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【抄録】
介護現場における身体拘束は国の法律おいて禁止されているが、未だに身体拘束が行われ
ている実態が存在しており、その背景の一つとして考えられるのが「緊急やむを得ない」身
体拘束の存在である．本研究では、X 県にある A 特別養護老人ホームの全職員にアンケー
ト調査を行い、
「緊急やむを得ない」身体拘束に対する認識、
「緊急やむを得ない」身体拘束
の必要性、職員が感じている「緊急やむを得ない」を含む身体拘束廃止の取り組みが明らか
に、介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束のあり方と「緊急やむを得ない」を含
む身体拘束廃止に必要な取り組みについて考察していくことを目的とした．結果、
職員が「緊
急やむを得ない」身体拘束の必要性を感じていること、
「緊急やむを得ない」身体拘束を、
切迫性と一時性に限定すること、拘束廃止の取り組みとして、
【介護職員の増加】
、
【職員の
意識の変化】
、
【スキルの向上】
、
【職員の連携】
、
【利用者視点】の取り組みが必要であるとい
うことが明らかになった．
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Ⅳ．おわりに

Ⅰ．はじめに
身体拘束は、医療や看護の現場において、手術後や知的能力に障害がある場合、安全を確
保する観点からベッドや車椅子、椅子に縛り付ける、身体の自由を制限する着衣を着させる
など、患者や介護を受ける人の援助技術の一つとして行われてきた．高齢者介護の現場でも、
その影響を受ける形で、高齢者の転倒・転落防止、点滴の際の事故防止、徘徊などの防止、
脱衣やおむつを脱衣防止などの目的で、身体拘束が行われてきた．
1986 年に上川病院において「縛らない看護」が行われ、日本で始めて身体拘束廃止の取
り組みが行われた．その後「抑制廃止福岡宣言」
（1998 年）
、身体拘束禁止令（1999 年）
、介
護保険法（2000 年）
、
「身体拘束ゼロ作戦推進会議」の発足、
「身体拘束ゼロへの手引き」の
発刊（2001 年）
、高齢者虐待防止法施行（2006 年）
、身体拘束廃止未実施減算（2006）と身
体拘束廃止の取り組みが行われてきている．
身体拘束廃止の取り組みが行われている一方、介護現場では未だに身体拘束が無くなって
いない現状が存在する．2005 年度に認知症介護研究・研修センターが実施した身体拘束実
態全国調査では、対象施設の約 60％の施設で身体拘束が行われていることが明らかになっ
ている．2010 年に全国抑制廃止研究会が実施した身体拘束実態全国調査においても、調査
対象施設の 23.4％の施設でしか身体拘束を廃止できていないことがわかっている．
国として身体拘束廃止が行われて約 10 年の年月が経過している現在においても、介護現場
において未だに身体拘束が存在している現実があることから、今後更なる身体拘束廃止につ
いて考えていくことが喫緊の課題といえる．
身体拘束が行われている背景として考えられるものとして、
「緊急やむを得ない」身体拘
束の存在が考えられる．
「緊急やむを得ない」身体拘束とは、①利用者本人又は他の利用者
等の生命又は身体が危険にさらされている可能性が著しく高いことを理由とする「切迫性」
、
②身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことを理由とする「非代替
性」、③身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることを理由とする「一時性」の「例
外 3 要件」を全て満たし、所定の手続きを行い、利用者家族の同意の下行われる行為のこと
である．
「緊急やむを得ない」場合の身体拘束は、法律内において規定されている．身体拘束禁止
令では、「サービスの提供に当たっては、当該入所者（利用者）等の生命または身体を保護
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（利用者）の行動を制限する
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行為を行ってはならない」と規定されており、介護保険法では、
「指定介護老人福祉施設は、
指定介護老人福祉サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身
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の行動を制限する
行為を行ってはならない」と規定されている．2006 年に厚生労働省老健局が発表した「市
町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」の中において、
「高齢
者が、他人から不適切な扱いにより権利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は許されるものではなく、身体拘束は原則としてすべて高齢者虐
待に該当すると考えられる」と、身体拘束を高齢者虐待と位置付けている．一方「緊急やむ
を得ない」身体拘束については、
「高齢者本人や他の利用者の生命又は身体が危険にさらさ
れる場合など、
「身体拘束ゼロへの手引き」
（厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議編）に
おいて「緊急やむを得ない場合」とされているものについては、例外的に高齢者虐待にも該
当しない」と位置付けている．
（厚生労働省老健局 2006：110 － 111）
このように、国の法律・方針の中で、通常時に行われる身体拘束行為については、人権侵
害などの観点から、
拘束行為を行うことは禁じられ、
高齢者虐待行為であるとしているが、
「緊
急やむを得ない」場合においては、同じ身体拘束行為であるのにも関わらず、拘束行為を行
うことが認められ、高齢者虐待行為としても考えられていない現状である．
「緊急やむを得ない」身体拘束は、通常の身体拘束行為と同様に人権擁護の観点から問題
があるだけではなく、高齢者の QOL（生活の質）を根本から損なう危険性を有している行
為である．そして、身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害など多くの弊害を引き起こす行為
でもある．また、拘束をしたことによって、また拘束の必要性を引き起こしてしまう「悪循
環」をもった行為でもある．
（厚生労働省 2001：1 － 4）
「緊急やむを得ない」に行う身体拘
束について、
松本は「緊急やむを得ない実施についての細則が示されているが、
「やっていい」
というものではないはずである」と指摘している．
（松本 2009 － 2010：35）
．しかし、「緊
急やむを得ない」身体拘束は、国の法律として認められており、さらに高齢者虐待の行為と
しても認められていないことからあまり問題視されていない現状がある．近年では「例外 3
要件」に該当しない身体拘束は減少傾向であるものの、
「緊急やむを得ない」身体拘束は増
加している現実がある．渡辺は「やむを得ない理由、縛る理由を探し、なぜ拘束するのかを
理屈づけできれば身体拘束 OK、と考える現場から拘束をなくすためにはどのようすればい
いか、課題が残っている」と指摘している．
（渡辺 2002：10）
以上のことから、身体拘束廃止を考えていく中で、現状で規定されている「緊急やむを得
ない」身体拘束のあり方について考えていくことが重要であると考えられる．そこで、この
ような視点にたったうえで、実際に介護の現場に携わっている現場の職員が、
「緊急やむを
得ない」身体拘束に対してどのような認識を持っているのか、
「緊急やむを得ない」身体拘
束がどのようなときに必要であるのか、
「緊急やむを得ない」を含む身体拘束を無くしてい
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くためにはどのような取り組みが必要と感じているのかを明らかにしたうえで、介護現場に
おける「緊急やむを得ない」身体拘束のあり方と「緊急やむを得ない」を含む身体拘束廃止
に必要な取り組みについて考察していくことを本研究の目的とする．

Ⅱ．
「緊急やむを得ない」身体拘束に対する職員の意識
1．目的
本調査では、身体拘束廃止の取り組みを行っている施設において、実際に介護の現場に携
わっている職員が、身体拘束並びに「緊急やむを得ない」として行われる身体拘束に対し、
どのように認識しているのかを明らかにすることを目的として行った．

2．調査対象、方法
X 県にある A 特別養護老人ホームの全職員 93 名に対し、
アンケート調査を郵送法にて行っ
た．

3．倫理的配慮
本調査を行う前に、東洋大学倫理審査委員会の審査を経て、許可をいただき行った．また、
本調査を行う前に、施設責任者の方に、本調査の趣旨と内容について説明を行い、了承して
いただき、研究目的以外に使用しないことを明記した同意書 2 部に署名と捺印をいただきお
互いに控えを持つことにした．

4．分析方法
分析対象は、アンケート調査において回答した職員 84 名の回答とする．
（回収率 90.3％）
分析方法は、EXCEL と SPSSver.20 を用いて単純集計、クロス集計、カイ二乗検定を行った．
なお未回答、非該当は欠損値として処理している．緊急やむを得ない身体拘束行為に関する
認識についての設問に関しては、
「非常に重要である」
、
「やや重要である」を「重要である」
とし、「あまり重要ではない」
、
「重要ではない」は「重要ではない」として分析を行った．
アンケート調査の中で得られた記述式回答においては、身体拘束に関する文章を抽出し、
切片化を行いコード化し、意味内容が類似しているコードを集めて抽出度を高めることでカ
テゴリー化を行った．

5．調査結果
1）基本属性
調査の回答者は「女性」が 53 人（63.1％）
、
「男性」が 31 人（36.9％）であった．回答者
の現在の職種については、
「ケアワーカー」が 53 人（64.3）と最も多かった．所有資格では、
「訪問介護士」（ホームヘルパー）が 52 人（51.0％）と一番多く、次に「介護福祉士」が 26
人（25.5％）であった．勤務形態は、
「常勤職員」が 63 人（75.0％）
、
「非常勤職員」が 21 人
（25.0％）であった．介護の経験年数については、
「1 年未満」が 19 人（22.9％）
、
「1 年以上
3 年未満」が 17 人（20.5％）
、
「3 年以上 5 年未満」が 15 人（18.1％）と、約 6 割の職員は介
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護経験が 5 年未満の職員であった．施設の勤務年数については、
「1 年未満」が 27 人（32.1％）、
「1 年以上 3 年未満」が 25 人（29.8％）
、
「3 年以上 5 年未満」が 18 人（21.4％）と、約 8 割
の職員は勤務年数が 5 年未満の職員であった．
身体拘束の研修会の参加への有無については、
「参加したことがある」が 22 人（26.5％）、
「参
加したことがない」が 61 人（73.5％）と、7 割以上の職員は身体拘束に関する研修会に参加
した経験がないことが明らかになっている．
（表 1）
表1

基本属性
n（84）

性別

男性

31

36.9

女性

53

63.1

3

3.7

介護支援専門員

11

13.4

ケアワーカー

53

64.6

看護師

6

7.3

その他

9

11.0

介護福祉士

26

25.5%

社会福祉士

5

4.9%

ケアマネジャー

6

5.9%

52

51.0%

看護師

6

5.9%

その他

7

6.9%

常勤職員

63

75.0

非常勤職員

21

25.0

1年未満

19

22.9

1年以上3年未満

17

20.5

3年以上5年未満

15

18.1

5年以上7年未満

8

9.6

7年以上10年未満

14

16.9

10年以上

10

12.0

1年未満

27

32.1

1年以上3年未満

25

29.8

3年以上5年未満

18

21.4

5年以上7年未満

11

13.1

7年以上10年未満

3

3.6

参加したことがある

22

26.5

参加したことがない

61

73.5

生活相談員
職種

所有資格

勤務形態

経験年数

勤務年数

研修参加の有無

%

訪問介護員
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2）職員の身体拘束に対する認識
身体拘束行為が、介護現場において必要ない介護行為であるかという質問に対し、
「必要
ない」と認識している職員は 39 名
（46.3％）
「必要である」
、
と認識している職員が 44 名
（53.7％）
と、半数以上の職員は、身体拘束行為が介護現場において必要な行為であると認識している
ことが明らかになった．
カイ二乗検定では、勤務形態の項目において 5％未満の有意差が認められており、
「非常
勤職員」の方で、身体拘束行為が必要であるという認識が強く、
「常勤職員」の方は、身体
拘束行為は必要ないという認識が強いことが明らかになった．その他、経験年数、勤務年数、
研修参加の有無については、有意差は認められなかった．
（表 2）
表2

職員の身体拘束行為に対する認識（n ＝ 84）
必要ない

勤務形態

経験年数

常勤職員

33（52.4%）

30（47.6%）

非常勤職員

6（28.6%）

15（71.4%）

1年未満

8（42.1％）

11（57.9％）

1年以上3年未満

8（47.1％）

9（52.9％）

3年以上5年未満

8（53.3％）

7（46.7％）

5年以上7年未満

5（62.5％）

3（37.5％）

7（50.0％%）

7（50.0％）

10年以上

3（30.0％）

7（70.0％）

1年未満

13（48.1％）

14（51.9％）

1年以上3年未満

9（36.0％）

16（64.0％）

3年以上5年未満

11（61.1％）

7（38.9％）

5年以上7年未満

5（45.5％）

6（54.5％）

7年以上10年未満

1（33.3％）

2（66.7％）

参加したことがある

12（54.5％）

10（45.5％）

参加したことがない

27（44.3％）

34（55.7％）

7年以上10年未満

勤務年数

研修参加の有無

必要である

有意差
*

n.s

n.s

n.s

a<0.05

3）緊急やむを得ない身体拘束に対する認識
上記の設問に対し、
「必要ない」と回答した 39 名の職員に対して、
「緊急やむを得ない」
の場合の身体拘束行為についての認識を質問した結果、
「必要である」と認識している職員
は 35 名（89.5％）
、
「必要ない」と認識している職員は 4 名（10.5％）と、約 9 割以上の職員
は、身体拘束という行為に対しては必要ないと認識しているが、緊急時にやむを得ない場合
に行われる身体拘束については、必要な行為である認識していることが明らかになり、身体
拘束行為に対する職員の認識の違いが明らかになった．
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なお、カイ二乗検定では、勤務形態、経験年数、勤務年数、研修参加の有無では、有意差
は見られなかった．
4）緊急やむを得ない身体拘束が必要な理由
上記の質問に対し、緊急やむを得ない身体拘束が必要であると回答した 35 名の職員に対
して、介護現場において「緊急やむを得ない身体拘束」が必要な理由 4 項目について 4 件法
を用いて質問した結果、
「利用者の安全を守るため」という項目に対し、
「非常に重要な理由」
が 26 名（78.8％）
、
「やや重要な理由」7 名（21.2％）と 4 項目の中で最も重要であるという
回答を得た．利用者が生活していく中で危険と思われることに対し、利用者の生活の安全を
守るものとして、
「緊急やむを得ない」として身体拘束を行うことが重要であると職員が認
識していることが明らかになった．
（表 3）
表3

緊急やむを得ない身体拘束が必要な理由（n ＝ 35）
n

必要な理由（利用者の安全）

必要な理由（介護方法がない）

必要な理由（一時的）

必要な理由（利用者家族の要望）

33

31

33

31

％
非常に重要な理由

26

78.8

やや重要な理由

7

21.2

非常に重要な理由

3

9.7

やや重要な理由

12

38.7

あまり重要でない

11

35.5

重要でない

5

16.1

非常に重要な理由

7

21.2

やや重要な理由

10

30.3

あまり重要でない

12

36.4

重要でない

4

12.1

非常に重要な理由

4

12.9

18

58.1

9

29.0

やや重要な理由
あまり重要でない

5）緊急やむを得ない身体拘束行為に対する認識
「緊急やむを得ない」身体拘束が必要であると回答した 35 名の職員に対してどのような場
面で、どのような行為が「緊急やむを得ない」身体拘束として必要な行為であるかついて、
15 項目挙げ、
それぞれについて「必要である」～「必要でない」の 4 件法を用いて質問を行っ
た．
「緊急やむを得ない」身体拘束行為を 11 の禁止行為とそれ以外の行為で見た結果、11 の
禁止行為の中では、
「経管栄養のチューブをつけているが、職員の目の見えないところで
チューブを抜きとってしまう行為を頻繁に行ってしまっている利用者に対し、チューブを抜
いてしまうことにより、命の危険性があることから、ミトン型の手袋をつけてもらうことに
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した」（76.5％）
、
「皮膚をかきむしる行為を行う利用者に対し、掻きむしることによる皮膚
への傷つけを予防する観点から、掻きむしる行為が始まったときのみ一時的にミトン型の手
袋をつけてもらうことにした」
（67.6％）
、
「立ち上がる能力のある利用者に対して、立ち上
がることにより転倒・転落の危険性があり、その危険性から守る方法がないため、クッショ
ンが深く沈むいすなどを使用して立ち上がりを妨げるようにした」
（51.1％）という行為に
関しては、職員が必要であると認識しており、「利用者をひもで縛る」
、
「ベッドに 4 点柵を
つける」、
「Y 字体拘束帯や腰ベルト、テーブルをつける」
、
「介護衣（つなぎ服）を着せる」
、
「向精神薬の過剰の服用」
、
「居室への隔離」という行為に関しては、必要ない行為と認識し
ていることが明らかになった．
ミトン型手袋をつけるという行為は、身体拘束行為として規定されている行為であるが、
チューブの抜去、掻きむしるなどの自傷行為が見られたとき、利用者に対して職員が付き添
うことが出来ない、見守ることが出来ないということによって利用者の生命に危険が及ぼし
てしまう、利用者に傷がついてしまうという状況になってしまうことを防ぐためには、
「緊
急やむを得ない」身体拘束行為として必要であるという職員の考えがこの結果に結びついた
と考えられる．
11 の禁止行為以外の行為では、
「ベッドから立ち上がり、歩き出す行為が頻繁に見られる
利用者に対して、常に利用者に付き添うことが出来ず、転倒・転落などの危険から安全を確
保する方法がないという理由から、ベッドを低くし、センサーマットをつけることとした」
（97.1％）、「ベッドから立ち上がり、歩き出す行為が頻繁に見られる利用者に対して、常に
利用者に付き添うことが出来ず、転倒・転落などの危険から安全を確保する方法がないとい
う理由から、ベッドをステーション前に移動させることにした」
（51.4％）という行為に関
して必要であると認識しており、
「夜間帯、居室から徘徊行為が見られる利用者に対して、
利用者を徘徊行為から発生する危険性から守るという観点から、夜間の時間ベッドをステー
ション前に移動させ見守ることとした」という行為に関しては、必要ないと認識しているこ
とが明らかになった．
センサーマットを使用するという行為は、利用者に対して精神的な抑制を感じさせてしま
う行為である．しかし、センサ－マットをつけるという行為そのものに関しては、身体拘束
行為には規定されていないことから、利用者の安全を守るためには、センサーマットを使用
するという行為が「緊急やむを得ない」身体拘束行為として必要であるという職員の考えが
この結果に結びついたと考えられる．
（表 4）
6）身体拘束並びに緊急やむを得ない身体拘束を廃止するために必要な取り組み
「今後、緊急やむを得ないものとして行われるものを含む身体拘束行為を無くしていくた
めには、どのような取り組みが必要であるか」について、自由回答形式で質問し、その結果
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表4

緊急やむを得ない身体拘束行為に対する認識
n

%

徘徊行為を頻繁に行うため、
車いすやいす、
ベッドから立ち上がっ
必要な行為
て歩き出してしまうことがある利用者に対して、
安全を守るため、 35
必要ない行為
車いすやいす、ベッドにいる際は、
ひもで縛ることにした．

11の禁止行為

11の禁止行為
以外

ベッド上でよく動き、転倒・転落をするリスクが高い利用者に対し
て、利用者の安全を守ることを理由として、
ベッドにひもで縛るこ
とにした．

35

ベッドから立ち上がり、
歩き出す行為が頻繁に見られる利用者に
対して、常に利用者に付き添うことが出来ず、
安全を確保する方法
がないという理由から、
ベッドに4点柵をつけることとした．

35

寝たきりで、経管栄養のチューブをつけているが、
職員の目の見え
ないところでチューブを抜きとってしまう行為を頻繁に行ってし
まっている利用者に対し、
チューブを抜いてしまうことにより、
命
の危険性があることから、
チューブを抜かないよう、
四肢をひもで
縛ることにした．

34

経管栄養のチューブをつけているが、
職員の目の見えないところ
でチューブを抜きとってしまう行為を頻繁に行ってしまっている
利用者に対し、チューブを抜いてしまうことにより、
命の危険性が
あることから、ミトン型の手袋をつけてもらうことにした．

34

皮膚をかきむしる行為を行う利用者に対し、
掻きむしることによ
る皮膚への傷つけを予防する観点から、
掻きむしる行為が始まっ
たときのみ一時的にミトン型をつけてもらうことにした．

34

必要な行為

2

5.7

33 94.3
4 11.4

必要ない行為

31 88.6

必要な行為

16 45.7

必要ない行為

19 54.3

必要な行為

6 17.6

必要ない行為

28 82.4

必要な行為

26 76.5

必要ない行為

8 23.5

必要な行為

23 67.6

必要ない行為

11 32.4

車いすに座っているときや椅子に座っているに立ち上がったりす
必要な行為
るような行動が見られる利用者に対して、
立ち上がった際の転落・
34
転倒の危険性から守る方法がないために、
Y字型拘束帯や腰ベル
必要ない行為
ト、テーブルをつけることにした．

17 50.0

立ち上がる能力のある利用者に対して、
立ち上がることにより転
倒・転落の危険性があり、
その危険性から守る方法がないため、
ク
ッションが深く沈むいすなどを使用して立ち上がりを妨げるよう
にした．

33

おむつ外しを行う利用者に対して、
おむつ外しを行うことによっ
て、周りの利用者に対して迷惑がかかると考えられるため、
おむつ
外しを行為が見られたときは、
介護衣
（つなぎ服）
を着せることに
した．

35

他人への迷惑行為が見られる利用者に対して、
他の利用者の安全
を守るという観点から迷惑行為が見られたときに、
一時的にベッ
ドなどに体幹や四肢をひも等で縛ることにした．

33

行動が落ち着かない利用者に対して、
行動を落ち着かれるために
ほかに方法が無いために、
向精神薬を過剰に服用させることにし
た．

35

自分の居室を出て、徘徊する行為が見られる利用者に対して、
その
行為に対して職員が見守れることが出来ず、
利用者の安全が確保
できないために、自分の意志で開けることのできない居室に隔離
することにした．

34

ベッドから立ち上がり、
歩き出す行為が頻繁に見られる利用者に
対して、常に利用者に付き添うことが出来ず、
転倒・転落などの危
険から安全を確保する方法がないという理由から、
ベッドを低く
し、センサーマットをつけることとした．

35

ベッドから立ち上がり、
歩き出す行為が頻繁に見られる利用者に
対して、常に利用者に付き添うことが出来ず、
転倒・転落などの危
険から安全を確保する方法がないという理由から、
ベッドをステ
ーション前に移動させることにした．

35

夜間帯、居室から徘徊行為が見られる利用者に対して、
利用者を徘
徊行為から発生する危険性から守るという観点から、
夜間の時間
ベッドをステーション前に移動させ見守ることとした．

35
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17 50.0

必要な行為

17 51.5

必要ない行為

16 48.5

必要な行為
必要ない行為
必要な行為
必要ない行為
必要な行為
必要ない行為
必要な行為

7 20.0
28 80.0
3

9.1

30 90.9
3

8.6

32 91.4
5 14.7

必要ない行為

29 85.3

必要な行為

34 97.1

必要ない行為

1

2.9

必要な行為

18 51.4

必要ない行為

17 48.6

必要な行為

12 34.3

必要ない行為

23 65.7

を分析した結果、
【介護職員の増加】
、
【職員の意識の変化】
、
【スキルの向上】
、
【職員の連携】
、
【利用者視点】の 5 つのカテゴリーに分けることが出来た．
【介護職員の増加】については、＜現場での介助者の人数を増やすことが最良で速効性の
ある取り組み＞、＜職員の数を増やし、見守りを強化する＞、＜フロア対応の職員人員を増
やし、利用者への手厚い対応、見守りができるようにする＞などの回答が抽出された．
【職員の意識の変化】については、＜身体拘束を行っている状況を当たり前と思わないこ
と＞、＜拘束という手段に甘えない＞、＜身体拘束が行われている状況を普遍的ではないと
いう意識を持つこと＞、＜どこかで拘束をすることを先にするのではなく、誰がどう動いて
危険を少なくできる場所を確保することを考えるべき＞などの回答を抽出できた．
【スキルの向上】については、＜拘束 0 の施設や病院に行き、知識を学ぶ＞、＜職員のケ
アの質の向上＞、＜事例検討会を数多く開催し、勉強していく＞、＜身体拘束行為に関する
理念、知識、技術について学ぶ＞などの回答が抽出できた．
【職員の連携】については、＜危険を一つ一つ解決していき、職員全員で取り組む＞、＜
各専門職が話し合い、不必要なものは、少しずつなくしていくよう取り組む＞、＜各分野を
交えて話し合い＞、などの回答が抽出できた．
【利用者視点】については、＜高齢者の尊厳を守り、傷を負わない方法を、１人１人の利
用者に当てはめて検討＞、＜利用者がその行動をとる理由を考える＞、＜利用者本人が、そ
の人らしい生活を送れるよう常に考える＞、＜利用者の行動を探り、対応策を考える＞など
の回答が抽出できた．
（表 6）

Ⅲ．考察
以上のアンケート調査の結果をもとに、職員の「緊急やむを得ない」を含む身体拘束に対
する認識、介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束のあり方について、
「緊急やむ
を得ない」を含む身体拘束廃止について考察していく．

１．「緊急やむを得ない」を含む身体拘束に対する認識
アンケート調査結果において、介護現場における身体拘束の必要性について、全職員の半
数以上の職員が、身体拘束の必要性を認識していることが明らかになった．非常勤職員にお
いては、身体拘束行為に対する必要性の認識が強く、常勤職員においては、身体拘束行為に
対する不必要の認識が強いことも明らかになった．
非常勤職員は、常勤職員と比べ、限られた時間の中で仕事に当たっており、その限られた
時間の中で、利用者が危険にさらされる場面に遭遇することがあることで、利用者の安全性
を確保するという意識があることから、
「必要である」と認識が強く出たのではないかと考
えられる．
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表6

身体拘束廃止に必要な取り組み

現場での介助者の人数を増やすことが最良で速効性のある取り組みである
職員の数を増やし、見守りを強化する
状況に対応できるだけの人員配置
職員人数の確保
人を増やし、
その方の安全を確保する
【介護職員の増加】

職員の数が増えれば、大体のことは解決すると思う
介護職員の数の確保
夜間帯での人数の確保
介護側の人数が多ければ少しずつ解決していく
人員を十分に確保する
十分な職員の確保と配置
フロア対応の職員人員を増やし、利用者への手厚い対応、見守りができるようにする
身体拘束を行っている状況を当たり前と思わないこと
拘束という手段に甘えない
身体拘束が行われている状況を普遍的ではないという意識を持つこと

【意識の変化】

どこかで拘束をすることを先にするのではなく、誰がどう動いて危険を少なくで
きる場所を確保することを考えるべき
声かけや会話の中で、少しでも解決できることがあれば、失敗を恐れずやっていく
「あきらめない」こと
考え方の改善
スタッフの意識の統一
拘束０の施設や病院に行き、知識を学ぶ
介助の質を上げる

【スキルの向上】

ケアの質を上げる
事例検討会を数多く開催し、勉強していく
身体拘束行為に関する理念、知識、技術について学ぶ
危険を一つ一つ解決していき、職員全員で取り組む
各専門職が話し合い、不必要なものは、少しずつなくしていくよう取り組む

【職員の連携】

各分野を交えて話し合い
できるだけ拘束を解除できるような方針を持ち、定期的に話し合い
利用者に関わる全ての人が協力をしていくこと
高齢者の尊厳を守り、傷を負わない方法を、１人１人の利用者に当てはめて検討
利用者がその行動をとる理由を考える

【利用者視点】

利用者本人が、その人らしい生活を送れるよう常に考える
利用者の行動を探り、対応策を考える
利用者が動きたいと思う理由を理解
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身体拘束の不必要を認識している職員を対象に行った「緊急やむを得ない」身体拘束に対
する認識に関する質問では、9 割近くの職員が「緊急やむを得ない」身体拘束の必要性を認
識していることが明らかになった．
「緊急やむを得ない身体拘束」を行う理由として、
「利用
者の安全を守るため」が最も重要な理由であることが明らかになった．
職員の「緊急やむを得ない」身体拘束の必要性を認識してしまうことについて、
荒木らは、
「日々の業務、ケアの体制、人員の状況等を考えると、安全優先、事故防止を優先するあま
りに、心理的な葛藤はあるが、身体拘束はやむを得ないといった考えがある」といった指摘
をしている（荒木ら 2006：372）
．介護現場で働く職員は、専門職として、利用者が安心し
て生活できる環境を提供していくことが求められる．松本は、
「専門職である看護・介護職
には、この生活上の危険を回避する責務がある」ことを指摘している．
（松本 2009 － 2010：
40）利用者が怪我をしてしまうことにより、怪我したことによる影響がその後の利用者の生
活に一生付きまとう可能性もある．そのような事態にならないように、利用者に付き添った
介護を提供することが好ましいことであるが、
実際の介護現場の現状では難しい問題である．
利用者が怪我をしてしまう可能性があることで、そのリスクから回避する方法を考えること
が必要であるということで、職員の中で「緊急やむを得ない」として行う身体拘束が最善の
策であると考えてしまっていることが、このような結果に結びついたのではないかと考えら
れる．

2．介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束のあり方
アンケート調査結果において、介護職員が「緊急やむを得ない」として必要であると認識
している行為について、
「職員が付き添えず、ベッドからの転倒・転落などの危険から安全
を確保するためにセンサーマットの使用する」には、約 9 割の職員が必要であると認識して
おり、「抜去防止による命の危険性を守るためにミトン型手袋の使用」
、
「掻きむしることに
よる皮膚への傷つけを予防するために一時的にミトン型手袋の使用」には、約 7 割の職員が
必要であると感じていることが明らかになった．
このことから、介護現場に携わっている職員の「緊急やむを得ない」身体拘束に対する認
識は、利用者に付き添えない際の転倒・転落のリスクを守る方法が見つからないとき、抜去
による命の危険性を感じる行為が見られたとき、掻きむしるなどの自傷行為が見られたとき
に、「緊急やむを得ない」身体拘束の必要性を認識が考えられる．
高齢者施設における施設職員の「緊急やむを得ない」身体拘束に対する意識について、義
本が行った調査結果では、
「点滴・経管栄養等のチューブを抜かないようにまた、皮膚を掻
きむしらないように、手指を制限するミトン型の手袋をつける」が「拘束であるがやむをえ
ないと思う」を認識しているということが明らかになっている．
（義本 2006：116）荒木ら
が行った調査結果では、やむを得ずに身体拘束を行う場合はどんな時であるかについて、
「経
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管栄養・点滴・留意カテーテル等の自己抜去の危険があり、療養上の妨げになるとき」
、「自
傷行為があるとき」
、
「抑制なしでは、転倒・転落の恐れがあるとき」などが、職員がやむを
得ない身体拘束を行う場面であると認識しているということが明らかになっている．
（荒木
ら 2006：367）
以上のことから、現状の介護現場における「緊急やむを得ない」としての身体拘束行為の
あり方について考察した結果、例外 3 規定全てに該当するというものではなく、転倒・転落、
経管栄養チューブ抜去、掻きむしりなどの自傷行為などにより、利用者の生命の危険性があ
るときのみに一時的に実施する、すなわち例外 3 規定における「切迫性」
・
「一時性」に特化
するというあり方にすることが現状の介護現場において適切であると考えられる．
経管栄養・点滴・カテーテルありきで生活している利用者にとって、そのチューブを抜い
てしまうことは、最悪な場合、命を落としてしまうことも想定される．皮膚を掻きむしる行
為は、掻きむしることによって傷を作ってしまい、皮膚を悪化させることに繋がり、その傷
に対して、さらに掻きむしる行為を行ってしまう場合、その傷をさらに悪化されることに繋
がってしまい、そこから、身体の悪化につながってしまうことも想定される．また、高齢者
が転倒・転落することは当たり前の行為であるとしても、その行為での怪我によって、利用
者のその後の生活に影響を与えてしまうことも想定される．介護現場の中では、利用者の危
険性が高い場面が存在している．身体拘束を行うことは、利用者の尊厳を傷つけてしまうこ
とに繋がっている．利用者の安全を守るためということだけで、身体拘束を安易に行うこと
は決して許されることではないが、利用者が行う行動が生命を落とす危険性がある行為であ
る場合、その危険性を解除することが出来るのならば、
「緊急やむを得ない」として、一時
的に身体拘束行為を行うことが必要ではないかと考えることが出来る．しかし、利用者の命
を守ることを理由として「緊急やむを得ない」として身体拘束を行うとしても、その行為が
利用者の尊厳を傷つける行為であることには変わりはない．渡辺は、
「生命を守ることが優
先される時期にどうしても必要な拘束があるかもしれないが、身体拘束には圧倒的な害があ
るのは事実」と指摘している．
（渡辺 2002：10）
「緊急やむを得ない」身体拘束を、
「切迫性」
と「一時的」という形での実施にしたとしても、どのようにすれば、身体拘束を行わずして
利用者の生命を守っていくケアを実践できるかを、施設全体で考え実践していくことが、今
後の課題になってくる．

3．「緊急やむを得ない」を含む身体拘束廃止に必要な取り組みについて
「今後、緊急やむを得ないものとして行われるものを含む身体拘束行為を無くしていくた
めには、どのような取り組みが必要であるか」について、質問した結果、
【介護職員の増加】、
【職員の意識の変化】
、
【スキルの向上】
、
【職員の連携】
、
【利用者視点】の 5 つの取り組みが
必要であるということが明らかになった．
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介護現場では、介護職員の人手不足が深刻な問題の一つとして挙げられている．厚生労働
省における発表では、平成 20 年度の介護職員の離職率は 18.7％と他の産業と比べると高い
数値を示しており、施設職員の平均勤務年数は 5.2 年となっている．職員の離職率が高く、
職員が長く勤務していない現状に直面していることから、介護職員が不足していると感じて
おり、そのことが、利用者の持っているリスクに対応できないことに繋がり、職員の中で身
体拘束の必要性に結びついてしまっていることから、
【介護職員の増加】行い、利用者に対
してマンツーマンの介護を提供するような環境を作ることが、介護現場における身体拘束廃
止の取り組みの一つとして、必要であると考えることが出来る．
【職員の意識の変化】については、松本は、
「介護職が職員の意識改革によって身体拘束は
避けられると考えている」
（松本 2009 － 2010：40）と述べており、渡辺は「身体拘束につ
いての問題意識を高めることが不可欠である．意識が実態を変える．
」
（渡辺 2002：9）と述
べている．職員一人一人が、何が身体拘束であるのか、なぜ身体拘束を行うことがいけない
のかということを理解し、身体拘束が介護現場において「必要ない」と意識させることが重
要であり、そのためにも、施設内外で行われている身体拘束廃止に向けた研修会に参加する
ことや、実際に拘束を廃止出来た施設や病院などに見学行くなどの機会を施設側が提供し、
職員に参加を促せる環境を作ることが必要であり、
【職員の意識の変化】に繋がっていくと
考えられる．以上のことから、身体拘束に対する【職員の意識を変化】させ、職員全員が、
身体拘束は「必要ない」という意識を持ち、介護を行うことが身体拘束を廃止するための取
り組みの一つであると考えることができる．
【スキルの向上】については、高崎らは、身体拘束廃止に向けたケアが本来目指すものと
して、ケアの質の向上であることを述べている．
（高崎ら 2004：195 － 196）江口は、身体
拘束廃止、抑制廃止に向けては、介護技術の向上は不可欠であることを述べている．
（江口
2011：120）このように、身体拘束廃止をしていくためには、職員一人一人が持っている介
護スキルを向上させ、ケアの質を高めていくことが必要な取り組みであると考えることが出
来る．そのためにも、職員一人一人が、スキルとして何が足りないのかということを自己覚
知し、その足りない部分を、職員研修や外部研修などに参加し、
【スキル向上】をすることが、
身体拘束廃止に向けた取り組みとして結びついていくものであると考えられる．
【職員の連携】については、中野は、
「他の介護業務と同じく利用者の状況に合わせた情報・
問題の共有化等の業務に関する申し合わせも身体拘束の防止の要因として考えられる」と述
べている．（中野 2010：97）利用者がどのような状態であるのか、どのような問題を抱えて
いるのかを共有することによって、チームとして対応することが可能となり、利用者に対し
て必要なケアを提供することに繋がっていく．そのためにも、職員同士が話し合い、お互い
の持っている情報や考え方を言い合える環境を整備することが重要であり、そのことが、
【職
員の連携】と繋がり、身体拘束廃止の取り組みとして結びついていくと考えられる．
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【利用者視点】については、身体拘束を行われることよって、利用者は精神的弊害を生じ
ることになってしまう．生活する環境の中において身体拘束をされることは、利用者にとっ
ては不安や怒りなどの精神的苦痛を与えてしまうことに繋がってしまう．身体拘束がどのよ
うな行為であるか、身体拘束されることによって、利用者がどのように感じているのかとい
うことを、きちんと理解することが、身体拘束廃止の取り組みの一つであると考えられる．
そのためにも、実際に身体拘束を体験する模擬体験の機会を作ること、身体拘束を行うこと
がどのよう意味を持っているのなどを、職員研修などを通じて理解してもらう機会を作るこ
とが必要であると考えられる．徘徊などの行動は、職員の視界から離れて行われた場合、危
険性を伴う行為の一つである．しかし、徘徊を行うことは、利用者が何か目的を持って行う
行為である．何を持って利用者が行動をしているのかということを考え、それに対する対応
策を【利用者視点】で考えていくことも身体拘束を廃止していく上で必要な取り組みの一つ
であると考えられる．そのためにも、24H のシートなどを活用して利用者の行動するパター
ンを職員全体で共有することが必要であると考えられる．

Ⅳ．おわりに
「緊急やむを得ない」身体拘束に対する介護職員の認識については、身体拘束を行うこと
について否定的であるが、利用者が持っているリスクに対応するためには、やむを得ないと
して拘束を行うことが、介護現場において必要であると認識していることが明らかになり、
利用者がどのような状態であり、どのような行為を行うことが「緊急やむを得ない」として
必要な行為であるのかがわかった．
「緊急やむを得ない」を含む身体拘束廃止に必要な取り組みについては、現状の介護現場
における職員数を増加させること、職員一人一人が身体拘束とはどのような行為であるのか
ということを理解し、身体拘束が必要ないという意識を持つこと、身体拘束を廃止していく
ためには、どのような介護スキルが足りていないのかということを自分自身で理解し、足り
ないスキルを、研修会などを通じて向上させていくこと、職員同士がお互いに持っている情
報を共有し、連携しながら利用者の介護に携わっていく、身体拘束とはどのような行為であ
るのか、身体拘束をされることによってどのような気持ちになるのかということを利用者側
の視点に立って考えることや、利用者の行動理由を職員全体で理解し、それについての対応
策を考えていくことが必要であることがわかった．
本調査を通じて、
「緊急やむを得ない」を含む身体拘束に対して、対象者の 4 名の職員し
か必要ない行為であると認識していないことが明らかになった．身体拘束を廃止するために
は、職員の身体拘束に対する意識を統一していくことが必要である．今後、現状では少人数
である必要ないと認識している職員を、どのように増やしていくかというのが、施設として
の課題であると考えられる．
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本研究では、特別養護老人ホーム 1 施設の全数職員を対象として行った調査であるため、
今回明らかになった結果で、一般化するとは非常に難しいが、職員が「緊急やむを得ない」
身体拘束についてどのように考えているのか、それについてどのような取り組みが必要と考
えているのかということが明らかに出来たことは、今後の身体拘束廃止を考えていく上で重
要なものであると考えられる．本研究を発展させていくためにも、サンプル数を確保し、施
設間での比較や職員間での認識の比較を行い、今後身体拘束を廃止していく上でどのような
取り組みが必要となってくるのかということが課題であると考えている．
最後に、このたび研究にご協力いただきました A 施設の理事長様、施設長様、ならびに
職員の皆様にこの書面をお借りして感謝申し上げます．
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Consideration about the state of an urgent
unavoidable body restraint, and
restricted abolition in the care spot
─ On a basis Personnel consciousness of
A special elderly nursing home. ─
YAMAGUCHI, Yusuke
Also in the present when body restricted abolition was performed as a country and
about ten years of years have passed, at the care spot, the body restraint still exists, and
it can be said that it is an important subject to consider body restricted abolition.
It is one of the backgrounds to which the body restraint is performed in this research,
It focused on the urgent unavoidable body restraint, and considered the measure required
for the state of an urgent unavoidable body restraint, and body restricted abolition in the
recognition to an urgent unavoidable body restraint, and the care spot based on the
questionnaire of all the personnel of A special elderly nursing home.
As a result, the thing for which the care personnel recognize the necessity over an
urgent unavoidable body restraint, an urgent unavoidable body restraint limited to
urgency nature and temporality, change of the personnel's consciousness, improvement in
skill, cooperation of the personnel, and a user viewpoint as a measure required for
carrying out, only when the act which a user's danger does as the state of an urgent
unavoidable body restraint is seen, and restricted abolition.
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