ムスメオット				6

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				6

																						孫 マゴ				4

																						その他 タ				12

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		59		23%

				分離せず ブンリ		132		50%

				検討中 ケントウチュウ		11		4%

				その他 タ		61		23%

				合計 ゴウケイ		263		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																（３）分離していない場合で、経過観察（見守り）以外の対応

				　　　（最初に行った対応）																　　　（重複あり） チョウフク

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				22												助言指導 ジョゲンシドウ						56

				やむを得ない措置 エソチ				5												介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						11

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				6												プラン見直し ミナオ						30

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				13												保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						4

				その他 タ				13												負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						0

				（行き先について） イキサキ																その他 タ						21

				教えていない オシ				30

				教えている オシ				29

				（４）権利擁護に関する対応状況 ケンリヨウゴカンタイオウジョウキョウ																						（５）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				成年後見制度 セイネンコウケンセイド								日常生活自立支援事業（区あんしんセンター） ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウク														対応継続 タイオウケイゾク								134

				利用開始済 リヨウカイシズ				3				利用開始 リヨウカイシ				1										一定の対応終了観察継続 イッテイタイオウシュウリョウカンサツケイゾク								51

				利用手続中 リヨウテツヅチュウ				13				利用なし リヨウ				262										終結 シュウケツ								78

				利用無し リヨウナシ				247

				（区長申立について） クチョウモウシタ

				区長申立あり クチョウモウシタ				9

				区長申立なし クチョウモウシタテ				7





		0
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		　　令和元年度　横浜市在宅高齢者虐待防止事業　個別対応実績 レイワガンネンドヨコハマシザイタクコウレイシャギャクタイボウシジギョウコベツタイオウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング				立入調査 タイチョウサ				警察と同行訪問
（立入調査以外） ケイサツドウコウホウモン				警察との協力
（訪問以外） ケイサツキョウリョクホウモンイガイ

				平成29年度 ヘイセイネンド				441件				91件				184回				0回				11回				41回

				平成30年度 ヘイセイネンド				517件				95件				208回				0回				6回				66回

				令和元年度 レイワガンネンド				650件				88件				173回				1回				3回				80回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・
親族 カゾクシンゾク		地域ケアプラザ
（地域包括支援センター） チイキチイキホウカツシエン		ケアマネジャー		サービス
事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		29		11		38		91		106		24		27		338		0		35		9		13		14								←警察が突出して多く、グラフからはみ出してしまうのでJ13に「200」と入力して対応C13～O13セルに入力対応 ケイサツトッシュツオオダニュウリョクタイオウニュウリョクタイオウ

						29		11		38		91		106		24		27		200		0		35		9		13		14								C13～O13セルに警察以外の数字も入れてグラフ作成

																																						（目立たないように白地にしてます） メダシロジ

		3		虐待と判断した314件の相談の内訳 ギャクタイハンダンケンソウダンウチワケ												N=314

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト

				令和元年度 レイワガンネンド		200				103				2				46				80

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン

				男性 ダンセイ		76

				女性 ジョセイ		238

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		3														自立 ジリツ				7

				65-69歳 サイ		30														要支援１ ヨウシエン				5

				70-74歳 サイ		36														要支援２ ヨウシエン				18

				75-79歳 サイ		70														要介護１ ヨウカイゴ				49

				80-84歳 サイ		75														要介護２ ヨウカイゴ				65

				85-89歳 サイ		68														要介護３ ヨウカイゴ				40

				90歳以上 サイイジョウ		32														要介護４ ヨウカイゴ				28

				不明 フメイ		0														要介護５ ヨウカイゴ				25

																				申請中 シンセイチュウ				17

																				未申請 ミシンセイ				60

																				その他 タ				0

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド

				自立度Ⅰ ジリツド		41

				自立度Ⅱ ジリツド		93

				自立度Ⅲ ジリツド		54

				自立度Ⅳ ジリツド		18

				自立度Ｍ ジリツド		6

				認知症なし ニンチショウ		17

				不明 フメイ		1

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄（複数回答あり） ギャクタイシャゾクガラフクスウカイトウ

				単身 タンシン				27														夫 オット				72

				夫婦のみ フウフ				53														妻 ツマ				13

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				152														息子 ムスコ				131

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				23														娘 ムスメ				71

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				32														息子の妻 ムスコツマ				11

				その他 タ				27														娘の夫 ムスメオット				7

																						兄弟姉妹 キョウダイシマイ				12

																						孫 マゴ				13

																						その他 タ				19

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		87		28%

				分離せず ブンリ		152		48%

				検討中 ケントウチュウ		17		5%

				その他 タ		58		18%

				合計 ゴウケイ		314		100%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																（３）分離していない場合で、経過観察（見守り）以外の対応

				　　　（最初に行った対応）																　　　（重複あり） チョウフク

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				41												助言指導 ジョゲンシドウ						56

				やむを得ない措置 エソチ				2												介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						8

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				2												プラン見直し ミナオ						37

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				14												保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						6

				その他 タ				28												負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						4

				（行き先について） イキサキ																その他 タ						19

				教えていない オシ				52

				教えている オシ				35

				（４）権利擁護に関する対応状況 ケンリヨウゴカンタイオウジョウキョウ																						（５）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				成年後見制度 セイネンコウケンセイド								日常生活自立支援事業（区あんしんセンター） ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウク														対応継続 タイオウケイゾク								207

				利用開始済 リヨウカイシズ				6				利用開始 リヨウカイシ				2										終結 シュウケツ								107

				利用手続中 リヨウテツヅチュウ				18				利用なし リヨウ				312

				利用無し リヨウナシ				290

				（区長申立について） クチョウモウシタ

				区長申立あり クチョウモウシタ				16

				区長申立なし クチョウモウシタテ				8
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		　　令和２年度　横浜市在宅高齢者虐待防止事業　個別対応実績 レイワネンドヨコハマシザイタクコウレイシャギャクタイボウシジギョウコベツタイオウジッセキ

		1		相談・事業実績 ソウダンジギョウジッセキ

								新規相談件数 シンキソウダンケンスウ				弁護士相談件数				ネットワークミーティング				立入調査 タイチョウサ				警察と同行訪問
（立入調査以外） ケイサツドウコウホウモン				警察との協力
（訪問以外） ケイサツキョウリョクホウモンイガイ

				平成30年度 ヘイセイネンド				517件				95件				208回				0回				6回				66回

				令和元年度 レイワガンネンネンド				650件				88件				173回				1回				3回				80回

				令和２年度 レイワネンドド				816件				87件				144回				1回				4回				83回

		2		相談者（重複あり） ソウダンシャチョウフク																										（人） ニン

						被虐待者 ヒギャクタイシャ		虐待者 ギャクタイシャ		家族・
親族 カゾクシンゾク		地域ケアプラザ
（地域包括支援センター） チイキチイキホウカツシエン		ケアマネジャー		サービス
事業者 ジギョウシャ		医療機関 イリョウキカン		警察 ケイサツ		消防 ショウボウ		行政職員 ギョウセイショクイン		民生委員 ミンセイイイン		地域住民 チイキジュウミン		その他 タ

				横浜市 ヨコハマシ		36		11		41		132		128		28		34		398		1		47		6		20		5

						36		11		41		132		128		28		34		200		1		47		6		20		5								←警察が飛び出てしまうので警察を「200」としてデータグラフ作成 ケイサツトデケイサツサクセイ

																																								↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓　検算用↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ケンザンヨウ

		3		虐待と判断した365件の相談の内訳 ギャクタイハンダンケンソウダンウチワケ												N=365																										虐待類型全合計 ギャクタイルイケイゼンゴウケイ		502

				（１）虐待類型別件数（重複あり） ギャクタイルイケイベツケンスウチョウフク																				（件） ケン																		身体 シンタイ		259		51.6%

						身体的虐待 シンタイテキギャクタイ				心理的虐待 シンリテキギャクタイ				性的虐待 セイテキギャクタイ				経済的虐待 ケイザイテキギャクタイ				ネグレクト																				心理 シンリ		121		24.1%

				令和２年度 レイワネンド		259				121				2				43				77																				性 セイ		2		0.4%

																																										経済 ケイザイ		43		8.6%

				（２）被虐待者の性別（人） ヒギャクタイシャセイベツニン																																						ネグ		77		15.3%

				男性 ダンセイ		96

				女性 ジョセイ		269

				（３）被虐待者の年齢 ヒギャクタイシャネンレイ																(４)被虐待者の介護度 ヒギャクタイシャカイゴド

				65歳未満 サイミマン		7														自立 ジリツ				5

				65-69歳 サイ		38														要支援１ ヨウシエン				15																虐待 ギャクタイ		365						虐待 ギャクタイ		365

				70-74歳 サイ		51														要支援２ ヨウシエン				12																65歳未満 サイミマン		7		1.9%				自立 ジリツ				5		1.4%

				75-79歳 サイ		66														要介護１ ヨウカイゴ				50																65-69歳 サイ		38		10.4%				要支援１ ヨウシエン				15		4.1%

				80-84歳 サイ		87														要介護２ ヨウカイゴ				59																70-74歳 サイ		51		14.0%				要支援２ ヨウシエン				12		3.3%

				85-89歳 サイ		73														要介護３ ヨウカイゴ				59																75-79歳 サイ		66		18.1%				要介護１ ヨウカイゴ				50		13.7%

				90歳以上 サイイジョウ		41														要介護４ ヨウカイゴ				29																80-84歳 サイ		87		23.8%				要介護２ ヨウカイゴ				59		16.2%

				不明 フメイ		2														要介護５ ヨウカイゴ				28																85-89歳 サイ		73		20.0%				要介護３ ヨウカイゴ				59		16.2%

																				申請中 シンセイチュウ				20																90歳以上 サイイジョウ		41		11.2%				要介護４ ヨウカイゴ				29		7.9%

																				未申請 ミシンセイ				88																不明 フメイ		2		0.5%				要介護５ ヨウカイゴ				28		7.7%

																				その他 タ				0																								申請中 シンセイチュウ				20		5.5%

																																																未申請 ミシンセイ				88		24.1%

																																																その他 タ				0		0.0%

				（５）認知症自立度 ニンチショウジリツド																																				要介護認定 ヨウカイゴニンテイ		252

				自立度Ⅰ ジリツド		45																																		自立度Ⅰ ジリツド		45		17.9%

				自立度Ⅱ ジリツド		102																																		自立度Ⅱ ジリツド		102		40.5%

				自立度Ⅲ ジリツド		60																																		自立度Ⅲ ジリツド		60		23.8%

				自立度Ⅳ ジリツド		19																																		自立度Ⅳ ジリツド		19		7.5%

				自立度Ｍ ジリツド		8																																		自立度Ｍ ジリツド		8		3.2%

				認知症なし ニンチショウ		11																																		認知症なし ニンチショウ		11		4.4%

				不明 フメイ		7																																		不明 フメイ		7		2.8%

																																								虐待 ギャクタイ		365								虐待 ギャクタイ		387

																																								単身 タンシン		18		4.9%						夫 オット		82		21.2%

																																								夫婦のみ フウフ		75		20.5%						妻 ツマ		26		6.7%

				（６）家族形態 カゾクケイタイ																		（７）虐待者の続柄（複数回答あり） ギャクタイシャゾクガラフクスウカイトウ																		離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ		181		49.6%						息子 ムスコ		156		40.3%

				単身 タンシン				18														夫 オット				82														子夫婦と同居 コフウフドウキョ		42		11.5%						娘 ムスメ		78		20.2%

				夫婦のみ フウフ				75														妻 ツマ				26														その他親族と同居 タシンゾクドウキョ		32		8.8%						息子の妻 ムスコツマ		6		1.6%

				離未婚の子と同居 リミコンコドウキョ				181														息子 ムスコ				156														その他 タ		15		4.1%						娘の夫 ムスメオット		6		1.6%

				子夫婦と同居 コフウフドウキョ				42														娘 ムスメ				78														不明 フメイ		2		0.5%						兄弟姉妹 キョウダイシマイ		8		2.1%

				その他親族と同居 タシンゾクドウキョ				32														息子の妻 ムスコツマ				6																								孫 マゴ		11		2.8%

				その他 タ				15														娘の夫 ムスメオット				6																								その他 タ		14		3.6%

				不明 フメイ				2														兄弟姉妹 キョウダイシマイ				8																								不明 フメイ		0		0.0%

																						孫 マゴ				11

																						その他 タ				14

																						不明 フメイ				0

		4		対応状況 タイオウジョウキョウ

				（１）分離の有無 ブンリウム

						人数 ニンズウ		割合 ワリアイ

				分離した ブンリ		70		19.2%

				分離せず ブンリ		190		52.1%

				検討中 ケントウチュウ		26		7.1%

				その他 タ		79		21.6%

				合計 ゴウケイ		365		100%

																																								分離 ブンリ		70						経過観察（見守り）以外の対応 ケイカカンサツミマモイガイタイオウ		138

																																								契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ		35		50.0%				助言指導 ジョゲンシドウ		90		65.2%

																																								やむを得ない措置 エソチ		0		0.0%				介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ		3		2.2%

																																								緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ		3		4.3%				プラン見直し ミナオ		24		17.4%

				（２）分離した場合の対応 ブンリバアイタイオウ																（３）分離していない場合で、経過観察（見守り）以外の対応																				一時的な入院 イチジテキニュウイン		13		18.6%				保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ		3		2.2%

				　　　（最初に行った対応）																　　　（重複あり） チョウフク																				その他 タ		19		27.1%				負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ		2		1.4%

				契約による入所等 ケイヤクニュウショトウ				35												助言指導 ジョゲンシドウ						90																						その他 タ		16		11.6%

				やむを得ない措置 エソチ				0												介護保険Ｓ開始 カイゴホケンカイシ						3

				緊急一時保護 キンキュウイチジホゴ				3												プラン見直し ミナオ						24

				一時的な入院 イチジテキニュウイン				13												保険外Ｓ導入 ホケンガイドウニュウ						3

				その他 タ				19												負担軽減事業へ フタンケイゲンジギョウ						2

				（行き先について） イキサキ																その他 タ						16

				教えていない オシ				27

				教えている オシ				43

				（４）権利擁護に関する対応状況 ケンリヨウゴカンタイオウジョウキョウ																						（５）年度末時点での状況 ネンドマツジテンジョウキョウ

				成年後見制度 セイネンコウケンセイド								日常生活自立支援事業（区あんしんセンター） ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウク														対応継続 タイオウケイゾク								228

				利用開始済 リヨウカイシズ				3				利用開始 リヨウカイシ				1										終結 シュウケツ								137

				利用手続中 リヨウテツヅチュウ				15				利用なし リヨウ				364

				利用無し リヨウナシ				347

				（区長申立について） クチョウモウシタ

				区長申立あり クチョウモウシタ				15

				区長申立なし クチョウモウシタテ				3
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確定版



横浜市の実績（養護者による高齢者虐待）

◆男女比は全国と変わらず、女性が８割近い
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高齢者虐待の発生要因
◆養護者（虐待者）側の要因（複数回答、上位５位）

◆高齢者（被虐待者）側の要因（複数回答、上位５位）

要因 割合

性格や人格（に基づく行動） 57.9％

介護疲れ・介護ストレス 50.0％

被虐待者との虐待発生までの人間関係 46.5％

精神状態が安定していない 46.1％

理解力の不足や低下 43.1％

要因 割合

認知症の症状 52.9％

身体的自立度の低さ 39.9％

性格や人格（に基づく行動） 30.9％

精神障害（疑いを含む）、高次脳機能障害、知的障害、認知機能の低下 30.6％

排泄介助の困難さ 26.6％

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



高齢者虐待対応の基本的な視点

◆早期発見・対応
◆関係機関との協力・チーム対応
◆高齢者自身の意思の尊重
◆養護者への支援
◆在宅における継続的な支援
◆高齢者虐待を未然に防ぐアプローチ



高齢者虐待対応の留意点

◆通報者の保護
◆虐待に対する自覚は問わない
◆高齢者の安全確保を優先する
◆組織的に対応する
◆関係機関と連携して対応する
◆適切な権限の行使
◆虐待の有無と支援の要否について



高齢者虐待対応における各機関の役割

◆各区 高齢・障害支援課
◆各地域包括支援センター（各地域ケアプラザ）

◆介護保険事業所
◆医療機関
◆警察署
・・・・・・・・など



高齢者虐待対応のイメージ図（養護者による虐待）

◆相談・通報・届出を受理
→ 情報収集・事実確認・緊急性の判断を行います

◆虐待の有無の判断・支援計画樹立・役割分担・
支援計画の見直し
→ 期間を決めて支援を実施し、都度見直しを行います

◆虐待ケースとしての終結
→ 支援の評価、虐待の有無の判断、権利擁護対応や
包括的・継続的ケアマネジメントへの移行、再統合に向け
た支援



高齢者虐待の相談・通報先

種別 相談・通報先

養護者による虐待
各区福祉保健センター 高齢・障害支援課

各地域包括支援センター（地域ケアプラザ）

在宅サービス事業者による虐待 健康福祉局 介護事業指導課

介護保険施設等の従事者による虐待 健康福祉局 高齢施設課



関係機関のみなさまにお願いしたいこと

◆職務上、高齢者虐待を発見しやすい立場にあること
◆ためらわず、高齢者虐待の疑いケースとして通報してほしいこと
◆高齢者虐待を受けているケースへの、支援方針決定のためのネットワー
クミーティングへの参加依頼
◆やむを得ない事由による措置などでの居室確保



横浜市 高齢者虐
待

検
索

引き続き、高齢者虐待の防止、早期発見・対応に
ご協力よろしくお願いいたします。



介護老人保健施設みどりの杜

武藤 とみ子

第２部

高齢者の権利擁護
～認知症への理解から高齢者虐待を防ぐ～



法律に基づく高齢者の虐待

22

≪高齢者虐待とは≫

「高齢者が他者から不適切な扱いにより、権利・利益を侵害
される状態や生命・健康・生活が損なわれるような状態に置
かれること」
（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第２条５項)

身体的虐待 介護・世話の
放任・放棄

心理的虐待

経済的虐待性的虐待

高齢者虐待 「人の尊厳を傷つける行為」



神奈川県高齢者虐待の種別と実態
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令和2年度神奈川県高齢者虐待状況から

虐待に該当する
身体拘束は24.5％



認知症の定義

認知症とは、一度正常に達した認知機能が
後天的な脳の障害によって持続性に低下し、
日常生活や社会生活に支障をきたすように
なった状態をいい、それが意識障害のないと
きにみられる。

（日本神経学会・認知症疾患診断ガイドライン2010）

認知機能の低下によって、
日常生活に支障が出た状態



中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）

記憶障害

見当識障害 実行機能障害 失語・失行・失認

理解・判断力の障害 注意機能障害

中核症状
脳の細胞が壊れて直接起こる症状

環境・
人間関係
健康状態

性格
素質

行動・心理症状（ＢＰＳＤ）

徘 徊

不潔行為 不安・焦燥

うつ状態

不 眠

幻覚・妄想

性格・環境・人間関係などの要因により精神や行動に支障が起きる

無関心・無気力

興奮・暴力



認知症の人が置かれている状況

（背景にある大きな不安感）

周りの人の話し
ている意味が
分からない

ここがどこだか
わからない

ここで何をするのか
わからない

“自分の中の「確かさ」が曖昧になってくる”



認知症の中核症状
記 憶 障 害

何度も同じことを聞く。
ついさっきの出来事や大切な約束を忘れる。

注意・判断力障害
音などが気になり集中できない。じっとしてい
ることが難しい。複数のことが同時にできない。

見 当 識 障 害
今がいつか、ここがどこか等、時間や場所、
人の見当がつけられない

失 語
言葉が出ない。言われた言葉が理解できない。
気持ちを言葉で適切に表現できない

失 行
運動機能が損なわれていないにもかかわらず、
意図した動作ができない

失 認
感覚機能が損なわれていないにもかかわら
ず、品物等が分からなくなる

実 行 機 能 障 害
物事の段取りや計画が立てられなくなる。
順序立てた行動が出来ない。

参考資料



基本的人権の理解

基本的人権とは・・・

「人間が人間らしく生活するうえで、生まれ

ながらにして持っている権利のこと」

日本国憲法では

犯すことのできない永久の権利

として保障している （憲法11条）



認知症の人の基本的人権

認知症の人の生活と
基本的人権

≪認知症の中核症状≫
・記憶障害
・見当識障害
・理解判断力の低下
・実行機能障害

・・・等々

基本的人権を享受するために必要な
二つのこと

●自分のことを自分で決める
●決めたことを周囲に主張する

基本的人権が
“おびやかせさ
れやすい状態”



原点に立ち返ってみましょう

介護保険第１条（目的） 2005（平成１７年）改正により

要介護高齢者等の「尊厳の保持」が介護保険法の目的

として法律上、明確化されました。

虐待は、利用者様の尊厳が著しく損なわれます。

虐待は人権侵害、権利侵害にあたります。
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虐待＝ＯＵＴ

虐待ではない
＝ＳＡＦＥ ？

「不適切なケア」
＝ 改善が必要



虐待の種別と基本的な考え方

身体虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある
暴行を加えること。（身体拘束を含む）

介護・世話の
放棄
（ネグレクト）

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は、長時間の放置
する。
その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しい拒絶的な対応、その
他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動をいう。

性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をして
わいせつな行為をさせること。

経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者
から不当に財産の利益を得ること。

「自覚の有無」「悪意の有無」は問わない
客観的事実として権利侵害があったかどうか
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の推移



令和２年度神奈川県
養護者による高齢者虐待の推移
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身体拘束や虐待は、いきなり
始まる訳ではない。

その前段階には必ず
不適切なケアが存在する。



不適切なケアとは

明確に虐待であるとは言い切れないものの、
適切であるとも言えないような「グレーゾーン」
のケアを指します。

◎友達感覚で接したり子ども扱いしたりする。
◎威圧的な態度や命令口調で接する。
◎ご利用者様からの呼びかけやコールを無視したり、意見や訴え
に否定的な態度を取ったりする。

◎排泄の際にドアを閉めないで排泄介助している。
◎食事や入浴介助の無理強いなど、ご利用者様に嫌悪感を抱か
せるような援助をする。

◎自分で食事ができるのに、食事が遅いからと介助する。



不適切なケアの連続性から発生するもの

不適切な対応の常態化による影響

◎忙しいから仕方がない

◎人がいない

◎このくらい大丈夫

◎認知症の人は何度言っても忘れてしまう・・・

感覚麻痺

虐 待



高齢者虐待の発生要因

47.8％
教育・知識・

介護技術に関
する問題

17.1％
職員のストレス
や感情コント
ロールの問題

14.6％
倫理観や
理念の欠如

22.2％
虐待を助長する組
織風土や職員間
の関係性の悪さ

ストレス
過多

専門性
の欠如

社会的
無責任

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



高齢者虐待 通報の義務
◎保健・医療・福祉関係者の責務
養護施設、病院、高齢者福祉に業務上又は職務上関係のある者
は、高者虐待を発見しやすい立場にあることを 自覚し、高齢者虐
待の早期発見に努めなければならない。

（第5条 高齢者虐待の早期発見等）

◎養介護事業者の責務（通報の義務）
養介護施設従事者等による 高齢者虐待を受けたと思われる高齢
者を発見した際には、速やかに市町村に通報しなければならない

（第２１条 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報）

◎養護者による高齢者虐待
養護者の高齢者に対する虐待を発見した者は通報するよう努め
なくてはならず（努力義務）、虐待を受けている者の生命身体に重
大な危険が生じている場合は通報しなければなりません（義務）。

（第7条養護者による高齢者虐待に係る通報等）



対人援助の仕事特性

感情労働（相手基準の行動規範）

◆イラッとする瞬間

◆キレる瞬間

◆ついカッと体験

◆ ヒヤリハット体験

養介護施設従事者等による高齢者虐待防止 課題整理と立入調査、権限行使の判断
日本高齢者虐待防止学会 理事 大阪緑ヶ丘 事務長 ：柴尾慶次 引用

イラつく気持ちでいいケア、対応は難しい
その場を離れることも援助技術 ‼



介護保険法に基づく身体拘束とは

≪身体拘束とは≫
本人の意思に関係なく身体や行動の自由を
制限することであり、『当該入所者の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体拘束その他入所者の行動制限を
する行為等を行ってはならない』

介護保険法：指定基準の身体拘束禁止規定



身体拘束となる具体的行為（次のような行為）

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。

④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない
ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や
腰ベルト、車いすテーブルをつける

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩ 行動を落着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

厚生労働省 身体拘束ゼロ作作戦推進会議身（2001）「体拘束ゼロへの手引き」より

あ
く
ま
で
も
例
で
定
義
で
は
な
い



身体拘束の影響 ・・・
“決まりだからダメ”ではなく

身体的

弊害

精神的

弊害

社会的
弊害

・身体機能の低下（関節拘縮.筋力低下等）
・圧迫による褥瘡形成・食欲低下
・心肺機能低下・感染症への抵抗力の低下
・身体拘束への抵抗からくる重大な転倒.転落事故

・不安や怒り.屈辱.あきらめ等の精神的苦痛
・人間の尊厳が侵される
・家族の精神的苦痛（混乱.後悔.罪悪感）
・職員のうしろめたさ.安易な拘束による士気の低下

・施設に対する社会的信頼の低下
・認知症への誤解の助長
・利用者のＱＯＬを低下させることで結果的に
介護.医療のコストが上がる

・報酬の減算

◆身体拘束は高齢者の人権侵害・権利侵害である



身体拘束が認められる
緊急やむを得ない場合

切迫性 非代替性 一時性

３要件を全て充足しているか確認
（満たしていないと違法）

慎重な手続き

利用者・家族への説明、記録



認知症の人の行動の捉え方

・不安・混乱
・不満（自身・他者）
・よるべなさ
・居心地の悪さ（居場所）
・やることがない（役割）

援助者に

見える部分

全体を

本人視点で
見る.考える

山口晴保.認知症ポジティブ，協同医学書出版社，２０１９年５月 一部改訂

ＢＰＳＤの氷山モデル

援助者に

見えない
部分



大切なことは

■ チームで不適切なケアの防止に取り組む

■ 不適切なケアが生じている原因を分析する
⇒適正なアセスメント

■このケアっておかしくないかなぁ・・・？

早い段階でスタッフ間で「気づく」

課題解決のための対策をチームで話し合う



まとめ

高齢者虐待は、何の兆候もなく突然発生するのでは
なく、不適切なケアの延長にあるものです。

日頃から、自身のケアを振り返ったり他のスタッフの

ケアを観察したりして、日常的に小さな虐待の芽を摘
んでいくことが大切になります。

チームや組織全体で情報を共有してケアを振り返り、
適切な対応を検討・実行していけるように体制を整え
ることも重要です。



ご清聴ありがとうございました。

アンケート回答にご協力をお願いします。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/
procedures/apply/4227baf3-acde-4e4e-9a3c-3282bf3c40f0/start

YouTube概要欄にもリンクを
貼っています。
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