
場所： 東京女子医科大学
中央校舎 5階 500番教室

会費： 2000円
2019年

8月3日 (土)
14:00～

講演1 (25分)

「総合病院における
高齢者虐待への対応」

高橋 雄一
横浜市立大学附属市民総合医療センター

精神医療センター部長・准教授

講演2 (25分)

「高齢者専門病院における虐待関連事例への対応-

ソーシャルワーカーの立場から」
畠山 啓

東京都長寿医療センター認知症支援推進センター
ソーシャルワーカー

座長 小田原 俊成
横浜市立大学保健管理センター長・教授

「高齢者虐待への対応-擁護者による虐
待の困難事例に焦点をあてて-」

松下 年子
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻

/医学部看護学科 教授

15:50-16:10 ディスカッション
16:10-16:20 休憩

主催：GHP研究会 会長 岸 泰宏 （日本医科大学武蔵小杉病院精神科）
事務局：西村 勝治 （東京女子医科大学医学部精神医学講座）

〒135-0061 東京都新宿区河田町8-1
Phone: 03-3353-8111

第71回GHP研究会
-多職種による高齢者虐待への対応と支援-

会場：
中央校舎

14:10-16:10 シンポジウム

16:20 – 17:20 特別講演

座長 小田原 俊成（横浜市立大学保健管理センター長・教授）
高橋 雄一 （横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授）

講演3 (25分)

「施設での高齢者虐待防止に向けた取り組み

-トータルケアから防止の取り組みを考える」
田中 とも江

ケアホーム西大井こうほうえん施設長

講演4 (25分)

「成年後見（法定後見）制度を利用した
高齢者虐待対応」

高栁 良作
港南アール法律事務所 弁護士



第７１回ＧＨＰ研究会 
 

開催日：2019年 8月 3日（土）14時～18時 

場 所：東京女子医科大学 中央校舎 5階 500番教室 

     〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

会 費：2,000円 

 

会次第：（敬称略） 

14:00～ 幹事挨拶 小田原 俊成（横浜市立大学保健管理センター長・教授） 

14:10～ １． シンポジウム 「多職種による高齢者虐待への対応と支援」 

座長  横浜市立大学保健管理センター長・教授                小田原 俊成 

    横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授   高橋 雄一 

（1）「総合病院における高齢者虐待への対応」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授 高橋雄一（25分） 

（2）「高齢者専門病院における虐待関連事例への対応―ソーシャルワーカーの立場から」 

東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センターソーシャルワーカー 畠山啓（25分） 

（3）「施設での高齢者虐待防止に向けた取り組み－トータル・ケアから防止の取り組みを考える－」 

ケアホーム西大井こうほうえん施設長 田中とも江（25 分） 

（4）「成年後見（法定後見）制度を利用した高齢者虐待対応」 

港南アール法律事務所弁護士 高栁良作（25分） 

 ディスカッション（20分） 

 

（10分休憩） 

16:20～ ２．特別講演  

座長：小田原俊成（横浜市立大学保健管理センター長・教授） 

「高齢者虐待への対応-養護者による虐待の困難事例に焦点をあてて-」 

 松下年子 

横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻/医学部看護学科教授 

日本高齢者虐待防止学会副理事長、日本精神保健看護学会理事、 

日本アルコール関連問題学会理事、日本アディクション看護学会理事  

 

質疑応答（20分） 

 

17:20～ 会長挨拶 日本医科大学武蔵小杉病院 岸泰宏 

18:00 終了 

主 催：GHP研究会 会長 岸泰宏（日本医科大学武蔵小杉病院精神科） 

事務局：西村勝治（東京女子医科大学精神医学講座） 



 

第７１回 
 

 

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｏｓｐｉｔａｌ Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ 研究会 
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２０１９年８月３日（土）１４時００分～１８時００分 

東京女子医科大学 中央校舎５階５００番教室 

 



第７１回ＧＨＰ研究会 

 

開催日：2019 年 8 月 3 日（土）14 時～18 時 

場 所：東京女子医科大学 中央校舎 5 階 500 番教室 

     〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

会 費：2,000 円 

 

会次第：（敬称略） 

14:00～ 幹事挨拶 小田原 俊成（横浜市立大学保健管理センター長・教授） 

14:10～ 1. シンポジウム 「多職種による高齢者虐待への対応と支援」 

座長  横浜市立大学保健管理センター長・教授                小田原 俊成 

    横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授   高橋 雄一 

（1）「総合病院における高齢者虐待への対応」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授 高橋雄一（25 分） 

（2）「高齢者専門病院における虐待関連事例への対応―ソーシャルワーカーの立場から」 

東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センターソーシャルワーカー 畠山啓（25 分） 

（3）「施設での高齢者虐待防止に向けた取り組み－トータル・ケアから防止の取り組みを考える－」 

ケアホーム西大井こうほうえん施設長 田中とも江（25 分） 

（4）「成年後見（法定後見）制度を利用した高齢者虐待対応」 

港南アール法律事務所弁護士 高栁良作（25 分） 

 ディスカッション（20 分） 

 

（10 分休憩） 

16:20～ ２．特別講演  

座長：小田原俊成（横浜市立大学保健管理センター長・教授） 

「高齢者虐待への対応-養護者による虐待の困難事例に焦点をあてて-」 

 松下年子 

横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻/医学部看護学科教授 

日本高齢者虐待防止学会副理事長、日本精神保健看護学会理事、 

日本アルコール関連問題学会理事、日本アディクション看護学会理事  

 

質疑応答（20 分） 

 

17:20～ 会長挨拶 日本医科大学武蔵小杉病院 岸泰宏 

18:00 終了 

主 催：GHP 研究会 会長 岸泰宏（日本医科大学武蔵小杉病院精神科） 

事務局：西村勝治（東京女子医科大学精神医学講座） 

 



１.シンポジウム 「多職種による高齢者虐待への対応と支援」 

（１）総合病院における高齢者虐待への対応 

横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター部長・准教授 

高橋 雄一 

 医療機関は虐待を発見しやすい環境であり、病院職員は法律により早期発見や関係機関への通

報義務が課せられている。特に総合病院では救急医療に応需することから、虐待症例に遭遇する

ことは多く、院内組織が設置されて対応していることが多い。 

横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下当院）では、「患者人権擁護委員会」の下部組織

として、児童虐待に対応する「子どもを守る会」と、高齢者虐待、障害者虐待、ドメスティック

バイオレンスに対応する「成人を守る会」を設置している。ともに複数の診療科の医師、看護師、

ソーシャルワーカーなど多職種で構成され、院内で認知した虐待症例に対応している。 

 院内で患者の虐待を認知した場合、「子どもを守る会」あるいは「成人を守る会」の事務局に

対して所定の報告書を提出し、状況に応じて臨時会議を開催して、院内対応と行政機関への通報

に関して検討する。 

 近年「子どもを守る会」で対応するケースは年間 30 例前後、「成人を守る会」で対応するケ

ースは、年間 10 例前後である。後者うち高齢者虐待はその半数程度である。高齢者虐待に関す

る連絡元の診療科としては、身体的虐待が疑われる症例に関しては高度救命救急センターが多い

が、その他院内の身体科、精神科などさまざまである。当院受診時に虐待が判明した症例と、受

診以前から行政機関の介入がされていた症例の双方がある。 

病院職員としては、診療において常に虐待の可能性を念頭に置くことが重要であると考え、当院

では新入職員に対して、虐待の早期発見と対応に関する啓発を目的とした e ラーニングによる啓

発を行っている。 

 当日は当院の患者人権擁護委員会の取り組みについて、高齢者虐待を中心に詳細に発表する。 



（２）高齢者専門病院における虐待関連事例への対応 

―ソーシャルワーカーの立場から 

東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センターソーシャルワーカー 

畠山 啓 

高齢者医療におけるソーシャルワークでは，いずれの診療科においてもキーパーソンの存在が

必要不可欠であり，大体がその役割を家族が担っている．家族と一口に言っても、高齢の配偶者，

内縁関係，知人との家族のような関係など，いろいろなパターンがあり，これまでに演者が対応

した患者の多くは，何らかの家族に関わる問題を抱えていた．家族のいる困難，いない困難，そ

れぞれにあるわけだが，虐待リスクという視点で整理すると，独居世帯や高齢夫婦のみ世帯より，

非高齢世帯，つまり，子の世代との同居世帯の方がハイリスクである．非高齢者世帯の中には，

昨今の未婚化・晩婚化により独身である子や介護離職等により無職の子，何らかの疾患や障害を

抱えている子との同居世帯も増えている．演者の経験では，子がキーパーソンであっても介護力

がなく，その役割を担えない場合も少なくなく，特に経済的に自立していない子との同居世帯は，

虐待が起こりやすい環境であると考える． 

患者への支援を進めるには，並行して家族への支援も行わなければならないが，対象事例の多

くは，その家族が支援を必要としない，または拒否している，非協力的で実態を把握できないと

いった理由で支援者が支援できずに困っている事例である．実際に演者に相談が入る虐待関連事

例の殆どが，虐待認定された事例ではなく，虐待が疑われ，地域関係者も事態を把握しているが，

介入できずに困っているといった事例であり，受診や入院をきっかけに介入の糸口を掴みたい，

突破口を開きたいといった内容である．一方で，病院側で虐待を疑い，行政機関への通報や情報

提供を行ったとしても，自治体よって介入方法や事例の取り扱い，考え方が異なり，スムーズに

連携が行えなかったこともあった．こういった状況下で，高齢者専門病院において関わった虐待

関連事例への対応について，ソーシャルワーカーの立場から報告する．  



（３）施設での高齢者虐待防止に向けた取り組み 

－トータル・ケアから防止の取り組みを考える－ 

 

ケアホーム西大井こうほうえん施設長 

田中 とも江 

はじめに 

 「人権尊重」、「尊厳を大切に」と言われてから、どのくらい時が経過したでしょうか？ 

施設で虐待があるには、理由があります。その理由を明らかにして、課題を解決していかなけれ

ばなりません。施設が変わるには、必ず施設長の決意が重要です。なぜ虐待は起きるのか？どの

ような施設を目指し、必要となることを実現するための取り組みをお話しします。 

 

１．なぜ虐待は、起きるのか？ 

  §人が不足する      ➡ 人が定着しない理由がある 

  §時間内に終わらせる風土 ➡ 急かされてしまうことが普通になる 

  §入居者が暴れる・叫ぶ  ➡ 暴れるには、必ず理由がある 

                 助けを呼ぶ、命の危険を感じるほどの危機感がある 

  §職員に気を遣う     ➡ 入居者の尊厳よりも大切なことになる 

                 （意識して行っていない所が、根が深い） 

  §職員は、虐待の加害者か？➡入居者から認めてもらえないと、働けない仕組みに成 

ったら、どれだけの人が働けるだろうか？ 

２．あたりまえのことをする為に、必要なこと 

  §管理者としての決意 

  §美味しく、ゆったりと食べる環境 

  §快適な排せつケア・トイレで行える環境づくり 

  §落ち着いた対応ができる職員の育成 

３．幸せの価値は、ひとり一人違うもの 

  §セルフケアが出来て、食事後に数名集まって、井戸端会議している時間 

  §部屋の中で自由に、自分なりの生活を過ごしたり、お客を招いたりしている時間 

  §趣味活動へ没頭出来て、少し自慢げに作品の紹介をしている時間    など 

 

おわりに 

 入居者の表情が穏やかであること。職員が顔色を窺わないこと。尊重すべきは職員ではなく入

居者です。ケアホームが目指している姿の１つは、「美味しく個々に工夫された食べ物を、ゆっ

たり楽しみながら食べる環境」を実現することです。生活者として自信を持って暮らせる環境づ

くりを継続していきます。 



（４）成年後見（法定後見）制度を利用した高齢者虐待対応 

 

港南アール法律事務所弁護士 

高栁 良作 

高齢者虐待の件数はここ 5 年だけみても増加しており、養護者による高齢者虐待の相談・通

報件数は 3 万件を超えています(厚生労働省 平成 29 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)。 

また、養護者による虐待が認定された件数は 1 万 7000 件を超えています(上記調査結果より)。 

 

ここで、医師、保健師や高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見の努力

義務が課されています(高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律第 5 条)。 

また、この高齢者虐待の防止および高齢者虐待を受けた高齢者の保護、財産上の不当取引による

高齢者の被害の防止および救済のために、成年後見制度の周知と利用促進が謳われています(同

法 28 条)。 

そのため高齢者虐待が発見された場合、成年後見制度を利用することで、その高齢者の方を保

護する、ということが法律上想定されていると言えます。 

ただ、現時点において成年後見制度の周知は十分とは言えず、成年後見制度をご存知の方であっ

ても、虐待からの保護と成年後見制度を結び付けて考えられる方は、多くはないのではないでし

ょうか。 

今回の講演においては、成年後見制度の概要について簡単にお話をさせていただくと共に、高

齢者虐待の予防、高齢者虐待を受けた高齢者の保護などにどのようにして成年後見制度を利用が

できるのか、実際に利用した場合にはどのようなことができるのかについて、実際の事例を交え

て、お話をさせていただきます。 

例えば、親族からネグレクトを受けていた高齢者の方、身体的虐待・経済的虐待を受けていた

高齢者の方などの事例を基に、どのような経緯で高齢者虐待を発見し、後見制度を利用すること

で保護につながったのかといったことをお話しさせていただきます。 



２.特別講演 

高齢者虐待への対応―養護者による虐待の困難事例に焦点をあてて― 

 

横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻/医学部看護学科教授 

日本高齢者虐待防止学会副理事長、日本精神保健看護学会理事、 

日本アルコール関連問題学会理事、日本アディクション看護学会理事 

松下 年子 

平成 18 年の「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」の施行以降、

厚生労働省は毎年虐待の相談・通報件数及び虐待判断件数を追っているが、養護者と養介護施設

従事者等による高齢者虐待のいずれもが、右肩上がりに増加している。これには、高齢者虐待が

周知されるに伴ってこれまで潜在化していたケースが顕在化するようになったという解釈と、虐

待の実数そのものが増加しているという解釈が可能である。おそらくは両要因が存在していると

思われるが、地域のネットワーク化・連携推進をもっても蔓延が止まらない現状に対し、高齢者

虐待をいかに防止するのか、特に困難事例にはどのように対応するのか、高齢者の人権と安寧を

守るためにどのような法整備とシステム作りが必要なのかが問われている。高齢者虐待防止法が

施行されて 13 年、施行当時とは社会状況が大きく異なっており、早々の法改正が求められてい

る。例えば現在、虐待の種類として身体的、精神的、経済的、性的虐待及び、ネグレクトの 5

類型が挙げられているが、現場の援助職が難渋しているのはゴミ屋敷に代表されるセルフネグレ

クトのケースである。セルフネグレクトを虐待として定義することで、ソーシャルワークがやり

やすくなることは想像に難くない。また高齢者施設についても、施行時以降、サービス付き高齢

者向け住宅、いわゆる「サ高住」等の新しい施設が増加しているが、現法ではそれらに対応でき

ない。さらに養介護施設従事者等による高齢者虐待では、施設従業員の内部通報が重視されるも

のの、現法では通報した従業員の安全が保障されていない。一方で、虐待事例はより深刻なケー

ス、例えば家族システムの機能不全を背景にした家族支援を要するケース、共依存ケース等が増

加しており、連鎖の解消（暴力というコミュニケーションの連鎖）は喫緊の課題である。以上よ

り当日は、養護者による虐待の困難事例に焦点をあててお話ししたい。 


