
５　高齢者虐待の具体的な対応

（１）高齢者虐待対応の基本的な流れ
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伊達市高齢福祉課 伊達市地域包括支援センター 

①相談・通報・届出 

②相談・通報・届出の受付 

③受付記録の作成※受付機関 

関係機関 

必要に応じて協力依頼 

④虐待の疑いについて協議、緊急対応が必要な可能性の判断 
※受付機関の複数で協議（包括は社会福祉士を含める） 

    ⑧コアメンバー会議  ※市の管理職が出席 
       ・情報の整理、共有 

       ・虐待の有無の判断 

       ・緊急性の判断 

       ・対応方針の決定 

      ※市が会議録を作成する 

⑤初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議 
          ・情報収集項目 

          ・事実確認の方法と役割分担 

          ・コアメンバー会議の開催日時 

         ※包括社会福祉士を含め複数で協議 

         ※受付機関が情報共有・協議票、支援対応経過シートを作成 

⑦訪問調査  ※相談から４８時間以内（原則） 
高齢者の安全、虐待が疑われる事実についての確認 

※担当ケアマネは関係維持のため同行しない（原則） 

※面接者が事実確認票、アセスメント要約票を作成 

⑥庁内関係部署、関係機関からの情報収集 

訪問拒否 

※必要な場合、要否の判断を行う 

・立入調査 

・やむを得ない事由による措置 
・面会制限 

警察 

虐待につながりや
すい要因がある
（レベルC） 

差し迫った虐待の状況が見ら
れる（レベルAまたはレベルB） 

⑨立入調査 

必要に応じて同行 

虐待や権利侵害の事実
は確認されない 

虐待の疑いはない
と判断 

・聞き取りのみ 
・情報提供・助言 
・関係機関への取
次・ 斡旋 

・権利擁護対応（虐待
対応を除く） 
・包括的・継続的ケア
マネジメント支援 
・関係機関への引き
継ぎ（市や包括、通報
者、ケアマネやサー
ビス事業者等関係者
で情報共有し、今後
の支援について検討
の場を持つ。） 

虐待の疑いはないが
相談支援継続と判断 

※P22「高齢者虐待保
護の検討基準」参照 

関係機関 

フィードバック（虐待の有無を判断した

根拠）今後の支援方針や役割分担など 
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参考：「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き」（社団法人日本社会福祉士会）を変更
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・養護者との分離 
・措置入所 
・成年後見制度の活
用等 

        ⑫情報収集と虐待発生要因・課題の整理  

         ⑬虐待対応計画（案）の作成 

虐待が解決 

関係者・関係機関による 

・早期発見・見守りネットワーク 

・保健医療福祉サービス介入    

 ネットワーク 

・関係専門機関介入支援ネット 

   ワーク 

虐待が
未解決 

⑭個別ケース検討会議の開催 
              ・虐待対応計画（案）についての協議・決定 

              ※市が会議録を作成する 

⑰虐待対応の終結 ※市の管理職が出席 
・高齢者虐待対応ネットワーク運営会議にて実績報告、今後の課題等の検討 

 ・継続的な見守りと予防的な支
援 
・介護保険サービスの活用とケ
アプランの見直し 
・介護技術等の情報提供 
・問題に応じた専門的な支援 

協力依頼 

⑩対応方針に沿った対応の実施 

⑪初動期段階の評価会議  ※高齢福祉課・地域包括支援センター 
      ・対応の実施状況及び確認した事実と日付 

      ・目標及び対応方法の変更の必要性の有無 

      ・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況 

      ・養護者支援の必要性 

      ※市が会議録を作成する 

対応の終結／継続／アセスメントや方針（計画）の見直しについて検討 

対応報告 

⑮虐待対応計画に沿った対応の実施、モニタリング 

・権利擁護対応（虐
待対応を除く） 
・包括的・継続的ケ
アマネジメント支援 
・関係機関への引き
継ぎ 

関係者・関係機関による 
・早期発見・見守りネット
ワーク 
・保健医療福祉サービス
介入ネットワーク 
・関係専門機関介入支
ネットワーク 協力依頼 

⑯個別ケース（評価）会議の開催 
           ・対応の実施状況及び確認した事実と日付 

           ・目標及び対応方法の変更の必要性の有無 

           ・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況 

           ・養護者支援の必要性 

           ※市が会議録を作成する 

対応の終結／継続／アセスメントや方針（計画）の見直しについて検討 

対応報告 
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（２）発生の予防（リスク要因を有する家庭への支援）

　　　高齢者虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的要因が複雑に絡み合って起こると考えられてい
　　ます。（図２）
　　　多くのリスク要因を有する家庭で直ちに高齢者虐待が起こるわけではありませんが、「早期発見
　　・見守りネットワーク」等を通じて高齢者や養護者の心身の状況や生活状況を適切に見極めながら
　　支援・見守りを行うとともに、支援を必要としている高齢者や養護者・家族などに対して適切かつ
　　積極的な支援を行うことで、虐待の発生を未然に防ぐことが可能になると考えられます。
　　

≪虐待リスクの例≫
●高齢者自身のリスク要因

　日常生活において介護量が多い。

　判断力に衰えがあり、日常生活に支障があるため、介護を要する。

　コミュニケーションが困難である。

　精神的に依存心が強い。

　現状をあきらめている。

　家族や介護者に経済的に依存している。

　自己主張が強い（頑固・わがまま・強情等）。

　介護に対して不安・不満がある。

　介護者に対し感謝の気持ちを表さない。

　過去に介護者や家族と確執があった。

●介護者等のリスク要因

　年齢や病気、身体的障がいにより、自分のことで精一杯である。

　判断力が十分ではない。

　性格に問題がある。

　介護疲れ（身体的・精神的）がある。

　介護の負担が大きい。

　介護や認知症に関して正しい知識を持っていない。

　相談相手、介護協力者がいない。

　介護サービスを利用することに抵抗がある。

　経済的に困っている、不安がある。

　薬物・アルコール・ギャンブルに依存している。

　過去に高齢者や家族との確執があった。

●家族の状態によるリスク要因

　家族間のこれまでの人間関係がよくない。

　複雑な家族構成である。

　被虐待者以外に介護・世話の必要な家族がいる。

　経済的な問題を抱えている。

　介護や認知症に対して正しい知識を持っていない。無関心である。

　キーパーソンがいない。

　家庭内において、暴力が当たり前のように理解されている。

　　　参考：「高齢者虐待対応の手引き」（大分県）

チェック欄 項　　　　　目

チェック欄 項　　　　　目

チェック欄 項　　　　　目
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＜参考＞大阪府立看護大学津村教授による高齢者虐待発生までの時系列モデル

潜在因子（先行条件） 

＜身体的状況＞ 
身体能力の低下 

疾病・障害・高齢・虚弱 

＜心理的状況＞ 
夫婦・親子の過去における関係の悪さ 

意識：憎しみ、接触：表面的 

＜家庭環境＞ 
家族の価値観：暴力容認 

経済力の低下、社会交流の不足 

＜社会環境＞ 
社会サービスの不足 

世間の目（排他的） 

きっかけ（出来事、変化） 

＜身体的状況＞ 
・介護負担増大 

・寝たきり、認知症、失禁 

・高齢者・介護者の病状悪化 

＜心理的状況＞ 
・意識：腹を立てる 

・行動：言葉による攻撃 

・接触：一方通行 

＜家庭環境＞ 
・暴力を容認する状況 

・失業、生活不安状況 
・他人の出入りを少なくする状況 

＜社会環境＞ 
・解決の見通しのない不安状況 

好発条件 
 
 
精神障害、アルコール依存、
問題性格（依存、未成熟）、
移住 

兆候 

＜高齢者＞ 
顔の表情：暗い 整容：頭髪の汚れ 会話：口数少ない 態度・行動：依存的 

＜虐待者＞ 
顔の表情：疲労 整容：身なりを構わず 会話：大変さの訴え 態度・行動：投げやり・蔑視 

虐待の発生 

図２ 
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（３）発見・通報

　　　虐待を早期に発見し問題の深刻化を防ぐためには、地域住民をはじめ、民生委員や自治会などの
　　地域組織、介護保険サービス事業者など高齢者を取り巻く様々な関係者が高齢者虐待に対する認識
　　を深め、虐待の兆候に気づくことが大切です。
　　　高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報努
　　力義務が規定されており、特に当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は速やか
　　に、市町村に通報しなければならないとの義務が課せられています（第7条）。
　　　虐待が疑われる場合の『サイン』として、以下のものがあります。複数のものにあてはまると疑
　　いの度合いはより濃くなってきます。これらは例示ですので、この他にも様々な『サイン』がある
　　ことを認識し、早期発見、支援につなげることが大切です。
　　　高齢者の虐待や虐待が疑われる場合は、虐待の内容、高齢者・被虐待者の住所・氏名、続柄等の
　　必要事項を整理し、介護支援専門員に報告するとともに速やかに市又は地域包括支援センターに相
　　談や通報を行います。

≪高齢者虐待のサイン≫
●身体的虐待のサイン

　身体に小さな傷が頻繁にみられる。

　太腿の内側や上腕部の内側、背中等に傷やみみず腫れがみられる。

　回復状態が様々な段階の傷、アザ等がある。

　頭、顔、頭皮等に傷がある。

　臀部や手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある。

　急におびえたり、恐ろしがったりする。

　「怖いから家にいたくない」等の訴えがある。

　傷やアザの説明のつじつまが合わない。

　主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。

　主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。

　身体に縛られた跡や拘束された形跡がある。

●心理的虐待のサイン

　かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる。

　不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える。

　身体を萎縮させる。

　おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる。

　食欲の変化が激しく、摂食障害（過食、拒食）がみられる。

　自傷行為がみられる。

　体重が不自然に増えたり、減ったりする。

　無力感、あきらめ、なげやりな様子になる。

●性的虐待のサイン

　不自然な歩行や座位を保つことが困難になる。

　肛門や性器からの出血や傷がみられる。

　生殖器の痛み、かゆみを訴える。

　急に怯えたり、恐ろしがったりする。

　ひと目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える。

　主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。

　主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。

　理由もなく、入浴や排泄などの介助を突然拒む。

　性病にかかっている。

　睡眠障害がある。

●経済的虐待のサイン

　年金や財産収入等があることは明白なのにも関わらず、お金がないと訴える。

　自由に使えるお金がないと訴える。

　経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない。

　お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない。

　資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しくなる。

　預貯金が知らないうちに引き出された、通帳がとられたと訴える。

チェック欄 サ　イ　ン　例

チェック欄

チェック欄

チェック欄

サ　イ　ン　例

サ　イ　ン　例

サ　イ　ン　例
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●ネグレクト（介護等日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢）のサイン（自己放任も含む）

　居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている、または異臭を放っている。

　部屋に衣類やおむつ等が散乱している。

　寝具や衣服が汚れたままの場合が多くなる。

　汚れたままの下着を身につけるようになる。

　かなりのじょくそう（褥創）ができている。

　身体からかなりの異臭がするようになってきている。

　適度な食事を準備されていない。

　不自然に空腹を訴える場面が増えてきている。

　栄養失調、脱水状況、体重減少がある。

　排泄物の処理がされていない。

　必要な薬を飲んでいない。

　必要な器具（めがね、入れ歯、補聴器等）を与えない。

　疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない。

●家族にみられるサイン

　高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる。

　高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。

　他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる。

　高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する。

　高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をする。

　経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金をかけようとしない。

　高齢者に面会させない。

　高齢者に対する質問に養護者が全て答えてしまう。

　保健、福祉の担当者と会うのを嫌うようになる。

●地域からのサイン

　自宅から高齢者本人や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音が聞こえる。

　昼間でも雨戸（カーテン）が閉まっている。

　庭や家屋の手入れができていない、または放置の様相（草が生い茂る、壁のペンキが

　はげている、ゴミが捨てられている）を示している。

　郵便受けや玄関先等が、１週間前の手紙や新聞で一杯になっていたり、電気メーター

　がまわっていない。

　電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃等の支払いを滞

　納している。

　気候や天候が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしばみられる。

　家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパー等で、一人分のお弁当を頻繁に買

　っている。

　近所つきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。

　配食サービス等の食事がとられていない。

　薬や届けた物が放置されている。

　道路に座り込んでいたり、徘徊している。

●その他のサイン

　通常の生活行動に不自然な変化がみられる。

　表情や反応がない。

　ものごとや自分の周囲に関して、極度に無関心になる。

　睡眠障害がみられる。

参考：「世田谷区高齢者虐待対応マニュアル」（東京都世田谷区）

サ　イ　ン　例チェック欄

チェック欄

チェック欄

チェック欄

サ　イ　ン　例

サ　イ　ン　例

サ　イ　ン　例
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（４）相談・通報受理

　　最初の対応を誤ると、高齢者虐待把握の機会を逸してしまったり、後の調査や介入が困難とな
　ってしまうことがありますので、慎重かつ丁寧に対応することが重要です。
　　また、通報等があった場合に要領よく対応し、聞きもれなどが生じないようにするため、「相
　談・通報・届出受付票」（参考資料１）を使用して受付記録を作成します。
　　高齢者虐待は非常に繊細な問題を扱うため、支援を行う関係者は相談や通報内容や通報者、支
　援の過程で知り得た情報は、漏らしてはならないと法律で規定されており（法第8条、第17条）
　個人のプライバシーの保護において特に配慮していく必要があります。
　　個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）では、個人情報における利用
　目的の制限（第16条）、第三者提供の制限（第23条）が義務づけられていますが、高齢者虐待
　事例の対応では、これらの例外規定に該当する場合もあります。

≪個人情報保護に関する規定と例外規定≫

■高齢者虐待防止法
第8条　　当該通報又は届出を受けた市町村等の職員は、職務上知り得た事項であって当該通

　　　　報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第17条　 委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者

　　　　であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏
　　　　らしてはならない。通報又は、届出を受けた場合には、その職務上知り得た事項であ
　　　　って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

■個人情報保護法
第16条    本人の同意を得ずに特定の利用目的以外に個人情報を取り扱ってはならない。

第23条    本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供してはならない。

■個人情報保護法第16条・第23条の例外規定と高齢者虐待における解釈例（※部分）

①法令に基づく場合
※高齢者虐待を発見したものが市町村に通報等を行う場合（第7条、第21条）
※立入調査（第11条）において必要な調査又は質問を行う場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
　困難であるとき

※虐待により本人の生命等を保護するため対応が必要であるが、意識不明又は認知症
　等により同意の確認が困難な場合等

③（略）

④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める業務を遂行すること
　に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を
　を及ぼすおそれがあるとき

※高齢者虐待防止法に基づき、市町村と地域包括支援センター、介護保険事業者や
　民生委員、警察等の関係機関がネットワークを組んで対応する場合

参考：東京都高齢者虐待対応マニュアル（東京都）

≪夜間休日の対応について≫
　　高齢者虐待相談の窓口での相談時間は、平日8時45分～17時30分となっていますが、高齢者
　虐待に関する通報等では、休日・夜間であっても緊急な対応が求められる場合もあります。
　　休日・夜間に地域包括支援センターで高齢者虐待に関する相談を受けた場合は、まず21ページ
　を参考に緊急性の判断をし、すぐに市と連携の上、複数職員で対応します。
　　当面の対応方針を決定して、初動期対応を行います。その後、積極的介入の必要性の判断を行
　い、それまでの対応の状況報告及び評価を行って、方針を決定します。
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（５）虐待の疑いの判断と事実確認を行うための協議

　　相談を受けた後、受け付けた組織の複数の職員でただちに受付内容を情報共有し、相談受理者
　の組織の管理職等に相談の上、虐待の疑いの判断の有無について協議し、その後の対応について
　検討します。
　　地域包括支援センターで相談を受け付け虐待の疑いがあると判断した事例については、速やか
　に市に報告を行い、虐待対応の必要性について認識を共有する必要があります。
　　また、速やかに事実確認を行うための協議をし、コアメンバー会議の開催日時を設定します。

・市と地域包括支援センターで情報内容を共有する。

・権利擁護対応（虐待対応を除く）

　（例：虐待はなかったが、認知症の進行に伴って金銭管理や

　　契約等の手続きが困難になってきた場合→成年後見制度の

　　本人申立ての活用　など）　

・包括的・継続的ケアマネジメント支援

　（例：担当介護支援専門員が、高齢者と養護者の関係調整に

　　苦慮していた場合→主任介護支援専門員が調整役となり、

　　担当の介護支援専門員を支援　など）

・聞き取りのみ

・情報提供・助言

・他機関への取次・斡旋

（６）事実確認と訪問調査

　　事実確認とは「虐待の事実を確認すること」ではなく「通報等の情報について高齢者の安全や
　その状況の確認を行うこと」をいいます。そのため、受付後正確な情報を収集するとともに原則
　48時間以内に訪問し、事実確認を行います。

　　①事実確認及び意思の確認
　　　まず、関係者のネットワークを活用し、客観的な情報の収集を行うとともに、家庭訪問等に
　　より、高齢者、養護者双方と面接し、事実確認票（参考資料１）を参考に実態を把握します。

≪関係機関から収集する情報の例≫
・家族全員の住民票（同居家族構成の把握）

・戸籍謄本（家族の法的関係や転居歴等）

・生活保護の有無

・障害部局での関わりの有無

・担当介護支援専門員や利用している介護サービス事業所からの情報

・医療機関からの情報

・警察からの情報

・民生委員からの情報

　　②訪問調査時の留意点
　　　・客観性を高めるため、原則として2人以上の職員で訪問するようにします。
　　　・高齢者本人への医療の必要性が考えられる場合には、保健師等の医療職が訪問調査を行う
　　　　ことを検討します。
　　　・高齢者又は養護家族の承諾を得た上で訪問します。（理由は、高齢者実態把握など日常の
　　　　業務活動の延長上での訪問と位置づけることが大切です。）
　　　・養護者も被害者であるという意識を持って訪問します。
　　　・養護の状況や健康管理の様子などの周辺情報を尋ねながら総合的に情報を整理します。

虐待の疑いの判断 必要な対応

虐待の疑いがあると判断した事例

虐待の疑いはないが、地域包括支援
センターとして相談を継続する必要
があると判断した事例（相談継続）

虐待の疑いがないと判断した事例
（相談継続の必要なし）
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　　　・高齢者と養護者等家族からの聞き取りは、できるだけ個別に行います。
　　　・虐待されている高齢者本人がどうしたいのか、意思確認に努めます。認知症等で意思確認
　　　　が困難な場合であっても、本人の行動や表情で本人の気持ちの確認に努めます。
　　　・初回訪問で全てを把握することは困難ですので、プライバシーの保護に十分配慮し、無理
　　　　な情報収集は避け、信頼関係を築くことに努め、継続した訪問が可能となるよう心がけま
　　　　す。

　　③介入拒否された場合の対応
　　　・焦らず、拒否されても粘り強く、高齢者又は養護家族が承諾するまで、心配していること
　　　　を知らせ、待ちの姿勢を維持します。
　　　・これまでの関わりから、高齢者または養護家族が信頼している人が主たる支援者として関
　　　　わるようにします。
　　　・養護者と面識のある親族や知人、地域関係者などに養護者の相談にのってもらいながら、
　　　　状況確認や高齢者虐待対応窓口へのつなぎをしてもらうようにします。
　　　・高齢者が介入拒否をしている場合は、関係機関の協力を得て、見守りによる状況把握継続
　　　　的に行い、高齢者の適切な意思決定を支援するための情報提供をしていきます。
　　　・様々なアプローチによっても介入拒否が解消されず、高齢者の生命又は身体に重大な危険
　　　　が生じているおそれがあると認めるときは、立入調査を実施します。
　　　　立ち入り調査の要否を判断する根拠として、これまで訪問した日時とその結果が重要な根
　　　　拠となります（例「○月□日△時（訪問者名）、訪問したが留守で会えず」など）。

（７）コアメンバー会議

　　事実確認によって集められた情報をもとに「虐待の有無」と「緊急性の判断」について市が開
　催するコアメンバー会議で判断します。（20ページ図3参照）

　　①出席者
　　　市高齢福祉課の管理職及び担当職員、地域包括支援センター職員（管理職等）によって構成
　　されます。迅速かつ適切に市町村権限の行使を含めた判断を行う必要があるため、コアメンバ
　　ー会議には市高齢福祉課の管理職の出席が必要です。
　　　また、事例の内容に応じて、市関係部署や専門的な助言者（医師や弁護士等）の出席を市か
　　ら要請することもあります。
　　　市としての意思決定の場として位置づけられているため、介護支援専門員や民生委員等が有
　　益な情報を有していたとしても、事前に情報を収集し会議の参加は要請しません。

　　②協議事項 　
　　　直接的な情報と間接的な情報を分けて情報を整理し、虐待の有無・緊急性の判断・対応方針
　　について協議します。その際には、虐待の有無と緊急性を判断した根拠とともに、今後行う対
　　応や目標、役割分担と期限を明記します。また、決定した内容は、担当ケアマネジャーや事業
　　所など関係者と共有する場を持ちます。
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≪コアメンバー会議での協議の流れ≫

参考：「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き」（社団法人日本社会福祉士会）

【事実確認結果をもとにした情報の整理】 

・高齢者の安全（心身の状態や判断能力、生活状況等）の確認と整理 

・虐待が疑われる事実や、高齢者の権利を侵害する事実の有無の確認と整理 

・収集した情報が十分
でなく、虐待が疑われる
事実や高齢者の権利を
侵害する事実が確認で
きていないため、虐待
の有無が判断できない
場合 
⇒期限を区切り、事実
確認を継続 

【虐待なし】 
・権利擁護対応（虐待
対応を除く）に移行 
・包括的・継続的ケア
マネジメント支援に移
行 
・関係機関窓口への
引き継ぎ・支援方針等

【事実確認を継続】 
・虐待の有無の判断が可能となる情報、その他高齢
者や養護者に関する必要な情報を確認し、対応方
針で情報収集の役割分担、期限、収集方法を定め
る 

・高齢者が、重篤な外傷、脱水、栄
養失調、衰弱等により、入院や通
院が必要な状態にある場合 
・状況が切迫しており、高齢者や養
護者から保護の訴えがある場合 
・暴力や脅しが日常的に行われて
いる場合 
・今後重大な結果が生じる、繰り返
される恐れが高い場合 
・虐待につながる家庭状況、リスク
要因がある場合 

【緊急対応による分離保護の検討・
実施】 
・入院治療の必要性を検討 
・入院治療の必要性が高い場合、医
療機関を受診し、医師の指示を仰ぐ 
・入院治療の必要性が低い場合、分
離保護の検討 

【適切なサービス等の導入の検討】 
・治療が必要にもかかわらず、医療機
関を受診していない場合は、受診に向
けた支援の実施 
・介護保険サービスの利用可能性の
検討、または利用状況の確認 
・成年後見制度または日常生活自立
支援事業の活用の検討 
・生活保護相談・申請、各種減免手続
等の検討 

【立入調査の要否の
検討】 
・さまざまな工夫を凝
らしたうえで、なお高
齢者の生命や身体の
安全を確認できない
場合には、立入調査
の要否を検討 

図３ 

・虐待が疑われる事実が確認された場合 
・高齢者の権利を侵害する事実等が確認され
た場合 
⇒「虐待あり」と判断し、「緊急性の判断」を行
うとともに、対応方針を決定する 

※初回相談内容から当該高齢者の生命や身

体に危険があると考えられるが、介入拒否等

に遭い、高齢者の安全確認ができない場合

は、「立入調査の要否の検討」へ 

 

・虐待が疑われる事
実や権利侵害の事実
が確認されなかった
場合 
⇒「虐待なし」と判断
し、権利擁護対応等
の対応に移行 

・適切なサービス導入によって、養
護者の介護負担が軽減されること
が明らかな場合 
・高齢者の判断能力が低下してい
るため適切な財産管理ができてい
ない場合（財産や資産が搾取され
ていて同居継続により被害がさら
に大きくなる恐れが高い） 
・経済的に困窮していて、サービス
等の活用ができていない場合 

・さまざまな工夫を凝
らしたうえで、なお高
齢者の生命や身体の
安全を確認できない
場合 

虐
待
の
有
無
の
判
断
 

緊
 
急
 
性
 
の
 
判
 
断
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≪高齢者虐待の程度≫

参考：東京都「高齢者虐待防止　－尊厳ある暮らしの実現を目指して－」平成17年3月

③緊急性の判断　
　相談・通報受理や訪問調査では、高齢者が緊急な生命の危機状態にあるか否かを判断し、その
状態にあれば、直ちに保護して身の安全を確保したり、警察、病院等のしかるべき機関に連絡し
支援を求めます。
　また、高齢者や養護者が協力拒否などをして事実確認ができない場合に、立入調査の要否を検
討します。

≪緊急性が高いと判断される状況≫
　１．生命が危ぶまれるような状況が確認される、もしくは予測される

・骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体的外傷

・極端な栄養不良、脱水症状

・「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報

・器物（刃物、食器など）を使った暴力の実施もしくは脅しがあり、エスカレートする

　と生命の危険性が予測される

　２．本人や家族の人格や精神状況に歪みを生じさせている、もしくはそのおそれがある

・虐待を理由として、本人の人格や精神状況に著しい歪みが生じている

・家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている

　３．虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない

　　・虐待が恒常的に行われているが、虐待者の自覚や改善意欲がみられない

　　・虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く、介入そのものが困難であった

　　　り改善が見込めそうにない

　４．高齢者本人が保護を求めている

　　・高齢者本人が明確に保護を求めている
参考：「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）

程度

要見
守

り・
支援

高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしてお
り、一刻も早く介入する必要がある。
例：生命に関わる外傷、脱水、栄養不足による衰弱、感染症
や重度の慢性疾患があるのに医療を受けさせない等

放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響を生じる
か、そうなる可能性が高い状態。当事者の自覚の有無にかか
わらず、専門職による介入が必要。
例：医療を必要とする外傷や、慢性的なあざや傷がある、必
要な食事等が保障されていない、介護環境が極めて悪い等

当事者に自覚がない場合も
含めて、外から見ると明ら
かな虐待と判断できる状態
で、専門職による介入が必
要な状態。

虐待かどうかの判断に迷う
ことの多い状態。放置する
と深刻化することもあるた
め、本人や家族の介護、介
護サービスの見直し等を図
ることが大切。

高齢者の心身への影響は部分的であるか、顕在化していない
状態。介護の知識不足や介護負担が増加しているなどにより
不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の中で生じた
言動などが虐待につながりつつあると思われる場合などがあ
る。

緊急
事態

要
介入

内容
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≪高齢者虐待・保護の検討基準≫
※該当する箇所をチェックする

①すでに重大な結果を生じている。

頭部外傷（血腫、骨折）、腹部外傷、意識混濁、重度の褥瘡、重い脱水症状

脱水症状の繰り返し、栄養失調、全身衰弱、強い自殺願望、その他

②高齢者自身が保護を求めている。

③「殺される」「○○（養護者）が怖い」「何も食べていない」等の訴えがあり

　実際にその兆候が見られる。

④年金・預貯金等を搾取されたため電気・ガス・水道等がストップ、食料が底を

　ついている。

⑤自宅から締め出され、長時間戸外で過ごしていることにより心身状況の悪化が

　見られる。

⑥刃物、ビンなど凶器を使った暴力や脅しがある。

⑦「何をするかわからない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがあり、切

　迫感がある。

⑧暴力や世話の放棄を繰り返し、支援機関との接触・助言に応じないまま状況を

　悪化させている。

他 その他

⑨今後重大な結果が生じるおそれの高い状態が見られる。

頭部打撲、顔面打撲・腫脹、不自然な内出血、やけど、刺し傷、きわめて非

衛生的、回復状態がさまざまな傷、極端なおびえ、軽度の脱水、低栄養・低

血糖の疑い、入退院の繰り返し、その他

⑩高齢者に体調不良が見られても医療を受けさせず、そのままにしている。

⑪介護サービス利用料を3か月以上滞納しており、支払う意思も見られない。

他 その他

⑫介護度が高いが、相応の医療・介護を受けていない。

⑬認知症・精神疾患による周辺症状が強く出ており生活に支障をきたしている。

　徘徊・昼夜逆転・頻繁な訴え・異食・弄便・大声・不快音・噛みつき・引っ

　かき・蹴飛ばし等

⑭性格に偏りがあるため、養護者と不仲となり孤立した状況である。

⑮精神疾患・アルコール依存症・知的障害等あるが、医療的管理をしていない。

⑯高齢者の年金等を管理していることにより、高齢者自身の生活に何らかの支障

　を与えている。

⑰高齢者に対し、日常的に冷淡・否定的な態度で接している。

⑱介護疲れが激しく、いらだっている。

⑲友人や親族等と疎遠で、相談相手がおらず孤独である。

⑳激昂しやすく、感情のコントロールができない。

他 その他

参考：首都大学東京　副田あけみ教授作成「高齢者虐待リスクアセスメントシート」様式を埼玉県が改変して作成

レ
ベ
ル
B

レ
ベ
ル
C

高
齢
者

養
護
者

高
齢
者

養
護
者

レベルA

レベルB

レベルC
定期的な状況確認・支援、
分離保護の可能性の検討

分離、保護を検討

緊急分離、保護
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（８）立入調査

　　　　高齢者や家族にコンタクトがとれず、かつ、高齢者の安否が確認できず、高齢者の生命や
　　　身体の重大な危険が強く懸念される場合には、立入調査権の発動を検討します。（第11条）
　　　　立入調査を実施できるのは、市及び市直営の地域包括支援センター職員に限られています
　　　ので、伊達市では市職員が行うことになりますが、相談を受けた地域包括支援センターの職
　　　員も同行協力します。

≪立入調査が必要と判断される状況の例≫
　１．高齢者の姿が長期にわたって確認できず、また養護者が訪問に応じないなど接近する
　　　手がかりを得ることが困難と判断されたとき。
　２．高齢者が居所内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような事態が
　　　あるとき。
　３．何らかの団体や組織、あるいは個人が、高齢者の福祉に反するような状況下で高齢者
　　　を生活させたり、管理していると判断されるとき。
　４．過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、養護者
　　　が訪問者に高齢者を会わせないなど非協力的な態度に終始しているとき。
　５．高齢者の不自然な姿、ケガ、栄養不良、うめき声、泣き声などが目撃されたり確認さ
　　　れているにもかかわらず、養護者が他者の関わりに拒否的で接触そのものができない
　　　とき。
　６．入院や医療的な措置が必要な高齢者を養護者が無理やり連れ帰り、屋内に引きこもっ
　　　ているようなとき。
　７．養護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる高齢者の安否が懸念されるような事
　　　態にあるとき。
　８．家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、高齢者の生活実態の把握が必要と判断
　　　されるようなとき。
　９．その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、高齢者の権利や福祉上問題があると推
　　　定されるにもかかわらず、養護者が拒否的で実態の把握や高齢者の保護が困難である
　　　とき。
参考：「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」（厚生労働省）

≪立入調査にあたっての留意点≫
　・立入調査を行う職員は、身分証明書を携帯します。（参考資料３）
　・立入調査の執行にあたる職員は、予測される事態に備え、複数選任します。
　・入院等の必要性を的確に判断することのできる医療職の同行も有効です。

≪立入調査における関係機関との連携≫
　■警察との連携
　　立入調査を行う際に、養護者から物理的な抵抗を受けるおそれがあるなど市職員だけでは職
　　務執行をすることが困難で、警察の援助が必要である場合には、所轄の警察署長あてに援助
　　依頼（参考資料４）を出し、状況の説明や立入調査に関する事前協議を行うようにします。

※立入調査は市が法に基づき実施するもので、警察官の職務ではありません。警察官は職務執
　行の現場に臨場したり、現場付近で待機したり、状況によっては市職員と一緒に立ち入りま
　す。
※警察官は高齢者の生命又は身体の安全を確保するために、必要な警察官職執行法その他の法
　令の定める措置を講じます。
・虐待の制止（警察官職務執行法第５条）及び立入（同法６条）
　虐待者（養護者）が暴行、脅迫等により職務執行を妨げようとする場合や高齢者への加害行
　為が現に行われようとする場合等においては虐待者(養護者)に警告を発し又は行為を制止し、
　あるいは住居等に立ち入ることができる。
・被虐待者の保護（同法第３条）
　病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められるものを発見した
　ときは、一時的な保護を行わなければならない。
・虐待者（養護者）の逮捕（刑事訴訟法第２１３条）
　現に犯罪に当たる行為が行われている場合は現行犯として逮捕等検挙措置を講じる。
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　■他機関との連携
　　　・養護者に精神的な疾患が疑われる場合は、保健所等と連携し同行が考えられます。
　　　・養護者や家族との関わりのある親族等に同行や立会いを求めることも有効な場合がありま
　　　　す。
　　　※いずれの場合でも事前に周到な打ち合わせを行い、様々な事態を想定した柔軟な役割分担
　　　　を決めておくことが必要です。

≪立入調査の執行手順≫
　１．立入調査の執行について、養護者には事前に知らせないようにします。

　２．立入調査のタイミングについて関係者で慎重に協議し判断します。（高齢者と養護者が共に在宅

　　しているときがいいのか、養護者が外出しているときがいいのか等）

　３．養護者がドアを開けないなど拒否的な場合には、親族や知人・近隣住民等の協力を得たり、家主

　　から合鍵を借りるなどの方法を検討します。

　４．立入調査時は、法律に基づいた行政行為であることを説明し、冷静な対応を心がけ目的や確認し

　　たい事項、立入調査権を発動した理由などについて誠意を持って説明します。

　　　また、高齢者に対しても訪問した理由を説明し、安心感を与えることが必要です。

　５．高齢者及び養護者の状況、生活状況等を把握し、保護の必要性を判断します。

　　・高齢者の身体的な外傷の有無や程度、健康状態、養護者等に対する態度、怯えの有無などを観察

　　　するとともに、医療職によるチェックを受けることが望ましいと考えられます。

　　・高齢者から話を聞ける場合には、養護者から離れた場所で聴取します。

　　・高齢者の居室内の様子に注意を払い、不衛生・乱雑であるなどの特徴的様相があれば、高齢者本

　　　人の同意を得た上で写真等の活用を含めて記録しておきます。

　　・高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等総合的に判断し、高齢者の生命や身体に関わ

　　　る危険が大きいときには、緊急入院や老人福祉法による措置を通じて、緊急に高齢者と養護者を

　　　分離しなければならないことを伝え、多少摩擦があったとしても実行に踏み切ることが必要です。

　　・緊急に高齢者と養護者の分離が必要でないと判断されたときは、関係者の不安が調査で解消され

　　　てよかったということを率直に伝え、養護者の心情に配慮したフォローを十分に行うことが必要

　　　です。

　　・緊急の対応が不要になったとしても、高齢者及び養護者が支援を要すると判断される場合には、

　　　継続的に関わりを持ち、各機関におけるサービスの説明や、何かあればいつでも相談にのること

　　　を伝え、支援につなげやすくします。

　６．立入調査執行後は、調査記録を作成します。関係書類については、高齢者の外傷や状況記録、医

　　師の診断書、調査に同行した関係者による記録などの入手・保存に努め、調査記録と共に整備して

　　おきます。

参考：「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」（厚生労働省）

（９）やむを得ない事由による措置

　「やむを得ない事由による措置」とは、「やむを得ない事由」によって契約による介護保険サ
ービスを利用することが著しく困難な65歳以上の高齢者に対して、市町村長が職権により介護
保険サービスを利用させることができるというものです。（26ページ図4参照）
　高齢者虐待防止法では、高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護
が図られるよう、適切に老人福祉法第10条の４（居宅サービスの措置）、第11条第1項（養護
老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置、養護委託）の措置
を講じることが規定されています（第9条）。

≪やむを得ない事由による措置のサービス種類≫

・訪問介護  ・通所介護   ・短期入所生活介護   ・小規模多機能型居宅介護 
・認知症対応型共同生活介護  ・特別養護老人ホーム 
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■やむを得ない事由による措置における留意点

・高齢者本人が同意していれば、家族が反対している場合であっても、措置を行うことは可能

　です。

・高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担できない場合でも

　「やむを得ない事由による措置」を行うべき時は、まず措置を行うことが必要です。

・高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合でも、「やむを得な

　い事由による措置」を行うことは可能です。

参考：全国介護保険担当課長会議資料（平成15年9月8日開催）より

■措置の解除の判断と契約への移行
　やむを得ない事由による措置解除の判断は、評価会議で行います。具体的な判断の例としては
養護者や家族の生活状況が改善して虐待が解消したこと、要介護認定の申請や介護保険サービス
の利用契約が可能となったことなどがあげられます。

■面会制限
　老人福祉法第11条に規定される「やむを得ない事由による措置」を実施した場合、市町村長
や養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、高齢者
虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができるとされています。（第
13条）。
　面会制限の要否は、市の管理職が出席する会議で判断する必要があり、また、面会制限を適用
する場合は、制限する期間を定め、見直す時期を定めておくことが必要です。

≪面会制限を行うことが望ましいと考えられる状況の例≫
・保護した高齢者が施設の環境に慣れ、安心して、施設職員への信頼等が生まれるまでに一定

　の期間を要すると考えられる場合

・情報収集が不十分で、虐待に関する事実確認が不十分な場合や、養護者の反応や状況が把握

　できていない場合など、情報がそろうまでの一定期間

・高齢者が養護者との面会を望んでいない、または面会することによって高齢者の心身に悪影

　響が及ぶと考えられる場合

・養護者の過去の言動や、高齢者養護者の関係性から、強引に高齢者を自宅に連れ戻すことが

　予測される場合 など

参考：「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き」社団法人日本社会福祉士会
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参考：東京都高齢者虐待対応マニュアル（東京都）

「やむを得ない事由による措置」活用の検討フロー

図４ 

相談・発見・通報 

状況確認（実態調査） 

早めの対応が必要 

要介護認定 他の援助方法の検討 

◆早急に対応を行わなかった場合
に、生命、身体、精神に重要な侵害
が生じる可能性が高いか。 
◆介護サービス等を投入しないと生
活が成り立たず、本人の権利擁護
に重要な問題が生じるか。 

職権による要介護申請 他の援助方法の検討 

◆本人が受診を拒んでいる等のために
要介護認定ができない場合でも、「やむ
を得ない事由による措置」を行うことは
可能である。 
◆この場合、成年後見制度等を利用し
て、要介護認定の「申請」を行うことが
できる段階になった時点で、後日申請
を行う。 

本人の同意 

本人の判断能力 

代理人等 説得して契約利用へ 

代理人による契約利用へ 

やむを得ない事由
による措置の実施 

成年後見
の申立て 

成年後見
の審判 

措置解除し、
契約利用へ

◆時間的に切迫していない場合は、成年後見申立てを
先に行い、その審判後に契約利用の形でサービス提供
を開始することが望ましい。 
◆緊急ショートステイ等の利用や入院等の他の手段に
よって時間を稼ぎ、その間に成年後見申立てや契約代
理人の選定を行うなどの方策をとり、契約利用に結び
付ける場合もある。 

契約による利用へ 

高い 低い 

認定済み 

未申請 

自立・非該当 

あり 
なし 

あり なし 

いる いない 
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