
⾼齢者の9⼈に1⼈が 
被虐待を報告しています

90%

Item 1
10%

⾝体への暴⼒‐殴る、突き⾶ばす 
薬剤を不適切に投与する

いかがわしい映像・画像等や性⾏為を⾒

るよう強要する

⾐類を脱ぐように強要する

物理的な侵害⾏為を⾏う

強制的に監禁または拘束する

わたしたちは 虐
待サバイバーの
証⾔を信じます

⾼齢者に対する⾝体的および性的虐待

⾝体的虐待‐ ⾝体的な痛み、傷、
障害を負わせるような物理的⼒の

⾏使

まずはDVRPにお電話でご相
談ください。⽇本語を話せ

るケースマネージャーが 秘
密厳守で対応いたします。

 

性的虐待‐ 同意していない、あるい
は意思表⽰のできない⾼齢者に対す

る性的接触

⻝事・⾐類・住居・薬・医療ケア・⾝体的な補助等
の、⽇常⽣活に必須なケアの提供を怠ること

⾼齢者ネグレクト
（放棄・放任）

WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

⾼齢者虐待の半数
がネグレクトです

90%

加害者の90%が家族ま
たは家族以外の信頼さ
れている⼈物です



CASE 
MANAGEMENT

アジア⼈⼥性の⾃助協会 

ルースの家 

ワシントン⾸都圏 韓国⼈コミュニティサービスセンター

プロボノ・カウンセリング・プロジェクト

ベトナム系アメリカ⼈サービス

アジア・太平洋諸島出⾝者のための家庭内暴⼒リソースプロジェクト
ホットライン: (202) 833-2233
DVRP.org

1-888-417-2742
ASHAforwomen.org

(202) 667-7001
HouseofRuth.org

ホットライン:1-888-987-4561
KCSCGW.org

(南アジア・インド⼈向けのカウンセラー)
(410) 825-1001
probonocounseling.org/

(301) 646-5852
VASUSA.org

法的サポート
成⼈保護サービスホットライン

DC 被害者相談ホットライン

⾼齢者安全の会

全⽶家庭内暴⼒ホットライン

強姦・虐待・近親相姦に関する全⽶ネット
ワーク(RAINN)

DC: (202) 541-3950

(844) 443-5732

(301) 816-5099

1-800-799-7233
thehotline.org

1-800-656-4673
rainn.org

ホットライン
アジア系アメリカ⼈のための公正を促進す
る会

アジア・太平洋諸島出⾝者のための法的リ
ソースセンタ

全⽶韓国系アメリカ⼈のためのサービスと
教育のコンソーシアム

性的暴⼒に関する法的機関

(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

(202) 706-7150

APALRC.org

1-844-500-3222

NAKASEC.org

(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

ケースマネジメント



⾼齢者の9⼈に1⼈が 
被虐待を報告しています

⾼齢者虐待の半数がネ
グレクトです

90%

Item 1
10%

虐待の影響

引きこもったり絶望感を感じる

⼈格や⾏動が変化する

⾃尊⼼が低くなる

⻝事や睡眠のパターンが変化する

過剰な不安や恐怖⼼を抱く

興味や熱意を失う

⾼齢者ネグレクト
（放棄・放任）

他者の安⼼感・安全感、アイデンテ

ィティ、尊厳や⾃尊⼼を傷つける虐

待的⾏動

例：⾔葉の暴⼒、虐待の⽰唆、嫌がら

せ、脅し、屈辱を味合わせる、孤⽴さ

せる、ネグレクト等

⻝事・⾐類・住居・薬・医療ケア・⾝体的な補助等
の、⽇常⽣活に必要なケアの提供を怠ること。

90%

わたしたちは、虐待サバイバ
ーの証⾔を信じます

まずはDVRPにお電話でご相
談ください。⽇本語を話せる

ケースマネージャーが 秘密
厳守で対応いたします。

 WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

⾼齢者への精神的および⼼理的虐待

加害者の90%が家族または家族
以外の信頼されている⼈物です

怒鳴り声や脅しにより怖がらせる

辱めたり嘲笑する

無実の罪を着せる

⾼齢者が必要とする事物や⾼齢者⾃⾝

を無視する

友⼈、家族、⼈付き合い等から遠ざけ

孤⽴させる

必需品等へのアクセスを制限する



CASE 
MANAGEMENT

アジア⼈⼥性の⾃助協会 

ルースの家 

ワシントン⾸都圏 韓国⼈コミュニティサービスセンター

プロボノ・カウンセリング・プロジェクト

ベトナム系アメリカ⼈サービス

アジア・太平洋諸島出⾝者のための家庭内暴⼒リソースプロジェクト
ホットライン: (202) 833-2233
DVRP.org

1-888-417-2742
ASHAforwomen.org

(202) 667-7001
HouseofRuth.org

ホットライン:1-888-987-4561
KCSCGW.org

(南アジア・インド⼈向けのカウンセラー)
(410) 825-1001
probonocounseling.org/

(301) 646-5852
VASUSA.org

法的サポート
成⼈保護サービスホットライン

DC 被害者相談ホットライン

⾼齢者安全の会

全⽶家庭内暴⼒ホットライン

強姦・虐待・近親相姦に関する全⽶ネット
ワーク(RAINN)

DC: (202) 541-3950

(844) 443-5732

(301) 816-5099

1-800-799-7233
thehotline.org

1-800-656-4673
rainn.org

ホットライン
アジア系アメリカ⼈のための公正を促進す
る会

アジア・太平洋諸島出⾝者のための法的リ
ソースセンタ

全⽶韓国系アメリカ⼈のためのサービスと
教育のコンソーシアム

性的暴⼒に関する法的機関

(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

(202) 706-7150

APALRC.org

1-844-500-3222

NAKASEC.org

(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

ケースマネジメント



⾼齢者の9⼈に1⼈が
被虐待を報告しています

⾦銭的搾取 ヘルスケアに関する不正や危険⾏為

個⼈の⼩切⼿、クレジットカードまた        
は⼝座を悪⽤する

現⾦、収⼊⼩切⼿、各種⽀給⼿当、社

会保障・年⾦⼿当、家庭の物品等を盗

む

署名・印鑑等を偽造する

個⼈情報を盗む

共同名義銀⾏⼝座を悪⽤する

⾦銭を渡すように強制または脅す

物資・⾦銭・所持品を不法あるいは

不適切に使⽤する、またはそれらを

⾼齢者に与えない、渡さないこと

経済的虐待は４４件に
つき１件の低い割合で
しか報告されません

ヘルスケアの提供なく課⾦す

る

医療⾏為またはサービスに過

剰または⼆重請求する

医薬品を必要以上または必要

未満で与える

不正な療法を勧める

Medicaid を不正利⽤する

 1 IN 
44

⾼齢者ネグレクト（放棄・放任）：⻝事・⾐類・住居・薬・医療ケア・⾝
体的な補助等の、⽇常⽣活に必要なケアの提供を怠ること。

わたしたちは
虐待サバイバーの
証⾔を信じます まずはDVRPにお電話でご相談ください。

⽇本語を話せるケースマネージャーが

秘密厳守で対応いたします。

 
WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

⾼齢者への経済的虐待

⾼齢者虐待の半数がネ
グレクトです



CASE 
MANAGEMENT

アジア⼈⼥性の⾃助協会 

ルースの家 

ワシントン⾸都圏 韓国⼈コミュニティサービスセンター

プロボノ・カウンセリング・プロジェクト

ベトナム系アメリカ⼈サービス

アジア・太平洋諸島出⾝者のための家庭内暴⼒リソースプロジェクト
ホットライン: (202) 833-2233
DVRP.org

1-888-417-2742
ASHAforwomen.org

(202) 667-7001
HouseofRuth.org

ホットライン:1-888-987-4561
KCSCGW.org

(南アジア・インド⼈向けのカウンセラー)
(410) 825-1001
probonocounseling.org/

(301) 646-5852
VASUSA.org

法的サポート

成⼈保護サービスホットライン

DC 被害者相談ホットライン

⾼齢者安全の会

全⽶家庭内暴⼒ホットライン

強姦・虐待・近親相姦に関する全⽶ネッ
トワーク(RAINN)

DC: (202) 541-3950

(844) 443-5732

(301) 816-5099

1-800-799-7233
thehotline.org

1-800-656-4673
rainn.org

ホットライン
アジア系アメリカ⼈のための公正を促進す
る会

アジア・太平洋諸島出⾝者のための法的リ
ソースセンタ

全⽶韓国系アメリカ⼈のためのサービスと
教育のコンソーシアム

性的暴⼒に関する法的機関

(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

(202) 706-7150

APALRC.org

1-844-500-3222

NAKASEC.org

(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

ケースマネジメント


