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在宅要介護高齢者虐待の現状
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ABSTRACT
In recent times, concern of our society about elder abuse has been increasing. Admin‑
istratively also, plans for promoting survey of elder abuse and prevention of such abuses
have greatly developed. The Japan Academy for the Prevention of Elder Abuse held
lectures and symposia to commemorate its establishment m August, 2003. This society
aims at promoting interdisciplinary research and education on practical activities about
elder abuse prevention. Also, the committee on elder abuse prevention in the Diet was es‑
tabhshed and started sitting last year. So far, the mam report of researches on elder
abuse in general has been mdirect‑from third persons. In order to raise the reliability of
investigations, it is important that information is got directly from the abused persons
and abusers themselves. To protect the human rights of the elderly, a deep awareness
should be increased in the society so that it can early recognize elder abuse. Ryukyu
Med. J., 22( 3,4) 85‑
2003
Key words: elder abuse, living at home, survey, prevention

はじめに
私が,高齢者虐待に関心を抱いたのは所属学会からの
高齢者虐待に関するアンケート調査やワークショップ‑
の参加がきっかけであった1).一方,国内外において長
寿県として知られている沖縄県は,健康な高齢者が多い
反面,しばしば高齢者に関する諸問題が報道上散見され
ることから「高齢者虐待」とも無縁であるとはいいがた
いと感じた.また,高齢者虐待という言葉に対する違和
感があったことも否めない.
国内において,高齢者虐待は,児童虐待に比べ制度的
な対応を含め,まだ一般的に認知されていないのが現状
である.そのため問題が潜在化しやすく,また問題の解
決が困難であるといわれている2‑5)その起る背景には,
在宅での家族の介護上の困難や負担,高齢者との人間関
係などが指摘されている6‑13)米国では, 1970年代頃か
ら高齢者の虐待が社会的に問題視され,本格的な調査研
究も行われており, 80年代には,通法制度や被害者保

護,予防などの対策も講じられるようになってい
る7, 14‑17)わが国では,ここ数年に漸く調査がされ7‑10)
高齢者虐待の実態を明らかにする動きが出てきており,
その支援活動も自主的に開始されている.しかし今後,
高齢者虐待は増加することが予測されている16)一方,
沖縄県における高齢者虐待の状況については未調査であっ
た.また,県内の高齢者の相談業務に関わる部署でも高
齢者虐待に関する直接的な相談は確認されていない状況
であった.
そこで本稿では,国内における高齢者虐待の現状と私
たちが看護職に対して行った沖縄県内における在宅要介
護高齢者虐待の実態調査18)について述べ,今後の高齢
者虐待の予防や支援の一助としたい.

1.高齢者虐待の定義と種類
高齢者の虐待に関する定義は,国際的にも統一されて
なく,米国においても研究者や州法の違いによっても異
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Table 1 Type of abuse

1.身体的暴力による虐待(physical abuse)
他人から殴られたり・蹴られたり・つねられたり・押えつけられたり等の暴力を受け,身体に外
傷・内出血(アザ)・うちみ・捻挫・骨折・火傷等の傷跡が見受けられる場合.また意思に反して
身体を拘禁された場合.
2.介護等の日常生活上の世話の放棄,拒否,怠慢による虐待(neglect)
日常の介護拒否・健康状態を損なうような放置(治療を受けさせない・適切な食事が準備されて
いない等) ・日常生活上の制限(火気器具等の使用制限)や戸外に閉め出すなどによって,高齢者
の健康維持・日常生活‑の援助がなされていないと見受けられる場合.
3.心理的障害を与える虐待(psychological or emotional abuse)
主として介護者側等からの言葉による暴力(侮辱・脅迫等)や家族内での無視等によって心理的
に不安定状態または心理的孤立に陥り,日常生活の遂行に支障をきたす怯えなどの精神状態が見受
けられる場合.
4.経済的虐待(economic abuse)
高齢者‑の年金等の現金を渡さない,または取り上げて使用する,高齢者所有の不動産が無断で
処分されるなど,過度の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合.
5.性的暴力による虐待(sexual abuse)
高齢者が性的暴力または性的いたずらを受けたと見受けられる場合.
6.その他;自虐など(self‑abuse, self‑negrect)'
自分自身の健康や安全を脅かすことになる自分自身に対する不適切な,または怠慢な行為.
高齢者虐待防止マニュアル21)より引用
National Center on Elder Abuse より引用

なっているのが現状である4,19)先述の通り,わが国に
おいても明確な定義としては,制定されていないが,一
般的に「高齢アメリカ大法第144条; Older Americans
Act」における定義が用いられていた.それによると虐
待とは, 「意図的な傷害の行使,不条理な拘束・脅迫,
または残酷な罰を与えることによって,身体的な傷・苦
痛・または,精神的な苦痛を被害者にもたらす行為であ
る」とされている4,20)また高齢者虐待は発生場所によっ
て,家庭内(在宅における)虐待,施設内虐待,自己放
任/自虐の3つに分類4,20)されているが,本稿では主に
在宅における虐待について述べる.在宅での虐待とは
「配偶者,兄弟,子ども,友人,ケア提供者ら高齢者と
特別な関係にある者によって,老人の自宅,またはケア
提供者宅において,行使される,何らかの形によるひど
い取扱いのこと」と定義されている4,20)
表1に示した通り,虐待の種類は主に5つに集約され
ている4,21,22)が,自虐や自己放任を含めることもある.
自虐や自己放任とは,高齢者自身が自己の健康を損ねた
り,安全を脅かしたりするような怠慢な,または自虐的
なふるまいを意味しており,米国の調査では,高齢者虐
待の全通報の3分の1といわれており,高崎らによると
今後わが国においても関心を向ける必要があると指摘し
ている20)私たちが行った調査でもその他として過干渉・
自虐を虐待の分類に含めた.

2.高齢者虐待の動向
1 )先行研究による実態調査
国内で高齢者虐待について注目されたのは, 1987年
に出版された金子の「老人虐待」3)といわれている.著
者が呆けに関する在宅老人の訪問実態調査に参加し,老
人と家族との関係のありさまが発端となって書かれてい
る.また,保健医療関係者‑のアンケート調査や自身の
診療で把握されている事例などから虐待の実態が報告さ
れている.同時に老人虐待の歴史についても述べられて
おり,国内での虐待を考える上での先駆けとなった書と
いわれている.
1990年代に入り,高齢者虐待に対する本格的な調査
が開始されてきた.
田中ら8)の高齢者処遇研究会では,比較的大規模に調
査研究を行っている. 1993年に全国440ヶ所の在宅支援
センターに対する実態調査がある.それによると,被害
高齢者の状況は,性別では,男性よりも女性に多く,午
齢階級別では後期高齢者の割合が高く, ADLでは介助
を必要としている者が被害を受ける傾向にあった.虐待
の種類は,世話の怠慢,放棄・拒否が半数を占めていた.
虐待者の状況は,性別では,男性よりも女性の割合が高
く,続柄別では,嫁,息子,娘,配偶者の順で高く,親
族が虐待者となっていた.また主な介護者が虐待者にな

緑

87

る割合が高かった.虐待者の主な虐待要因として,介護
に伴う心身の疲れ,ストレス,人間関係の不和,家庭の
不安定な経済状態,アルコール依存者などがいわれてい
た.この調査の公表は,高齢者虐待の存在を社会に知ら
しめるきっかけともなり,国会でも取り上げられ関心が
払われるようになった.この研究会では継続的に調査を
行っており,国内の動向を知る上では意義深い.
高崎ら7,23,24)は, 3県における市町村・保健所の看護
職1811人を対象に,過去に関わったことのある虐待事
例について実態調査を行っている.その結果として,虐
待の種類では,介護拒否・放任,情緒的・心理的虐待の
順に多く,複合している場合が多数であった.高齢者の
年齢では,後期高齢者が多く,男性よりも女性が被害を
被っていた.身体またはADLに支障がある者,痴呆を
有する者が大半を占めていた.主介護者・虐待者とも嫁,
息子,配偶者の順で多く,介護負担のある者,介護‑の
ストレスや精神的苦痛のある者,家族関係の悪い者が多
数を占めていた.保健師10人に1人が虐待事例を経験
していたと報告されていた.高崎らはこの調査をきっか
けに電話相談を自主的に開始している.
大国ら10)の高齢者虐待防止研究会では,在宅要介護
高齢者の介護を担っている全国の保健・医療・福祉機関
での調査がある.虐待の種類では,世話の放棄・拒否,
身体的虐待,情緒的・心理的虐待の順に多かった.被害
高齢者は男性より女性が多く,後期高齢者の割合が高かっ
た.先述の報告と同様に寝たきりや痴呆を有する者が多
くを占めていた.虐待者側の要因としては,嫁,息子,
娘など親族による虐待が多く,同居している者に多かっ
た.また介護者と虐待者の一致度も高率であったとして
いる.
自治体として,高齢者虐待の状況を把握する目的で,
在宅福祉サービス事業所に勤めている介護業務従事者や
市町村を対象にした実態調査が群馬県において行われて
いた25)それによると介護業務従事者の 3.7%および市
町村の32.9%が高齢者虐待事例を取り扱っており,その
内の約半数が継続案件を抱えていた.虐待の種類として
は,世話の放任・放置,身体的虐待の順に多かった.性
別,年齢別では先行研究と同様な傾向を認めた.また支
援体制を整備している市町村は5割程度であったと報告
している.

平均年齢は80歳で, 75歳以上が57人(67%)であった.
身体状況では,寝たきりが, 57人(67.1%),痴呆あり
が61人(71.6 であった.虐待の種類は, 「介護拒否・
放任」が最も多く,次いで, 「情緒的・心理的暴力」 「身
体的暴力」の順になっており,虐待の種類は一つとは限
らず複数にわたっていた.高齢者の家族構成では, 「高
齢者と独身の子どものみ」が26人(30.6
で最も多く,
次いで, 「高齢者と息子夫婦ほか」 「老夫婦二人暮らし」
の順であった.高齢者からみた主介護者の続柄では,
「配偶者」が最も多く,次いで, 「嫁」 「息子」の順であっ
た.高齢者の経済状態は,余裕あり・困らない程度が52
人(61.5
であった.また金銭管理は,家族が行って
いる場合が70人(82.^
自己管理は9人(lOi
で
あった.

2 )沖縄県内における調査結果から18)
私たちは,県内の訪問看護ステーション40施設に勤
務する看護職183人を対象に留置きによる質問紙調査を
行った.質問紙は高崎らが作成したのを承諾を得て用い
た.その結果150人(回収率82.3%)の回答が得られた.
以下はその結果である.

(2 )虐待者側の特徴
・配偶者,息子,娘,嫁と親族に多い
・介護者となる者に多く,介護負担を感じている
・介護によるストレス・苦痛がある
・何らかの経済的な問題がある
・高齢者と長年にわたる人間関係の不和や家族関係が
悪い
・心身を病んでいる者
・虐待をしているという認識が乏しい

(1 )被害高齢者の概要
被害を受けた高齢者の概要は,性別では,女性が多く,

(2 )虐待者側の概要
高齢者に虐待を加えている虐待者側の概要は,男女と
もほぼ同じ割合であった.平均年齢が56.1歳で年齢別に
みると50歳代が29人(34.1%)と多く,次いで60歳代,
70歳代の順であった.績柄では,息子が31人(36.E
次いで配偶者24人(28.5
娘15 (17.6
の順であっ
た.職業では,主婦,自営業,勤め人の順で,経済状態
では「生活には困らない」が54人(63.J
であった.
虐待者の健康状態では「普通」という回答が多く,また
虐待者の精神障害・性格的異常については「なし」が55
人(64.7%), 「あり」が21人(24.7%)であった.虐待者
と高齢者との関係性においては, 「悪い」が41人(48.2%)
で,また介護負担感のある者が大半であった.
3 )高齢者虐待の起こる背景
先行研究や私たちの調査から,高齢者虐待の起こる背
景として下記のことが浮き彫りとなった.
(1 )高齢者側の特徴
・寝たきりや痴呆などの心身の低下した者が多い
・加齢・性差との関連では,後期高齢者が多く,男性
よりも女性に多い
・介護者に対して反抗的で労いがみられない
・虐待されていることに対し諦めの気持ちやその事実
を隠そうとする
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3.高齢者虐待の予防と対策,課題
最近,献身的に介護をしていた息子が,実父を暴行死
させた事件で有罪判決がくだされた.その背景には,柄
気の父親の介護を長男である被告が一人で背負い,周囲
の者にも相談せず,精神的に追いつめられて犯行に及ん
だとされる.このように介護にまつわる事件は,枚挙に
達が無いほど全国的にみられる.
虐待は,在宅という閉鎖された環境の中で行われるた
め表面化され難く,また顕在化される虐待は,氷山の一
角に過ぎないともいわれている.介護が長期化すること
や重度化することで,家族の精神的・身体的な負担は大
きくなることなどが考えられる.また全国的にみて介護
保険サービスの対象者でありながら,実際には申請して
ないことが問題となっている26)その理由として,家族
介護に委ねられていることや適切にサービスを利用する
ことができない状況にある高齢者や家族の多いことなど
が考えられている16)また,そのような状況下では高齢
者虐待事例が多く潜在していることなども指摘されてい
る26)
これまでの報告から高齢者虐待の予防と対策として考
えられることを要約すると下記の内容が挙げられる.
・寝たきりや痴呆の予防を行い要介護状態にならないよ
うに努める
・一般に高齢者虐待に対する認識が乏しいことから地域
住民‑の啓発と予防活動を行う
・介護者に対して介護に対する知識・技術の提供を行う
・専門職に対して虐待や家族関係などの状況を把握する
ための介入方法・技術を学ぶための研修および学習の
場を提供する
・虐待に関する情報を提供でき,相談できる場所の整備
と設置を行う
・介護負担が軽減できるように医療・保健・福祉サービ
スを提供する
・緊急時の保護施設の設置を行う
・法的な制度の整備を行う
おわりに
最近では,高齢者虐待に対する関心が高まり,行赦の
なかでも独自に実態調査や虐待防止を推進するための事
業が展開されるようになってきている.また,本年の8
月には日本高齢者虐待防止学会が設立され記念講演・国
際シンポジュウムが行われた27)学会の目的は,高齢者
虐待防止に関する学際的及び実践的活動の研究・教育の
発展を図ることなどがうたわれている.さらに,国会の
中でも昨年度から成年虐待防止委員会が発足し,高齢者
虐待に関する取り組みが行われている.その事業として
2箇所の自治体で高齢者虐待対応モデル事業が企画され
ている.

一方,高齢者虐待に関する調査・研究は第三者からの
報告が主で,間接的な調査が多く,研究の限界といえる.
しかし,より調査の信頼性を高めるためには,当事者
(被害高齢者や虐待者)からの直接的な情報を得ること
も今後の検討課題と考える.また,高齢者の人権を擁護
するためには,虐待に対する認識を社会一般に深めてい
くことも重要なことと考える.
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