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第６回 西条市市民大学関連事業 西条市人権・同和教育講座 

「高齢者問題について」 

～ 高齢者の虐待問題について ～ 

 

日時：平成２１年１０月８日（木）１９：３０～２０：５３ 

場所：西条市中央公民館 ホール 

講師：村口社会福祉事務所 村口毅さん 

 

概要： 

 19:31-20:46 村上毅 講演「高齢者問題について」 ～高齢者の虐待問題について～  

○身近な問題。今日を、地域の住民として出来ることは何か、すべき事は何かを考えるきっかけに。 

 

○高齢者虐待に関心を持ったのは 

・重度の認知症の方のデイケアの仕事をしていた。 

・（入院していない）日中は家族に面倒を見てもらっている、認知症

の人の１割ぐらいの人が、「虐待といえば虐待」といえる状況にあ

った。今の様に「高齢者虐待防止法」もなく、家族にどうかかわっ

てあげればいいのか、何も出来なかったことから関心を持った。 

 

○４つの事例 ← どこにでもある事例 

＜事例―１＞ ８０歳ぐらいのおじいちゃん、小柄、要介護５、寝たきり、自分では何も出来なかった 

・デイケアに来た時から可愛くなかった。言葉遣いが悪い。「まずいだぁ！」と食べ物を吹き出す。「痛

いがー」「ションベンじゃぁ」と怒鳴りどおし。 

・スタッフが腹が立つので上から目線で話をすると、スタッフにかみつく。 

・腰の曲がったおばあちゃんが介護をしている。「黙っとおき」と言い、おじいちゃんを叩く。 ← 

気持ちとしては、叩きたくなるのもわかる 

 

（手を縛るにも理由がある 対処方法を知ることで介護を楽に） 

・ある朝、デイケアに行くと、おじいちゃんが手を縛られていた。理由があった。オムツを夜に外し、

オシッコを振りまく、大便を…。手を縛っていないと大変なことになる。 

・「手を縛るなんて良くないよ」と、デイケアの人とズボンを工夫したりもしたし、「家での介護は

無理やないかなぁ」「施設や、入院してみたら」と勧めるのだが。 

                ↓ 

           前向きでない、「お金、無いきん」と言われる 

・ある日、ピカピカの外車が家の前に駐まっていた。「今日は娘が来とるんよ」 ← こんなお金が

あるのなら・・・ 
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（家族の協力があれば…） 

・おばあちゃんも体が弱り、入院することに 

・娘さんや息子さんがもう少し協力的なら、おばあちゃんも、もっと楽が出来たのでは・・・ 

・おじいちゃんも 初からかみついたわけではないだろう。おばあちゃんから叩かれ、叩かれ・・・ 

 

＜事例―２＞ ８０歳のおばあちゃん、息子夫婦との３人家族、市営住宅に入居していた 

・市職員から、「娘さんが叩く」と相談。娘さんの介護疲れを、デイケアで癒して欲しかった。 

・ある朝、おばあちゃんが青タンを作っていた。娘さんに聞くと、「朝起きたら出来とったんよ。夜

にどこかにぶつけたんかなぁ」との答え。 

 

（介護者の気持ちを聴いてあげる） 

・介護者の気持ちをしっかり聴いてあげようと、おばあちゃんがデイケアで居ない時に聴いた。 

・すると、「だんだん出来ないことが増えてきて、私がしないといけないことが増えている、負担が

増えている」。夫は運転手で、介護に協力してくれない。 

・「ご主人に相談しては」ときくと、「主人になんて言ったら、殴られるがな」と。 

・見守りながら、娘さんの話を聴いてあげていた。 

 

（娘さんだけの介護では限界に…） 

・おばあちゃんが階段の上がり降りや、食事を自分で出来なくなった → 栄養状態が悪くなった。 

・デイケアが来る平日はスタッフに食事を食べさせてもらえるが、土日は娘さんだけなので、食事を

用意しても自分で食べられなければ片付けてしまい、十分食事を食べられていなかった。 

・入院を勧めても、ご主人は「お金がないけん」と。 

 

（ご主人は気がついていないふり、知らないふり これは介護放棄） 

・「お嫁さんはたいへん。時々、手も出ているんですよ」と伝えると、「知らなかった」とのご主人の

返事。青タンが出来ているのに知らないはずがない。感づいていても、見て見ぬふりをしていた。 

・ご主人が介護放棄、お嫁さんが虐待。入院し、虐待はなくなった。 

 

＜事例―３＞ ７０歳前のご主人、ピック病（道徳心、倫理観が無くなる 短期記憶はある）、話も面

白くて、デイケアでも人気者 

・短期記憶はあるので、一人で外出しても迷子にならない。 

 

（外出すると、大変なことに） 

・外出すると、スーパーで万引きする。本人に悪気はない。これ美味しそうやなぁと、食べてしまう。 

・外出し、車販売店で営業マンと楽しく話をし、「車、買おか」と書類にサインしてしまう。たいへ
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んなことになる。 

 

（目が離せない、奥さんのストレスが・・・） 

・家に居る時は目が離せない。 

・３分間に１度ぐらい、「どっか、出かけよや」と繰り返し言う。奥さんはイライラする。 

・風呂に入って出て、すぐまたお風呂に入って出て、これを繰り返す。タオルが何枚も要る。 

 

（ストレス発散の上手な奥さんでも・・・） 

・奥さんはストレス発散の上手な人に見えた。 

・社交的で友達も多く、友達にご主人のことも話して、ストレスを発散していた。 

・それでも、ピンポンを繰り返し鳴らし、「出かけよや」と繰り返し言われると、爆発して、ひっか

いた。 

 

（家族で話す機会を ねぎらいを持って） 

・家族で話すことをしてもらっていた。 

・「こんな時には、腹が立つのでひっかくのです」との奥さんの言葉に、家族から「そんなことした

らいかんよ」と正論を言われ、「こうでもせんと、私の気が変になる」と、奥さんは怒った。 

・「それは大変よね」のねぎらい無しに正論を言われ、奥さんは怒った。奥さんの話をじっくり聴い

てあげた上で、「でも、ひっかくのはやめようね」と言えば、少しは聞いてもらえるかも。 

・出来るだけケアしてあげることで、奥さんのストレスを減らすよう対処した。 

 

＜事例―４＞ ７０代後半のご夫婦、二人暮らし、おばあちゃんが重度の認知症、体は元気 

・ 初は虐待に気がつかなかったが、デイケアからの帰り際に「怖いから、帰さんといて」と言う。

重度の認知症の人の言葉では、事実関係が分からないと、帰らせないわけにはいかない。 

・朝、デイケアの迎えに行くと、ご主人が怒っている。話を聞くと、「デイケアのために、お風呂用

具を用意しておいたら、どこかにいかしたんや」と。朝行くと、ご主人が怒っていることが多くな

ってきた。でも、奥さんを送り届けると、「楽しかったか、良かったの」と言ってくれるご主人。 

・男性なので、介護の対応に困り暴力が・・・。奥さんをお風呂に入れていると、「こんなところは

ぶつけない」と言う様なところにアザが。 

 

（家族で話す機会を） 

・ご家族で話す機会を作り 

スタッフ：「大変でしょう」 

ご主人： 「大変や」 

スタッフ：「こんなに大変やったら、たまには、手も出るでしょう」 

ご主人： 「手が出るわな」「何でわしだけが、こんなに苦労せないかんのか」 
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「よもだとしか思えん。出来る時は出来るのに、急に出来んようになる」 

↑ 

認知症のことが分かっていないので、理解出来ず、手が出る 

 

（同じ苦労をしている人と話す機会を） 

・同じ苦労をしている人と話す機会を設けた。 

   「奥さんを介護するご主人の会」 ４人（上手に介護する人、同じように困っている人など） 

・帰る時に、「今日は来て良かった」、表情もストレスが減った様に見え、「わしより大変な思いしよ

る人がおる」と。僕らスタッフが話をするよりも、同じ経験をしている人の話を聞く方が良かった。 

・でも残念ながら、２週間もしたら同じ。朝、ご主人が怒っている。 

 

（認知症の知識がないことで、分かっていないことで、悪循環） 

・奥さんが徘徊して居なくなることが度々起こる様になってきた。 

・ご主人が怒ることで、奥さんが家で居ることに安心出来なくなり、この家に居たくないと・・・。

失禁も始まった。 ← 認知症の知識が無いことから、対応が・・・ 

・奥さんの下着を洗っていたりと、ご主人は一生懸命やっている。 

・失禁したとご主人が怒る → 怒られたくないので、失禁した下着をタンスの中に隠すようになる 

→ ますますご主人が怒る → 徘徊して何度も居なくなる → 「悪循環」である 

・警察のお世話になったり、僕も見つけたことがある。失禁して歩いていた。 

 

（介護者の気持ちになって） 

・徘徊してもすぐに分かる様に、踏むとチャイムの鳴るマットを紹介した。「これはいい」と喜ばれ

た。しかし、居なくなった。 

私：「なんで居なくなった」 

ご主人：「(マットの)電源抜いとった」 

私：若かったので「電源抜いとったら、いかんでしょ」と怒ってしまった。 

ご主人：「朝からずっと、ピンポンピンポン鳴っとったら、頭が変になる」 

・「ショート・ステイ」で気分も変わるだろうと勧め、試した。「奥さんがおらんと寂しい。かみさん

も寂しい言うとる」と・・・。 

・主人が先に体をこわして亡くなった。奥さんは施設に入った。 

 

○介護疲れで、叩いたりしているご主人や家族に、「奥さんに優しくしてあげなきゃダメでしょ」と注意

しときましたと胸を張って言うスタッフ。これでええんやろうかと、それで勉強せないかんと思った。 
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＜Ⅰ．「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」の概要＞ 

・虐待の防止だけではなく、養護者に対する支援をうたっている、世界的にも珍しい法律。 

・全ての養護者が虐待者になりかねないことに配慮した法律。 

平成18年4月1日に施行 「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」 

平成13年10月13日に施行「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 

平成12年11月に施行   「児童虐待の防止等に関する法律」 

 

○身体的虐待 

・無理矢理食事を口に入れる 

・意図的に薬を過剰に服用 ← 夜ぐらい寝かせてくれと、多量に睡眠薬を飲ませるなど。これが、

副作用や、寝とぼけて、転けて、怪我の原因ともなる。 

・外部との接触を意図的、継続的に遮断 ← 家から出さない。汚くしているので、友達を家に入れ

させない 

・身体拘束（身体拘束については、切迫性、非代替性、一時性の３条件を満たす場合は許される場合

がある） など 

 

○介護、世話の放棄、放任（ネグレクト） 

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている。 

・水分や食事が十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調状態。 

・室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。 

・同居人による高齢者虐待を放置する など 

・虐待については、判断が分かれる 

朝食 あんパンと牛乳    ・この家の経済状況なら、仕方がない 

昼食 朝食の残り      ・これは、虐待である 

夕食 コンビニ弁当 

 

○心理的虐待 

・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。 

・怒鳴る。威圧的な態度をとる。侮辱を込めて子供のように扱う。 

・高齢者が話しかけるのを意図的に無視する など 

 

・自分も、今、母を介護している。この文章を読むと自分も虐待者である。車いす生活で、トイレか

ら帰り、ベッドで話しかけてくると、無視したくなる、無視する。 

 

○性的虐待 

・本人との合意が形成されていない、あらゆる形態での性的な行為または強要。 
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・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 など 

・データとして出て来にくい。 

・本人に対していやらしいことを言っていることをカセットテープに録音し、介護施設スタッフの性

的虐待が明らかになったのは、ニュースでご存じの通り。 

 

○経済的虐待 

・生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。 

・本人の自宅等を本人に無断で売却する。 

・本人の年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。 

・養護者でない同居の親族による経済的虐待も対象。 

 

＜Ⅱ．虐待の起こる要因は？＞ 

○介護負担蓄積型：高齢者のオムツを替えるのは、赤ちゃんのオムツを替えるのと異なり、先行きに希

望がもてない。 

○文化的要因：エイジズム 年齢による高齢者への差別 高齢者は用が済んだ者 → おば捨て山 

男女差別 虐待者は圧倒的に女性が多い 

○ソーシャルサポートネットワーク：地域との交流、友人等との交流が少ない 

 地域との交流の重要さ 「あんた、ようやっとうね」とねぎらいの言葉 ←地域の声かけが重要 

             近所付き合いで生き抜き           予防する力となる 

             人が覗くと風通しが良くなり、綺麗にしておく 

 

○良い声かけ、悪い声かけ 

・子供に世話になっている高齢者に対して、「あんた幸せぞな」と言うと、高齢者は怒る。子供に迷

惑をかけていることの指摘になっている。 

・介護者の話し相手になってあげること。友達がいないとそうはなれない。友達を作っておくことが

大切。 

 

○家庭内で介護者が主に一人 一人だけというのは危険 

・介護疲れしている奥さんのグチに対して、「そんなことを言うなよ」では奥さんの気が休まらない。 

 「本当に腹立つなぁ」と言ってやったほうが、奥さんは気が楽になる。 

 

○大変なおじいちゃんの介護でも上手くいっている家は 

・娘と、嫁いでいった娘が日替わりで面倒を見ている、一人に介護を集中させていない。 

 

○介護の知識や技術がない 

・失禁への対処方法 布団の上に防水シートを敷いておくだけで、介護が楽になる、ストレスが減る。 



 - 7 -

・認知症の知識が無い。 

 

○虐待者（介護者）の個人要因 

・自分自身がストレスを持っていては、介護なんて出来ない。 

・経済的問題を抱えている。 

 

＜Ⅲ．家庭における養護者による高齢者虐待への対応＞ 

○市町村への通報 

・高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、市町村に通報しなければならない。 

・それ以外の場合には、通報するよう努めなければならない。 

・通報することは守秘義務違反にあたらない。 

・大きな声がしている、 近見かけない、雨が降りよるのに何で家に入らんのか、同じ服ばかり着て

いる など 

 

＜Ⅳ．介護施設等の職員による（在宅でのホームヘルパー含む）高齢者虐待への対応＞ 

 

＜Ⅴ．家庭での虐待への具体的支援内容について＞ 

○高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合 

・緊急的に分離・保護出来る手段を考える ← 市の役割 

・警察、救急への協力依頼 

・施設入所、入院、措置権の発動 ← 家族の了解無しに 

 

○虐待者や家庭に介護の負担がある場合 

・訪問や電話で虐待者の話を聴き家族を支援する 

・在宅サービスを増やす 

・親族間で介護負担の調整を勧める 

・施設入所の検討 

・家族会議等 

 

○虐待者や家族に介護の知識が不足している場合 

・介護の技術や知識の情報提供 

 

○認知症がある場合 

・専門医を紹介し、診断、治療につなげる 

 

○高齢者や家族に精神疾患や依存症など問題がある場合 
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・医療機関等につなげる 

・関係機関とのネットワーク、役割分担 

・民生委員の見守り 

 

○経済的な問題 

・生活保護真性につなげる 

・借金整理のため、法テラス等の紹介 

 

＜Ⅵ．成年後見制度（法定後見制度）による高齢者の権利擁護＞ 

 

 20:48-20:51 教育長挨拶（教育委員会管理部長代読）  

・第１回の薬剤肝炎問題から、今回の第６回まで、様々な人権問題について、真剣に取り組む。 

・人権を踏みにじる行為や社会に気付き、改めるべきものは改め、伝えるべきものは伝える、良いまち

づくりを。 

・合併後初めての市民意識調査を実施し、集計作業中。成果と課題を明らかにし、人権問題を考えてい

くことに活かしたい。 

・心豊かな生き方や町につながるよう、「人権文化の根付いた明るいまちづくり」に。 

 

 20:51-20:53 修了証授与  

 

－ 以上 － 

 


