
研修の意図と期待すること

平成３０年度強度行動障害支援者養成研修(実践研修）

平成３０年１０月９日

平成３０年度強度行動障害支援者養成研修より出典

１日目 １０：１０～１０：２０〔１０分〕

⽀援の基本的な流れ｜枠組み

サービス等
利⽤計画

【作成者】

相談⽀援専⾨員

⽀援計画シート
に基づく

個別⽀援計画
or

居宅介護計画
【作成者】

サービス管理責任者
or

サービス提供責任者

⽀援⼿順書
兼 記録⽤紙

【作成者】

実践研修修了者等

＊⼿順書の把握・遵守
＊記録・報告

【担当】

基礎研修修了者等

⽀援の実施

 ⽇々の利⽤者の変化に応じた細かな⽀援の変更が必要
 ⽀援の記録を取り、修正に反映する仕組みが重要になる
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 障害特性を理解した⽀援が⼤切であることを学ぶ
（基礎研修修了者）

 チームで取り決めた⽀援⽅法を丁寧に実施する⼤切さを学ぶ （基
礎研修修了者）

 具体的な⽀援⼿順書を作成できるようになる
（実践研修修了者）

 チームで協⼒して⽀援を続けることの⼤切さを学ぶ
（実践研修修了者）

 利⽤者を⼤事にし、職員も孤⽴しない⽀援の実現︕

研修修了者に期待されること

3

基礎研修と実践研修の⽬指すもの

4
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強度⾏動障害者⽀援の⼈材養成

強度⾏動障害⽀援者養成研修（実践）

サービス管理責任者
研修

広域相談

計画相談・⼀般相談

⾃⽴⽀援
協議会
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現場⽀援者がチームとして継続的
に動けるように、その中核となっ
て、障害特性を適切に踏まえた⽀援
計画や具体的な⼿順書を作成できる
⼈材を育成することが必要。

研修フォロー
交流会

地域単位の
⼈材養成

強度⾏動障害⽀援者養成研修（基礎） ⾏動障害の背景にある障害特性を理解
し、どのように対応を⾏うか、その基本
的ノウハウを学ぶ第⼀歩の研修が必要

特別な事業所のみでなく、地域全
体の理解や対応⼒向上が必要であ
り、マネジメント機能を⾼める研修
が必要が必要。

5
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「知的障がいのある子」の親として

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
阿桜園保護者会

神谷 長一

１日目 １０：２０～１１：２０〔６０分〕

はじめに

自己紹介

◇ 昭和２５年生まれ ６８歳 ＪＲを３年前に完全退職

阿桜園保護者会会長を１０年

手をつなぐ育成会の秋田県、横手市の役員も務める

◇ 家族構成

自分、妻、長女（息子の姉）、長女の夫、孫、母の６人

長男は、阿桜園を利用し、３週間に１回のペースで帰省
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Ⅰ．
長男の

現在まで

◇ 昭和５８年生まれ 現在３５歳

◇ 病弱な幼少期 小学校入学まで計１１回の入院

（気管支炎、ぜんそく、肺炎など）

◇ ２～３歳 なかなか言葉がでない状態

３歳の時にことばの精検へ

◇ その後も県小児療育センター、ことばの教室、保育園等へ

・・・ 発達遅延 自閉症傾向とのこと

◇ 小学校入学（普通学校の特殊学級）

不安定になったり、泣き出したりすることが多く、親の思いが

学校に届いていないと感ずることも

（幼少期～

小学校入学）

◇ 横手養護学校中学部（現横手支援学校）

小中学校の時期が不安定になってのパニックが一番ひどい時期

◇ 家内も精神的に参ってしまい体調を崩し、平成１０年高等部入学

前に施設入所の選択を

◇ この選択については、今でも自問することも

◇ 横手養護学校高等部（現横手支援学校）

ひらがな、カタカナ、簡単な漢字は読めるように

◇ 学習発表会や修学旅行などにはそれなりに参加

◇ 今でもアルバムを繰り返し見る

（中等部～

高等部）
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◇ 高等部卒業後はそのまま阿桜園に

◇ 帰省した時の生活（３週間に１回のペースで帰省）

［一日目］ 午前１０時００分 迎え

午前１０時４５分 スーパーへ買い物

午後 ２時００分 外へ散歩

午後 ３時００分 床屋さん

午後 ４時００分 お風呂

午後 ６時００分 夕飯 決まったパターン

［二日目］ 午前 ６時００分 新聞を取ってきてテレビ番組を確認

テレビやアルバムを見る

午前１０時００分 本を買ってくる

午後１２時００分 昼食

午後 ３時００分 園に帰る

◇ 時間や次の行動を気にして、いつも同じ時間にやることで本人

は納得

（高等部卒業～

阿桜園）

Ⅱ．
知的障がい特性

◇ 言葉による意思疎通がうまくできない（単語、オウム返し）

◇ 情緒不安定、パニック（頭突き、手でガラスなどの破損）

◇ 奇声、多動（面白い時も含めて興奮状態で）

◇ 時間や次の行動へのこだわり（次の見通しがたたないと不安）

◇ ペットボトルのラベルを剥す、絵や本を破く、物を窓から外に

投げるなどのこだわり、問題行動

◇ 未熟さが消えない（現在でも見るテレビや本は幼稚園児相当の

もの）

◇ 本人に見通しを持たせて安心感を与えてやることが必要
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Ⅲ．
親としての

関わり方

① 本人との関わり

・情緒不安定、パニックになる時には原因があるはずだが分から

ない時も

・興奮状態の時はとにかく声掛けでクールダウン

・なるべく次の行動の予定が分かるように

（カレンダーへの書き込みなど）

・問題行動はいくらダメと言ってもやめない

（投げられたり、破られたりすると困るものは隠すなど自己防衛）

Ⅲ．
親としての

関わり方

② 同じ環境にある親御さんとの関わり

・子供が小さい時からの同じ環境にある母親同士とのつながり

・父親同士のつながりは少なくなりがち

・高等部時代の同期生達で毎年デイキャンプを継続中

③ 社会との関わり

・「地域の人、周りの人の理解がない」

それはある意味当然のこと・・・私たち自身が子供と一緒に社会と

積極的に関わるべき、そうしたところから理解が広まるのでは

・いろいろな場に参加して親が学ばなければ

・「手をつなぐ育成会」の役割は
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Ⅳ．
支援にたずさわる

皆さんへ
親からのお願い

◇ 一人ひとりをよく見て理解してください

・多くの人に共通することもあるし、その人特有のこともあるのでは

・不安定になったりする原因があるはず、同じパターンの場合も

・うまくできたり頑張った時はほめてやってください

◇ 情報を共有し、ベテランは若い方へ助言をしてください

・四六時中ひとりを見ていることはできない、情報をみんなのものに

・ベテランは経験を、新人は普通の感覚での意見を

◇ 何でも話し合える職場風土を作ってください

・叱責や愚痴ではなく、気付いたことを気軽に話し合える雰囲気を

◇ 虐待は絶対あってはいけない、その意識を徹底するとともに、過度

にならないで明るく元気に接してください

Ⅴ．
最近の出来事
などから考える
こと

◇ 「障害者雇用の水増し問題」

・多くの障害者の働く場をうばったことになり、大きな問題

◇ 「障害者」という言葉から考えること

・「障」「害」に違和感を覚える人

「障がい」の表記、「要支援者」という呼び方を提示する人も

・障害は人格とは無縁、その言葉を避けてはいけない

他人を支援しているという人も

・言葉だけの問題ではない、お互いが理解し合い意識を変えること

が大事では

◇ 平成２８年７月の「津久井やまゆり園での事件」から考えること

・優生思想という誤った考え方

・被害者を匿名で発表（家族が名を明かせない気持ち）

「普通」と「特別」って

・効率や生産性が優先される社会のゆがみが背景にあるのでは

・幼少期からいろいろな人がいて当たり前という教育や社会環境を
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結びに

受講生の
皆さんへ

◇ 障害者支援にたずさわる皆さんへ～「障害のある子の親」として

・決して恵まれた労働環境・待遇とは言えないのが現状だと思いま

す。そうしたことが改善され良くなり、皆さんがやりがいの持てるよ

うになることを応援しています。

・障害のある子どもの親として一番の心配は「親亡き後」です。親身

になって支援してくださる施設があり、支援者の方々がおられるこ

とが大きな心の支えです。

・障害者支援にたずさわる仕事は大変なことも多いと思いますが、

私たち親にとっても社会にとってもなくてはならない存在です。

どうか「誇り」を持って長く支援にあたってください。

ご静聴ありがとうございました。
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1

１日目１１：２０～１２：２０［６０分］

「地域で行動障害がある人を支える」

～ 高機能ＡＳＤの方の行動障害と地域で支える体制作り ～

（株）ＯＨＡＮＡ
自閉症スペクトラム特化型生活介護事業所Ｋａｉ

佐藤 宏満

2

センター登録者のうちＡＳＤが１割。その１割の登録者
が全体の支援量の３割を占めている。高機能ＡＳＤで
も自傷行為が常態化しているケースが多い。

今後は高機能ＡＳＤの支援と困難ケースが増える（仮説）

平成２９年度北秋田障害者就業・生活支援センターのデータより
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国際障害分類の生活機能構造モデルについて

健康状態や物理的・社会的・人的環境といった、その人が生活する周りの環境
次第で個人の活動や生活場面との関わり（参加）の状態も変わりうること

〇障がいの有無に関わらず「活動」が出来ればよい
〇障がいの有無に関わらず「参加」が出来ればよい
〇本当の力を発揮するためには、支援があってよい

自閉症の人が見る視点とは（映像）
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改めて構造化支援とは

5

これから事例に出てくるケースで共通していることは様々な情報を
整理しながら実行することが得意ではないこと。周囲で起こってい
ることを含めて全体を意識して、整理し、調整しながら進めること
が困難です。知的を伴わない高機能ＡＳＤであるため、それぞれに
インタビューして本人の感覚について整理していきました。そして
下記の６つの情報を視覚的に整理して伝えると安心すると話され
ていました。

①い つ
②どこで
③何 を
④どのようなやり方で
⑤どうなったら終わりなのか
⑥終わったら、次に何があるのか

6

ケース事例で共通していること

①本人の特性のアセスメント

障害特性、生まれながらに持っている特異さ

②不適応な行動は氷山モデルでアセスメント

環境因子と個人因子の把握と対応
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7

本人の特性のアセスメント

○１対１の場面設定で ○色、文字のマッチング、理解力、概念の確認

○インフォーマルアセスメント（関わりの中での情報収集）
・時間や空間などの整理統合の特性
・実行機能の難しさ 等

8

行動を氷山モデルでアセスメント
自閉症の方の行動はすべて意味があります。表面上の行動の背景には
本人の特性と周囲の環境、状況などの要因があります。
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9

サポート体制があるから仕事が長く

続き地域で安定した生活を送れるケース

～行動障害はないが構造化支援が効果的な事例～

Ｓさんのプロフィール

【概要】
・３０代男性、普通自動車免許取得
・小学校～中学校は普通学級、某高校を卒業後は
父親の紹介でスクラップ解体業者に就職するが
一ヶ月後に解雇される。

・その後は職を転々とするがいずれも短期間での就
労となっている。

・離職のほとんどが事業所からの解雇。理由として
社会性の欠如、指示されないと作業が出来ないこ
とが挙げられる。

・保健師の勧めで療育（Ｂ）手帳取得となり、支援開
始となる。
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11

Ｓさんの支援の流れ
④雇用開始
事業主から障害特性に
ついて理解をしていた
だく

②センターによる事業所
開拓（一般求人からの
アプローチ）

③職場実習の実施
５日間の実習を実施
し、作業能力を評価
してもらう

④職場定着支援
環境の構造化
周囲の理解
ジョブコーチ支援導入

①支援センター登録
情報収集（障害特性）

⑤トラブル続出
職場内での人間関係の
問題等が発生

12

Ｓさんの障害特性についての支援

○事業主は普通高校を卒業しているから障害が軽いと
判断し、支援は必要ないとの見解であった。

⇒実際は社会性の欠如による問題が表面化し、常に対
応に追われている状態

○仕事での問題点
・休憩時間終了後にトイレに行く
・自分の給料の額を周囲に伝える（周囲の不満）
・身だしなみに課題がある（ライフスキルが欠如）
・作業量に大きな波がある

○会社のルール（暗黙のルール）が分からない
・出勤がギリギリである（会社では１０分前出勤）
・抽象的な表現が理解できない（曖昧な表現は使わない、
視覚化させて理解を促す）
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13

Ｓさんの不安要素（氷山モデル）

表面化している問題

隠れている問題

○見通しが持てなくなるとあることに囚われてしまう
○気持ちのコントロールが不十分

ストレスマネジメントでの
コントロール
余暇の確立
定期的な相談支援

社会性の確立（身だしなみの徹
底）
視覚的なツールを用いての見通
し確保 等

作業量に大きく波がある

就労に必要なライフスキルとは？

仕事そのもののスキル

•業務に関する知識

•仕事に必要となる
技術

•仕事に役立つ資
格

•実際の作業効率

•仕事の習熟度、成
長度

仕事の支えとなるスキル

•遅刻、欠勤を極力
しないこと

•職場の人間関係
作り

•自分から質問や
相談をすること

•指示を理解する力

•ストレスへの対処

- 16 -



Ｓさんの就労に必要なライフスキルの現状と手立て

仕事そのもののスキル

•卵の洗浄作業において
スピードが一定しない

•作業の癖や集中力が持
続しない

•ジョブコーチをつけ
ることで作業スピード
の向上を図る

•作業量を見える化す
ることで意欲を促す

仕事の支えとなるスキル

•職場の人間関係作り

•あいさつやしても
らったことに対して
「ありがとう」とお礼
を言う訓練

•ストレスへの対処

•定期的な相談時間の
確保と電話相談の体制
を構築

•余暇を確立

16

Ｓさんの作業風景
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17

ジョブコーチ支援の様子

ジョブコーチが実際に
作業現場に入り、洗浄
作業での癖、効率的な
洗い方を指導する。
手前がジョブコーチ、
奥が本人。作業量は
２割アップ。また作業
量を見える化すること
で本人の意欲を促す。

18

Ｓさんの生活と就業における構造化支援と
ジョブコーチ支援導入後の作業量の推移
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地域生活（自立）に必要なライフスキルを整理してみると

毎日のスキル

• 決まった時間
帯に自分で起
きる

• 顔を洗う、歯を
磨く

• ご飯をきちんと
食べる

• 身だしなみを整
える

• あいさつをする

週に数回のスキ
ル

• 休日に余暇を
楽しめる

• 休日でも一定
の生活リズム
で過ごせる

• ゴミ捨て等の掃
除や片付け

• 自分で爪を切
る

• 洗濯をする

不定期のスキル

• ストレス解消法
を身につけてい
る

• 困ったことが起
きたら相談する

• 貯金できる、お
金を計画的に
使う

• 不要なものを捨
てる

必要なライフスキルにおいて構造化支援の導入（Ｓさんの場合は視覚優位）

20

高機能アスペルガー症候群（ＡＳＤ）の方

の就労と育児と地域生活について

～仕事と育児を同時に上手くやることの難しさ～
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Ｋさんのプロフィール

【概要】
・４０代女性、シングルマザーで両親（不和）と同居
・大学卒業後は事務職に就くが、人間関係のつまづ
きで離転職を繰り返す

・職場内での人間関係、家庭内での不和等が原因で
精神的な不安定となり、精神科を受診し、うつ病
と診断を受ける

・高学歴のため、面接ではほとんど採用されるが、
仕事が続かない

・育児においても極度のストレスを感じていたこと
からネットで発達障害の情報を集める

・心理検査を受け、アスペルガー（ＡＳＤ）と診断
・ストレスのコントロールが出来ないと暴力発生（常態化）

22

Ｋさんの支援の流れ
④雇用開始
事業主から障害特性に
ついて理解をしていた
だく

②センターによる事業所
開拓（一般求人からの
アプローチ）

③職場実習と訓練実施
当初は精神障害（うつ
病）として対応
３ヶ月間の訓練を通して
事務スキル習得を目指す

④職場定着支援
環境の構造化
周囲の理解

⑤地域生活支援
サポート体制強化

①支援センター登録
情報収集（障害特性）

⑤トラブル続出
職場内での人間関係悪化
育児において躓き
両親との関係悪化

アスペルガー
判明
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Ｋさんの自閉症スペクトラムの３組から考える特性

コミュニ
ケーション

こだわり
（想像力
の欠如）

社会性

・冗談が通じないことや会話の内容
が残らない

→言語でのやりとりでいつもトラブ
ルになったり、いじめに遭う

→生きづらさが生じる

・抽象的な表現や曖昧な表現は理解
出来ない

・予定外のことが起きると頭が真っ
白になる（フリーズする場合もある）

・同時に処理することが苦手で強い
ストレスが生じる

・自分のペースを乱されると強いス
トレスを感じる

・社交辞令が出来ない（本音で生き
る）

Ｋさんの職場での状況について

環境因子

• 事業所内において上司が障害
特性に対して理解していない

• 理解しているキーパーソンがい
ない

• 業務が繁雑（仕分け出来ないた
め、強みを生かせない）

個人因子

• 事務作業、接客応対など同時に
対応（処理）できない

• 思い通りにいかないと頭が真っ
白になり、イライラ

• 事務スキルがあるため、自分な
りのやり方を通そうとする

×

勤務中にフリーズする（復帰するまで時間がかかる）

服薬する量が増える（薬漬けになるのではないかという不安）
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Ｋさんの家庭での状況について

環境因子

• 母親が不在になると家事をしな
いといけない状況

• 特性を理解しているキーパーソ
ンが身内にいない

• 子どもがいつも以上にぐずる

• 父親からのダメ出しを受ける

個人因子

• 同時に対応（処理）できない

• 思い通りにいかないと頭が真っ
白になり、イライラ

• 生理時になると周囲の環境に敏
感になる

×

両親とのトラブル・怒りの矛先が子供に向けられる
暴力行為が常態化（母親と子供に対して＝虐待）

26

Ｋさんの自閉症スペクトラムの特徴

弱み

• 真面目、几帳面、律儀、ルールに厳格

• 臨機応変が苦手（極度のストレスを感じ
る）

• 予想外のことが起きると一瞬立ち止まっ
てしまう

• 同時に処理するのが苦手

• 場の雰囲気を読むのが苦手

強みに変換するにはコツがいる

・ルールの中では力を発揮する
・臨機応変を求めない（定型業務
に専念する）

・本人がフリーズしたら混乱して
いると受け止め、落ち着くまで
見守ってあげる

・同時に処理する業務の仕分け
・忙しい時には事前にメモで知ら
せる

職場での説明会の資料より
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Ｋさんの地域生活における体制について

両親が外出等で不
在

（家事全般をしない
といけない状況）

子どもがぐずる

（思い通りにい
かない）

自身の体調不
良（仕事のストレ
スや生理等）

子どもを虐待
するリスク大

①両親が外出等で不在になる
・子供を一時的に預ける
→土日祝日でも預けることが出
来るサービスを受ける

・家事に専念できる環境設定

②子育てへのサポート体制
・子育てサポーターの配置
→定期的な相談体制と子育てに
関する助言

③ＡＳＤ（アスペルガー）の
特性への理解

・両親の障害特性の理解
・職場での理解啓発と構造化
→本人のストレス軽減を目指す

28

高機能アスペルガー症候群（ＡＳＤ）の方

の就労と生活支援について

～生活全般における構造化支援～
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Ｔさんのプロフィール

【概要】
・２０代男性、両親と同居
・普通高校卒業後に父親の知人の紹介で就職するが
仕事が覚えられないとのことで３ヶ月後に解雇

・その後、職を転々とするがいずれも長く続かない
・心配になった両親が精神科を受診し、Drに本人の行動
パターン、生育歴等を伝えたところ、自閉症スペクトラ
ム（アスペルガー）との診断を受ける

・これまでの人生で褒められたことがないため、自己肯
定感が低い

・理解者には心を開き、素直な面がある
・ストレス状況が重なると自傷行為等が起きる（常態化）

Ｔさんの自己分析表

強み

• 覚えると仕事が早い

• 周囲を明るくする雰囲気

• 約束は必ず守る

• 指示されたことは出来る（指示された方が
動きやすい）

弱み

• 人前で話すのが苦手

• 覚えるまで時間がかかる

• 忘れ物が多い（提出物等）

• 指示待ち、仕事を自分で見つけられない

・強みを活かし、弱みを理解してもらう会社を探す

・仕事の環境によって強み、弱みが変わるため、

どの職場（職種）環境が適しているか探す

・様々な職業経験を行い、成功体験を積む（自信と自己肯定感）
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Ｔさんの自閉症スペクトラムの３組から考える特性

コミュニ
ケーション

こだわり
（想像力
の欠如）

社会性

〇冗談が通じない
→言われたことを真に受けてしまう
→具体的に伝えると分かる
〇会話の内容が残らない
→文字やイラストで視覚的に伝える

〇抽象的な表現や曖昧な表現は理解
出来ない

→より具体的な表現で伝わる
〇気になるとずっと囚われてしまい
集中できなくなる

→場面変更で切り替えがしやすい
〇優先順位が付けられない
→やることをリスト化すると出来る

〇人と合わせる言動が苦手

32

Ｔさんの支援の流れ
④職場実習の実施
強みと弱みが環境に
よってどう変わるかを
意識してもらう

②職場実習の実施
アセスメント（強みと
弱みの整理）

③強みと弱みの受容
障害に対して拒否が強い
ため、弱みと強みに置き
換えて自己理解を促す

⑥職場定着支援
現場が変わると人が
変わる

⑦生活スキル欠如
整容面、優先順位が
付けられない

①支援センター登録
情報収集（障害特性）

⑤就職
事業主へ特性について
説明、対応等について
も伝え、雇用開始

トラブル
続出
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Ｔさんの状況について

環境因子

• 現場がその日によって違うことか
ら特性に対して理解してもらえる
環境ではない

• 理解しているキーパーソン（社
長）が不在

• 職人の世界であるため、俺の背
中を見て覚えろという空気

個人因子

• 指示されないと動けない

• 指示は短くしないと理解出来な
い

• 冗談が通じず、言葉の裏にある
気持ちを推測することが苦手

• 見通しが持てないと不安とイライ
ラ（フラッシュバックもある）

×

勤務中に元請け業者の責任者にキレる
詐病で会社を休む
自宅で自傷行為、器物破損行為（常態化する）

Ｔさんの職場と生活面における支援のポイント

仕事が上手く出来ない

（理解ある社長が現場
にいない時に不適応を

起こす）

整容面が疎かにな
る

（帰宅後にすべきこ
とが分からない）

親子関係でのスト
レス（過干渉による

反発）

①仕事が上手く出来ない
・現場でのキーパーソンを作る
・社長と一緒の作業場
・常に指示される環境
・暗黙ではなく、言語化

②生活スキル
・帰宅後には入浴
・定期的に爪を切る
・計画的にお金を使う

③特性への理解
・両親の本人の特性に対する理
解と距離感を持った対応

・親と子との向き合った姿勢
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35

Ｔさんの身だしなみのトレーニング

着替えるスペー
スを決める

余計なものを片
付ける

着替える時刻も
決める

混乱を減らすため、
着替えるスペースを
決める

余計なものをしまって
集中しやすい環境を作る

手順を決める、顔を
洗ったあとに着替え
る

マニュアルで示すことで理解を促し、習慣化する

36

Ｔさんの住まいのトレーニング

道具を分類
する

家事の手順
を教える

家事に使うも
のを教える

日用品、衣類などの
種類別に分類する

掃除や洗濯の手順を
イラストや短い文書
で示す

掃除機や雑巾、モップ
キッチン用品の使い方
を教える

道具も家事も構造化する
何処に何があるか、どのような手順で行うのかを本人の
理解しやすいツール（イラスト、写真、言葉）を使っていく
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37

Ｔさんの余暇のトレーニング

自分の余暇
を見つける

活動内容やスケ
ジュールを決める

バリエーショ
ンを増やす

余暇活動のリスト
アップと経済的な
負担が軽い活動

一日の中の余暇、休日
長期休暇を想定しての
スケジュール

ひとつの活動に集中
するよりも支援機関
の交流等の余暇を組み
合わせる

休日はどこで何をするか決めておく
余暇を充実させることで仕事への意欲や生活のハリも出てくる

Ｔさんの不安要素の一つであるお金の管理も構造化

家計簿だけでは難しい
実物で教えた方が理解しやすい
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39

Ｔさんのカームダウンエリア

対処出来ないス
トレス発生

イライラ発生
落ち着ける場所
で一人で過ごす

フラッシュバックにより
対処出来ないストレス
が発生

フラッシュバックに囚わ
れてしまい、ストレスを
増幅させてしまう

大好きな車で落ち
着くまで一人で過ご
す

フラッシュバック時の構造化支援（対処法を見える化）

○Ｔさんのカームダウンエリアの設定のポイント
・就業中でもフラッシュバックは起きるため、事業所からの理解と配慮が必要
・人前で不安定な姿を見せないようにすることの配慮
・落ち着くまで過ごすスペースの提供と一人で立ち直ることに重点を置く

40

0

1

2

3

4

5

6

7

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

自傷行為の推移

Ｔさんの構造化支援と自傷行為の推移

構造化支援開始
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不適応行動（問題行動）に対して（まとめ）

「困り感」は不適切な行動として表面化する

予防的対応

現実的対応

起こってからどうするかではなく、
起きないようにどうするかという発想

不適応行動を０にすることを目指すのでは
なく、減らしていくことを目指す。

見通しがないこと（参考までに）

見通しがたたないことに取り組むことは
温かいのか 冷たいのか
深いのか 浅いのか
プールなのか 沼なのか
温泉なのか 川なのか
全然わからないトコロに
飛び込むくらいエネルギーを消耗する

「あたし研究２自閉症スペクトラム～小道モコの場合」より引用

だから構造化支援は大切です
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【演習】

障害特性の理解とプランニングⅠ

ー⽇中活動場⾯における⽀援の⼿順書を作成するー

平成３０年度
強度行動障害支援者養成研修より出典

１日目 １３：２０～１６：５０〔２１０分〕

この時間の⽬的

【ポイント】
① 実際に起きたことや本⼈の⾏動を客観的に捉えましょう。
② ⾃閉症や知的障害の障害特性と環境との相互作⽤に着⽬し、

⾏動が起きている背景（障害特性）について、しっかりと
考えてみましょう。

③ 本⼈の強みや好みを活⽤して具体的な⽀援の⽅法を検討し
ましょう。

⾏動障害が頻発する要因の⼀つに、対象者の状態にそぐわな
い活動（⽣活環境）ということが考えられます。この時間は、
⽣活介護事業所で強度⾏動障害のある⼈に⽇中の活動を提供
する場⾯を想定し、⾃閉症や知的障害の障害特性に配慮した
「⽀援の⼿順書」を作るプロセスを学びます。
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この時間の流れ
13:30             14:00              14:35             15:05              15:20

演習の説明
予⾏演習

20分

事例の
紹介
20分

演習①

45分

演習②

50分

全体の
まとめ

15分

演習①︓⾼崎のぞむさんの事例を読み、昼⾷場⾯での「背景の障害
特性」を考えてみましょう。

演習②︓班別活動時の、「強みを活かした新たな環境」を作成しま
しょう。

演習③︓班別活動時の、「⽀援⼿順書」を作成しましょう。

⽀援⼿順
書の作成
（例⽰）
20分

演習③

40分

演習に⼊る前に｜演習の流れ
 この研修における演習は、原則この流れで進めます

演習の説明 → グループディスカッション → 発表とまとめ
 グループで演習を進めるにあたっての注意点は、

① 時間厳守
② 演習の説明で内容をしっかり理解する
③ 役割を明確に（司会、記録、発表等）
④ グループディスカッションは、テーマに沿って

 グループディスカッションは積極的に
① 司会者はタイムキープしながら、グループ全員の意⾒を引き出すよ

う努⼒して下さい
② ディスカッションは、テキストに記された「テーマ」についてグ

ループ内で意⾒交換するものです（⾃由な討論ではありません）
③ 記録者は要約筆記を⾏い、発表者にディスカッションの要旨を的確

に伝えて下さい
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 「司会」を① 、「記録」を② 、「発表」を③ の⼈が担当します。
 はじめにグループ名を決めます。
 記録者は、グループ名と、その理由を簡潔にまとめて下さい。
 発表者は、記録者から記録された⽤紙をもらい、発表するた

めの⼼の準備をしておいてください

【演習の流れ】

グループで
考える

５分

発表

５分

演習の説明

数分

予⾏演習｜グループ名を決める

【グループ】
1. グループ名を相談し、決めます。

【発表】
2. ２〜３のグループに発表してもらいます。

５分

５分

予⾏演習｜グループ名を決める
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２〜３グループに発表してもらいます。発表者はグループ
で話し合われた内容を全体に報告してください。

 グループ名

 なぜ、そのグループ名を選んだのか︖

予⾏演習｜発表（５分）

「情報シート」（資料）の内容を確認します。
■ ⾼崎のぞむさんの⽣育歴

■ サービス等利⽤計画【要約】

■ サービス等利⽤計画【週間計画表】

■ 個別⽀援計画

■ ⽣活介護事業所「あじさい」

■ ⽀援の留意点

■ 追加情報

■ ⾏動援護計画

■ ⾏動援護を利⽤したのぞむさんの外出

事例の紹介｜資料の確認

- 34 -



「情報シート」を読みます（20分間）

1. これから⾼崎のぞむさんの情報シートの中から、次の２つを読み
ます。
■ ⾼崎のぞむさんの⽣育歴

■ サービス等利⽤計画【要約】

2. ｢強み｣を意識しながら、のぞむさんの状態像をイメージしましょう。
（アンダーラインが引いてある箇所が、強みの部分です)

事例の紹介｜⾼崎のぞむ さん

事例の紹介｜⾼崎のぞむさん

スライドを見ながら、のぞむさんについて

イメージしてください
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演習①｜障害特性を考える
 引き続き、「司会」を④ 、「記録」を⑤ 、「発表」を⑥

が⾏って下さい。
 エピソード「いつも⼈の⾷事を…」を読み、⾏動の背景にあ

る障害特性を考えてみましょう。

【演習の流れ】

個⼈で
考える

10分

グループ
で考える

20分

発表

5分

演習の説明

5分

演習の
まとめ

5分

 のぞむさんが通っている⽣活介護事業所「あじさい」では、11:00前くらいから
ご飯の炊ける匂いとお味噌汁の⾹りがしてきます。昼⾷は業者にお願いして料理
は配達してもらいますが、｢できるだけ家庭的な雰囲気を味わってもらいたい。｣
そんな思いで、ご飯とお味噌汁だけは職員が毎⽇準備をしています。

 11:45から12:45の間に各⾃が昼⾷を⾷べに⾷堂に来ます。午前の作業や活動を
終えて少し休憩をしてから⾷べに来る⼈もいますが、多くの⼈は活動が終わると
すぐに⾷堂へ⼊ってきます。のぞむさんも午前の班別活動が終わると、すぐに⾷
堂へ⾏き昼⾷を⾷べ始めます。

 いつもの席で⾷べているのぞむさんですが、⾷事の配膳をしている職員は気に
なっていることがありました。それは揚げ物や果物など、のぞむさんが好きなメ
ニューだと、⼈の⾷事をとって⾷べてしまうことでした。今⽇はのぞむさんの⼤
好きなハンバーグです。あっ︕⽬の前の⼈のハンバーグを⾒ている…

 ⼈の⾷事を⾷べた時は、すぐに｢それは◯◯さんの⾷事です。｣と注意しますが、
⼀向にお構いなしで⾷べ続けます。また制⽌しようとすると、⼤きな声を上げて
頭突きや押してくることがあります。勿論、とられた利⽤者もカンカンです。
⾔っても分かってもらえないし……どうしたらいいんだろう︖

演習①｜いつも⼈の⾷事を…
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右上の写真は、エピソードの⽇の
昼⾷です。メニューは、ご飯、味
噌汁、漬け物、副菜（ハンバーグ
とサラダ）です。その下の写真は、
｢あじさい｣の⾷堂です。のぞむさ
んはいつも、８⼈掛けの机の決
まった場所で昼⾷を⾷べています。

のぞむさんが⾷べているときは、
この机は８⼈の利⽤者が⾷事を⾷
べられています。８⼈分の⾷事が
机に並ぶので、机の上はお⽫（⾷
事）で⼀杯になります。

これから、のぞむさんの昼⾷時の
課題（⼈の⾷事を⾷べてしまう）
について整理し、根拠に基づいた
⽀援の⼿順書を考えてみましょう。

演習①｜いつも⼈の⾷事を…

演習①｜障害特性を考える

・好きなメニューが出ると、他者のおかずをとって⾷べる
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく

環境・状況の影響（環境要因）

□⼀⻫に利⽤者が⾷事を開始する
（ざわざわした環境）

□机の上が８⼈分の⾷事で⼀杯に
なり、煩雑な状態（⾃分の⾷事
と他の⼈の⾷事が分かりずらい）

本⼈の障害特性

■

■

■

■
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演習①｜障害特性を考える

【各⾃】
1. エピソード「いつも⼈の⾷事を…」をもう⼀度読み、

のぞむさんの⾏動の背景にある障害特性について、
ワークシート（WS-１）に書いてみましょう。
※ヒントシートも、参考にしてください

【グループ】
2. １）書いた障害特性を、各⾃グループ内で発表

２）グループ内で障害特性をまとめる

【発表】
3. ３つのグループに発表してもらいます

10分

5分

2０分

２〜３グループに発表してもらいます。発表者はグループ
で話し合われた内容を全体に報告してください。

 背景の障害特性を発表して下さい

 なぜそう思ったのか、根拠となる部分を教えて下さい

演習①｜発表（５分）
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演習①｜氷⼭モデルで考える（例）

⽀援⼿順書の作成｜モデル演習

■これから、のぞむさんの昼⾷場⾯での⽀援⼿順書の作成⽅
法（考え⽅）について、⼀緒に⾒ていきます。

⇒ 作成の流れと⽀援⼿順書を例⽰します。

■これから紹介する４つのプロセスを意識し、⽀援⼿順書作
成までの考え⽅を理解しましょう。
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観察・予測｜⽇々の⽣活状況やアセスメントシート等から情報を収集

① 背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル

⽣じている問題・⽣じうるリスクを具体的に記す

⽀援⼿順書｜｢４つのプロセス｣で考える

② 障害特性を「強み」の表現に変換

③ 他の場⾯から「強み」のリスト追加

⾏動の背景にある障害特性（⽣物学的・⼼理的）と環境要
因を推測し、リストアップする。

リストアップした障害特性を「強み」の表現に変換する 。

他の場⾯の観察から、リストされていない「強み」を加える。

④ 「強み」を活かした新たな環境
⽣じている問題・⽣じうるリスクのある場⾯で、「強み」のリストを活かした環境づ
くり（構造化）の計画を⽴てる。

ステップ①
①背景の障害特性を推測する｜氷⼭モデル
⾏動の背景にある障害特性（⽣物学的・⼼理的）を推測し、リストアップしま
す。その際、⾏動の⽣起要因のきっかけとなっている環境（本⼈に影響を及ぼ
す物、事、⼈）要因にも留意しましょう。

氷⼭モデルとは、障害がある⼈
の課題となっている⾏動を氷⼭
の⼀⾓として捉え、氷⼭の⼀⾓
に注⽬するのではなく、その⽔
⾯下の要因に着⽬して⽀援の⽅
法を考えることを意味します。

環
境
・
状
況
の
影
響

対
象
者
の
障
害
特
性

相
互
に
作
⽤

⽔⾯下の要因に注⽬する

表⾯上⾒えている⾏動
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⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
●些細な違いや変化に気がつく、または⾮常に我慢強い

●興味・関⼼があるものに、強く注意を向けることができる

●細部に、強く意識を向けることができる

●⽬で⾒た情報は理解しやすい

③他の場⾯から「強み」のリスト追加 ④「強み」を活かした新たな環境

昼⾷場⾯｜障害特性を推測

・好きなメニューが出ると、ほかの⼈のおかずをとって⾷べてしまう。
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく（利⽤者・保護者からの苦情有り）。

■特定の感覚が過敏、または鈍い

■結果をかえりみず突然反応してしまう

■全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

■ことばを聞いて理解することが苦⼿

ステップ②
②障害特性を強みの表現に変換する
苦⼿なことばかりに注⽬すると、「苦⼿なこと（もの）を避ける」⽀援に偏っ
てしまいます。リストアップした障害特性を「強み」の表現に変換（リフレー
ミング）しましょう。 視点を変えることで、強みを活かした⽀援に繋げやす
くなります。

ことばを聞いて理解すること
が苦⼿

集団で⼀⻫に⾏動することが
苦⼿

抽象的、あいまいなことの理
解が苦⼿

⽬で⾒た情報は理解しやすい

マイペースに課題を完了する
ことができる

具体的で、はっきりとしたこ
とを好む

ヒントシートを参考にして下さい
- 41 -



⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
●些細な違いや変化に気がつく、または⾮常に我慢強い
●興味・関⼼があるものに、強く注意を向けることができる
●細部に、強く意識を向けることができる
●⽬で⾒た情報は理解しやすい

③他の場⾯から「強み」のリスト追加 ④「強み」を活かした新たな環境

昼⾷場⾯｜障害特性を強みに変換

・好きなメニューが出ると、ほかの⼈のおかずをとって⾷べてしまう。
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく（利⽤者・保護者からの苦情有り）。

■特定の感覚が過敏、または鈍い

■結果をかえりみず突然反応してしまう

■全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

■ことばを聞いて理解することが苦⼿

対象者の「強み」を様々な場⾯、記録から膨らませていきます。
特定の⾏動上の問題やリスクが推測される場⾯だけでなく、⽇常⽣活全般の様
⼦から、強みのリストを補強していきます。

ステップ③
③他の場⾯から「強み」のリストを追加

他の場⾯の観察から、リストされていない「強み」を加えていきます。

保護者からの情報 ⽣育歴 ⽣活全般の記録 各種記録
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⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
●些細な違いや変化に気がつく、または⾮常に我慢強い
●興味・関⼼があるものに、強く注意を向けることができる
●細部に、強く意識を向けることができる
●⽬で⾒た情報は理解しやすい
○⼀旦学習すると、繰り返し確実に実施する
○好きな活動があり、⽣活の中で楽しめている

③他の場⾯から「強み」のリスト追加
○決まったパターンを⼏帳⾯に⾏うことができる︓写真
と具体物のマッチングができる
○⼀⼈で⾏う作業や⾃⽴課題は20分程度集中して
取り組む
○⼀⼈で楽しめる活動を持っている︓余暇グッズ

④「強み」を活かした新たな環境

昼⾷場⾯｜他の場⾯から強みを探す

・好きなメニューが出ると、ほかの⼈のおかずをとって⾷べてしまう。
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく（利⽤者・保護者からの苦情有り）。

■特定の感覚が過敏、または鈍い

■結果をかえりみず突然反応してしまう

■全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

■ことばを聞いて理解することが苦⼿

構造化とは、その場の状況に最も適切な意味と⾒通しを明確に伝え、安⼼でき
てかつ⾃⽴的に⾏動ができるよう環境（もの、事、⼈）を調整することです。

ステップ④
④「強み」を活かした新たな環境

⽣じている問題・⽣じうるリスクのある場⾯で、「強み」のリストを活かした
環境づくり（構造化）の計画を⽴てます。

物理的構造化 スケジュール ワークシステム 決まった⼿順や習慣 視覚的構造化

・物理的、視覚的
に分かりやすい
境界を作る

・活動と場所の
1対1の対応

・妨害刺激の除去

どんな活動があるの
か、その流れがどう
なっているのかを視
覚的に⽰す⽅法

⾃⽴的活動をする為
の情報を伝える⽅法
①何をするか
②どれぐらいするか
③どうなったら終わ
るのか
④終わったら次に何
をするか

・いつも同じ⼿順で
課題、活動を⾏う
・習慣化することで、
普段の⽣活を安定し
たものにする
・ルーチンを使って
繰り返している内に
学習する

“⾒て分かる”ように
して理解しやすくす
る

①視覚的提⽰
②視覚的明瞭化
③視覚的組織化
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⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
●些細な違いや変化に気がつく、または⾮常に我慢強い
●興味・関⼼があるものに、強く注意を向けることができる
●細部に、強く意識を向けることができる
●⽬で⾒た情報は理解しやすい
○⼀旦学習すると、繰り返し確実に実施する
○好きな活動があり、⽣活の中で楽しめている

③他の場⾯から「強み」のリスト追加
○決まったパターンを⼏帳⾯に⾏うことができる︓写真
と具体物のマッチングができる
○⼀⼈で⾏う作業や⾃⽴課題は20分程度集中して
取り組む
○⼀⼈で楽しめる活動を持っている︓余暇グッズ

昼⾷場⾯｜強みを活かし新たな環境

・好きなメニューが出ると、ほかの⼈のおかずをとって⾷べてしまう。
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく（利⽤者・保護者からの苦情有り）。

④「強み」を活かした新たな環境
・11:35に午前の活動を終了。スケジュール確認後、⾷堂へ
移動（他の利⽤者より５分前には⼊室）。
・トレーにセットされた昼⾷をトレーごと机に運び、テープで囲って
ある場所にトレーを置く（トレーの写真も貼って有る）。
・⾷後トレーごと下膳し、静養室にてスケジュール確認。その後
余暇を過ごす（時間に併せて、DVD⼜はCDの視聴）。

■特定の感覚が過敏、または鈍い

■結果をかえりみず突然反応してしまう

■全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

■ことばを聞いて理解することが苦⼿

時間 活動 サービス⼿順

11:35-12:45 昼⾷

昼休み

【スケジュール５︓昼⾷】
１．静養室（スケジュール確認）

→ ２．⾷堂（配膳台からトレーにセットされた昼⾷をとる）
→ ３．テープで囲ってある場所にトレーを置く
→ ４．⾷事をとる
→ ５．下膳（トレーごと、下膳場所に持って⾏く）
→ ６．静養室（スケジュール確認 →休憩）

③他の場⾯から「強み」のリスト追加

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル

②障害特性を「強み」の表現に変換

④「強み」を活かした新たな環境

昼⾷場⾯｜⽀援⼿順書（例）

・11:35に午前の活動を終了。スケジュール確認後、⾷堂へ
移動（他の利⽤者より５分前には⼊室）。
・トレーにセットされた昼⾷をトレーごと机に運び、テープで囲って
ある場所にトレーを置く（トレーの写真も貼って有る）。
・⾷後トレーごと下膳し、静養室にてスケジュール確認。その後
余暇を過ごす（時間に併せて、DVD⼜はCDの視聴）。
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【各活動の時間】
⼀つ⼀つの活動の、持続可能な時間を把握しておくことは⼤切なポイントになり
ます。その中で、少し余裕を持って次の活動に移る活動を設定してみましょう

【強みの考え⽅】
現在、対象者が既に獲得している「強み」を把握し、積極的に活かすよう、意識
してみましょう

困難な状況や課題となっている⾏動がある場⾯では、苦⼿なことを克服するとい
う考え⽅よりも、現実的に考え、対象者や周囲が「どう対処するか」「その場⾯を、
どう不快ではなく（楽しく）、⼜は安全に過ごすか」という視点で考えてみましょう

⽀援の⼿順書｜作成のポイント

観察・予測｜⽇々の⽣活状況やアセスメントシート等から情報を収集

① 背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル

⽣じている問題・⽣じうるリスクを具体的に記す

まとめ｜｢４つのプロセス｣の作成

② 障害特性を「強み」の表現に変換

③ 他の場⾯から「強み」のリスト追加

⾏動の背景にある障害特性（⽣物学的・⼼理的）と環境要
因を推測し、リストアップする。

リストアップした障害特性を「強み」の表現に変換する 。

他の場⾯の観察から、リストされていない「強み」を加える。

④ 「強み」を活かした新たな環境
⽣じている問題・⽣じうるリスクのある場⾯で、「強み」のリストを活かした環境づ
くり（構造化）の計画を⽴てる。
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 「司会」を② 、「記録」を③ 、「発表」を⑤ の⼈が担当します。
 エピソード「これまでの作業、これからの作業」を読み、

４つのプロセスを整理します。
１）③他の場⾯から「強み」のリスト追加
２）②に③の内容を追加
３）④「強み」を活かした新たな環境を作成

【演習の流れ】

個⼈で
考える

20分

グループ
で考える

15分

発表

5分

演習の説明

10分

演習②｜班別活動の新たな環境を考える

これまでの作業、これからの作業
 今年の４⽉から約半年間、のぞむさんはDVDの表⾯に貼ってあるシール（新作、

準新作）を剥がす作業を⾏っていました。最初の４ヶ⽉は、シールを剥がすこと
や、剥がした後のシールやケースの置き場所が分かりませんでした。また剥がし
終えたカバーは机右横の段ボール箱に⼊れてもらうようにしていたのですが、元
の場所にカバーを戻してしまうことも度々ありました。

 分かりやすいようにと１⽇分の作業を本⼈の机上に置いたり、タイマーを設置し
鳴ったら終わり（45分間でセット）としていました。しかし、タイマーが鳴る前
から中断したり、逆にタイマーが鳴っても終われないことがありました（声かけ
しても終われない）。そんな⽇は⼤きな声を出し、部屋から⾶び出してしまうこ
とがよくありました。

 ⼀番困ったのは、間違えていたときに教えてあげたり（ときには注意も）、終わ
れなかったさいに声かけすると、⼤声を出したり、掴みかかってくることでした。
でも同じ教えてあげるのでも、黙って⼿本を⾒せていたときは怒らず、じっと職
員の⼿元を⾒ていました（･･･そういえば、それ以降作業の間違いがなくなった
かも）。

 少しずつ⼿順を覚え作業ができるようになってきたのぞむさんですが、半年を過
ぎても作業が中断したり、⼜は終われないということが続いています。もう⼀度
のぞむさんの特性を踏まえ、強みを活かした⽀援内容を考えてみたいと思います。
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右は、 「これまで」の⽀援⼿
順書です。

「これまでの作業、これからの
作業」のエピソードの通り、従
来の⽀援⼿順では課題があ
ります。

これから４つのプロセスを整理
し、「強み」を活かした新たな
環境、そして新たな⽀援⼿順
書を作成します。

これまでの⽀援⼿順書

時間 活動 サービス⼿順

9:30-10:00 来所 【スケジュール１︓朝の準備】
・静養室でスケジュール確認
・静養室で着替えて作業室へ

10:00-
10:45

班別
活動 【スケジュール2︓DVD組み⽴て】

10:45-11:00 お茶
休憩 【スケジュール3︓お茶休憩】

11:00-11:45 班別
活動 【スケジュール4︓DVD組み⽴て】

11:45-12:45 昼⾷
昼休み 【スケジュール5︓昼⾷】

12:45-13:30 散歩 【スケジュール6︓散歩】

13:30-14:35 ⾃⽴
課題 【スケジュール7︓⾃⽴課題】

14:35-15:00 帰り 【スケジュール8︓帰宅】

⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
・抽象的、あいまいなことの理解が苦⼿
・ことばを聞いて理解することが苦⼿
・「いつ終わる」かを理解するのが苦⼿
・全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

●具体的ではっきりしたことを好む
●⽬で⾒た情報は理解しやすい
●決められたことをやり続けようとする
●細部に、強く意識を向けることができる
◯
◯
◯

③他の場⾯から「強み」のリスト追加
◯

◯

◯

④「強み」を活かした新たな環境

・最初の4ヶ⽉間は、作業⼯程（⽅法や場所）を正確に理解できていない（現在も同様）
・声かけや注意をすると、⼤きな声を出したり、掴みかかってくることがある
・作業が終われないことがある

演習②｜班別活動の新たな環境を考える
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【各⾃】
1. エピソードと４つのプロセスをもう⼀度確認し、プロ

セスの③、②、④をワークシート（WS-2）へ記⼊。

【グループ】
2. １）各⾃グループ内で発表（１⼈1.5分程度で発表）

２）グループで、１つを選ぶ

【発表】
3. ２〜３のグループに発表してもらいます。

20分

５分

15分

演習②｜班別活動の新たな環境を考える

２〜３グループに発表してもらいます。発表者はグループ
で話し合われた内容を全体に報告してください。

 ①他の場⾯から「強み」のリスト追加、②「強み」を活か
した新たな環境、の順で報告して下さい

 どのような点に悩みましたか︖

演習②｜発表（５分）
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演習②｜新たな環境（例）

 「司会」を⑥ 、「記録」を④ 、「発表」を① の⼈が担当します。
 ｢強み｣を活かした新たな環境を基に、班別活動時の⽀援⼿

順書を作成します。

【演習の流れ】

グループで
考える

15分

模造紙に⼿
順書を書く

15分

発表

５分

演習の説明

5分

演習③｜班別活動の⽀援⼿順書を作成する
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【グループ】
1. 班別活動時の｢強み｣を活かした新たな環境から⽀援⼿

順書を考える。

【グループ】
2. １）模造紙に、考えた⽀援⼿順書を記載する

【発表】
3. ２〜３のグループに発表してもらいます。

15分

５分

15分

演習③｜班別活動の⽀援⼿順を考える

２〜３グループに発表してもらいます。発表者はグループ
で話し合われた内容を全体に報告してください。

 ⽀援⼿順書の内容を報告して下さい

 どのような点に悩みましたか︖

 どのような点を⼯夫しましたか︖

演習③｜発表（５分）
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演習③｜⽀援⼿順書（例）

観察・予測｜⽇々の⽣活状況やアセスメントシート等から情報を収集

① 背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル

⽣じている問題・⽣じうるリスクを具体的に記す

まとめ｜⽀援⼿順書の作成プロセス

② 障害特性を「強み」の表現に変換

③ 他の場⾯から「強み」のリスト追加

⾏動の背景にある障害特性（⽣物学的・⼼理的）と環境要
因を推測し、リストアップする。

リストアップした障害特性を「強み」の表現に変換する 。

他の場⾯の観察から、リストされていない「強み」を加える。

④ 「強み」を活かした新たな環境
⽣じている問題・⽣じうるリスクのある場⾯で、「強み」のリストを活かした環境づ
くり（構造化）の計画を⽴てる。
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■来所場⾯の⽀援⼿順書
の変更経過（のぞむさん）

上︓はじめに作った⽀援⼿順書

中︓活動の切替えは静養室
（スケジュール確認）と変更

下︓着替え時、他利⽤者への
他害の恐れが⽣じたため、
場所を変更。また休憩の終
わりもアラーム使⽤に変更

■対象者の状態に即し、
根拠に基づいた⽀援を、⽀
援者が統⼀しやすいように、
その都度、更新が⼤切。

まとめ｜⽀援⼿順書の更新

時間 活動 サービス⼿順
9:30-10:00 来所 【スケジュール１︓朝の準備】

静養室（スケジュール）→静養室（着替え）
→静養室（休憩）→アラーム（15分）→作業室

10:00-10:45 班別
活動

【スケジュール2︓DVD組み⽴て×２回】
作業室（作業15分）→静養室（休憩10分）→ア
ラーム→トイレ→静養室（スケジュール）→作業室
（作業15分）

時間 活動 サービス⼿順
9:30-10:00 来所 【スケジュール１︓朝の準備】

・静養室でスケジュール確認
・ロッカー室で着替えて作業室へ

10:00-10:45 班別
活動

【スケジュール2︓DVD組み⽴て×２回】
・途中で10分間、静養室で休憩

時間 活動 サービス⼿順
9:30-10:00 来所 【スケジュール１︓朝の準備】

静養室（スケジュール）→ロッカー室（着替え）
→静養室（スケジュール）→作業室

10:00-10:45 班別
活動

【スケジュール2︓DVD組み⽴て×２回】
作業室（作業15分）→静養室（休憩10分）→ア
ラーム→トイレ→静養室（スケジュール）→作業室
（作業15分）

10⽉18⽇（⾦）

10⽉24⽇（⽊）

【対応策だけでなく根拠を整理する】
 ⾏動の背景や理由を確認する
 適切な引き継ぎだけでなく応⽤の可能性

【今後の暮らしを考える⼿がかり】
 ⽀援者側からの問題が⽣じなければよいか︖
 暮らしを⽀える（広げる）積極的な⽀援へ（予防）
 理解を助け⾃⽴を⽀援する（構造化）

※今できることを多くの場⾯で活⽤する

【事業所のサービスとしてチームで⽀援する】

まとめ｜作成のプロセスが重要
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WS-1｜障害特性の理解とプランニングⅠ

・好きなメニューが出ると、他者のおかずをとって⾷べる
・制⽌すると、誰彼構わず⼈の腕をつねる、噛みつく

環境・状況の影響
（環境要因）

□⼀⻫に利⽤者が⾷事を開始
する（ざわざわした環境）

□机の上が８⼈分の⾷事で⼀
杯になり、煩雑な状態
（⾃分の⾷事 と他の⼈の⾷
事が分かりずらい）

本⼈の障害特性

■

■

■

■
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⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
・抽象的、あいまいなことの理解が苦⼿
・ことばを聞いて理解することが苦⼿
・「いつ終わる」かを理解するのが苦⼿
・全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

●具体的ではっきりしたことを好む
●⽬で⾒た情報は理解しやすい
●決められたことをやり続けようとする
●細部に、強く意識を向けることができる
◯
◯
◯

③他の場⾯から「強み」のリスト追加
◯

◯

◯

・最初の4ヶ⽉間は、作業⼯程（⽅法や場所）を正確に理解できていない（現在も同様）
・声かけや注意をすると、⼤きな声を出したり、掴みかかってくることがある
・作業が終われないことがある

④「強み」を活かした新たな環境

WS-2｜障害特性の理解とプランニングⅠ
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「⾼崎のぞむ」さんは26歳の男性です。現在
は、⽗親と⺟親と⼀緒に⾃宅で⽣活しています。 
のぞむさんには４歳上の姉がいます。姉は２年 
前に結婚し、家を出ています。 
 のぞむさんは、⼤柄で、⾝⻑が172センチ、 
体重が105キロあります。体重については、10 
年程前は60キロ少々でしたが、毎年コンスタン 
トに増えてきています。最近は、⾼⾎圧気味で、 
かかりつけの内科医からは、⾷事制限や運動を 
するように指導されていますが、家庭で対応す 
ることは難しくなってきています。 
 ⽣まれたばかりののぞむさんは、元気な⾚ 
ん坊で、⺟親は姉よりも⼿のかからない⼦だと 
思っていました。しかし、発語が遅く、１歳半 
になっても⼤声で泣き続けるか、⼝をモグモグ 
するだけで、⾔葉を発することはありませんで 
した。⼩児科や保健師の紹介で、市内の療育訓 
練や相談窓⼝に通い、３歳からは同じような障 
害のある幼児たちが通う通園施設に毎⽇⾏くこ 
とになりました。医師から、知的な発達の遅れ 
と⾃閉症と診断されたのは４歳の時でした。 
 簡単な単語を話すようになったのは、⼩学校 
に通い始めた頃からです。学校は、当初、地域 
の学校の特別⽀援学級に通っていましたが、ク 
ラスメートと同じように学習ができなかったの 
で、５年⽣からスクールバスを使って特別⽀援 
学校に通うようになりました。当時を振り返る 
と、道路⼯事現場や⼦どもの泣き声といった極 
端に嫌いなこともありましたが、家族としては、 
話す単語が限られること、他の⼦どもたちと⼀ 
緒に⾏事に参加することが難しいことなど、将 
来に対して漠然とした不安を感じていたようで 
す。 
 ⽣活が変わったのは、特別⽀援学校の中等 
部の２年⽣からです。近所のコンビニで、親⼦ 
で買物に来ていた３歳位の⼦どもを突き⾶ば 

 
 
⾼崎のぞむさんの⽣育歴 

 
して、ケガをさせてしまったのです。ケガはも 
ちろんですが、３歳の⼦どもとその⺟親の恐怖 
⼼は相当のものだったようで、店舗内は⼤騒ぎ、
警察もやってきて⺟親が事情聴取を受けること 
になりました。のぞむさんは、事の重⼤さをわ 
かっている素振りもありませんでした。家族は、
のぞむさんを連れて近所に買い物や散歩に出か 
けられなくなりました。外出は、⽉に１〜２回、
⾞でドライブに出かけ、⽐較的広々とした郊外 
で少し散歩をすることがやっとでした。 
 次第に、学校や家庭で断続的に唸るような 
⼤声をあげたり、ドンドンと床を強く踏み鳴ら 
したりするようになり、⾼校⽣になった頃には、 
先⽣や親に頭突きをしたり腕や肩を強くつねる 
⾏為が⽬⽴つようになってきました。⼤⼈数の 
集団が苦⼿なのぞむさんは、⾼校を卒業してか 
ら毎⽇10数⼈が通ってくる⽐較的⼩さな作業所 
に通いはじめました。しかし、そこでも⼤声を 
あげ床を強く踏み鳴らしたり、他の利⽤者へ頭 
突きをするなどの他害⾏為が続いたため、１年 
半で退所することになりました。そしてしばら 
く在宅⽣活を送った後、20歳から現在まで新し 
くできた⽣活介護事業所「あじさい」に通うよ 
うになりました。 
 あじさいでは、のぞむさんの⾏動に対して、 
専⾨的にどのような対応が可能であるかを、真 
剣に職員同⼠で検討して⽀援を⾏っていました。
通所中や家庭内では、以前より少しずつ⾏動が 
落ち着いています。のぞむさんの両親は、のぞ 
むさんに深い愛情があり、今も、親としてでき 
る限りのことをやり続けたいと考えています。 
愛情の深さは、のぞむさんの⽇々の服装や、持 
ち物に書かれている名前を⾒るとわかります。 
また、のぞむさんのための週末ドライブは、10 
年以上たった今も続けられています。 

 

情報シート 
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サービス等利⽤計画【要約】  ⽒名 ⾼崎のぞむ 

インテーク 
（情報の収集・整理） 

アセスメント 
（評価） 

プランニング 
（⽀援計画） 

●26歳男性 ⾃閉症 重度知的障害 
●⾝⻑172センチ 体重105キロ 
●⾼等部卒業後、8年間で45キロ体重
増加 
●⾼⾎圧(100-160) 
●14歳の時に近所のコンビニで3歳の

⼦を突き⾶ばし怪我をさせている 
●その後も学校や施設の外出中に幼児

の⽅に向かっていく場⾯を数回制⽌
している 

●⼦どもの泣き声はテレビから聞こえ
ても不機嫌 

●外出は、施設の送迎と⽗親がドライ
ブに連れていく以外に外出経験なし 

●DVDカセットのセット作業や洗濯ば
さみの袋詰作業など、単純な⼯程の
仕事が可能 

●書類やチラシの封⼊等、⼿先の巧緻
性が求められる作業は⼿順の学習は
可能だが、製品としての完成は難し
い 

●個別化された作業環境だと、⼀度に
20分から⽇によっては1時間近く継
続して作業に取り組むことが可能 

●休憩時間は他の利⽤者や職員の動き
が⾒える環境だと落ち着かなくなる
ため、静養室のソファーで横になっ
ている場合が多い 

●静養室での活動は特になく、⻑時間
休憩が続くと不穏状態になり、頻繁
に静養室を出⼊りし、床を強く踏み
ならしはじめる 

●写真を使った指⽰で活動がいくつか
理解できている 

●ときどき笑顔を⾒せ、⽀援員に近寄
ってくることがあるが、しばらくし
てから興奮状態になる場合もある 

●⼊浴や⻭磨き(うがい)が1時間以上た
っても終わらないことが多々⾒られ
る 

●2か⽉前、⻭磨きの中⽌を指⽰した
⽗親に、コップを投げつけ、⽬に⼤
けがを負わせる(その後休⽇のドライ
ブが⾏けていない。 

⽣物的なこと 
（疾患や障害、病気など） 

 
 
①ダイエットと⽣活習慣病

予防 
 
 
 
 
 
 
②⽀援付きの外出⼿段の確

保 
 
 
 
 
 
③穏やかに⽇中活動の時間

を過ごす 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④定期的なショートステイ

の利⽤ 

○昼⾷に満腹感を与える低カロリー
メニュー 

○⽇中活動に毎⽇散歩の時間を組み
⼊れる(時間や歩⾏距離は計画的に
増やす) 

○休憩時間に個別に深呼吸の練習 
 
 
 
 
○相談⽀援事業と⾏動援護利⽤の調

整(早急のサービス開始に向けて) 
○⾏動援護事業所と具体的な⽀援⽅

法の確認(⽀援員が複数回同⾏予
定) 

 
 
○1 ⽇に作業 1 種類、⾃⽴課題 6 種 

類を準備 
○1 ⽇単位の個別のスケジュールを

当⾯固定 
○スケジュールの伝達⽅法を調整 

・スケジュールの提⽰場所は静 
養室 

・3 つ程度の活動を写真・カー 
ドで提⽰ 

・静養室の休憩時間の終わりは 
タイマー 

○スケジュールの変更時には家庭に
連絡 

・家庭での影響を確認 
 
 
 
 

○⽉に 2 回(各 1 泊)⽣活介護事業所
併設のショートステイを活⽤(要調
整) 

・曜⽇の固定 
・他の利⽤者との調整 
・宿泊時に必要なものを確認 
・夜間と早朝のスケジュールを 

確認 
・最初の実施⽇ 

●中学⽣から強度⾏動障害の状態が
続いている重度の知的障害のある
⾃閉症 

●⽣活習慣病の対策が必要 
●健康・衛⽣に配慮した詳細な援助

は⾏いづらい 
●とっさに乳幼児を突き⾶ばすリス

クがある 
●⼥性や⼦どもの甲⾼い声は嫌い 
●混乱し興奮すると数時間単位で不

穏状態が続き、場合によっては周
囲の⼈がケガをするリスクがある 

⼼理的なこと 
(不安、葛藤、希望、感情など) 

●⼀⼈で⾏う作業や⾃⽴課題は 20 
分程度集中して取り組む 

●とっさに何らかの慣れ親しんだ⾏
動を取ろうとする時に静⽌すると
興奮することが多い(⼤声・床を踏
みならす・頭突き等に表れる) 

●周囲の⼈のとっさの動きに反応し
興奮することがある 

●刺激が少ない場所で、⼀⼈でいる
ことを好むが、30 分以上続くと
興奮することがある 

●笑顔や⼈との関わりを求める⾏動
がかならずしも快適な状況の表現
とは限らない 

●⻭磨きや⼊浴といった活動の終了
が理解きない 

社会的なこと 
（家庭、施設、学校、地域資源など）

●両親は愛情をもって接している
が、今後も⻑期間この⽣活を続け
ることの困難さを感じている 

●家庭以外での外泊経験は 15 年以
上経験していない 

●2 年を⽬処に複数箇所のグループ
ホームの設置が検討されている 
(⾏動障害対応が可能か不確定) 
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サービス等利⽤計画【週間計画表】 

利⽤者名 ⾼崎 のぞむ 障害⽀援区分 区分５ 相談⽀援事業者名  相談⽀援センターかわせみ 

障害福祉サービス受給者証番号  **************** 計画作成担当者  国⽴ 希美 

地域相談⽀援受給者証番号  **************** 計画開始⽇  2017 年３⽉ 

 
 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇・祝 

 
6:00 

 
8:00 

 
10:00 

 
12:00 

 
14:00 

 
16:00 

 
18:00 

 
20:00 

 
22:00 
00:00 
02:00 
04:00 

8

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       

 
主な⽇中⽣活上の活動 週単位以外のサービス 

⽗親の怪我で外出（ドライブ）が出来なくなって以来、外出
機会が極端に少ない。⽣活介護への通所は安定している。⼣
⾷前の空き時間に⾃⽴課題を実施する。 

2 ヶ⽉に 1 回、精神科医に通院する。通院は保護者の送迎に
よる。⽉に 2 回、⽣活介護事業所併設のショートステイを利
⽤する。 

 
サービス提供によって実現する
⽣活の全体像 

⽇中活動には安定した通所が可能であるが、他害等が時折⾒られており、１⽇を穏やかに過
ごせるようになるにはまだ課題がある。⽣活介護での安定した⽇中活動への取り組みを図る
とともに、週末の⾏動援護、⽉２回のショートステイの利⽤を進めることで、家庭と⽣活介
護以外の場への⽣活の広がりが期待できる。家族のレスパイトとしても重要であり、本⼈も
含めた家庭全体の安定を図る。 

 

 

起床 

朝⾷ 

 

 

 

 

事業所の迎え 

事業所の送り 

⽣活介護 

あじさい 

起床 

朝⾷  

 

 

 

事業所の迎え 

⽣活介護 

あじさい 

 事業所の送り 

朝⾷ 

起床 

朝⾷  

 

 

 

事業所の迎え 

朝⾷ 

⽣活介護 

あじさい 

 事業所の送り 

起床 

朝⾷  

 

 

 

事業所の迎え 

朝⾷ 

⽣活介護 

あじさい 

 事業所の送り 

起床 

朝⾷  

 

 

 

事業所の迎え 

朝⾷ 

⽣活介護 

あじさい 

 事業所の送り 

 

⾏動援護 

 

朝⾷ 

昼⾷ 

 

 

⼣⾷ 

就寝  就寝  就寝  就寝  就寝 

 

 

 就寝  就寝 

 ⼣⾷  ⼣⾷  ⼣⾷  ⼣⾷  ⼣⾷  ⼣⾷ 

⾏動援護 
（ドライブ等） 

起床  起床 

 朝⾷ 

昼⾷ 
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個別⽀援計画 

利⽤者名 ⾼崎 のぞむ 障害⽀援区分 区分５ 相談⽀援事業者名  ⽣活介護事業所 あじさい 

利⽤開始⽇  2011 年 10 ⽉ 10 ⽇ 計画作成担当者  ⾚城 あきら 

モニタリング実施⽇  2017 年２⽉ 14 ⽇ 計画開始⽇  2017 年 3 ⽉ 1 ⽇ 

 
利⽤者及びその家族の
⽣活に対する意向 
（希望する⽣活） 

・⾃傷や他害が少なくなって欲しい（穏やかに⽣活を送ってほしい）。 
・体重が気になるので、ダイエットをして痩せて欲しい。 
・外出ができていないので外出させてあげたい。できれば、外で⾊々なことを体験させてあげたい。 

総合的な援助⽅針 のぞむさんの障害特性や現在有している能⼒・スキルを活⽤した⽀援を提供し、①落ち着ける（安
⼼できる）⽣活環境の中、②⾃⽴的に活動を過ごせるよう⽀援を⾏う。 

 

⻑期⽬標 

 ▢ 安⼼でき⾃⽴的に活動できるよう⽀援を⾏い、併せて⾃傷や他害といった⾏動の⽣起数を半分 
にする。 

 ▢ ケアホームでの⽣活を視野に⼊れ、より⾃⽴的に過ごせるよう⽀援を⾏う（Ex．⻭磨き、トイ 
レ、余暇等、⽣活内での様々な場⾯）。 

短期⽬標 

■ 作業を⾃⽴的に実施できるよう、（環境調整を含め）⽀援を⾏う。⽬標としては、15 分間継続 
して作業に取り組めるよう⽀援する。 

   ※ 作業に関しては２週間に１回のミーティングを⾏い、実施状況を確認すると共に、必要な 
⽀援⽅法を検討し準備、実践を⾏う（計４回の実施を予定）。 

※ 普段の引き継ぎ、情報共有の⼿段として「作業記録・引継ぎ帳」を使⽤する。 
 

 ■ ⾷事制限＋散歩（運動）を実施し、半年間で５〜10 ㎏の減量を⽬標とする。  

 

ニーズ ⽀援⽬標 サービス内容 頻度・時間 提供先・担当 

ダイエットと⽣活習慣
病予防 
（医学的ニーズ） 

体重の減量（ダイエッ
ト）を⽬標とし、併せて
⽣活習慣病の予防を⾏
う 

① 昼⾷に、満⾜感を与える低カ
ロリーメニューの提供 

② ⽇中活動に散歩の時間を⼊れ
る 
（時間や歩⾏距離は、計画的
に増やす） 

③ 休憩時間に、個別に深呼吸の
練習を⾏う 

昼⾷（毎⽇） 
 
13:00〜13:45 
（毎⽇） 
 
休憩時間 
（休憩時毎） 

●⽣活介護事業所 
・栄養⼠ 
・調理師 
・看護師 
・⽀援員 
（主に②③） 

穏やかに⽇中活動の時
間を過ごす 
（家族のニーズ） 
（関係者のニーズ） 

穏やかに⽣活が過ごせ
るよう、本⼈に適した環
境調整や⽇中活動を提
供する 

① 作業、及び⾃⽴課題の提供 
② 個別のスケジュールの提⽰ 
③ スケジュール伝達⽅法の調整 

・1 回の提⽰数は 3 枚程度 
・スケジュール変更時は、保護者 

に連絡を⾏う 

毎⽇ 
毎⽇ 
適時 
 
 
 

●⽣活介護事業所 
・⽀援員 
・（保護者） 
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⽣活介護事業所「あじさい」 
 ① 9:10 事業所公⽤⾞にて送迎（⾃宅⽞関で待つ） 
 ② 9:30〜15:00 「あじさい」にて活動 
 ③ 15:00 事業所公⽤⾞にて⾃宅へ送迎（⾃宅到着後、保護者へ引き継ぎ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⽣活介護事業所「あじさい」全景        静養室（ソファー） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
多⽬的ホール                 廊下（静養室⇔作業室）  作業室 
 

時間 活動 サービス⼿順 

9:30-10:00 来所 【スケジュール１︓朝の準備】 

10:00-10:45 班別活動 【スケジュール 2︓DVD 組み⽴て】 

10:45-11:00 お茶休憩 【スケジュール 3︓お茶休憩】 

11:00-11:45 班別活動 【スケジュール 4︓DVD 組み⽴て】 

11:45-12:45 昼⾷・昼休み 【スケジュール 5︓昼⾷】 

12:45-13:30 散歩 【スケジュール 6︓散歩】 

13:30-14:35 ⾃⽴課題 【スケジュール 7︓⾃⽴課題×2 回】 

14:35-15:00 帰り 【スケジュール 8︓帰宅】 
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⽀援の留意点①（期間︓2017 年 3 ⽉ 1 ⽇〜9 ⽉ 1 ⽇） 

 ワークシステム 

 ● ⾼さ190cm のパーテーションを3 ⽅向に設置 
● 座席の背⾯は100cm の⻑さのカーテン 
● ワーク中は、原則パーテーションの⼊り⼝のカーテンを閉じて外から⾒守る 
● 左の3 段の棚のトレイのワークを上から１つずつ実施し、「おわりの箱」に⼊れる 
● すべてのワークが「おわりの箱」に⼊った時点で休憩の場所に移動 

 作業・⾃⽴課題 

 ● 1 回の作業や⾃⽴課題は15 〜 20 分程度 
● 作業量（DVD ケース組み⽴て60 ケース、洗濯バサミの袋詰めは40 袋） 
● ⾃⽴課題（1 課題5 分から10 分のものを3 課題） 
● 通所前に作業 1 種類、⾃⽴課題 6 種類をセットして教材棚に⼊れておく 

 休憩 

 ● 個室の静養室を専⽤の休憩場所とする 
● 休憩の修了の合図はアラーム（休憩開始時に⽀援員がタイマーセット） 
● スケジュールは静養室に設置 

 スケジュール 

 ● スケジュールは写真で半⽇程度（通所前と昼⾷時にスケジュールをセット） 
● 写真は確認したらボード下のポケットに⼊れる 
● 室内の⽬的の場所や物に⽬印としてスケジュールと同じ写真を貼っておく 
（指差しで確認） 

 コミュニケーション等 

 ● 1m くらいに近づき、視界に⼊ったことを確認してから⾔葉がけをする 
● ⾔葉がけは落ち着いた声で「⾼崎さん」「スケジュール」「⼿洗い」等、単語で 
● 各活動の動作が分からなくなっているときは、名前を呼んで⼿本を⽰す 
● ワークや休憩中に声が⼤きく・激しくなってきたら、「落ち着いて」と深呼吸を促す 
● 落ち着かず床を叩いたり、頭突きが⾒られたら、「休憩」と指⽰して静養室に移動、様⼦を⾒守る

（落ち着いてきたら「落ち着いて」と深呼吸を促し、更に5 分程休憩して次のスケジュール） 
● 落ち着かない時間がしばらく続いた場合、その時間のスケジュールは省く 
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追加情報 
保護者より、⾃宅での余暇の過ごし⽅等について教えていただきました。 
 

○ のぞむさん宅では、余暇を過ごすものを【余暇グッズ】と呼んでいました 
○ 下の余暇グッズの右側括弧内の数字は、過ごせる⽬安の時間だそうです 

余暇グッズ⼀覧 
 ● DVD 
   「お⺟さんと⼀緒」のような児童向けのものも⾒るが、10 分程度でどこかに⾏ってしまう。 

以下の DVD が現在は⼤好きで、最初から最後（字幕）まで⾒ている。ただし途中で終われないの 
で時間があるときしか、本⼈に⾒るかどうかを聞かない。 

    ・「モータースポーツ DVD WRC で証明したラリーパワー 「スバル インプレッサ WRX」改訂
復刻版」（48 分） 

    ・「ザ・建設の⾞ スペシャルバージョン」（45 分） 
 
 ● CD （30 分以内であれば、曲が終わるまで聞いている） 
    ・AKB48 
    ・童謡（最近のお気に⼊りは「ブンバボン」。ただし、曲に合わせて跳ぶとのこと）    
   現在、外出を想定してポータブル CD プレーヤーを家でも使っている。また「イヤーマフの代わり

にもなるかな」との⺟親の考えでヘッドフォンを試⾏。結果的にポータブル CD プレーヤーとヘッ
ドフォンを家でも使っている。 

 
 ● マッサージ機（20 分︓全⾝リラックスコース） 
 
 ● レゴブロック（⻑いときで 30 分程度） 
   ⽇によっては、急にブロックが⼊っている容器（バケツ）ごと投げ散らかすことがある。 
 
 ● 雑誌めくり（５分程度（1 冊）） 
 
 ● ミニカーの⾞輪を回す（５〜10 分） 
   ただし、新しいミニカーだと 20 分ぐらいしていることがある。 
 
 ● アルバムめくり（10〜40 分） 
   ⾃分の写真を⾒ている。新しい写真がアルバムに⼊った⽇は、⻑い時間⾒ている。 
 
 ● ゴムボール（︖分） 
   （家では）持っていると安⼼するのか、⾷事やお⾵呂、寝るとき以外は持っていることが 

多い。ただ、家の外に持って⾏こうとすることはない。 

余暇の⽚付け⽅ 
  
 ◯ 余暇グッズの写真をカゴに貼っておくと、カゴの中に 

⽚付けることができる。 
  （現物とのマッチングもできるが、⼏帳⾯に上に重ね 

ようとする。重なるときは良いが、バランスを崩して 
落ちたりすると、逆にイライラ興奮の原因になる） 

 
◯ ⽚付ける場所は、決まった場所に設定。 
 

 ◯ 散らばった状態が不快なように感じる。 
（⽚付いていないとイライラしているように感じる）  
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⾏動援護計画 

 作成年⽉⽇     2017 年  3 ⽉ １⽇  

提供責任者        榛名 和雪     

担当ヘルパー    妙義、浅間、⼤⼭、榛名  

障害種別 知的障害、⾃閉症 障害⽀援区分 ５ 

利⽤者⽒名 ⾼崎のぞむ     様 性別 男性 ⽣年⽉⽇  １９９０年 ７⽉ ７⽇ 

住 所  ******************************** 電話番号  ***************** 

⻑期⽬標 ▢ バス停から⾃宅までの往復を安全に移動できる。 

▢ バス移動（乗降、及び⾞中の過ごし⽅）をスムーズに実施できる。 

サ
ー
ビ
ス
内
容 

曜⽇ 時間帯 サービス内容 

⼟ 14:00〜17:00  ⾏動援護（余暇⽀援） 

   

   

   

   

ご
本
⼈
の
希
望 

 ご
家
族
の
希
望 

■外出ができていないので外出させてあげたい。で 

きれば、外で⾊々なことを体験させてあげたい。 

■体重減量のためにも、運動をさせて欲しい。 

ニーズ・課題 短期⽬標 サービス内容・留意点 

①外出の予定が分からないと不安に 
なり他害が起きることがある 

 
 
 
②バスの中で降⾞ボタンを押した
り、急に動いたりおりようとするこ
とがある。 
 
③バス降⾞の切替えがスムーズに 

出来ないことがある 
 

 
④運動（散歩）の実施 
 
 
 
 
⑤バス降⾞後の安全確保 
 
（その他） 
⾝⽀度の⼿伝い 

⾒通しを持って安⼼して外出を⾏
う。 
 
 
 
⾞中の１５分間を、快適に過ごす。 
 
 
 
バスの降⾞をスムーズに⾏う。 
 
 
 
キャンパス内を散歩する（約３０分
×２）。 
 
 
 
降⾞後、⾃宅まで安全に案内する。 

スケジュール（写真）で予定をお伝えしま
す。⼜、具体物や⾼崎様が理解されている
単語を使ってコミュニケーションを⾏いま
す。 
 
危険が無いよう常に近くで⾒守り、もしく
は⼿をつなぎ、場合によっては⾏動を制⽌
します。 
 
危険が無いよう常に近くで⾒守り、もしく
は⼿をつなぎ、場合によっては⾏動を制⽌
します。 
 
「のぞみ⼤学」キャンパス内を散歩します。
その際⽬的地を学⽣⾷堂前の⾃販機としま
す（⽚道３０分のコース）。⾃販機にて、ジ
ュース⼜はアイスクリームを買います。 
 
バス降⾞後、⽀援者が⾞道側を歩き徒歩に
て⾃宅まで案内を⾏います。 
 
バス出発の４０分前に⾃宅へ伺い、スケジ
ュールの再確認、及び⾝⽀度が調っていな
い場合、お⼿伝いをします。 
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⾏動援護を利⽤したのぞむさんの外出 

① ⾃宅から約 15 分間、バスに乗り「のぞみ⼤学」へ 

② キャンパス内で散歩した後、⾷堂前の⾃動販売機でジュースとアイスクリームを購⼊ 

③ 学⽣⾷堂前の広場でおやつを⾷べて、バスに乗って帰ります 

 

  
「のぞみ⼤学」⾏きのバス⾞内 バス停「のぞみ⼤学前」 

  
学⽣⾷堂前の広場 ⾃動販売機 
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ヒントシート 平成30年強度⾏動障害⽀援者養成研修（実践研修）

想定される 障害特性 リフレ-ミング（強みの表現に変換）してみると
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リフレ-ミング
 ⾷事中、好きなおかずが出ると他
の⼈のおかずを⾷べてしまう。

 制⽌されると、他害
（叩く・つねる等）
が起きる

 全体をとらえて関係性をつかむこ
とが苦⼿

 ことばを聞いて理
解することが苦⼿

 特定の物事に強
く固執

▷ 細部に、強く意識をむけることが
できる

▷ ⽬で⾒た情報は
理解しやすい

▷ 興味があることに、
積極的に取組める

作
業

外
出

 作業⼯程が理解できない

 作業が終われない

 バスに乗⾞時、降りる場所でない時
に降⾞ボタンを押してしまう

 ⼦どもの声や泣き声に反応して、押
したり、叩こうとすることがある

 記憶することが苦⼿。
 抽象的、曖昧なことの理解が苦⼿
 全体をとらえて関係性をつかむことが
苦⼿

 「いつ終わる」かを理解するのが苦⼿
 抽象的、曖昧なことの理解が苦⼿

 抽象的、曖昧なことの理解が苦⼿
 記憶することが苦⼿

 特定の感覚が過敏、または鈍い
 結果をかえりみず、突然反応してし
まう

▷ 繰り返し体験することで記憶する
▷ 具体的で、はっきりとしたことを好む
▷ 細部に、強く意識を向けることがで
きる

▷ 決められたことを、やり続けようとする
▷ 具体的で、はっきりとしたことを好む

▷ 具体的で、はっきりとしたことを好む
▷ 繰り返し体験することで記憶する

▷ 些細な違いや変化に気がつくことが
できる、または⾮常に我慢強い

▷ 興味関⼼があるものに、強く注意・
集中を向けることができる

こんな場⾯が・・・ 障害特性

⾼崎のぞむ さん 平成30年強度⾏動障害⽀援者養成研修（実践研修）

【演習】障害特性の理解とプランニングⅠ

【演習】障害特性の理解とプランニングⅡ
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実践報告

社会福祉法⼈秋⽥県社会福祉事業団
由利本荘地域⽣活⽀援センター

管理⽀援課 佐藤淳⼦

平成30年度 秋⽥県強度⾏動障害⽀援者研修実践研修（実践研修）

１日目 １６：５０～１７：２０〔３０分〕

由利本荘地域⽣活⽀援センター 概要

所在地 由利本荘市⼆番堰25番地１
設置主体 秋⽥県
設置運営 社会福祉法⼈ 秋⽥県社会福祉事業団
実施事業 障がい福祉サービス

＜由利本荘地域⽣活⽀援センター＞
・⽣活介護事業 定員30名
・児童発達⽀援事業、放課後等デイサービス事業 定員10名

＜⽔林事業所＞
・宿泊型⾃⽴訓練 定員10名
・⾃⽴訓練（⽣活訓練） 定員 6名
・就労継続⽀援Ｂ型 定員14名
・共同⽣活援助（グループホーム） 定員68名（13棟）

＜相談⽀援事業＞
・特定相談⽀援
・障がい児相談⽀援
・⼀般相談⽀援（地域移⾏⽀援、地域定着⽀援）
・由利本荘市障がい者基幹相談⽀援センター事業

＜障害者就業・⽣活⽀援センター＞
・由利本荘 にかほ圏域 障害者就業・⽣活⽀援センター
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建物外観

児童発達⽀援・放課後等デイサービス

平成30年4⽉11⽇開所

児童発達⽀援・放課後等デイサービス 定員10名

契約者数︓児童発達⽀援事業 7名
放課後等デイサービス 31名

送迎学校︓ゆり⽀援学校（⼩学部 3名、中学部5名、⾼等部３名）
鶴舞⼩学校 8名 新⼭⼩学校 5名 尾崎⼩学校 3名
⽯沢⼩学校 2名 ⼦吉⼩学校 1名 本荘南中学校 1名

障がい別︓ＡＤＨＤ 3名 ⾃閉症スペクトラム 13名 発達障がい 4名
知的障がい 20名 ⾝体障がい 7名 脳性まひ 2名
ダウン症 1名
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環境の構造化

⽀援室の様⼦

個室にした机
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⽇課の構造化

顔写真

⽇にち

時間・⽇課

⽇課の構造化
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職員の⾏動の構造化

予定表

結果の記⼊
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暴⼒⾏為のある利⽤者への対応

プロフィール

⽒ 名︓本荘 由利さん ⼩学校6年⽣ 男児

障害名︓⾃閉症スペクトム障がい
統合失調症疑い

通 院︓医療療育センター
精神薬服⽤

⽣活歴︓ 出⽣ 出⽣時特になし
3歳 ⾔葉数が少ない。医療療育センター受診。
１年⽣ ⼩学校⼊学 普通学級 学童保育利⽤
４年⽣ 学童保育の他児童と⼼⾝の成⻑の違いから関係性を保てなくなり

学童保育を嫌がるようになる。
近所の友⼈からバカにされるようになり、遊びに⾏かなくなる。

６年⽣ 視線が合わなくなる。徘徊が⽌まらなくなる。
7⽉ 当センター利⽤開始。

12⽉16⽇ 椅⼦に座っていた⼥児の背中をこぶしで2回叩く。

２⽉24⽇ ホールでＤＶＤ観賞をしていたが、急に席を⽴ち休憩室にいた
男児のところへ⾛って⾏き、数回体を蹴る。

Ｂくんが来所するといきなり、⼤声で、「ぶっ殺してやる。」
と話し、Ｂくんに向かって⾛り、殴ったり蹴ろうとする。⽌め
に⼊った職員が蹴られてしまう。その後すぐに、⼥児に向かっ
ていくため、職員がとめている。落ち着いた後も「死んでしま
え。」「ぶっ殺す。」等の暴⾔あり。

2⽉22⽇

利⽤開始当初
7⽉

動きまわったり、「帰る」と⾔って外へ出たがったりする事が
頻繁。

1⽉6⽇ ⽇中何度も⼤声を上げる。発⾳が不明瞭で話している事がほと
んど相⼿に伝わらない。「死ね」「ぶっ殺す」等の⾔葉を⼤声
で⾔う。職員が注意するとこぶしで肩をたたく。
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ケース検討

◎検討内容

・以前から「Ｂくん来る︖」等と職員に聞くなど、気にしている様⼦はあった。
表情などからは嫌っている様⼦は感じられず、むしろ好意を持っているように
思われた。本⼈どういった⼼の動きが「蹴る」という⾏為に繋がっているのか
わかりかねる部分があり、今後も観察と検討を続ける必要がある。

・⾒守りに関しては、本⼈の動きをできるだけ予測して、後追いにならないよう
対応すること。本⼈とＢくんが近くにいる場合は、⾒守り職員が両者の間に
位置するようにすること。

・必ずしも乱暴⾏為につながるわけではないが、「発声が不明瞭になる」「床に寝
転がって抵抗する」という⾏為は本⼈の不調サインと⾔えるので、そうした⾏
為があった場合はより注意して⾒守りを⾏うこと。

⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換
●短い⾔葉は理解できる。
●素早く反応できる。
●ことばで要求を伝えられる。
●気になる⼈の名前を呼ぶことが出来る。
●少しの時間であれば待つことが出来る。

③他の場⾯から「強み」のリスト追加
・好きな活動があり、励みに出来る。
・好きな友達がいる。

④「強み」を活かした新たな環境

⽀援⼿順書の作成 （ケース検討）
・衝動的に乱暴⾏為に及ぶ。
・声掛けなどで⾏動を⽌めることが出来ない。

▲本⼈への指⽰は短⽂で伝える。
▲短い⾔葉にジェスチャーを加える。
▲話し⾔葉が不明瞭になったら注意して観察する。
▲絵カードなどで、要求を伝えやすいようにする。

■特定の感覚が過敏、または鈍い

■結果をかえりみず突然反応してしまう

■全体をとらえて関係性をつかむことが苦⼿

■ことばを聞いて理解することが苦⼿

- 73 -



⽀援（指⽰）⼿順書

１．付き添い時の注意

・指⽰、誘導は「座ってください」「おやつです」等短⽂で伝えてください。
指差し、モデリング（⼿本を⽰す）などで視覚的な⼿がかりも加えてください。

・興奮して利⽤者を叩いたり、蹴ったりしてしまうことがあります。
表情が険しかったり、発声が不明瞭になったりしているときはあまり調⼦がよくな
いようですので、特に配慮を願います。

・本⼈の動きを後追いする⽀援にならないようにしてください。動きの動線を考え、
「⾏きそうな⽅」「⾏かれては困る⽅（本⼈がこだわっている利⽤者や⼾外など）
」側に⽴つよう⼼がけましょう。

・早⼝で聴き取りにくいときは「ゆっくり⾔って（ください）」と伝えてください。
①⽿を本⼈に向けて"聞く"動作をする。
②「ゆっくり⾔って」という⾔葉⾃体を、ゆっくり発する。
などの⼯夫をするとより伝わりやすいと思います。

２．ビデオ視聴について

・ビデオ視聴の要求には、時計の絵カードを⽰しながら、「時間になったら⾒ま
す。」と伝えてください。

・それでも納得できないときは、「何が⾒たいですか︖」と尋ねてください。
「●●（ドラゴンボールスーパー、スタンドバイミー等）」と要求があったら、
「●●ですね」と復唱し、指でOKサインを作って、要望を理解したことを伝えてください。
それから、時計の絵カードを指し⽰して「時間になったら⾒ます」と伝えてください。

・約束の視聴時間になったら、絵カードと本物の時計を並べて「同じ」と⾔って確認して
もらいます。それから、好みのＤＶＤやビデオを提供してください。

３．お迎えを待つ時間について

・時計の絵カードを⽰しながら、「お⺟さんは6時に来ます」と伝えてください。

・窓の外が気になるようなら、「お⺟さんが来たか⾒ましょう」と⾔って駐⾞場を⾒やすい
窓際に移動し、確認してもらってから「まだでした。ビデオを⾒て待ちましょう」と伝え、
休憩室に誘導してください。
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⽇課の構造化

個⼈⽤スケジュールボード モップ掛け表

⾏動記録票

- 75 -



集団活動⼿順書
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構造化する事で、利⽤者も職員も分かりやすくなる。

⼿順書をつくる事で、職員は同じ⼿順で関わることが出来る。
利⽤者も迷うことなく活動できる。

ご清聴ありがとうございました。
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拘りのある利⽤者への⽀援

社会福祉法⼈ 秋⽥県社会福祉事業団
秋⽥県⼼⾝障害者コロニー
地域⽀援課 加 藤 優

【実践報告】

２日目 ９：３０～１０：００〔３０分〕

開成⽀援課
⽇中、就労継続⽀援

Ｂ型を利⽤しているグループ

銀杏⽀援課東棟
精神に障がいを抱えた

グループ

⾚光⽀援課
⾼齢者グループ

創⽣⽀援課
⾼齢、医療的ケアが

必要なグループ

⾏動障がいの
利⽤者が混在

⽩光⽀援課
⽐較的若年層が多く
利⽤しているグループ

銀杏⽀援課⻄棟
医療的ケアが必要な

グループ

⽩光⽀援課、銀杏⽀援課⻄棟の
グループに、⾏動障がいを⽰す⽅が混在

地域⽀援課あじさい棟
（⽣活介護）

障がい特性の強い
利⽤者に応じたサービス

今年度、障がい特性の強い利⽤者に応じたサービス、通所事業開設
職員の⽬的の明確化、専⾨的な⽀援、効率的な⽀援体制の確⽴を⽬指す

■コロニー ⽀援部 概略
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■あじさい棟について
● 平成２７年６⽉、開成⽀援課旧授産棟の空きスペースを活⽤し、通所事業

⽣活介護サービスを⾏う。
当初は、グループホーム利⽤者や在宅の利⽤者の皆さんの希望を優先した選
択メニューを中⼼に提供していた他、各種⾏事（喫茶・外出・調理体験・陶芸
体験等）と充実した活動の提供を⾏っていた。

● 平成２９年、グループホーム利⽤者の施設⼊所⽀援への移⾏等で利⽤が減
少する。また同時期にコロニー内でも、⾏動障がいの利⽤者が在籍、多種多様
なニーズが混在し⽀援環境が厳しい状況で、あじさい棟で⾏動障がいの利⽤者
へのサービス提供にむけた検討を⾏う。

● 平成３０年４⽉、通所・⽇中⼀時事業、障がい特性の強い利⽤者に応
じた⽣活介護サービス現在に⾄る。

■あじさい棟での事例 Ａさんについて

【プロフィール】
●３０代後半 男性
●養護学校卒業後、コロニー⽇中⼀時利⽤。半年ほど通所後、⺟親の⽀援で

⾃宅で過ごす。平成２６年１２⽉からコロニー⽣活介護利⽤（通所）。
現在に⾄る。

●療育⼿帳Ａ 障害⽀援区分６
●障害

知的障がい てんかん（半年に１回ほど発作あり）
●意思表⽰

⽇常⽣活の簡単な⾔葉は理解できる。会話はなく、ジェスチャー等でサイン
を出す。激しいこだわり⾏動がある際は指⽰が⼊らない。

●ＡＤＬは、ほぼ全⾯⽀援。
●⾏動特性

拘り⾏動がみられ、歩き回ることが多い。納得できないときは、気になる
対象物を投げる。⾃分の拘りが認めてもらえないときに、⼤きな声を出し
たり、相⼿を激しく掴む⾏動が⾒られる。
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■Ａさんの拘り
年⽉ 拘りの状態

H26.12

H28.11
〜H29. 1

H29.  2
〜H29.  5

H29.  6
〜H29.11

⽣活介護利⽤開始。拘り⾏動は殆ど⾒られない。

ドア（開→閉）、テレビ（消す）の拘りが強くなる。⽞関前で過ごし、棟
内を歩き回る。

ドア（開→閉）、テレビ（消す）の他、カーテン（閉→開）、窓の施錠に
も拘りが⾒られる。棟内を歩き回る時間が多くなる。

上記の拘りの他に、昼⾷中に⾷堂の椅⼦やカーテンへの激しい拘りが⾒ら
れる。他利⽤者から注意を受けると、激しく掴んでくる⾏動が⾒られる。

活動は、本⼈の要望が強い、DVD鑑賞、散歩が中⼼。

DVD鑑賞も⾏わず、モップ掛けを⾏うが効果なし。活動部屋やデイ
ルームに殆ど⼊室しない。

スヌーズレンルーム活⽤。スヌーズレンルームで過ごすことが多く、DVD
を鑑賞することもでてくる。

スケジュール表を活⽤するが、スケジュール表が拘りの⼀部となり、
投げてしまい、拘りの時間が増えていく。

年⽉ 拘りの状態

H30. 1
〜H30.  3

H29.12までの拘りの他、棟内装飾や掛け時計を強引に外し投げる⾏動
が⾒られる。また特定の場所の消⽕器にも拘りを⾒せ、投げる⾏動も⾒ら
れ始める。

棟内装飾については、他利⽤者からの苦情があるが説明を⾏い、本
⼈の拘りのある物をその都度撤去する。拘り⾏動が強くなっていく。

障がい特性の強い利⽤者（⾏動障がい）に応じたサービス、
あじさい棟開設（通所事業）

本⼈もあじさい棟⽣活介護サービスを利⽤

H30.   4

■Ａさんの拘り
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■あじさい棟での⽀援（⾏動観察）

■まずは⾏動観察・・・
● 窓（施錠）、ドア（開→閉）、カーテン、消⽕器、椅⼦の位置、棟内装飾、

時計、⽀援員室のブックスタンド、⾷堂の椅⼦等々への拘りがある。
納得できないときは、気になる対象物を投げる⾏動がある。

● ⾃分の要求や拘りが認めてもらえないときに、⼤きな声を出したり、相⼿を掴
んだりする⾏動がみられる。

● 活動のほとんどの時間を⽞関前（⽀援員室前）に⽴って過ごし、気になる
事があれば歩き回って過ごしている。

今までの状況と変わりはない。⾏動がつかめない。拘りは⽌まらない・・・

■⾏動範囲
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■⾏動範囲（写真）

■あじさい棟での⽀援（アセスメント）
■アセスメント実施

● Ａさんの強みに着⽬
以前の得意なこと好きなことは・・・ＤＶＤ鑑賞、モップ掛け
今回のアセスメントでは・・・

⾊や形のマッチングは出来なかったが、プットイン、ペグ差しができた。

● ⺟親から・・・
養護学校在学時にも取り組んでいた活動との情報提供もある。

（アセスメント不⾜を痛感）

→ ⾃⽴課題を提供し、拘りの軽減に努めていく
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■あじさい棟での⽀援（⾃⽴課題）

■⾃⽴課題の提供①
→ 最初はＡさんが活動の拠点としている⽀援員室前（⽞関前）のカウン

ターに⾃⽴課題を置くと・・・周囲を気にしながらも取り組み始める。

→ 課題に取り組むも、カウンター前での⽴ちながらの課題であり、気に
なるものがあれば棟内を歩き回る環境は変わらず、拘り⾏動の軽減
にまでは⾄らない。

■あじさい棟での⽀援（⾃⽴課題）
■⾃⽴課題の提供②

● カウンター前で⾃⽴課題を⾏っていたが、⽩いテーブルに拘りを⾒せ始める。
⾏動を観察していると、カウンターの椅⼦の近くにテーブルを移動する。
→ 「テーブルに何もないのが気になる︖⾃⽴課題を上げたらどう︖」と何気

ない職員の話しから、課題を上げると、椅⼦に座り課題に取り組み始め
る。

→ 刺激が多く、周囲を気にする環境ではあるが、少しずつ、座って
課題に取り組めるようになってくる。
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■あじさい棟での⽀援（課題ルームへ移⾏）

■課題ルームへの移⾏
● 座って課題に取り組める時間多くなってきたが、周囲が気になる環境である

ため、課題ルームへの移⾏を検討する。
→ Ａさんの拘りを活かしてみてはどうか・・・・

①課題ルームのドアを開けて、⾃⽴課題を予め準備する。
②課題のストローを数本を⾒せる（課題を⾏う合図・実物提⽰）
③課題ルームへ誘導する。

● 抵抗なくスムーズに課題ルームへ⼊室。
席に着き、⾃⽴課題に取り組む。
拘り⾏動の軽減にもつながってきた。

■あじさい棟での⽀援（⾷堂への拘り）
■⾷堂への拘り

● 活動中は落ち着き始めてきたが、昼⾷時間になると、徐々に⾷堂の椅⼦や
カーテンの位置へ拘り、また他利⽤者の⾷事へ⼿を付けようとし、⾷堂への
拘りが強くなる。 → ハード⾯を含め対応を検討

● 対応策
①⾷堂のドアガラスに

曇りシールは貼る。
（刺激の遮断）

②⾷事時間を早める。
③⾷事終了後、課題ルームへ誘導 → ⾃⽴課題の提供

（事前にどこまで継続して課題に取り組めるか検証。40分ほどできた）

⾷堂への拘りが激減する
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■あじさい棟での⽀援（集団での活動）

■集団での活動
● 課題中も落ち着き始めてきたため、課題ルームで他利⽤者と課題を実施。

距離を置き、⼀⼈ずつ増やして対応すると・・・
→ 他利⽤者と同じ空間で課題に取り組めるようになる。

● 他利⽤者と同じ空間で課題を⾏う
時間が増えていくと、課題を⼀通り
⾏うが、隣席の課題が気になる場
⾯が⾒られる。

Ａさん

■あじさい棟での⽀援（パーテーション︓失敗談）

■パーテーションの⻑さ変更
●隣席の課題が気なる時間が多くなってきたため、90㎝だったパーテーションを

更に45㎝⻑くする（左図上）。
→ 激しくパーテーションを取ろうとする⾏動が⾒られる。

●推測①急にパーテーションを⻑くしたことで変化につ
いていけなかった。

②各居室のドアを閉める拘りはあるが、⾃室の
ドアを開けていることがあることを考えると、周
りが⾒えなくなることが苦⼿（不安）。

→⼀番の失敗は・・・
他利⽤者が落ち着いていたからと、Ａさんにも当て
はめてしまった。本⼈の特性、能⼒を把握することが
重要。

※現在は個室（左図下）の対応に切り替えているが、
今までの流れ⾃体は変えずに、課題を提供している。

45㎝
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■Ａさんの１⽇の流れ
事前準備 ドアと窓の確認。テレビをＯＮにする。

①来所 ・家族⾒送り → 荷物を置きに⾏く

②朝の会 ・持参した薬を持って参加（朝の会の合図）

③⾃⽴課題 ・プットイン、ペグ差し

④ＤＶＤ鑑賞 ・場合によってテレビ視聴。ドアや窓の拘りあり。

⑤散歩 ・帽⼦を⾒せて、散歩の合図

⑥昼⾷ ・散歩の流れから⾷堂へ

⑦⾃⽴課題 ・プットイン、ペグ差し

⑧⼊浴 ・着替えが⼊っているバックが⼊浴のサイン

⑨ＤＶＤ鑑賞 ・場合によってテレビ視聴。ドアや窓の拘りあり。

⑩帰宅 ・バックを持つことで帰宅サイン

■Ａさんのスケジュール表

● スケジュール表
ホワイトボート等で提⽰すると、拘りとなり、投げてしまう。
→ 実物掲⽰で活動の切り替えを⾏う。

朝の会
薬箱提⽰

⾃⽴課題
ストロー提⽰

散歩
帽⼦提⽰

⼊浴
バッグ提⽰
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■まとめ

●本⼈の状況に基づいた⽀援を⾏う。
本⼈と関わりを持ち、様々な活動や⾏動を観察し、情報を得る。
本⼈の得意なこと、興味を持って出来そうなことを尊重する。

→ アセスメントが重要
●⾏動障がいを「無くす」ことが⽬的ではない。

→ 出来なさを克服するより、⻑所を⽣かした⽀援
●利⽤者個々の特性や能⼒に合わせて⽀援しなければ、失敗する。

→ ⼀⼈ひとりに合った オーダーメイドの⽀援

■終わりに

●あじさい棟が開設して、半年が経過するが・・・

・開設当初は、⾏動観察に重きを置いた⽀援実施。
→利⽤者の不適応⾏動と個性・特性の⾒極め
→しかし、不適応⾏動への対応が後⼿に・・・

課題を提供しても取組むことができず、⼀⽇を無為に過ごすこともあった

・仮説を⽴て、検証を繰り返す
→利⽤者の個性や特性、興味を持つものや集中できるもの、不適応⾏動と

なっている原因を考える
→利⽤者の⾏動にも変化が表れる
→課題提供時には落ち着いて課題を取り組み始めた利⽤者もいる

・職員の意欲向上
→利⽤者の⾏動にも変化が表れると、職員の意識や⽀援に対する姿勢

にも変化が出て来る
→利⽤者の変化が更なる職員の意欲にもつながっている
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ご清聴ありがとうございました。
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－⾏動援護を利⽤した外出時の⽀援の⼿順書を作成する－

【演習】

障害特性の理解とプランニングⅡ

２日目 １０：００～１２：３０〔１５０分〕

平成３０年度強度行動障害支援者養成研修より出典

この時間の⽬的

【ポイント】
① アセスメントや検討した⽀援計画が「正しい」かどうか

を問題にする時間ではありません。
② 外出時の⽀援で特に気をつけなければいけないポイント

を押さえましょう。
③ 経験の⽐較的浅いヘルパーに指⽰を出す際の留意点を整

理しましょう。

屋内での⽇中活動の⽀援とは異なり、外出時の⽀援には特有
の配慮が必要となります。この時間は、「⾼崎のぞむさん」
が⾏動援護を利⽤して外出する場⾯を想定し、⾃閉症や知的
障害の障害特性に配慮した外出時の「⽀援の⼿順書」を作る
プロセスを学びます。
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この時間の流れ
9:40 9:50 10:45 12:05

事例の説明

10分

演習①

55分

演習②

80分

まとめ

5分

演習①︓⾏動援護を利⽤した外出時を想定し、４つのプロセス
から⽀援の⽅法を整理しましょう。

演習②︓⽴案した⽀援の⼿順書を、⽐較的経験の浅い職員に伝
えることを想定し、実際に他者に伝えてみましょう。

のぞむさんの休⽇

 ある天気のいい⼟曜⽇の午後のことです。のぞむさんは⾏動援護
事業所のヘルパーと⼀緒に路線バスに乗って15分くらいのところ
にある⼤学構内に散歩に出かけました。

 あまり⼈のいない静かな構内の散歩道を歩き、学⽣⾷堂前にある
⾃動販売機でジュースと⼩さなお菓⼦を買う。乗り物好きで⾷べ
ることも⼤好きなのぞむさんの、休⽇のささやかな楽しみです。

 ⻑年続いていた週末のドライブがお⽗さんのケガで続けられなく
なったのをきっかけに、継続可能な週末の過ごし⽅を考えようと、
この散歩を取り⼊れてから早２ヶ⽉が経ちました。

 毎回、出発時に外出の流れを写真カードを使いながら丁寧に説明
していることもあり、のぞむさんもだいぶ慣れたようです。今で
はヘルパーが訪問すると、嬉しそうにリュックサックを背負って
家から出てくるようになりました。
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のぞむさんの外出｜バスのルート

⾃宅

⽬的地
（⼤学）

乗⾞時間︓約15分

寺尾
三丁⽬

市役所

市⺠
病院前のぞみ

⼤学前

和⽥橋
寺尾
⼀丁⽬

のぞむさんの外出｜⼤学構内の様⼦

左上︓バス停

右上︓⾷堂前の広場

左下︓⾃動販売機
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あるヘルパーの悩み
 のぞむさんの外出を担当しているヘルパーにはとても困っている
ことがあります。それは、のぞむさんが降りる停留所ではないの
に降⾞ボタンを押してしまうことです。

 ボタンを押してしまうと降りずにはいられません。仕⽅なく⼿前
のバス停で降りることになり、混乱するのぞむさんを⽬の前にし
て途⽅にくれたこともあります。

 今のところ、その場しのぎでボタンを隠したり遮ったりもしてい
ますが、のぞむさんがイライラするだけであまり効果はありませ
ん。ただ座って着くのを待つのが苦⼿なようで、着くのを今か今
かと待っている様⼦も⾒られます。

 のぞむさんは⼦どもの声も苦⼿です。バスの中でうまく過ごせず
イライラしているときに、もしバスに⼩さな⼦どもが乗ってきた
ら…。悩む⽇々が続いています。

演習①｜バス内の過ごし⽅を考える
 テキストに沿って、のぞむさんのバスの中での過ごし⽅につい
て４つのプロセスを作成しましょう。

 「司会」を③、「発表」を②「記録」を⑥の⼈が⾏います。

【演習の流れ】

【使⽤する情報】
1. 情報シート （P１-P9）
2. スライド「あるヘルパーの悩み」
3. ヒントシート

演習の説明

5分

〔グループ〕
４つのプロセス
を作成

30分

発表

10分

まとめ

10分
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演習①｜４つのプロセスの作成
①〜④のステップに沿って、グループで話し合いながら４つのプロ
セスを作成しましょう。ワークシート（WS-3）を使ってください。

演習①｜発表とまとめ（20分）

1. ２〜３グループに発表してもらいます。

2.発表者は、４つのプロセスに沿って、どのような結論
になったのかを簡潔に報告してください。
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演習①｜記⼊例Ⅰ・Ⅱ

演習②｜⽀援の計画を伝える
 ３⼈の⼩グループに分かれて、それぞれのグループが４つのプ
ロセスから得られた結果を「⽀援の⼿順書」にまとめます。

 ２つの⼩グループが、｢⽀援の⼿順書｣を互いに伝達し合います。
 ６⼈グループで、⽀援⼿順を伝える際のポイントや、留意点な
どについてディスカッションします

【演習の流れ】

演習の説明

5分

〔⼩グループ〕
作戦タイム

30分

〔⼩グループ〕
ロールプレイ

10分

〔グループ〕
ディスカッション

15分

発表

10分

まとめ

10分
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演習②｜作戦タイム（30分）
⼩グループと役割の確認
1. 奇数番号の⼩グループと、偶数番号の⼩グループを作ります。

⽀援の⼿順書を作成し、相⼿グループへの説明準備
1. 演習①で考えた４つのプロセスをもとに、⽀援の⼿順書を作成

しましょう。ワークシート（WS-4) を使ってください。

2. ３分間で相⼿グループのヘルパーに⽀援の⼿順が説明できるよ
う、ワークシートの括弧内に必要事項を記載してください。

事前準備が⼤切です・時間に余裕があるグループは、⽀援で必要と考え
られる⽀援ツールを作成してください。

｢ヘルパーA｣はタイムキープを⾏ってください。
｢報告者」はサービス管理（提供）責任者として説明を⾏います。

⼩グループには｢報告者（③④）｣｢ヘルパーA（⑤⑥）｣｢ヘルパーB（①
②）」の３つの役割があります。

WS-４

①⽀援⼿順書の概要を記載

②⽀援⼿順書の内容を記載

③その他、想定される場⾯
と対応⽅法、⽀援結果の
記録⽅法、緊急時の連絡
先を記載
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演習②｜ロールプレイ（10分）
1. 奇数から偶数グループへ、偶数から奇数グループへ報告します。

2. 報告者は、作戦どおりに相⼿グループのヘルパーに説明をしま
しょう。時間は３分間です。（タイムキープは講師が担当）

3. 報告を受けた⼩グループのヘルパーは、報告者に対して質問や
確認をしましょう。報告者は質問に対して簡潔に答えましょう。

ヘルパーA︓具体的な状況をあげて、トラブルが起きたときの対応
について質問しましょう。
例）急に腹痛になった時にはどうしたらいいですか︖

ヘルパーB︓⽀援の⼿順について整理して、「◯◯ということですね｣
と確認をしましょう。

4. ⼩グループを交代して、同じように２〜３を⾏ってください。

演習②｜⽀援⼿順を伝える(３分間)

①⼿順の説明

④内容の確認

②予想されるトラ
ブルへの質問等

ヘルパーA

ヘルパーB

報告者
（中堅）

奇数グループ 偶数グループ

ヘルパーA

ヘルパーB

報告者
（中堅）

（③質問への返答）
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演習②｜⽀援⼿順を伝える(３分間)

①⼿順の説明

④内容の確認

②予想されるトラ
ブルへの質問等

ヘルパーA

ヘルパーB

報告者
（中堅）

奇数グループ 偶数グループ

ヘルパーA

ヘルパーB

報告者
（中堅）

（③質問への返答）

演習②｜ディスカッション（15分）

1. ⼩グループから６⼈グループに戻り、ディスカッションを⾏い
ます。引き続き、「司会」⑤、「発表」④、「記録」①の⽅が
担当します。

2. 議論する内容は、次の３点です。記録者は、発表者が発表しや
すいように、簡潔にまとめてください。

① ヘルパー役の⼈は、 相⼿の説明で「分かりやすかった点・
良かった点」をあげてください（説明⽅法）。

② 報告者役の⼈は、報告するうえで「難しかった点」をあげ
てください。

③ もう⼀度報告するとしたら、どの点を改善するかを考えて
みましょう。
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演習②｜発表（10分）

1. ２〜３グループに発表してもらいます。

2.発表者は各グループで話し合われた内容を全体に報告
してください。

① 相⼿の説明で「分かりやすかった点・良かった点」
② 報告するうえで「難しかった点」
③ もう⼀度報告するとしたら、どの点を改善するか

演習②｜まとめ
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まとめ｜（外出時の）⽀援のポイント

【外出で失敗しないために】

1. 障害特性や本⼈の⾏動特性に配慮した事前準備を念⼊
りに

2. 常に先⼿の⽀援で⾏動障害の予防
3. 本⼈の疲労度に配慮

→ 疲労に起因する⾏動障害
4. 次回の外出に対するモチベーションに配慮
5. ⽇常⽣活に戻るまで⽀援は終わらない

etc.

まとめ｜伝えるときのポイント

【⼿順書と説明のチェックポイント】

1. ⼿順はシンプルか（細か過ぎる、複雑すぎないか）
2. 課題となる⾏動への対応⽅法は具体的に伝えられている
か

3. ⼿順書の意味（なぜ、そうなっているか）が伝わっているか
4. 本⼈の⾏動と⽀援の流れが整理されているか
5. 記録の内容と⽅法が決められているか
6. ２⼈で付く場合、役割分担が決められているか

etc.
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まとめ｜⼤切なポイント

 対象者の障害特性や環境要因を考慮し、⽀援の⼿順書を
作成する

 直接⽀援を⾏うヘルパーや⽀援者に、正確に⼿順書の内容
を伝える（相⼿が理解できるように伝える）

⽀援の⼿順書を作成することがゴールではなく、
直接⽀援する⼈たちに分かりやすく伝えること、
それが私たちの仕事（求められていること）です
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WS-3｜障害特性の理解とプランニングⅡ（演習①） 

 

 

  

  

 ⽬的地より⼿前のバス停で降⾞ボタンを押し、実際にそのバス停で降りてしまう。 

 ⼩さな⼦どもが乗ってきたときに、声に反応して押す・声をあげる等の⾏動が出るおそれがある。 

⽣じている問題、⽣じうるリスクを具体的に記載 

①背景の障害特性を推測｜氷⼭モデル ②障害特性を「強み」の表現に変換 

③他の場⾯から「強み」のリスト追加 ④「強み」を活かした新たな環境 
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WS-4｜障害特性の理解とプランニングⅡ（演習②） 

３分間で⼿順書の内容をヘルパーに伝えます。下のカッコに必要事項を記⼊し説明の準備をしましょう。 
 
 

 

 
 
⾼崎のぞむさんが週末利⽤している⾏動援護サービスの⽀援の⼿順について説明します。 
説明する内容は（                              ）についてです。 
特に、（                              ）が課題となっています。 
 

バスに乗⾞後から降⾞時までの⽀援の⼿順は（     個 ）に分かれています。 
乗⾞後から降⾞時までの⽀援の⼿順と、その根拠、理由について簡単に説明します。 
 

⽀援の⼿順 根拠・理由 

１．  

２．  

３．  

４．  

５．  

６．  

７．  

８．  

９．  

 

なお、（                              ）といったことが起こる可能
性も考えられます。その時は、（                               ）
のように対応をお願いします。 
 

⽀援結果の記録は（（何に）         ）に、（（どのように）                ）
記録してください。また緊急時は（                               ）
まで連絡・報告してください。 
 

引き継ぎは以上になります。よろしくお願いします。 

 【説明の Point】 
 簡潔に伝える    ただし、⼿順書の意味（何故そうなっているのか）は、しっかりと伝える 
 説明時、⽀援の⼿順書等を⾒てもらうなどして、⽀援のイメージを持ちやすいよう⼯夫する 

ヘルパーへの説明⽂ 
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【演習】

記録に基づく⽀援の評価
〜危機対応と虐待防⽌〜

平成３０年度

強度行動障害支援者養成研修より出典

２日目 １３：３０～１５：３０〔１２０分〕

この時間の⽬的

【ポイント】
① アセスメントや再検討した⽀援計画が「正しい」かどう

かを問題にする時間ではありません。
② 「どのようなプロセスで記録の⽅法を考えればいいの

か」というプロセスを理解しましょう。

本⼈に合った⽣活環境を模索している過程で、職員や他の
利⽤者を叩くなどのトラブルが発⽣してしまうことは少な
くありません。この時間はそうした事態を想定して、記録
を取り、それに基づいて⽀援の⽅法を再検討するプロセス
を学びます。
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演習の流れ
14:10

演習①︓何を記録するのかを個⼈・グループで検討し、決め
るまでのプロセスとポイントを学びます。

演習②︓記録する内容を絞り込み、具体的な記録フォームの
作成・記録⽅法の検討を⾏います。

記録の原則と⽅法

20分

〔グループ〕
演習①

30分

〔グループ〕
演習②

60分

危機介⼊と
虐待防⽌

10分

突然訪れる危機的な状況
 ⽀援会議で話し合った内容をもとに、来所時や班別活動時の⼿順を⾒直すこ

とで、のぞむさんの⽣活は少し落ち着いたかに⾒えました。

 しかし、２週間ほど経ったある⽇の午後の⾃⽴課題の時間に事件は起きまし
た。休憩時間から⾃⽴課題にうまく切り替えることができず、のぞむさんは
廊下を唸り声を出しながら⾏ったり来たりしていました。そして、そこにた
またま通りかかった他の利⽤者に、⼤声を上げて突然掴みかかりに⾏ったの
です。

 危険を感じた職員が間に割って⼊りましたが、のぞむさんに強く突き⾶ばさ
れてしまい、さらに騒ぎは⼤きくなってしまいました。別の部屋にいた職員
が駆けつけ、２⼈がかりで抑えて静養室に移動させたことで何とかその場は
収まりましたが、移動の間に興奮するのぞむさんともみ合ったため、抑えた
職員ものぞむさんも何ヶ所か、打ち⾝と裂傷を負ってしまいました。

 のぞむさんは静養室でもなかなか落ち着かず、部屋にあったものを強く投げ
つけたり引っ張ったため、部屋のいすや、設置してあったスケジュール表な
どが完全に壊れてしまいました。
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記録と評価｜なぜ記録が必要なのか
変化を把握する
強度⾏動障害のある⼈の状態はさまざまな環境の影響を

受けて変化する。
場⾯による⾏動の違い、週・⽉・年単位での⾏動の変化

がある。
⇒客観的な記録があることによって、職場内や他職種

との共通理解が図りやすくなる。

原因を考える
必ずしも⽀援の計画を⽴てる段階で、背景にある原因を

考えるのに⼗分な情報があるとは限らない。
⇒⽀援計画を⽴てて実施した後も、情報を収集して、

それを元に⽀援を再検討する必要がある。

記録と評価｜変化を把握する
変化を把握するための記録

１. 問題となっている⾏動に着⽬する
例）頻度、強度、持続時間

２. 記録する時間帯や場⾯等を決める
例）１⽇を通して、時間の区切りごとに、場⾯ごとに

３. 継続できるように⼯夫する
例）既にあるものを活⽤する、置く場所、期限を設ける

期間を決めて変化をまとめる
ひとめでわかるように整理する

例）折れ線グラフ、⼀覧表
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記録と評価｜原因を考える
関連しそうな情報を集める
障害特性やスキルをもう⼀度調べる

例）苦⼿なこと、得意なこと、できること、できないこと

⽣活全体の状況を確認する
例）家庭・家庭の状況、⽣活のパターン

⽣理・医学的な情報を収集する
例）睡眠、病気、服薬、周期的な変化

できているとき・できていないときの環境を詳しく⾒る
問題が⽣じた前後の状況を整理する

例）機能的アセスメント（機能分析、ABC分析）

⽇ 曜⽇

1 ⽉

2 ⽕

3 ⽔

さんの⾏動記録

 チェックする⾏動・・・他の利⽤者に掴みかかる
・起きた時刻︓
・落ち着くまでにかかった時間︓
・前兆（低い唸り声、体を前後に揺する等）︓

9 10 11 12 13 14 15 16

◯：◯◯

記録様式の例
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さんの⾏動記録

活動 10/13（⽉） 10/14（⽕） 10/15（⽔） 10/16（⽊）

来所・準備 ● ◯ ×

班別活動①

お茶休憩 ●●× ◯◯

班別活動② ××

昼⾷・昼休み ◯ ●◯ ●◯

散歩

⾃⽴課題 ●
帰り ◯× ●◯

 他の利⽤者に掴みかかる・・・●
 危険を感じた・未然に防いだ・・・◯
 その他の攻撃等・・・×

記録様式の例

さんの⾏動記録

0

2

4

6

8

10

12

14

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7
10⽉ 11⽉

 他の利⽤者を掴みかかった回数

例記録のまとめ⽅の例
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さんの⽣活記録

⽇ 曜⽇

1 ⼟

2 ⽇

3 ⽉

4 ⽕

5 ⽔

6 ⽊

7 ⾦

8 ⼟

ぐっすり寝た

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

うとうとしていた
寝てはいないが横になっていた

22 24

通所

通所

通所

通所

例記録様式の例

⽉ ⽇の ⾼崎のぞむ さんの⾏動記録

起きた場⾯・状況 起きた⾏動 ⾏動の後に起きたこと

• 9:50頃、活動に向かう途中
• ◯◯さんが⼤声を出しながら廊

下を⾏ったり来たりしていた
• 気にする⾼崎さんに職員（××）

が制⽌して作業室に促した

• ◯◯さんを気にして近づこうと
した

• 職員にされると興奮が⾼まり壁
を蹴った

• 職員（××）の誘導で作業室に移
動し、作業に取り組むことがで
きた

• 作業をしているうちに興奮は治
まった

• 13:00過ぎ、散歩前のトイレ
• ⼊れ違いに◯◯さんがトイレか

ら出てきた

• 突然、◯◯さんに頭突きをした • 職員（△△と××）が制⽌
• 静養室に誘導され、落ち着くま

で⼀⼈で過ごした（約30分）

※関連しそうなその他の情報
・前⽇の夜は寝付きが悪く、睡眠時間が４時間程度。
・最近、睡眠が乱れているとの⺟からの情報あり。

例記録様式の例
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演習①｜必要な情報を考える

 「司会」は①、「記録」は②、「発表者」は③、の⼈が役
割を担当します。

 エピソード「突然訪れる危機的な状況」を読み、今後の⽀
援を考えるために、どのような情報を集めればよいか考え
ましょう。

【演習の流れ】

個⼈で
考える

5分

グループで
考える

10分

発表

5分

演習の説明

5分

まとめ

5分

演習①｜突然訪れる危機的な状況

 ⽀援会議で話し合った内容をもとに、来所時や班別活動時の⼿順を⾒直すこ
とで、のぞむさんの⽣活は少し落ち着いたかに⾒えました。

 しかし、２週間ほど経ったある⽇の午後の⾃⽴課題の時間に事件は起きまし
た。休憩時間から⾃⽴課題にうまく切り替えることができず、のぞむさんは
廊下を唸り声を出しながら⾏ったり来たりしていました。そして、そこにた
またま通りかかった他の利⽤者に、⼤声を上げて突然掴みかかりに⾏ったの
です。

 危険を感じた職員が間に割って⼊りましたが、のぞむさんに強く突き⾶ばさ
れてしまい、さらに騒ぎは⼤きくなってしまいました。別の部屋にいた職員
が駆けつけ、２⼈がかりで抑えて静養室に移動させたことで何とかその場は
収まりましたが、移動の間に興奮するのぞむさんともみ合ったため、抑えた
職員ものぞむさんも何ヶ所か、打ち⾝と裂傷を負ってしまいました。

 のぞむさんは静養室でもなかなか落ち着かず、部屋にあったものを強く投げ
つけたり引っ張ったため、部屋のいすや、設置してあったスケジュール表な
どが完全に壊れてしまいました。
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演習①｜必要な情報を考える
【各⾃】

1. こうした状況がこれからも⽣じると想定したときに、今後
の⽀援を考えるうえで、どのような情報を「欲しい」と思
いますか。できるだけたくさんワークシート（WS-5）に書
いてみましょう。

【グループ】
2. １）個⼈で考えた「欲しい」情報をグループ内で発表。

２）グループ内で「欲しい」情報をまとめる。

演習①｜必要な情報を考える（例）
こうした状況が今後も⽣じると想定したときに、今後の
⽀援を考えるうえで、どのような情報が「欲しい」と思
いますか。
（例）

・こうした⾏動が１週間にどれくらいあるのか
・どのような状況で起きたのか
・職員がどのように対応したのか
・何か前兆のような⾏動はあるのか
・落ち着くまでにどれくらい時間がかかるのか
・⽣活の状況に変化はあるのか

・・・etc.
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演習①｜まとめ
予防的な対応｜起きないで済むような環境づくり

チームによる⽀援の再検討｜チームの⽬で再検討・共有する

危機介⼊｜本⼈・周囲の利⽤者・職員の安全を確保する

記録と再アセスメント｜記録の対象と⽅法を決めて情報を収集する

仮説をイメージする 何を記録するかを考える

記録の⽅法を考える実際に記録をとる

演習②｜記録の⽅法を考える

 この時間は、具体的にどのような情報について、どのよう
な⽅法で記録するのかをグループで考える時間です。

 再度、「突然訪れる危機的な状況」を確認しましょう。

【演習の流れ】

〔グループ〕
仮説を選ぶ

5分

〔グループ〕
記録⽅法を

考える

30分

発表

10分

演習の説明

5分

まとめ

10分
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演習②｜記録の⽅法を考える

1. 危機的な状況が⽣じた原因として、次の２つの仮説が浮
かび上がってきました。グループで話し合って、どの⾓
度から記録⽅法を考えるのか、１つを選んでください。

仮説１︓前兆となる⾏動やきっかけ、起きた後の対応
など、そのときの状況から探れないか。

仮説２︓時間帯や気温など、何かパターンや周期が
あるのではないか。

演習②｜記録の⽅法を考える

2. 選んだ仮説に基づいて、「どのような⾏動（あるいは情
報）について」、「どのような記録を取るのか」を具体
的に考え、記録フォームのイメージをワークシート
（WS-6）に作ってみましょう。WS-6に書いたものを、
発表⽤に模造紙に清書してください。

※ 必要があれば「情報シート」を参照してください。
※「◯◯という⾏動がある」と想定して、記録⽅法を

考えていただいても結構です。

3. その記録は実際に取ることができそうですか︖どれくら
いの期間つけるのか、誰が記録するのか、継続して記録
できる⼯夫を考えてみましょう。
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演習②｜記録の⽅法を考える
4. 話し合った内容を発表しましょう。

※２〜３グループに発表していただきます。

演習②｜記録の⽅法を考える〔例〕

仮説１ 前兆となる⾏動やきっかけ、起きた後の
対応など、そのときの状況から探れないか。

必要な記録（例）
唸り声を上げたり掴みかかったりした場⾯と
状況、その後の様⼦がわかる記録
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6 ⽉ １ ⽇の ⾼崎のぞむ さんの⾏動記録

起きた場⾯・状況 起きた⾏動 ⾏動の後に起きたこと
• 10:30頃、休憩後活動に

戻る時
• ◯◯さんが⼤声を出しな

がら廊下を⾏ったり来た
りしていた

• 気にする⾼崎さんに職員
（××）が制⽌して作業
室に促した

• ◯◯さんを気にして近づ
こうとした

• 職員に静⽌されると興奮
が⾼まり壁を蹴った

• 職員（××）の誘導で作
業室に移動し、作業に取
り組むことができた

• 作業をしているうちに興
奮は治まった

• 14:40頃、休憩後活動に
戻る時

• ⼊れ違いに◯◯さんがト
イレから出てきた

• 突然、◯◯さんに掴み掛
かった

• 職員（△△と××）が制
⽌

• 静養室に誘導され、落ち
着くまで⼀⼈で過ごした
（約30分）

※関連しそうなその他の情報
・前⽇の夜は寝付きが悪く、睡眠時間が４時間程度。
・最近、睡眠が乱れているとの⺟からの情報あり。

例

演習②｜記録の⽅法を考える〔例〕

仮説２ 時間帯や気温など、何かパターンや周期が
あるのではないか。

必要な記録例
唸り声を上げたり掴みかかったりする時間帯・
その⽇の気温を把握するための記録
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⾼崎のぞむ さんの⾏動記録

⽇ 曜⽇ 気温

1 ⽉ 30.2℃

2 ⽕ 32.7℃

3 ⽔ 33.0℃

4 ⽊ 31.5℃

５ ⾦ 27.6℃

６ ⼟ 25.0℃

 チェックする⾏動・・・他の利⽤者に掴みかかる
・掴みかかった時刻︓
・落ち着くまでにかかった時間︓
・前兆（低い唸り声、体を前後に揺する等）︓

◯：◯◯

例

⾼崎のぞむ さんの⾏動記録 例

30.2

32.7 33
31.5

27.6

25

28
29

15

20

25

30

35

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

掴みかかりがあった日と時間帯、その日の気温を
見てみると、気温が30℃を超えた日の日中に掴み
かかりがあることがわかりました。
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まとめ
予防的な対応｜起きないで済むような環境づくり

チームによる⽀援の再検討｜チームの⽬で再検討・共有する

危機介⼊｜本⼈・周囲の利⽤者・職員の安全を確保する

記録と再アセスメント｜記録の対象と⽅法を決めて情報を収集する

仮説をイメージする 何を記録するかを考える

記録の⽅法を考える実際に記録をとる
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WS-5｜記録に基づく⽀援の評価（演習①） 

 

欲しい情報をリストにしてみましょう。 
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WS-6｜記録に基づく⽀援の評価（演習②） 
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強度行動障害の傾向を持つ
利用者への支援について

【実践報告】

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

高清水園 支援課

木村 英司

２日目 １５：３０～１６：３０〔６０分〕

1

強度⾏動障害の傾向を持つ利⽤者への⽀援について

１.Aさんプロフィール
２.Aさんの⾏為の懸念 (⽕災報知器鳴動)
３.⽀援の転機
４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析
５.再分析結果
６.⽀援⽬標設定
７.⽀援の組み⽴て
８.⽀援の結果
９.⽀援の応⽤
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2

【 １.Ａさんのプロフィール その１】

●年齢 48才
●在園期間 21年（H9年4⽉⾼清⽔園⼊所）
●⽀援区分 6
●療育⼿帳 Ａ
●障害判定 重度 （ダウン症候群）
●Ｉ Ｑ 20
●⾝辺処理について

・⾝辺処理は概ね⾃分で可能
・居室整理等⽀援が必要

3

【 １.Ａさんのプロフィール その２】

●意思表⽰（コミュニケーション能⼒）について

・発語が不明瞭であることから話はよくわからない
場合が多く意思疎通が難しい。

・決まった⽇常⽣活上の⽇課の疎通はある程度可能。
・問いかけ、質問に対しては『あっ、はい』と返す

が、理解している返答ではなく、形式的なものと
なっている。

・表情による感情・情緒の推測ができるが、瞬間的
に変化する場合がある。
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4

【 １.Ａさんのプロフィール その３】

●⾏動（⽇常⽣活）について ①

・居室で過ごすことが多く、ＴＶを⾒たり好
きなＣＤやＤＶＤを視聴して楽しんだノー
トに書き物をして過ごしている。

・買物が好きで、毎週⼟曜⽇のコンビニ利⽤
と、⽉１回近隣ショッピングセンターでの
買物外出を⽀援している。

・⽉１回の外出はルートが決まっており、⾃
分の意とした⾏動をとる。

5

【 １.Ａさんのプロフィール その４】
●⾏動（⽇常⽣活）について ②

・新聞を定期購読しており、印刷物（カタログ、チラ
シ）収集には強い興味を⽰す。

・外出時に６〜８種の雑誌（ＴＶガイド、幼児雑誌な
ど）を決まって購⼊する。

・買ったり持ってきた雑誌・印刷物を⾒るわけでもな
く、収集して居室に置いておくことが⽬的のようで
ある。

・雑誌・印刷物は⼀⾒乱雑に置かれているように⾒え
るが、本⼈独⾃の仕分け整理がある。

・買い置きした本は年２〜３回の帰省の際に⾃ら⾏い
⼩出しに廃棄することを嫌う。
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【 １.Ａさんのプロフィール その５】

●⾏動（⽇常⽣活）について ③

・⽣活⾯の各所に⾃閉的な傾向・儀式的⾏動が⾒られる
・起床後洗⾯の際、⽔をバケツに⼊れ頭から数回かぶる

年中通して⾏う。
・⼊浴の際のルーティーンが決まっており、特にシャン

プー、ボディソープはボトルが空になるまで使⽤する
・⼊浴終了後は浴室と⽀援員室をつなぐインターホンを

利⽤し、⼊浴終了を職員に伝える。
・顔写真の⼀覧表や職員の勤務表など、マトリックス状

の書⾯や掲⽰物に強い興味があり、⽀援員室内に⼊り
込んで⻑時間⾒続ける。

7

【 １.Ａさんのプロフィール その６】
●⾏動（粗暴⾏為）について

・他の利⽤者に居室を覗かれたり、気に⼊らないと
思われる⾏為を受けると、⽕災報知器を鳴動させ
たり、粗暴⾏為をする等の迷惑⾏動が頻繁にある

・本⼈を取り巻く状況や職員の本⼈への関わりに問
題がないように思われても急に怒り出すなど、感
情の起伏が激しいことがある。

・何かを思い出して（フラッシュバック）怒り、粗
暴⾏為に及ぶことがある。

・なお、そのような不穏な状態でなくても⽕災報知
器を鳴らすことがある。
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⽕災報知器の鳴動⾏為を繰り返しており、以下が懸念
事項であった。

１）⽕災報知器鳴動⾏為がＡさんの中で常態化す
ること。

２）⽕災報知器鳴動が繰り返されることによる
【慣れ】からくる有事の際の⽀援員と利⽤者
の初動の遅れ

３）昼夜問わず⽕災報知器が鳴動することによる
他利⽤者の⽣活リズムの乱れ等の影響

【 ２.Aさんの⾏為の懸念 (⽕災報知器鳴動)】

9

〜当初の仮説〜

〜仮説に基づく⽀援⽅法〜

〜モニタリング〜

・ストレスによるもの

・⾒通しのある定期的な個別外出計画
・本⼈の⽣活空間の配慮

・外出⽬的の変化
・プライバシー保護(空間遮断)の拒否

【 ２.Aさんの⾏為の懸念 (⽕災報知器鳴動)】
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【 ３.⽀援の転機】

消防法施⾏令⼀部改正（平成27年4⽉から施⾏）

粗暴⾏為（⽕災報知器鳴動）への対応が急務と
なる

背景として・・・
・平成24年５⽉ 広島県福⼭市ホテル⽕災
・平成25年２⽉ ⻑崎県⻑崎市認知症⾼齢者

グループホーム⽕災
・平成25年10⽉ 福岡県福岡市診療所⽕災

11

【 ３.⽀援の転機】

試⾏的に・・・
透明アクリル製カバーを⽕災報知器に取付け

→ わずか2週間で破壊。

コミュニケーションが難しいＡさんに対して
⾏為の理由を聞き、要求を満たすことは困難。

そこで・・・
Ａさんの特性を再度確認（再アセスメント）し
最重要⽀援課題の⼀つとして取り組むこととした。

仮説に基づく⽀援⽅法を活かしながら、粗暴⾏為の分
析的な視点での検証
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以前の仮説以外からの視点による分析

１）周期的
⽉、週、曜⽇、時間

２）特定箇所の固執
特定⽕災報知機箇所へのこだわり

３）感情的
他者介⼊や本⼈の情緒などが関係

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その１】

13

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その２】
記録表

1）周 期 的

2）特定箇所

3）感 情 的

記号・数字で
記入できる
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【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その３】

１）周期的 ⽉別

15

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その４】

１）周期的 週別
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【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その５】

１）周期的 曜⽇別

17

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その６】

１）周期的 時間帯別
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時間帯別

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その７】
⽉別 週別 曜⽇別

19

Ａ区

Ｃ区

Ｂ区

Ｂ区

Ｄ区

Ｅ区

(282)

(18) (6)

(8)

(4)
本⼈居室

【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その８】

( )18ヶ⽉間の区画別鳴動回数

Ａ区 居住棟
Ｂ区 他居住棟
Ｃ区 共有スペース①
Ｄ区 共有スペース②
Ｅ区 共有スペース③

２）特定箇所の固執

(-)
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【 ４.⽕災報知機鳴動⾏為の再分析 その９】

３）感情的 ⾏為後の感情の変化

21

【 ５.再分析結果 その１】

⽕災報知機
の鳴動⾏為

職員に
かまってほしい
要望伝達の⼿段

(コミュニケーション)

怒り・不満・不快の
はけ⼝

当初の仮説では･･･

再分析の結果･･･
徐々に意味合いが
かわってきている
のではないか

１．⾏為は職員が本⼈に気を配れない時間帯
→ １）周期的分析結果より

２．⾏為後の感情は悪くはないことが増えている
→ ３）感情的分析結果より
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⽕災報知機鳴動の⽬的はコミュニケーション⼿段
・・・ではないか︖

【新たなる仮説】

他のコミュニケーション⼿段があればよい
・・・のではないか？

【 ５.再分析結果 その２】

ＡＢＣ分析
三項随伴性（先⾏事象 → ⾏動 → 結果事象）

【⾏動の基本的な分析の枠組みの活⽤】

確認

23

Ａ コミュニケーションツールの確⽴
Ｂ ⽕災報知機の環境設定
Ｃ ⾃⼰所有物であることへの意識強化

【 ６.⽀援⽬標設定】

⽕災報知器を押さなくてもよい環境設定をすると
ともに、Ａさんの欲求を満たすことができるサー
ビスを提供していく。

《仮説に基く⽀援⽅法》

《⽀援の基本的スタンス》
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１）計画

① 個別外出時のインターホン購⼊
（⽀援の基本的スタンス Ａ、Ｃ）

② ⽕災報知器カバーの納品
（⽀援の基本的スタンス Ｂ、Ｃ）

③ インターホン、⽕災報知器カバーの設置
（⽀援の基本的スタンス Ａ〜Ｃ）

④ ⽕災報知器カバーの巡視、記名
（⽀援の基本的スタンス Ｃ）

24

【 ７.⽀援の組み⽴て 計画】

25

２）⽀援実施 １

① 個別外出時のインターホン購⼊
本⼈の中でインターホンの重要性

→ 本⼈の興味をひき偶然を装って
の購⼊

② ⽕災報知器カバーの納品
⼀度設置したが失敗。再破壊の恐れ

→ 本⼈宛の荷物配送（本⼈専⽤）

【 ７.⽀援の組み⽴て ⽀援実施１】
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２）⽀援実施 ２

③ インターホン、⽕災報知器カバーの設置

【 ７.⽀援の組み⽴て ⽀援実施２】

本⼈居室⽤ ⽀援員室⽤ ※写真は既に記名シール貼付け済

インターホン ⽕災報知器カバー

④ ⽕災報知器カバーの巡視、記名
→ 視覚による確認

27

【 ８.⽀援の結果】

⽕災報知器カバー設置約３ヶ⽉後の状況

・15⽇後 カバー⾃然落下（粘着⼒不⾜）による
環境の変化で鳴動させてしまう。

・30⽇後 カバー⾮設置箇所の⽕災報知器を鳴動
させてしまう。

・46⽇後 カバーを破壊し鳴動させてしまう
（修復の範囲内であり、⾏為前に他利⽤

者とのトラブルがあった）
・69⽇後 カバー⾮設置箇所の⽕災報知器を鳴動

させてしまう。
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【 ８.⽀援の結果】

●現状の⽀援の把握、確認
・初めの仮説からモニタリングまで

今回の取組みにかかるプロセスと分析的な
視点での検証のまとめとして

●⾏動の再分析
・⾏動のデータ化、数値化

●違った視点側⾯からの推測仮説

●⽀援の実施、継続

●全ての⽀援計画をリンクした計画策定
・ストレングスの視点から

29

⽀援⽅法活⽤による成功例〜ＡさんのＴＶ〜

【 ９.⽀援の応⽤ その１】

Ａ さ ん
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【 ９.⽀援の応⽤ その２】

Aさんの生活状況記録

月日
不穏状態 火災報知器

環境整備 外 出・その他
時間 場所 行 為 時間 状 況

○月○日（○）

○月○日（○） 6:20 居室 物を投げつける

○月○日（○）

○月○日（○） 火災報知器カバー確認

○月○日（○）

○月○日（○） 14:00 居室 以前購入した雑誌に不満 外出支援（コンビニ）

○月○日（○）
5:30
7:00

居室
支援員室

物を投げつける
粗暴行為（支援員室扉）

6:05 自室の煙感知器破壊による火災報知器鳴動

○月○日（○） 19:30 体育館の報知機をさせる

○月○日（○）

○月○日（○） 火災報知器カバー確認 支援アドバイザー

○月○日（○）

○月○日（○） 20:40 自室の煙感知器破壊による火災報知器鳴動

○月○日（○） 外出支援（コンビニ）

○月○日（○）

○月○日（○）
11:40
12:00

食堂
廊下

威嚇行為（利用者）
物を投げつける

14:00 自室の煙感知器破壊による火災報知器鳴動

○月○日（○）
11:50
12:15

食堂
廊下

食器をひっくり返す
物を投げつける

12:37 他居室(なら)の煙感知器破壊による火災報知器鳴動 火災報知器カバー確認

○月○日（○） 11:00 浴室 プラ製のごみ箱持ち出し

○月○日（○）

●平成◆◆年◆月◆日（◆） 破壊行為（煙感知器）・火災報知器鳴動

起きた行動の予兆(予測でも可) 起きた場面・状況・行動 行動後の対応

11:40 小走りで食堂に入ってきて、他利用者に向かっ
て大声をあげる。表情が険しい

職員がスキンシップを図ると、笑顔を見せる。

12:00 自室で大声で叫び洗濯カゴや空のプラスチック
製引き出しを廊下に投げつける。

歯磨きをして落ち着いてくる。

14:00 火災報知機鳴動。本人居室煙感知器がへこんで
いる状態。

職員が状況確認している最中も、いつもどおり雑誌を見
たり書き物をしている。

時 間 ～ 時 間 ～ 時 間 ～

⽀援⽅法活⽤による成功例〜煙感知器カバー〜

記
録
表
①

記
録
表
②

31

【 ９.⽀援の応⽤ その２ 】

⽀援⽅法活⽤による成功例〜煙感知器カバー〜
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ご清聴ありがとうございました
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