
「認め合うこころ・笑顔の支援～権利擁護の視点に立って～」
第13回千葉県障害者グループホーム大会

令和4年2月14～28日

千葉県総合支援協議会権利擁護部会委員

・千葉県虐待防止アドバイザー

社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会

濵本 典子
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プロフィール

• 千葉市出身、趣味は読書と山登り

• ≪資格≫保育士（保母）、介護福祉士、介護支援専門員

社会福祉士、精神保健福祉士、サービス管理責任者

相談支援専門員、社会福祉士実習指導者

・財団法人鉄道弘済会弘済学園（知的児入所）保母・指導員を経て、

千葉市社会福祉協議会登録ヘルパーの経験有。

現在は社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会常務理事

（でい・さくさべ管理者兼務）

・千葉県総合支援協議会権利擁護部会委員、千葉県虐待防止アドバイザー

千葉県知的障害者福祉協会権利擁護委員会委員長、他法人理事

地域の社会福祉協議会理事、特別支援学校評議員等
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≪濵本が推察するGHでのお困りごと≫

• 夜間支援を含む世話人が単独での支援が発生すること

＝単独での支援中に何が起こっているのか確認ができない密室になっている。

世話人が困ったときに即応じることができない。

• 世話人の経験年数や年齢による価値観の違いから発生する伝え方の難しさ

• 勤務形態が多岐にわたり、交替勤務のため、世話人との連携が困難であること

• 基本的に世話人が人手不足になっていること。

• 圏域ごとに設立されているGHの数に対しての支援ワーカーの配置
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本日のプログラム

グループホームは何を目指す？＝「その人らしく暮らす家」

障害者虐待防止法の概要

障害者虐待の判断にあたってのポイント

厚労省等の資料より抜粋

当法人と「でい・さくさべ」の取り組み
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

この研修は、皆さんと「その人らしく生きること」を一緒に考えます。

１）「その人らしく」：自分が思うこと、感じることを表現できる

⇒ 意思決定支援が尊重されていること

・障害のある方の言葉に耳を傾けること

・言語でのコミュニケーションが困難な方の気持ちを

「洞察（どうさつ）」すること

洞察＝物事の本質を見通す力
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

この研修は、皆さんと「その人らしく生きること」を一緒に考えます。

２）支援してくれる方との関係性は

・友達ではない＝「〇〇ちゃん」あだ名は×

・お父さんやお母さんでもない

＝指導や押し付けも×

・その年齢にふさわしい対応を
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

8第13回千葉県障害者グループホーム大会

【呼び名編 その１】

本人が落ち着く 家族が望んでいる
周りの人もその呼び

方に慣れている

今更呼び方を変える

方が大変

本人がその呼び方で

はないと動かない

「〇〇ちゃん」「〇〇くん」と呼んでいる理由は？



グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」
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幼少期
• のりこ、のっちゃん

児童期
• てんこ、てんちゃん

青年期
• 〇〇さん（旧姓）

壮年期
• はまもとさん、はまちゃん（結婚後）

出産後
• お母さん

わたしは、その時々でいろいろ
な呼ばれ方をしていました。

「こう呼んでいい？」に
「いいよ」と答えて、周りの人
がよんでいました。

【呼び名編 その２】濵本の場合

・意思決定する機会があった
・選択する呼び名があった
・年齢と状況にふさわしい呼び
方を選択できた



グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【呼び名編 その３】

グループホームで従事される職員の皆さん全員が

「利用者さんを支援する人」

支援する：指導・教育・訓練ではなく、

「力を貸す」「手助けする」の意

人は呼び方で、その人との関係性を構築していく。

「〇〇さん」の呼び方＝上下や同等の関係ではなく、

一歩下がって「手助けする」、

その人を「人として尊重する」関係となる。
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その１】
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私の支援はこれで良いの？

• 自分の支援が良いのか、悪いのかわからない

その支援、大丈夫？

• 自分では「よかれ」と思ってやっていることが、そうで

はないかもしれない

利用者さんから嫌われたらどうしよう？

・嫌われたら、何も言うことを聞いてくれないかもしれない

一人で支援をするのは大変
不安なことがあっても相談

できない



グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その２ー１】

１）「チーム」で解決しましょう：孤立化を防ぐ

・あなた一人ではありません。

・世話人・スタッフ・生活支援員・サービス管理責任者に

「助けて」のSOSを出して、話し合う機会をもちましょう。

・虐待を防止するためにも「チーム」の力が必要です。

「困った」⇒ 発信する⇒ チームで話し合う ⇒改善策

⇒ やってみる ⇒ チームに報告
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その２ー２】

２）利用者さんの個別支援計画を共有しましょう

・利用者さんには、個別支援計画が立案されています。

・この目標によって、利用者さんが目指すものを同じ視点で

みることができます。

・個人情報と共に、個別の記録や個別支援計画を進捗状況を

確認する機会をもちましょう。
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その２ー３】

３）利用者さんのことをもっと知りましょう

・利用者さんが好きなもの・嫌いなもの、これがあると安心する等、

利用者さんの情報を集めましょう。

・医療対応や家族のこと、利用者さんに関することを知ることは、

利用者さんと仲良くなる近道です。
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その２ー４】

４）「怒り」を上手にコントロールする努力をしましょう

・怒りは人間として当然の感情です。

この怒りをコントロールするのがアンガーマネジメントです。

・自分のストレスが「どこまでいったら限界か？」を自覚できる

⇒ 限界までいかないところでストレスを上手に転換する

転換するためには、チームの力に頼るのも一つの方法
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グループホームは何を目指す？
＝「その人らしく暮らす家」

【支援の質編 その３】

「なぜ、この仕事を選択したのか」に立ち返る
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法人の理念・グループホームの理念を学ぶ

プロ意識をもつ・スペシャリストとしての意識を高くもつ

自己研鑽（じこけんさん）・障害のある方への支援を学ぶ



障害者虐待防止法の概要
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「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律」虐待の類型

（平成２４年１０月１日施行）
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①身体的虐待 ②性的虐待 ③心理的虐待

④放棄・放置

（ネグレクト）
⑤経済的虐待
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身体的虐待 １

障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく
障害者の身体を拘束すること

【具体的な例】

①暴力的行為：平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。ぶつかって転ばせる。刃物や器物で

外傷を与える。入浴時、暑い湯やシャワーをかけてやけどさせる。本人に向

けて物を投げつけたりする、など。

【事件】千葉県での事例

平成25年11月県立袖ケ浦福祉センター養育園で入所者男性（19歳）が職員からの暴行を受け
た翌日に意識不明となり、搬送先の病院で死亡する。

職員5人が男性に暴力をふるっていたことが判明、5人は、別の利用者9人にも日常的に虐待を
加えていた。県の検査で、継続的に首を絞めたり、引きずったりする虐待を加えていたことが
判明する。

職員による虐待は、共用スペースで公然と繰り返されていた。虐待を目撃した職員もいたが
上司に報告されていなかった。暴行は、支援時における突発的な行為ではなく、意図的で陰湿
なものであった。その後の調査で１５人もの職員が２３人の利用者に虐待をしていたことが判
明する。（身体的虐待・性的虐待・心理的虐待を含む）
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身体的虐待 ２

障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく
障害者の身体を拘束すること

【具体的な例】

【事件】相模原市内の障害者グループホーム（ＧＨ）で職員による入所者への虐待行為があっ
たとして、ＧＨを運営する一般社団法人「相模原市手をつなぐ育成会」に対して新規利用者の
受け入れを１年間停止する行政処分を行った。

市福祉基盤課によると、同法人が運営するＧＨ（同区）で複数の職員が入所者１人に対して、
正当な理由がないにもかかわらず、食事の際に入所者の手と太ももをひもで縛り付ける身体的
拘束を行った。こうした行為は障害者総合支援法に違反するが、同ＧＨでは少なくとも今年２
～６月に継続して行われていたという。また、虐待行為に気付いていた別の職員も通報せず、
虐待防止に関する職員研修も怠っていたという。

市によると、６月下旬に入所者の保護者から法人に対して「（入所者に）不自然なやけどが
ある」と通報があり、一連の行為が判明。法人から連絡を受けた市は８月に監査を行い、虐待
行為を認定した。市は法人に業務改善の指導を行うとともに、再発防止策の報告を求めるとい
う。（R3/10/１付神奈川新聞から抜粋）
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身体的虐待 ３

障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由

なく障害者の身体を拘束すること

【具体的な例】

③正当な理由のない身体拘束：

・車いすやベッドなどに縛りつける。

・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衣（つなぐ服）を着せる。

・職員が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

・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。

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
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身体拘束としての行動制限について

（１）身体拘束をするときの３要件

①切迫性：利用者本人、又は他の利用者の生命、身体。権利

が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性：身体拘束や行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的であること

（２）組織として慎重に検討、決定し個別支援計画に記載

どのような理由でどのような身体拘束をいつするのか

（３）本人・家族に丁寧な説明をして、同意を得る

（４）必要な事項の記録

身体拘束を行ったときは、支援記録などにそのつど記録する

※平成３０年度から「身体拘束廃止未実施減算」として記録がない場合減算になる。
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健康診断の際の血液検査、
インフルエンザ等の予防
接種の際に、利用者を暴
れないように掴むことも
身体拘束です。

Q）同意を得ていますか？
説明をしていますか？
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性的虐待

障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること

【平成29年度からの改正により】

性交だけではなく、口腔性交・肛門性交についても同じ罪として処罰されること、また、
性別を問わず、男性が男性に対して性交等することも処罰されることとなる。

【具体的な例】 あらゆる形態の性的な行為又はその強要

・キス，性器等への接触、性交/性的行為を強要する。/本人の前でわいせつな言葉を発する、

または会話する。性的な話を強要する。/わいせつな映像や写真を見せる。/本人を裸に

する、またはわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。

・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり、映像や画像を撮影する。

・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで

放置する。
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心理的虐待 １

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的 言動その他、障害者に著し
い心理的外傷を与える言動を行うこと。

【具体的な例】

①威嚇的な発言、態度：怒鳴る、罵る。「ここにいられなくなるよ」「追い出す」などと言い、

脅す。「給料もらえないですよ」「好きなもの買えなくなりますよ」

などと威圧的な態度をとる。

②侮辱的な発言、態度：排泄の失敗や食べこぼしなどを嘲笑する。日常的にからかったり、

「ばか」「あほ」「死ね」など侮辱的なことを言う。

子供扱いするような呼称で呼ぶ。本人の意思に反して呼び捨て、あだ名

などで呼ぶ。

③障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視するような発言、態度：

無視する。「意味もなく呼ばないで」「どうしてこんなことができ

ないの」などと言う。他の利用者に障害者や家族等の悪口を言いふ

らす。障害者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。
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心理的虐待 ２

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的 言動その他、障害者に

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

【具体的な例】

④障害者の意欲や自立心を低下させる行為：

トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を

無視しておむつを使う。自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、

本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする、職員が提供しやす

いように食事を混ぜる。

⑤交換条件の提示： 「これができたら外出させてあげる」「買いたいならこれをしてからに

しなさい」などの交換条件を提示する。

⑥心理的に障害者を不当に孤立させる行為：

本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。

面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。

その利用者以外の利用者だけを集めて物事を決める、行事を行うなど。
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放棄・放置等による虐待 １

障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、 他のものによる虐待

行為の放置など、これに準ずる行為を行うこと。

【具体的な例】

①必要とされる支援や介助を怠り、障害者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為

・入浴しておらず異臭がする、排泄の介助をしない、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れの

ひどい服や破れた服を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。

・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。

・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置かせる。

・室内にごみが放置されている、ねずみやゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる。

【事件】平成２９年１２月大阪府寝屋川市の住宅のプレハブに女性（３３）が監禁され死亡

した事件で、死亡時の女性の胃に食べ物が確認されず、空腹状態だったとみられる。

死体遺棄容疑で逮捕された父親と母親は「１日１回程度しか食事を与えていなかった」と

供述。府警は十分な食事を与えず死亡させた疑いがあるとみて、監禁致死や保護責任者

遺棄致死容疑も視野に調べる。
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放棄・放置等による虐待 ２

障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他のものによる虐待

行為の放置など、これに準ずる行為を行うこと。

【具体的な例】

②障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為

・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。

・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療

食を食べさせない。

・本人の嚥下できない食事を提供する。など

③必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限させる行為

・移動に車いすが必要であっても使用させない。

・必要なめがね、補聴器、補助具等があっても使用させない。など。

④障害者の権利や尊厳を無視した行為またはその行為の放置

・他の利用者に暴力を振るう障害者に対して、何ら予防的手立てをしていない。

・話かけ等に対し「ちょっと待って」と言ったまま対応しない。など。
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経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。

【具体的な例】

本人の同意（表面上は同意しているように見えても、本人からの同意かどうかを見極める
必要がある）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。

・本人所有の不動産等の財産を本人に無断で売却する。

・年金や賃金を管理して渡さない。/・年金や預貯金を無断で使用する。

・本人の財産を無断で運用する。/・事業所・法人に金銭を寄付・贈与するように強要する。

・本人の財産を、本人が知らない又は支払うべきではない支払いに充てる。

・金銭・財産等の着服・窃盗等（障害者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流

用する、おつりを渡さない。）

・本人に無断で親族にお金を渡す、貸す。

・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。など。
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虐待の判断にあたっての
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虐待かどうかの判断が難しい場合も虐待でないことが

確認できるまでは虐待事案として対応することが必要

➢虐待をしているという「自覚」は問わない

➢障害者本人の「自覚」は問わない

➢親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある

➢虐待の判断はチームで行う
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障害者虐待の判断に当たってのポイント①

虐待をしているという「自覚」は問わない

・自分がやっていることが虐待と気づいていない場合もある。

・しつけ、指導、療育の名のもとに不適切な行為が続けられて いる事案
もある。

・自覚がなくても、障害者は苦痛を感じていたり、生活上困難な状況に置
かれていたりする場合もある。

⇒虐待にあたるということを適切な方法で気づかせ、虐待の解消に向けて
取り組む
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障害者虐待の判断に当たってのポイント②

障害者本人の「自覚」は問わない

• 自分がされていることが虐待だと認識できない場合がある。

・長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、無力感から

あきらめてしまっている場合がある。

・障害者本人から訴えることが難しい場合がある。

⇒周囲が積極的に介入しないと、虐待が長期化したり、深刻化 する危険
がある。
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障害者虐待の判断に当たってのポイント③

親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある

・施設や就労現場で発生した虐待の場合、障害者の家族への

事実確認で「これくらいのことはしかたがない」と虐待する

側を養護したり虐待の事実を否定したりすることがある。

・預かってもらっている、という家族の気持ち、他に行き場が

ない状況から言えない。

⇒家族からの訴えがない場合でも虐待の客観的事実を確認し、

障害者本人の支援を中心に考える必要がある。
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障害者虐待の判断に当たってのポイント④

虐待の判断はチームで行う

・担当者ひとりで行うことを避け、組織的に行うことが必要。

・組織の管理職が虐待問題への感度をたかめ、虐待への厳しい姿勢を打ち

出すことが重要。

⇒相談や通報、届出を受けた市町村や都道府県の職員は、速やかに上司に

報告、ケース会議などを活用して緊急性の有無、事実確認の方法、援

の方向などについて組織的に判断すること。

学校等においても、客観性を確保する観点から、複数の職員で対応す

ることが重要。
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虐待の判断にあたっての
ポイント

・令和２年度 厚労省主催

障害者虐待防止研修より

・厚労省資料より抜粋
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施設における人権侵害に至る要因
ー大阪知的障害者福祉協会報告よりー

• 組織上の問題

• 人的要因

• 物理的要因

【要因】

• 管理者をはじめ現場の支援者の人権意識が希薄

• 行動障害のある利用者支援に係る専門的知識の欠如、援助技術・技能が未熟

• 専門的に助言・指導するスーパーバイザーが不在

【支援現場における共通する点】

36
『障害のある人の尊厳を守る虐待防止マニュアル』一般社団法人 大阪知的障害者福祉協会
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北摂杉の子会 権利擁護・虐待防止体制
-権利擁護・虐待防止委員会設置とその機能・役割-

【権利擁護・虐待防止体制図】

【理事会】

【経営会議】

【運営会議】

【生活支援】

虐待防止責任者

【日中支援】

虐待防止責任者

【児童発達支援】

虐待防止責任者

【権利擁護

・虐待防止委員会】

【権利擁護・虐待防止委員会の構成、役割、開催頻度】

虐待防止委員会 虐待防止責任者

構成

・常務理事(委員長)
・総務部長
・各施設長(部長)
・各虐待防止責任者
・虐待防止第三者委員
・その他適任者

・副施設長(副部長)
・サービス管理責任者
・その他適任者

機能
役割

【虐待防止のための】
・体制づくり
・報告のチェック/モニタリ
ング
・発生後の対応と総括
・マニュアルの策定/改定
・情報交換
・啓発の為の広報活動

・日常的な点検と対応
・委員会への報告/連絡
・ひやりはっとの活用/集約
・ストレスマネージメント

頻度 1回/2ヵ月 随時
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どこからが虐待？
-グレーゾーンを考える-

虐待 不適切な支援 適切な支援

38

【不適切な支援-グレーゾーン-】

○虐待と適切な支援の境目※グレーゾーン
・虐待者が意図的か、非意図的かは問わない
・被虐待者に自覚があるか、自覚がないかは問わない

『どこまでなら虐待にならないか？』

→この考え方を改める！

グレーゾーンは虐待の芽

→広い意味で虐待である！

・虐待防止の近道は虐待の芽を摘むこと！
→その為には、支援者が“グレーゾーンは虐待である”という認識を持つことが大切
※自分自身の対応に問題意識、チームでの共通認識、話し合う土壌など

この支援どうなんやろ…？
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平成30年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞【詳細】（１）

市町村職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）（注）構成割合は、虐待者が特定できなかった52件を除く540件

・施設・事業所の虐待防止に関する取組（複数回答）（注）構成割合は、虐待判断事例件数592件

虐待が認められた施設等に事実確認調査に入った時点（複数回の事実確認調査で施設・事業所を訪問した場合は

１回目の訪問時点）における取組 39

件数 構成割合

教育・知識・介護技術等に関する問題 395 73.1%

職員のストレスや感情コントロールの問題 308 57.0%

倫理観や理念の欠如 285 52.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 122 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 110 20.4%

件数 構成割合

管理者の虐待防止に関する研修受講 205 34.6%

職員に対する虐待防止に関する研修の実施 312 52.7%

虐待防止委員会の設置 151 25.5%

通報義務の履行 241 40.7%
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第22回（R2.11.27） 厚生労働省資料より抜粋
≪障害者虐待の防止の更なる推進について≫

論点

○ 年々増加する施設従事者による障害者虐待への対応策として、どのような方策が考えられるか

検討の方向性

○ 虐待発生要因には、個人的要因、組織的要因のいずれも存在することから、各サービスの実態を

踏まえつつ、指定基準に以下の内容を盛り込むこととしてはどうか。

① 従業者への研修実施の義務化

② 研修実施や虐待が起こりやすい職場環境の確認、改善を行うための組織として虐待防止委員会

(注)設置を義務化

③ 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化

(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策

の検討等

⇒ 義務化される期日は、令和４年４月
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虐待の判断にあたっての
ポイント

当法人でい・さくさべの

虐待防止の取り組みより
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社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会の虐待防止への取り組み

令和２年

度まで

• よいしごと委員会（けんり班・あんぜん班）のけんり班

が虐待防止に取り組む

令和3年度

から

• 「虐待防止対応規程」を定め、虐待防止委員会を組織する。

令和４年度
• 虐待防止委員会を法人全体で機能させる。
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自分の支援を見直そうの会 １

➢目的：（法人行動規範より）

・利用者の人間としての尊厳を大切にし、且つ権利擁護に努めなければ

ならない。

・専門的役割と使命を自覚し、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

➢運営方法＝令和2年4月から開催

・月別にテーマを設定（２か月毎）：アンガーマネジメント、グレーゾーン

の考え方、虐待の判断にあたってのポイント、肯定的な支援方法等

・毎月アンケートを実施⇒集計⇒集計結果と講義⇒実践で検証する⇒アンケート⇒集計
⇒集計結果の発表を２か月サイクルで実施する。

➢研修方法＝時間給非常勤職員にも徹底して伝える

・４０時間以上勤務者：毎月職員会議でアンケート集計結果と講義を実施する。

時間給者：職員会議後に、同じ内容を３回実施し参加できる日程に参加をする。
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自分の支援を見直そうの会 ２

≪職員アンケート結果より（一部抜粋）≫ 令和2年11月～12月テーマ「肯定的な支援とは？」

➢でい・さくさべ内での「より良い支援ではないな」と感じる支援は？

・声を荒げて利用者さんを呼ぶ。（その方に伝わりやすい方法を考えることなく、自分が指示を

出しているのだから従って当然というような態度に見える）

・本人の決め事に対して制止していけない、ということだけを伝えている。その方への共感を態

度で示したり、問いかけて本人に良いか悪いか考えていただくという視点がない。

・強引に誘導する。強い口調。「ダメ」などすぐに利用者の行動を制止させる。

・職員の価値観で、利用者さんを否定するような対応をしている時。

➢肯定的な支援ができるように、あなたが努力していることは何ですか？

・弱みばかり探したり、「この人はこう！」という固定概念を捨てるようにしている。

・肯定的な支援が上手な職員の対応を見て、自分もやってみる。

・困ってしまう行動だと表面的に捉えずに、ご本人なりに意味があるのではないか、と考える。

・好調な時、安定している時の関わりを増やし、利用者本来の姿を知ろうとすること。

・常にチームで話し合い、利用者にとって良い支援になるように努めている。

・担当間での情報共有を大切にしている。
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自分の支援を見直そうの会 ３

≪職員アンケート結果を受けての濵本から伝えたこと≫

・１１月、１２月のテーマ「肯定的な支援」は、事業所全体で考えながら支援をしていることがうかがえた。

・「肯定的な支援」＝利用者を知ろうとする、利用者中心に考えることで、肯定的に捉えることができる。

・「利用者満足度調査」の振り返りから：１２/１１（金）職員会議において、けんり班から「言葉づかい」

に関しての話し合いの場が提示され、職員全員でディスカッションを実施した。

今回のアンケートでも、でい・さくさべ内では「よりよい支援ではない」と感じる支援にほとんどの職員

が「否定語・口調」を挙げています。＝言葉つかい

・全職員に命じます。「言葉づかい」を改善してください。強い口調や強引な促しは虐待です。

改善する方法 １）語調を優しくする：大きい声での声かけをしない、声のトーンを低くする、静かに話す

利用者の近くで呼ぶ、丁寧な言葉を使う。

２）利用者に理解できるように話す：利用者がどのような言葉が好きか、理解できるかを探る。

３）年齢相応の言葉をつかう：児童とは異なり、成人利用者に向けた言葉を使う。

４）支援者の立場を忘れない：「利用者にやらせた」＝×このような発言は利用者主体では

なく、職員が利用者を動かしていることになります。〇〇させた」は強制させている意です。
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最後に・・・「笑顔」になっていますか？

➢ 「その人らしく」の主役は「利用者さん」

➢一体、どこから手をつけていけば良いの？

➢それは、１週間後、一か月後からやることではなくて、「今すぐできること」を考える。

例えば・・・「あいさつをしよう」「ていねいな言葉をつかおう」

「くん・ちゃん付をやめよう」etc

➢支援者が変化すれば、利用者も変化することを信じて。

46

ご清聴ありがとう
ございました。
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