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令和元年度強度行動障害支援者養成研修(実践研修）

令和元年１０月８日

令和元年度強度行動障害支援者養成研修より出典

1 ⽇ ⽬ 1 0 : 1 0 〜 1 0 ︓ 2 0 （ 1 0 分 ）

「強度⾏動障害」に関する対象者の概要

⾏動援護
１１，０３６⼈

短期⼊所（重度障害者⽀援加算） ４，８５０⼈
施設⼊所⽀援（重度障害者⽀援加算） １９，０９８⼈
福祉型障害児⼊所施設（強度⾏動障害児特別⽀援加算） １３⼈

共同⽣活援助（重度障害者⽀援加算）
２，８６９⼈

⾏動障害関連の障害福祉サービス・障害児⽀援の利⽤者
（国⺠健康保険団体連合会データ）

のべ４４，８７５⼈（平成３０年１２⽉時点）

（参考）平成26年度からは、重度訪問介護についても、⾏動援護等の基準と同様の対象者に対して⽀援を提供することが可能となっている。

（⾏動援護、共同⽣活援助、短期⼊所、⽣活介護等を重
複して利⽤する場合があるため、のべ⼈数としている）

重度訪問介護
８０９⼈

放課後等デイサービス（強度⾏動障害児⽀援加算）１，２８９⼈
児童発達⽀援（強度⾏動障害児⽀援加算） ８２⼈

⽣活介護（重度障害者⽀援加算）
４，８２９⼈

「強度⾏動障害」とは
⾃分の体を叩いたり⾷べられないものを⼝に⼊れる、危険につながる⾶び出しなど本⼈の健康を損ねる⾏動、他⼈を叩いたり物を壊

す、⼤泣きが何時間も続くなど周囲の⼈のくらしに影響を及ぼす⾏動が、著しく⾼い頻度で起こるため、特別に配慮された⽀援が必要
になっている状態のこと。
「⽀援の対象者」については
障害福祉サービスを受ける際に⾏う障害⽀援区分の調査に併せて把握する「⾏動関連項⽬」（福祉型障害児⼊所施設の場合は強度⾏

動障害判定基準表」）を⽤いて判定し、⼀定の点数以上となる⼈（24点中10点）に対して⼿厚い⽀援 （下記の図参照）が提供され
る。
強度⾏動障害にいたる前からの⽀援や⾏動改善が⾒られた後における継続的な⽀援が提供できるようにするため、「⾏動援護」は平

成20年、「共同⽣活援助、短期⼊所、施設⼊所⽀援の重度障害者⽀援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げたところ。
また平成３０年度報酬改定において、⽣活介護についても「重度障害者⽀援加算」の対象とし、障害児通所⽀援については「強度⾏動
障害児⽀援加算」を創設した。その結果⽀援対象者が拡⼤している。



平成26年

○平成5年
強度行動障害者特別処遇事業

○平成10年
強度行動障害特別加算費

○平成18年10月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（15点以上）
○平成24年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（8点以上→支援区分10点以上）

平成17年
発達障害者支援センター

平成14年
自閉症・発達障害
支援センター創設

昭和55年
第1種・第2種自閉症児施設
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強度行動障害の施策の経過
昭和55年 平成30年

平成5年
知的障害者
ガイドヘルパー制度

平成15年
移動介護

○平成18年 市町村地域生活支援事業・移動支援事業
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○平成17年 行動援護開始（対象者基準 てんかん＋他9項目において10点以上）

○平成18年10月（区分3以上 てんかん他11項目において10点以上）

○平成20年4月（区分3以上 てんかん＋他11項目において8点以上）

○平成26年4月（支援区分3以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

○平成26年 重度訪問介護の対象拡大(区分４以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

利用者 H19.11 3204人 H20.4 3296人 H22.1  4528人 H28.12  9662人 H29.12  10361
事業所数 739事業所 901事業所 1557事業所 1647事業所

利用者 H23.4  2432人 H24.4  8667人 H28.12  15873人 H29.12  17093人
施設数 308施設 638施設 749施設 800施設
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短期入所 H234  780人 H24.4  1164人 H28.12  3582人 H29.12  4095人
共同生活援助 113人 399人 2080人 2350人
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→
平成26年 発達障害者地域支援マネジャー

平成 平成 平成 平成
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○平成18年10月
短期入所・共同生活援助 重度障害者支援加算

（※Ⅰ，Ⅱの合計人数）

○平成30年4月
生活介護 重度障害者支援加算（Ⅱ）
障害児通所支援 強度行動障害児支援加算
計画・障害児相談支援 行動障害支援体制加算
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障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成25年2月25日

強度行動障害を有する者等に対する支援者の人材育成について

強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に

示すことなどを特徴としており、このため、現状では事業所の受け入れが困難

であったり、受け入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につなが

る可能性も懸念されている。

一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を

伴う行動の回数が減少するなどの支援の有効性も報告されており、強度行動

障害に関する体系的な研修が必要とされている。このため、平成25年度に、研

修の普及を通じて、適切な支援を行う職員の人材育成を進めることを目的とし

て、指導者を養成するための研修を独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園において実施することとした。また、平成25年度予算案において、

都道府県が実施する強度行動障害を有する者等を支援する職員を養成するた

めの研修事業を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目として盛り込んだ

ところであるので、積極的な取り組みに努められたい。



障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成26年3月7日

強度行動障害支援者養成研修について

強度行動障害を有する者に対する支援については、平成25年度に、支援者

に対する研修として、強度行動障害支援者養成研修事業（以下、「基礎研修」と

いう。）を都道府県地域生活支援事業の」「メニュー項目に盛り込んだところで

ある。この基礎研修の指導者を養成するための研修を独立行政法人国立重度

知的障害者総合施設のぞみの園（以下「のぞみの園」という。）において実施し

ているところであるので、活用を図られたい。

また、各事業所での適切な支援のために、適切な支援計画を作成することが

可能な職員の育成を目的とし、サービス管理責任者等に対するさらに上位の

研修（以下「実践研修」という。）を実施するため、平成26年度予算案において、

各都道府県の支援者に対する実践研修を都道府県地域生活支援事業のメ

ニュー項目に盛り込んだところである。実践研修についても、平成26年度より、

指導者を養成するための研修をのぞみの園で実施する予定であるので、積極

的な取り組みに努められたい。

障害福祉サービス等事業所

サービス管理責任者クラスの職員

支援現場の職員
平成25年度～ 強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修） 講義＋演習（12時間）

平成26年度～ 強度行動障害支援者養成研修
（実践研修） 講義＋演習（12時間）

強度⾏動障害⽀援者養成研修について
〇 強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどを特徴としているた
め、現状では事業所の受入れが困難であったり、受入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につな
がる可能性も懸念されている。

〇 一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するな
どの支援の有効性も報告されていることから、地域生活支援事業において、強度行動障害を有する者に対して
適切な支援を行う職員の人材育成を目的とする体系的な研修を実施しているところ。

（指導者養成研修）

○ 基礎研修・実践研修の指導者を養成するための研修を実施

国立のぞみの園

都道府県
○ 障害福祉サービス等事業所の職員に対して、以下のとおり基礎
研修・実践研修を実施



③支援

②支援の計画
（支援の手順書）

①アセスメント

行動観察・情報収集

障害特性の理解

・本人が困っていること
・本人ができる事、強み の把握
・本人の特性

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く

Ｂ．本人ができること、強みを活用する

※ 支援計画は場面ごと、工程ごと
に丁寧に作る必要がある。

Ａ，Ｂを組み合わせた具体的な
ツールの作成や構造化、環境調
整などの支援計画の立案
支援の方向性は基本に忠実に
具体策やツールは個別化する

分析
理解

行動の

・障害特性の理解 ・支援の手順書に基づく支援 ・日々の記録等

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）（実践研修）の位置づけ

支
援
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結
果
等
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
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障害者虐待対応状況調査（平成２４年度〜２９年度）
＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞（抜粋）

⾝体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

H24 19.7% 54.5% 39.3% 1.7% 0.6%
H25 29.2% 79.8% 14.1% 6.4% 1.8%
H26 21.9% 75.6% 13.5% 2.3% 0.0%
H27 16.7% 83.3% 8.8% 2.3% 0.0%
H28 14.4% 68.6% 11.8% 3.6% 0.7%
H29 22.2% 71.0% 16.7% 5.1% 2.7%

21.3% 25.7% 28.8%
21.3%

29.3%

H25 H26 H27 H28 H29

⾏動障害のある者の割合

市区町村等職員が判断した虐待の発⽣要因（複数回答） H27 H28 H29

教育・知識・介護技術等に関する問題 56.1% 65.1% 59.7%

倫理観や理念の⽋如 43.9% 53.0% 53.5%

職員のストレスや感情コントロールの問題 42.0% 52.2% 47.2%

虐待を助⻑する組織⾵⼟や職員間の関係性の悪さ 24.8% 22.0% 19.1%

⼈員不⾜や⼈員配置の問題及び関連する多忙さ 23.0% 22.0% 19.6%

7.1%

6.5%

6.8%

7.1%

6.1%

8.8%

12%

12%

13%

13%

14%

11%

9.3%

13.0%

14.5%

14.5%

19.4%

25.0%

12.3%

10.5%

10.3%

9.6%

5.7%

1.3%

18.8%

19.0%

18.6%

14.5%

17.1%

17.5%

25.0%

24.7%

26.0%

24.4%

27.0%

22.5%

H29

H28

H27

H26

H25

H24

障害者支援施設 グループホーム
放課後等DS 就労継続Ｂ型
生活介護 就労継続A型

・被虐待者の割合は知的障害者が圧倒的に多い。
・⾏動障害のある者の割合は２１％〜２９％割程度を占める。
・虐待の要因は「教育・知識・介護技術等に関する問題」が上位を
占める。

・虐待が認められた事業所種別は「障害者⽀援施設」「グループ
ホーム」「就労継続Ｂ型」「⽣活介護」「就労継続Ａ型」「放課
後等デイサービス」等が上位を占める。

被虐待者の割合

発⽣要因の割合



報酬等における強度行動障害支援者養成研修の評価等

《重度障害者支援加算（Ⅱ）》
① 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置した場合（体制加算） 7単位／日
② 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づ

き、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の支援を行った場合（個人加算） 180単位／日
※ 加算算定開始から90日以内の期間で、個別の支援を行った日について700単位／日を加算
※ 従来の重度障害者支援加算（Ⅱ）を算定していた事業所は、経過措置として、平成31年3月31日までの間は

研修受講計画の作成をすることで、研修を受けた職員以外の配置でも算定を可能とする。

施設入所支援

《重度障害者支援加算》 50単位／日
重度障害者等包括支援の対象者に相当する状態にある者にサービスを提供

※ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者による支援の場合、強度行動障害を有する者に対して10単位
を加算

短期入所

《重度障害者支援加算》 360単位／日
• 重度の障害者が１人以上いる事業所であること
• 生活支援員を加配していること
• サービス管理責任者等のうち1人以上が強度行動障害支援者養成研修（実践）等を受講していること等。ただし

経過措置期間を設け、当該期間中は要件を緩和する
• 事業所の重度の障害者についてのみ算定する

共同生活援助

≪重度障害者支援加算【新設】≫
イ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した場合 （体制加算） ７単位／日
ロ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画
シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合
(個人加算) 180単位／日※加算算定開始から90日以内の期間で、個別の支援を行った日につい
て700単位／日を加算
• 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援

者養成研修（基礎研修）修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別
の支援を行った場合に加算する。

生活介護

《行動障害支援体制加算》 35単位／月
• 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した相談支援専門員を配置
• 専門性の高い支援を実施できる体制を整備し、公表している場合に評価。

計画相談支援・障害児相談

《強度行動障害児支援加算 【新設】》 １５５単位／日
• 強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支

援者養成研修（基礎研修）を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害
児に対して支援を行うことを評価。

障害児通所支援

平成30年度報酬改定における強度行動障害支援者養成研修の評価



行動援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、行動援護従業者養成研修

を修了したものと見なす経過措置について、研修終了者の養成状況を踏まえ、平成33

（2021）年3月31日まで延長する。

行動援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件の経過措置の延長

強度行動障害者支援者養成研修経過措置の延長及び終了について

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了につい
て（事務連絡（平成31年2月27日）要約）

施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設における重度障害者支援加

算及び強度行動障害児特別支援加算については、強度行動障害支援者養成研修終了

者の配置を算定の要件とされているが、平成31年3月31日までの間、研修の受講を予定

している者であれば当該研修を修了しているものとみなす経過措置を執っていた。

「平成30年度強度行動障害支援者養成研修事業実施状況調査について(依頼)」（平

成30年10月５日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）に

おいて、全国の研修受講状況を把握したところ、（中略）経過措置対象者に対して研修修

了が全国的に見込まれることから、予定どおり当該経過措置については終了する。

重度訪問介護の訪問先の拡大(平成３０年４月から）

○ 日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害
者であって、医療機関に入院した者

※障害支援区分６の者
※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応

訪問先拡大の対象者

○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）に
ついて、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応に
つなげる。

○ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本
人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病
室等の環境調整や対応の改善につなげる。

訪問先での支援内容

重度訪問介護
事業所居宅

利用者にあった
体位交換等が
取られなくなる
⇒体調の悪化

現行の訪問先

重度訪問介護
事業所居宅

改正後の訪問先

医療機関における重度訪問
介護の利用を可能へ

医療機関
（入院）

医療機関
（入院）

○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援

が受けられなくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。

・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう

・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱（パニッ

ク）を起こし、自傷行為等に至ってしまう

○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者

の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うこと

ができることとする。



⾝体拘束等の適正化（平成30年度から）
○⾝体拘束等の適正化を図るため、⾝体拘束等に係る記録をしていない場合につい
て、基本報酬を減算する。
≪⾝体拘束廃⽌未実施減算【新設】≫ ５単位／⽇
※療養介護、⽣活介護、短期⼊所、施設⼊所⽀援、⾃⽴訓練、就労移⾏⽀援、就労継続⽀援、共同⽣活援
助、児童発達⽀援、医療型児童発達⽀援、放課後等デイサービス、保育所等訪問⽀援、居宅訪問型児童発
達⽀援、福祉型障害児⼊所施設、医療型障害児⼊所施設等

○障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定障害者⽀援施設等の⼈
員、設備及び運営に関する基準
(⾝体拘束等の禁⽌)
第四⼗⼋条 指定障害者⽀援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利⽤者⼜は他の利
⽤者の⽣命⼜は⾝体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、⾝体的拘束その他利⽤者の⾏動を制
限する⾏為(以下「⾝体拘束等」という。)を⾏ってはならない。
２ 指定障害者⽀援施設等は、やむを得ず⾝体拘束等を⾏う場合には、その態様及び時間、その際の利
⽤者の⼼⾝の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

（１） やむを得ず⾝体拘束を⾏う場合の３要件
①切迫性︓利⽤者本⼈⼜は他の利⽤者等の⽣命、⾝体、権
利が危険にさらされる可能性が著しく⾼いこと

②⾮代替性︓⾝体拘束その他の⾏動制限を⾏う以外に代替
する⽅法がないこと

③⼀時性︓⾝体拘束その他の⾏動制限が⼀時的であること

（２） やむを得ず⾝体拘束を⾏うときの⼿続き
① 組織による決定と個別⽀援計画への記載
② 本⼈・家族への⼗分な説明
③ 必要な事項の記録

障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成26年3月7日

地域における強度行動障害を有する者に対する

体制の強化について

平成26年4月から、重度訪問介護の対象拡大により、在宅の行動障害を有す

る者が利用できる障害福祉サービスに重度訪問介護が加わることとなる。これ

により、在宅の行動障害を有する者の支援に携わる相談支援、行動援護、重

度訪問介護等の事業所間の連携や発達障害者支援センターによるこれらの事

業者に対するコンサルテーション等も重要となることから、都道府県及び指定都

市におかれては、発達障害者支援体制整備における発達障害者地域支援マ

ネジャーを活用するなど、地域支援体制の強化にご留意いただきたい。

参考



発達障害については、支援のためのノウハウが十分普及していないため、各地域におけ
る支援体制の確立が喫緊の課題となっている。このため、市町村・事業所等支援、医療機
関との連携や困難ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援セン
ターの地域支援機能の強化を図り、支援体制の整備を推進。

発達障害者支援センター

市町村

発達障害者支援体制整備（地域生活支援事業）都道府県等

●相談支援（来所、訪問、電話等による相談）
●発達支援（個別支援計画の作成・実施等）
●就労支援（発達障害児（者）への就労相談）
●その他研修、普及啓発、機関支援

①アセスメントツールの導入
②個別支援ファイルの活用・普及

事業所等

対応困難ケースを含めた
支援を的確に実施

困難事例の対応能力の向上全年代を対象とした支援体制の構築

（求められる市町村の取組） （求められる事業所等の取組）

医療機関

①専門的な診断評価
②行動障害等の入院治療

身近な地域で発達障害に関する
適切な医療の提供

（求められる医療機関の取組）

発達障害者地域支援マネジャーが中心

体制整備支援 医療機関との連携困難ケース支援

地域支援機能の強化へ

【課題】
中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等
のバックアップや困難事例への対応等が、センターへの
直接の相談の増加等により十分に発揮されていない。

・原則として、センターの事業として実施
・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可

●発達障害者支援地域協議会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修
●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター（コーディネータ）

発達障害者支援センターの地域支援機能の強化

地域を支援するマネジメントチーム

参考



⽀援を組み⽴てるための基本

1 ⽇ ⽬ １ ０ : ２ ０ 〜 １ １ ︓ ２ ０ （ ６ 0 分 ）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

基礎研修について

強度⾏動障害の⽀援においては、個別⽀援計画や居宅介護計画といった⼤まかな
⽀援内容では、適切な⽀援を⾏うことができません。障害特性に配慮した留意点を
整理し、⽇々の⽇課と各活動の詳細を決め、時間単位で各活動をどのような流れで
⾏っていくかを詳細に記した「⽀援⼿順書」が必要になります。強度⾏動障害⽀援者
養成研修の基礎研修のゴールは、①「⽀援⼿順書」に記されている内容を正確に理
解し、⼿順通りに遵守できることです。と同時に、②⽀援内容の概要や必要な利⽤者
の⾏動を随時記録し、それをまとめて報告することができることの２点になります。

基礎研修は、⾏動上の問題を抱えることで、強度⾏動障害になりやすい、⾃閉スペク
トラム症のある⼈の困り感や困難さについて、体験も含めて理解すること、また基本的
な障害特性を理解して「⽀援⼿順書」に沿って適切な⽀援ができるようになることを⽬
標としています。



基礎研修が⽬指すもの

① 「⽀援の⼿順書」に書かれている内容とその根拠を理解する

② 詳細な⼿続きまで⼿順通りにルールを守る

③ ⽀援内容の概要や利⽤者の⾏動を記録し報告する

実践研修は、⽀援現場の経験を踏まえて、⽀援の内容を⾃ら組み⽴て、チーム内に
指⽰を出す⼈たちを養成することを想定しています。⾏動上に課題を抱える⼈たちの
⽀援について、⽀援の⾒⽴てを⾏い、計画を作成し、チーム内で⽀援内容を共有して
いくことができる⼈は⾮常に重要です。実践研修では、障害特性についてさらに理解を
深め、本⼈の状態や本⼈を取り巻く環境のアセスメントを⾏い、適切な⽀援⽅法や環
境への配慮を考え、現場の⽀援者が適切な⽀援を共通して⾏うための⽀援⼿順書を
作成することができるようになることを⽬指しています。

実践研修について

実践研修のゴールは、サービス管理責任者が作成した個別⽀援計画を読み込み、詳
細な⽀援⼿順書を作成し、⽀援の担当者（基礎研修修了者）にその⽅法を正確
に伝達できることです。⽇々の⽀援結果の記録⽅法についても指⽰を⾏い、⼀定期
間の⼿順で実施した⽀援結果を取りまとめ、サービス管理責任者と⽀援の変更や継
続について検討することも重要となります。



実践研修が⽬指すもの

① サービス管理責任者が作成した個別⽀援計画を読み込み、「⽀
援⼿順書」を作成する

② 「⽀援⼿順書」のサービス提供⽅法について正確に伝達し、⽇々の
⽀援結果の記録⽅法についても的確に指⽰する

③ ⼀定期間の⼿順で実施した⽀援の結果を取りまとめ、サービス管
理責任者と相談し、⽀援⽅法の変更や継続について議論する

講義内容（⽀援を組み⽴てるための基本）

① －⽀援を組み⽴てるための基本的な流れ

② －障害特性と⾏動についての再確認



Ⅰ︓⽀援⼿順書の意義

Ⅱ︓ＰＤＣＡサイクルの流れ

Ⅲ︓チームアプローチの重要性

Ⅳ︓⽀援⼿順書の役割と⽀援の統⼀

Ⅴ︓障害特性の再確認

この時間で学ぶこと

Ⅵ︓⾏動の意味を理解する

アセスメント→プランニング（⽀援⼿順書）→⽀援の実施→記録（再アセスメント）→再プランニング（⽀援⼿順書の修正）

Ⅰ︓「⽀援⼿順書」の意義

⾏動障害が軽減し、落ち着くことで、その場での⽣活を継続させ
るために「⽀援⼿順書」があるわけではない

かかわる⽀援者が統⼀した対応を⾏うことで⾏動障害が軽減し、
地域での⽣活を実現させるために「⽀援⼿順書」がある

⾏動障害の軽減＝それがゴールではない



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（9:50）→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）

10:45-
11:00

お茶
休憩

【スケジュール3︓お茶休憩】
作業室→静養室（スケジュール）→⼿洗い→静養室（お茶休憩） →アラーム→作業室

11:00-
11:45

班別
活動

【スケジュール4︓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）→静養室

11:45-
12:45

昼⾷
昼休み

【スケジュール5︓昼⾷】
静養室（スケジュール）→⼿洗い→静養室（スケジュール）→⾷堂（昼⾷）→静養室（休憩）

12:45-
13:30

散歩 【スケジュール6︓散歩】
アラーム（12:45）→トイレ→静養室（スケジュール）→⽞関（靴の履き替え）→公園→⽞関
（靴の履き替え）→静養室（スケジュール）→⼿洗い→静養室（休憩）

13:30-
14:35

⾃⽴
課題

【スケジュール7︓⾃⽴課題×2回】
アラーム（13:30）→作業室（⾃⽴課題15分）→静養室（休憩15分）→アラーム→作業室
（⾃⽴課題15分）→静養室（休憩20分）

14:35-
15:00

帰り 【スケジュール8︓帰宅】
アラーム（14:35）→トイレ→静養室（スケジュール）→静養室（着替え）→⽞関（靴の履き替
え）→送迎

【連絡事項】
 活動の切り替えは静養室で⾏います。原則として活動ごとにスケジュールを確認します。
 静養室での休憩の終わりはアラームで知らせます。
 ロッカーは静養室に移動しました。着替えは静養室で⾏ってください。
 熊⾕さんと動線が重ならないように注意してください（特に朝、休憩時間）
 ⾃⽴課題終了後、帰りの準備をするまでに20分間の休憩が⼊ります。

【問合せ事項】

「⽀援⼿順書」の例｜（⽂字）

知的障害を伴う⾃閉スペクトラム症のＡさん

配慮されない環境、⽀援のもとでは・・・

「迷う」「混乱する」「すべきことが分からない」

適切な⼿段が分からない、不快適な環境

激しい⾏動で⾃分の気持ちを表す＝強度⾏動障害

「⽀援⼿順書」と社会参加の関係｜「⽀援⼿順書なし」

Ａさんの社会参加が阻害されてしまう

「⽀援⼿順書」なし



知的障害を伴う⾃閉スペクトラム症のＡさん

配慮された環境・⽀援のもとでは・・・

迷わない、混乱しない、すべきことが分かる

快適な環境

適切な⾏動、充実した活動、安定した⽣活

⽀援⼿順書と社会参加の関係｜「⽀援⼿順書」あり

Ａさんの社会参加が進む

「⽀援⼿順書」あり

サービス等
利⽤計画

【作成者】

相談⽀援専⾨員

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

個別⽀援計画と⽀援⼿順書の関係

強度⾏動障害の⽀援においては、個別⽀援計画や居宅⽀援計画といった⼤まかな⽀援内
容では、適切な⽀援を⾏うことが難しい。障害特性に配慮した留意点を整理し、⽇々の⽇課
や各活動の詳細を決め、時間単位で各活動をどのような流れで⾏っていくかを詳細に記した
「⽀援⼿順書」が必要となる。



記録･報告

P

DC

A

Ⅱ︓ＰＤＣＡサイクルの流れ

必要に応じてサビ管
と相談しつつ計画を
⽴てる

「⽀援⼿順書」に
沿って実施する

⾏動の背景にある
ニーズを分析する

記録をまとめ、皆で
振り返る

「⽀援⼿順書」
の作成と把握

「⽀援⼿順書」
の作成と把握

記録･報告

P

DC

A

ＰＤＣＡサイクルの流れ｜２周⽬以降

個別⽀援計画の修
正・継続を判断する

⾏動の背景にある
ニーズを分析する

記録をまとめ、皆で
振り返る

「⽀援⼿順書」に
沿って実施する



PLAN︓計画

DO︓実⾏

CHECK︓評価

ACTION︓分析

ＰＤＣＡサイクル｜起点はアセスメント

PDCAサイクルの起点はアセスメント

アセスメント
アセスメント

P

DC

A

計画

実⾏

分析

評価

アセスメントをする⽬的－①

●医学的な診断（知的障害や⾃閉スペクトラム症）の次に、その診断名がどのような
特性を持っているか、アセスメントしていく必要がある

●どのような特性があるのか、その特性があることによって、発達上や⾏動上の問題にど
ういうことがあるのか、⼀⼈ひとりについて知っていく必要がある

●障害特性の理解に基づいたアセスメントが必要
→ 障害特性についてよく理解していなければ、アセスメントはできない

●⽀援計画を個別化していくためには、⼀⼈ひとりの違いを⾒定めることが必要

⽬的① → ⽀援計画を個別化し、個別⽀援計画を作成するため



アセスメントをする⽬的－②

●チームで取り組むためにも、アセスメント結果の共有が必要

●⾃閉スペクトラム症の⼈の⽀援で特に⼤切なことは、統⼀した⽀援を提供することが
⼤切

●そのためには、チームで仕事をする時に、バラバラなやり⽅にならないように配慮しなけ
ればならない→そのためにアセスメントがある

●その⼈の苦⼿さに対し、こういう苦⼿さを持っているため、何をどのように⽀援すべきか
決まった形で⽰すことができれば(⽀援⼿順書）、共有して⽀援を提供することができ
る

●アセスメントをしないと、⼈の⾒⽅によって、対応が変わっていくということが起こってしま
う

⽬的② → アセスメントの結果を共有し、チームで取り組むため

アセスメントをする⽬的－③

●その⼈にとって必要なことを個別化する

●「⽀援⼿順書」は、⼀⼈の思いやその場の思いつきではなく、客観性のある資料に基
づいて作成される必要がある

●提供した⽀援の効果を検証する
→ 「⽀援⼿順書」の根拠やその⽅法には妥当性があったのか（客観的な視点、合理
的な視点）

●エビデンスの重要性

⽬的③ → ⽀援の⽬標や提供するサービスを決めるため



アセスメントをする⽬的－④

●エビデンスに基づかない的外れな⽀援を⼀⽣懸命やっていて、「これだけ頑張っている
んだから」と⾔い訳をするのはもう昔のはなし

●適切な⽀援を、適切なタイミングで、適切な量を提供できるように⼼がけていくために
は、アセスメントが必要でありかつ重要である

⽬的④ → 適切な⽀援を提供するため

ＰＤＣＡサイクル

● PLAN→アセスメント情報に基づき、⼀⼈ひとりの違いを⾒定め、根拠（エビデン
ス）に基づいた客観性ある⽀援の計画を作成する

●DO→計画したことを実施する（適切なアセスメントを踏まえて実施）
→計画を意識して⽀援する
→⽀援記録を残す（再評価＝再アセスメントをするために）

●CHECK→⽀援計画実施後の結果を評価する
→記録に基づいて、客観的に評価する

●ACTION→評価に基づいて分析する
→次の⽀援計画を⽴案する

◇ＰＤＣＡサイクルをグルグルと回して⽀援計画の最善を⽬指していく



Ⅲ︓チームアプローチの重要性

● チームで仕事をする時に「⽀援の⼿順」を作成することで、混乱がないように同じ伝
え⽅をすることができる

●チームで仕事をする時は、関わりをなるべく変化させないことが⼤切

●変化の適応が苦⼿、抽象的概念の取り扱いが苦⼿というように⾔われている⾃閉
スペクトラム症の⽅は、⽀援者が提供する⽀援の微妙なズレでも混乱することを考慮
する

●ある⼈の⽀援と、違う⼈の⽀援は微妙に異なるということで、利⽤者は確実に混乱
してしまう

●そのようなことを防ぐためにも、アセスメントを⾏うことで、⽀援する側が「⽀援⼿順
書」を整理し、統⼀した⽀援を提供することが⼤切

Ⅳ︓「⽀援⼿順書」の役割と⽀援の統⼀

● 個別⽀援計画といった⼤まかな⽀援内容では、⽀援計画を⾏うことは難しい

●障害特性に配慮した留意点を整理し、⽇々の⽇課や各活動の詳細を決め、時間
単位で各活動をどのような流れで詳細に⾏っていくかを詳細に記した「⽀援⼿順書」が
必要となる

●「⽀援⼿順書」は客観性のある資料に基づいて提供される必要がある

●⽀援⼿順書の根拠やその⽅法には妥当性があったのか（客観的な視点、合理的
な視点について根拠はあったのか、）→エビデンスが求められる

●チームで仕事をする時に、「⽀援の⼿順」を作成することで、混乱がないように同じ
伝え⽅をすることができる

→「⽀援⼿順書」を遵守する



①無知

⑤差別

③誤解

④偏⾒⑥排除

②無理解

⼼のバリアフリー︓負の連鎖を解く鍵（藤村）2005

Ⅴ︓障害特性の再確認

障害特性を知らないとどうなるのか 知らないと、●●しちゃう

負の連鎖は何故⽣じるのか︖

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

強度⾏動障害は
特性と環境のミス
マッチから⽣じる

強度⾏動障害

本⼈の障害特性に
合わせたサポート
を考える

氷⼭モデル

かんしゃく、奇声、他害、⾃傷、パニック
不適切な⾏動、つよいこだわり・・・など

⽔⾯下の要因に着⽬するコミュニ
ケーション社会性

想像⼒ 感覚

認知・記憶 注意・集中 運動・姿勢



なぜ、特性を理解する必要があるのか①

●障害特性は、「強み」と「弱み」に⾔い換えることもできます。「強み」は⽀援に活かす
ものであり、「弱み」は⽀援者が歩み寄るところと⾔えます。よって障害特性の把握にお
いては、「強み」と「弱み」の両⾯を整理しておくことが重要です。

「強み」 → ⽀援に活かすもの
「弱み」 → ⽀援者が歩み寄るところ

●⾃閉スペクトラム症の⽅々は、少数派です。特にその学習スタイルは、多数派と⼤き
く異なります。障害特性を整理し把握することで、どのような学習スタイルを持っている
のか把握し、整理することができます。

なぜ、特性を理解する必要があるのか②

●⾃閉スペクトラム症の⼈たちの学習スタイルに合わせた⽀援を展開することで、適切
に学ぶことができ、強度⾏動障害という状況に陥ることなく、より良い⽣活を送ることが
出来ます。

●ですから、私たちは⾃閉スペクトラム症の⼈たちの特性を常に学び、⽀援の基盤に
置く必要があるのです。

●配慮するべき点をしっかりと押さえ、「強み」を整理することがポイントになります。



視点①︓社会性の特性

◇対⼈関係を持つことや、維持することが苦⼿
→関⼼の乏しさや激しさ、⼀⽅通⾏

◇集団の中での振る舞いに関する苦⼿さ
→集団での⽴ち位置、⼈混みの苦⼿さ、集団意識の把握

◇年齢相応の常識を捉えることが苦⼿
→空気が読めない、善悪の判断や危険に関する認識が苦⼿
→教えられなくても⾃然に⾝につく社会の了解事項
→⾔葉をそのままに受け取ってしまう

お⾵呂⾒てき
てくれる？

⽌めてない
じゃない！

⾃分がすべきことが明確であれば、集団への適応が増します

OK

視点②︓コミュニケーションの特性

◇発信と理解のアンバランス
◇特定の他者にメッセージを伝えたり、他者が伝えているメッセージを
解釈したりする⾏為が苦⼿

→「伝え合う」という⼈と⼈のやりとり＝相互作⽤が苦⼿

◇話の全体のニュアンスを理解することが苦⼿
◇⾔葉以外の意味を把握することが苦⼿
◇⾮⾔語コミュニケーションの苦⼿さ（表情や視線）

自 他

受容のコミュニケーション

表出のコミュニケーション

自閉症の人から見たコミュニケーション

やりとり（相互作用）

コミュニケーションは話し⾔葉だけではありません、⽬に⾒える
ツールを活⽤することで、伝達度が増します



視点③︓想像⼒の特性

◇「⽬の前に存在しないものを取り扱うことが」＝「想像⼒」が苦⼿
◇漠然とした⾒通し、急な予定変更、新規場⾯が苦⼿
◇結果として、決め事や興味・関⼼が偏ってしまう

→ けれど、それがとても好きなこともある
◇段取りを適切に組んだり、優先順位をつけることが苦⼿
◇何となく、だいたいも、苦⼿

⽬の前に存在する視覚的な情報があると、分かりやすさが増します

興味関⼼の対象への思いが、強みになることも多くあります

視点④︓感覚の特性

感覚過敏と感覚鈍⿇

◇聴覚刺激に対する反応
◇視覚刺激に対する反応
◇触覚刺激（⽪膚、温度）に対する反応
◇臭覚刺激に対する反応
◇味覚刺激に対する反応
◇その他、前庭覚刺激（揺れなど）に対する反応等

感覚障害の対応には様々な⼯夫が求められます

感覚に関する反応が、⼼⾝の状況や調⼦のバロメーターと
なることも多くあります



視点⑤︓認知・記憶の特性

◇複数の情報を同時に処理することが苦⼿
→ 同時に２つ以上のことをすることが苦⼿

◇学習に関する不均衡（⽂字・数・マッチング）
◇その⼈独⾃の理解の仕⽅がある
◇物事の関係性を捉えたり、時系列など整理したりすることが苦⼿
◇フラッシュバック（消えない記憶）
◇⻑期記憶やワーキングメモリー（今やっていることの記憶）などの強さと弱さの

アンバランスさがある

ひとつずつの情報や課題を処理することは得意です
視覚的な情報に強みを持っています
視覚的に際⽴った記憶⼒を有していることもあります

視点⑥︓注意・集中の特性

◇他者と感じ⽅を共有したり共感することが苦⼿
◇注意を持続することに偏りがある
◇注意を向ける範囲に偏りがある
→ 狭く深い
→ 注意を別な⽅向に向けることが困難

◇視野⾃体の狭さ、⾒る⽅向の独特さ
◇視野の狭さや⾒る⽅向の独特さがある

⼈とは異なる着眼点を持っていることがあります

⾒るべきところや、終わりが明確に⽰されたら、注意を向けやすくなります



視点⑦︓運動・姿勢の特性

◇⼿指機能の不器⽤さを⽰す⼈もいる
◇⾝体の使い⽅のアンバランスさがある⼈もいる
◇姿勢の維持が難しい⼈もいる
◇発汗がうまくいかず、体温調整が難しい⼈もいる

様々な対応を考えることが重要です

⼿⼯芸等の制作活動に⻑けている⼈もいます

（例）他者を叩いてしまうＡさん
Aさんを、個⼈因⼦だけみれば…
・乱暴な⼈
・かっとなりやすい⼈
・対⼈関係の困難さを持つ⼈

Aさんを、環境因⼦とのかかわりの中で
みると…
・遊びたいおもちゃを友達が使っているときに叩
いている
⇒「貸して」と発⾔するなどの適切な表出コミュ
ニケーションが未学習、誤学習の可能性がある

Ⅵ︓⾏動の意味を理解する



❍⾏動のほとんどは、私たちが⽣まれて以来積み重ねら
れた経験の中で獲得されています。経験によって⾝につ
けた⾏動を、いつ、どこで、どのように実⾏すれば良いか
も経験によって学んでいるのです。このように、経験に
よって何かを学び、それまでできなかった⾏動ができるよ
うになったり、⾏動の仕⽅を変えたりすることを学習と呼
ぶ。

→勉強という意味ではない。勉強も学習の１つであるが、
知識や技術に限らず、あらゆる⾏動が経験によって学
ばれるシステム全体を「学習」と呼ぶ。

学習とは

強度⾏動障害といわれる⾏動のほとんど
は、環境とのかかわりの中で学習された
⾏動と⾔われる。

⾏動は学習の結果



『未学習』
幼少期や学齢期において、適切な⾏動を⾝
につける⼒があるにもかかわらず、周囲の
無理解や不適切なかかわりによって⾝につ
けることができないままに育ってしまうこ
と。
未学習であるために、その場に相応しい⾏
動が取れなかったり、⾃分の希望や気持ち
を適切な⽅法で周囲に伝えることができな
い。

⾏動は学習の結果︓未学習

『誤学習』
未学習のままでいると、本⼈は何とか⾃分の
希望や気持ちを伝えようとして⾃分なりの⾏
動を取る。
その⾏動が他害や物壊しのようなかたちで現
れると、周囲はその⾏動を⽌めようと無理や
り制⽌したり、逆に本⼈の希望することを何
でも認めてしまう。
すると、本⼈はますます激しい⾏動で⾃分の
希望や気持ちを表したり、どのようなときも
そのような⾏動で⾃分の希望や気持ちを表す
ようになってしまう。（＝強度⾏動障害）

⾏動は学習の結果︓未学習から誤学習へ



強度⾏動障害が現れている⼈たちの中に、
⼀定の割合で⾃閉スペクトラム症の⼈たち
がいる。
⾃閉スペクトラム症の⼈たち・⼦どもたち
は学べないのではない。
学ぶ⼒は持っているが、本⼈に分かりやす
く学ぶ機会が少ない。
本⼈に分かりやすい学びかた（学習スタイ
ルとも⾔う）に合わせて、適切な⾏動を学
んでいくことが⼤切。

⾏動は学習の結果によるもの

課題となる⾏動のほとんどは、
環境とのかかわりの中で学習された⾏動

発達障害のある⼈は様々な⾏動を⽰し、⼀般の⼈があまり⽰さないような⾏動（常同⾏動やこだわりなど）や
困った⾏動（⾃傷、他害、⾃⼰刺激⾏動など）がみられることがある

大衆の中で
くるくる回り続ける

水道の水で遊ぶ

食べられないものを
口にする

人を叩く

大声を出す

物を投げる

人を押す

環境とのかかわりの中で⾏動を捉える

適切な⾏動を学んでいくこと
で改善していくことが可能
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ABC分析（機能分析）は、応⽤⾏動分析（ABA︔Applied Behavior Analysis）という科学的⽅法
論に基づいている。ある⾏動について、そのきっかけとなる「A:⾏動の前の刺激や出来事（Antecedents)」「
B︓⾏動（Behavior)]「C:⾏動の結果（Consequences)」の３つの要素から考え、その⾏動の機能(⽬
的）を分析するという⽅法。

【ABC分析】

Antecedent Behavior Consequence
⾏動の直前に起きた

出来事
（きっかけ）

⾏動 その⾏動の後に
起きた出来事

（⾏動の結果）

「⾏動」に時間的に先⽴って存
在し、⾏動を引きだす
きっかけとなる刺激を指す

⾏動した結果、環境から与え
られる応答（フィードバック）
を指す

⾏動の機能（⽬的）を分析する

Antecedent Behavior Consequence

お腹が空いた のぞみレストラ
ンに⾏く

サービスが良く
料理もおいしか

った

この後、のぞみレストランに⾏くようになる︖⾏かない︖

（きっかけ） （⾏動） （⾏動の結果）

ABC分析



Antecedent Behavior Consequence

お腹が空いた のぞみレストラ
ンに⾏く

サービスが悪く
料理もおいしく

なかった

この後、のぞみレストランに⾏くようになる︖⾏かない︖

（きっかけ） （⾏動） （⾏動の結果）

ABC分析

A B

C

きっかけ ⾏動

⾏動の結果

お腹が空いた のぞみレストランに⾏く

サービスが良く、料理もお
いしかった

⾏動の法則を理解する

⾏動の増加と⾏動の減少（強化と弱化）

⾏動の結果C
サービスが悪く、料理も

おいしくなかった

以後の⾏動が増える

以後の⾏動が減る

強化

弱化



強度⾏動障害のある⽅への⽀援を⾏う中では、時には課題とな
る⾏動に対して⼾惑いを感じることが多くあります。私たち⽀援員
からすれば、怪我のリスクもある、「困った⼈」というイメージを抱き
やすい状態です。
しかし、強度⾏動障害のある⽅の課題となっている⾏動には、裏
にコミュニケーションとしてのメッセージが隠されていることが多くあり
ます。強度⾏動障害のある⽅は、その障害特性とこれまで歩んで
きた環境と合わさって、本⼈独特の表現⽅法（課題となっている
⾏動）に頼らざるを得ない状況にいます。そういった視点で⾒れ
ば、実は「困っている⼈」だということが⾒えてきます。

なぜ、その⾏動を起こすのか︖①

課題となっている⾏動の裏には、コミュニケーションとしてのメッセージが隠れている

応⽤⾏動分析学では、⾏動には４つの機能があるとしています。
強度⾏動障害のある⽅は、それぞれの表現⽅法により、４つの
機能を⼈に伝えようとしています。

⑴物や活動の要求（欲しい物を⼿に⼊れる）
⑵注⽬の要求（⾃分に⼈の視線を集める）
⑶逃避の要求（NOという意思表⽰）
⑷感覚刺激の要求（その⾏動⾃体が、本⼈にとって、⼼地よい

刺激となっている）

なぜ、その⾏動を起こすのか︖②

課題となる⾏動には４つの機能があり、４つのどれかによって強化されている



４つに分類した⾏動の機能

４つに分類
した⾏動の機能

物や活動の要求

注⽬の要求

感覚の要求

逃避の要求

A B Cきっかけ ⾏動 ⾏動の結果

（Case１）三⼦さんはお菓⼦が⼤好きです。ある⽇、⽗がスーパーマーケットに買い物に連れて⾏き、「昨⽇お菓⼦を買ったから、今⽇は買わないよ。」と⾔ったとたん、店中
に聞こえるくらい⼤声で泣き、床に寝そべって⼿⾜をバタバタさせ暴れ出しました。他のお客さんの迷惑になると思い、「１つだけね。」というと、すぐに泣き⽌みお菓⼦を⼿に取り
ました。

⽗と買い物中、
お菓⼦は買わないといわれる ⼦どもが⼤声でわめきちらす お菓⼦を買ってもらえる

物や活動の要求
物や活動の要求の機能



A B Cきっかけ ⾏動 ⾏動の結果

（Case２）次郎くんは、お⺟さんが⾷事の準備を始めると、⼤きな⾳がするほど⾃分の頭を叩く⾃傷⾏動をしてしまいます。お⺟さんは、⼤きな⾳と奇
声に驚き駆け寄って、次郎くんに声を掛けます。次郎くんは声を掛けられ関わってもらえると、⾃傷⾏動をやめることが出来ますが、お⺟さんがいなくなると
また始めてしまいます。

⺟が⾷事の準備をしている
（⺟の注⽬なし）

⼦どもが頭を強く叩く
⺟が駆け寄ってきて

話しかける
（⺟の注⽬あり）

注⽬の要求
注意獲得の機能

B C行動 後続事象

A B Cきっかけ ⾏動 ⾏動の結果

（Case３）四郎くんは注射が⼤嫌いです。医師が注射を取り出すと、奇声をあげ、暴れ始めます。職員数名で⼿⾜を抑えても、暴れ続け、注射が出
来る状況ではない為、延期となりました。

注射が中⽌になる
（嫌な活動なし）

医師が注射を取り出す
（嫌な活動あり）

⼦どもが⼤声で
わめき暴れる

逃避の要求
回避・逃避の機能



A B Cきっかけ ⾏動 ⾏動の結果

することがない状況
（感覚刺激なし）

髪の⽑を抜く 感覚を得られる
（感覚刺激あり）

（Case４）太郎くんは、することがないときや⻑時間⼀⼈でいるときに⾃分の髪の⽑を抜く⾃傷⾏為をし続けてしまいます。
しかし、本⼈の好きなテレビを⾒ている時やおやつを⾷べている時は、⼀⼈でいても⾃傷⾏為をしてしまうことはありません。

感覚刺激の要求
⾃⼰刺激の機能

⾏動の機能を⾒る視点を⼊れることで、課題となる⾏動を持つ
⼈たちの「声なき声」に気づき、彼らが何を伝えたいのかを、冷静
に⾒ることができます。困りごとを理解し、⽀援に繋げることができ
るのです。

なぜ、その⾏動を起こすのか︖③

⾏動の機能を⾒ることで、声なき声に気づき、⽀援に繋げることができる



注⽬要求
の機能

物や活動
の要求機能

感覚要求
の機能

⼈とやりとりがある（コミュニケーションの機能）

逃避要求
の機能

物や⼈の注意を獲得している

⼈の注意獲得 物の獲得

物や⼈の注意か
ら逃避している

⼈とやりとりがない

⾏動の機能を推定して⽀援計画に結びつける
⾏動問題の機能を推定するフローチャート



⽀援⼿順書の作成プロセス
アセスメントの⽅法①

1 ⽇⽬ １１ : ２０〜１２︓２０（６ 0分）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

この時間で学びたいこと
• これまで⾏動障害が現れやすい⼈たちへの⽀援においては、

「障害特性に合わせた⽀援が必要であること」
「⽀援者が統⼀した⽀援をすること」

が⼤切であることを確認してきました。

• この時間では、⽀援者が統⼀した⽀援を実施するために必要
な、障害特性に合わせた⽀援⼿順書の作成⽅法を学びます。

• また、PDCAサイクルの流れで⽀援を改善していくために必
要な、記録に基づく⽀援⼿順書の修正⽅法を学びます。



演習の流れ

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分
アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習１ 演習２

演習３

演習４

演習３

演習５・講義２

演習１ アセスメントの⽅法①



演習の流れ
アセスメントの

⽅法①
60分

アセスメントの⽅法②

90分
アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習１

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分

ⅰ）事例の紹介（STさんの外出）
ⅱ）基本情報の⼊⼿

「基本情報シート」について
ⅲ）インフォーマルアセスメント

「特性確認シート」とは
「特性確認シート」の作成

アセスメント
の⽅法



STさんは、グループホームに住む重度知的障害を
伴う、⾃閉スペクトラム症の男性です。

平⽇はグループホームから⽣活介護事業所に通い、
休⽇は週１回、⾏動援護でヘルパーさんと外出して
います。

STさんのある⽇の外出⾵景を⾒ながら、STさんが
安⼼して外出ができる⽀援を考えてみましょう。

ⅰ）事例の紹介 STさんの外出

STさんの外出場⾯

① 予定を確認する ヘルパーさんが、ＳＴさんに今⽇の予定を伝えます。

② 移動する グループホームを出てハンバーガーショップに向かいます。

③ 購⼊する ハンバーガーショップに着き、⾷べるものを注⽂し購⼊します。

④ ⾷べる 席について⾷べます。

⑤ ⽚づける ⾷べたものを⽚づけます。

⑥ 帰宅する グループホームに戻ります。

ハンバーガーショップへ⾏こう︕



①ＳＴさん（利⽤者）
②ヘルパー︓カメラマンの次に頻度の⾼いヘルパー(１回／⽉)
③カメラマン︓普段最も⽀援頻度の⾼いヘルパー(１回／週)
④お客さん ︓初対⾯の⾒学者
⑤⽇中活動事業所スタッフ︓

グループホームに来ることは、まれ
外出同⾏も、まれ

※画⾯ではわかりにくいですが④⑤も少し後ろから同⾏しています。

ある⽇の情報
「その場にいる⼈」

２Ｆ 畑
パワードーム

商店街

商店街

住宅街

グル―プ
ホーム

空き地

住宅街

ハンバーガー
買いに
⾏きまーす︕

グループホームからパワードームの道順

所要時間
⽚道徒歩
10分程度

⾞の通りが少ない道

バス通り 交通量が多い道



ⅱ）基本情報の⼊⼿
「基本情報シート」について

参考シート
「STさん基本情報シート」A4

それぞれの事業所にある
基本情報を記載したシート。
フェイスシート
プロフィールシート
聞き取りシート

など。

※この演習では、STさんについて
分かる情報のみ記⼊しています。

ⅲ）インフォーマルアセスメント



アセスメント
・アセスメントとは︖
「評価」や「実態把握」

・基本的なアセスメント情報
「医学的な診断」「障害⽀援区分」「療育⼿帳」など

実際の⽀援には、
⽀援の内容に直結
する詳しい情報が
必要

「フォーマルなアセスメント」
・知能検査、発達検査など標準化さ
れた検査

「インフォーマルなアセスメント」
・⽇常の観察やインタビューによっ
て得られる情報

※この研修では、「特性確認シート」を使います

「特性確認シート」とは

参考シート「⾒本⽤特性確認シート」A3

⽀援者や保護者などが、普段の観察により、

本⼈の⾃閉スペクトラム症の障害特性につ

いて確認をする、インフォーマルなアセス

メントシート



「特性確認シート」

ここに書かれている
様な⾏動をヒントに

【1】

どんなことに
困っている
のかを探り
【2】

必要な⽀援や
配慮を整えます

【3】

「特性確認シート」

⽀援に活⽤できそうな本⼈の「強み」をピックアップ



「特性確認シート」の作成

STさんの外出場⾯①「予定を確認する」を使って、
アセスメントを⾏います。

１．「予定を確認する」場⾯の動画を視聴した後、「現れている⾏動の
例」をチェック☑し、「具体的な⾏動」を記⼊する。

２．「その⾏動の背景にある要因として考えられること」をチェックする。
３． 有効だと考えられる「⽀援のアイデア」をチェックする。
４． ⽀援に活⽤できそうな本⼈の「強み」をピックアップする。

まずは講師がやってみます

１．「予定を確認する」場⾯の動画を視聴し、

「現れている⾏動の例」をチェック✔し、

「具体的な⾏動」を記⼊します。



「現れている⾏動の例」をチェック✔します

「具体的な⾏動」を記⼊します
まず、⾏動が現れている時の、「場⾯」を書き出します。



「具体的な⾏動」を記⼊します
次に、⾏動が現れている時の、“場⾯”に対するSTさんの「⾏動」や「反応」を書きます。

「具体的な⾏動」を記⼊します
最後に、⽂章にします。



２．「その⾏動の背景にある要因とし
て考えられること」をチェック
✔します。

⾏動の背景にある要因を考えます



３．「⽀援のアイデア」をチェック✔
します

⽀援のアイデアを確認します



４．「強み」を書き出します

「強み」(ストレングス)とは

⽀援をするときに活かせそうな、本⼈の能⼒
や環境

障害特性も「リフレーミング」により強みになる場合も
ある。

その⼈が元来持っている強さに注⽬し、それを
引き出して活⽤していこうとする考え⽅

※ストレングスモデル



（参考）リフレーミング

ある枠組み（フレーム）で捉えられている物事を、枠
組みをはずして違う枠組みで⾒ること

今までの考えとは「解釈を変える・視点を変える」
「違った⾓度からアプローチする」ことにより、誰も
が潜在的に持っている能⼒を使って、意図的に⾃分や
相⼿の⽣き⽅を健全なものにし、ポジティブなものに
していく。

「⽔をどのくらい飲めましたか︖」

「全然飲めていない
ですね。」

「早く飲んでくださ
いよ。」

リフレーミングの例

半分も飲めている 半分しか飲めていない

「あと少しで飲み終
わりますね。」

「頑張ってますね。」

【ポジティブ】 【ネガティブ】



リフレーミングの例
 動作が遅い
 ⼤雑把
 頑固、融通がきかない
 気が散りやすい
 ⾃⼰中⼼的
 ⼼配性
 ⾃分勝⼿
 作業が雑
 集団で⾏動できない
 飽きっぽい
 しつこい
 ⼈に流されやすい

 ⼀つ⼀つ丁寧にできる
 ⼩さいことが気にならない
 強い意志を持っている
 好奇⼼旺盛
 ⾃分のことを⼤切にできる
 先のことを予測できる
 主体的に⾏動できる
 ⼤まかなことはできる
 1⼈で⾏動できる
 気持ちの切り替えが早い
 ねばり強い
 状況把握ができている

リフレーミングの考え⽅の⼤切さ

問題・課題解決において

①「できない理由」ではなく「どうやったらできるか」
を考えるようになる

② その⼈⾃⾝を変えようとするのではなく、環境、
⽀援⽅法を変えるようになる

③ ピンチをチャンスに変える思考習慣が⾝につく

リフレーミングは、問題、課題への対応⽅法を考えると
きに⽤いることが多い。



本⼈の情報の中から、
⽀援に活かせそうな本
⼈の「強み」をピック
アップします。

☆得意なこと・強み・できること・好きなことなどの欄に記載
します。



⽀援のアイデアに活かせそうな内容を転記します。



⽀援⼿順書の作成プロセス
アセスメントの⽅法②

1 ⽇ ⽬ １ ３ : ２ ０ 〜 １ ４ ︓ ５ ０ （ ９ 0 分 ）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

演習２ アセスメントの⽅法②



演習の流れ

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分

アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習２

アセスメント

ⅰ）インフォーマルアセスメント
○「特性確認シート」の作成

ⅱ）特性確認シートを⽀援⼿順書につなげる
○「氷⼭モデル」について
○「氷⼭モデル」の作成

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分



ⅰ）インフォーマルアセスメント

「特性確認シート」の作成

使⽤シート「個⼈ワーク⽤特性確認シート」A3
参考シート「 STさん基本情報シート 」 A4

今度は、個⼈で作成します

STさんの外出場⾯③「購⼊する」、④「⾷べる」を使って、
「コミュニケーションの特性」をアセスメントします。
※個⼈で作成するのは、③か④の場⾯のいずれかひとつです。

１．「購⼊する」、「⾷べる」場⾯の動画を視聴した後、「コミュニケー
ションの特性」部分の「現れている⾏動の例」をチェック☑し、
「具体的な⾏動」を記⼊する。

２．「その⾏動の背景にある要因として考えられること」をチェックする。
３． 有効だと考えられる「⽀援のアイデア」をチェックする。
４． ⽀援に活⽤できそうな本⼈の「強み」をピックアップする。



③「購⼊する」の「特性確認シート」を作成する⼈、
④「⾷べる」の「特性確認シート」を作成する⼈を、
所属グループごとに分けます。

③「購⼊する」

④「⾷べる」

１．「コミュニケーションの特性」部分の「現れている
⾏動の例」をチェック☑し、「具体的な⾏動」を
記⼊します。



③「購⼊する」

次のような⾏動に注⽬してみましょう。

④「⾷べる」

次のような⾏動に注⽬してみましょう。



③「購⼊する」
「［２］その⾏動の背景にある要因として考えられる
こと」をチェックします。

④「⾷べる」
「［２］その⾏動の背景にある要因として考えられ
ること」をチェックします。



有効だと考えられる「⽀援のアイデア」を
チェックします。

「強み」を記⼊します。



「特性確認シート」の作成

使⽤シート「グループワーク⽤特性確認シート」A3
今度は、グループで作成します

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使ってグループでアセ
スメントをします。

１．グループで⾃⼰紹介

２．役割分担（司会・記録・発表）

３．個⼈ワークの共有

４．グループでまとめる

ⅱ）特性確認シートを⽀援⼿順書
につなげる



氷⼭モデルについて

参考シート「STさん特性確認シート」A3
「 ⾒本⽤氷⼭モデルシート」A4

⾏動の背景を知るための「氷⼭モデル」

氷⼭の⼀⾓
=⽬にみえる部分
⽬に⾒える部分だけに対応を
しても問題は解決しない。

⽔⾯下に⼤きな塊がある
=⽬にみえない部分

⽬に⾒えない部分を理解して
アプローチすることで、表⾯
に出ている問題が⼩さくなる。



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

氷⼭モデルシート

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

氷⼭モデルシート

強度⾏動障害

強度⾏動障害は特性
と環境のミスマッチ
から⽣じる

本⼈の障害特性に
合わせたサポート
を考える



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

氷⼭モデルシート

強度⾏動障害

強度⾏動障害は特性と
環境のミスマッチから
⽣じる

本⼈の障害特性に
合わせたサポート
を考える

特性と環境のミ
スマッチが減り、
⾏動障害が改善
していく

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

課題となる⾏動を記⼊する

課題となっている⾏動を記⼊します



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

特性確認シートより
【２】⾏動に関連す
る障害特性(その⼈の
要因)を記載する

本⼈の特性を記⼊します

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

⾏動に関係する環境や
前後の状況を記載する

環境・状況を記⼊します



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

特性確認シートの【３】「⽀援のアイデア」より⽀援
に有効な⽅法を記載する

必要なサポートを記⼊します

「氷⼭モデルシート」の作成

１．課題となる⾏動を設定して記⼊する。
２．特性確認シートより⾏動の背景にある要因

として考えられる本⼈の特性を記⼊する。
３．動画より関連する環境や状況を記⼊する。

①「予定を確認する」を使って氷⼭モデルを作成し
ます。

まずは講師がやってみます



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

①場⾯「落ち着いて予定を確認できない。」

１．課題となっている⾏動を記⼊します

２．特性確認シート【２】より⾏動の
背景にある要因として考えられる
ことを記⼊します。



STさん特性確認シート

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

①場⾯「落ち着いて予定を確認できない。」

⾒えないものの理解が難しい
視線や雰囲気から読みとるのは苦⼿
である
どこを⾒たらいいか、どこで活動し
たらいいかわからない
情報の多いものやその処理が苦⼿で
ある



３．動画より関連する環境や
状況を記⼊します。

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

①場⾯「落ち着いて予定を確認できない。」

ヘルパーは⾔葉で説明している
いつもと違う状況で説明している
気になるものが多い

⾒えないものの理解が難しい
視線や雰囲気から読みとるのは苦⼿
である
どこを⾒たらいいか、どこで活動し
たらいいかわからない
情報の多いものやその処理が苦⼿で
ある



「氷⼭モデルシート」の作成

使⽤シート「個⼈ワーク⽤氷⼭モデルシート」A4
今度は、個⼈で作成します

１．課題となる⾏動はあらかじめ設定している。
２．特性確認シートより関連する障害特性を記⼊する。
３．動画より関連する環境や状況を記⼊する。

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使って個⼈で氷⼭モ
デルを作成します。

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

③場⾯「⾷べたいものを購⼊できない。」
④場⾯「ゆっくり落ち着いて⾷べられない。」

１．課題となっている⾏動を記⼊します。



２．「特性確認シート」より関連する「障害特性」を記⼊します。

課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

③場⾯「⾷べたいものを購⼊できない。」
④場⾯「ゆっくり落ち着いて⾷べられない。」

２．「特性確認シート」より関連する「障害特性」
を記⼊します。



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

③場⾯「⾷べたいものを購⼊できない。」
④場⾯「ゆっくり落ち着いて⾷べられない。」

３．動画より関連する「環境や状況」を記⼊し
ます。

「氷⼭モデルシート」の作成

使⽤シート
「グループワーク⽤氷⼭モデルシート」A3

今度は、グループで作成します

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使ってグループで
氷⼭モデルを作成します。

１．個⼈ワークの共有
２．グループでまとめる



⽀援⼿順書の作成プロセス
⽀援⼿順書の作成

1 ⽇ ⽬ １ ５ : ０ ０ 〜 １ ７ ︓ ３ ０ （ １ ５ 0 分 ）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

演習３ ⽀援⼿順書の作成
⽀援⼿順書の作成①



演習の流れ
アセスメントの

⽅法①
60分

アセスメントの⽅法②

90分
アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習3

ⅰ）⽀援⼿順書の作成（STさん）
○氷⼭モデルの完成
○活動の⼿順を決める
○⽀援者の動きや必要な配慮を考える

⽀援⼿順書の
作成

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分



ⅰ）⽀援⼿順書の作成(STさん)
※今回使⽤するシートは、⾏動援護での⽀援⼿順書
の⼀例です。⽀援⼿順書に、決まった様式はあり
ません。

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯の氷⼭モデルを
完成させます。

「氷⼭モデルシート」の作成
グループで作成します

１．特性確認シートの「⽀援のアイデア」を根拠に必要
なサポートを記⼊する。



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

①場⾯「落ち着いて予定を確認できない。」

ヘルパーは⾔葉で説明している
いつもと違う状況で説明している
気になるものが多い

☑本⼈が理解できる⾒える情報（⽂章,単語,絵,写真,シンボル,具体物など）で伝える
→「 」

（例）

特性確認シートの「⽀援の
アイデア」の内容を根拠に
して具体的なサポートの⽅
法を記⼊する。

⾒えないものの理解が難しい
視線や雰囲気から読みとるのは苦⼿
である
どこを⾒たらいいか、どこで活動し
たらいいかわからない
情報の多いものやその処理が苦⼿で
ある

外出する

予定を確認する

移動する

購⼊する

⾷べる

⽚づける

帰宅する

スケジュールを考える（場⾯を分ける）

「外出する」という活動を、
場⾯ごとに分けてみます。

活動の⼿順を決める



スケジュールを考える
（場⾯を分ける）

外出する

予定を確認する

移動する

購⼊する

⾷べる

⽚づける

ゴミをトレイに⼊れる

トレイをゴミ箱へ持って⾏く

ゴミを分別する

ゴミをゴミ箱に捨てる

トレイを戻す

帰宅する

⼿順を考える（⼯程を分ける）

「⽚づける」という場⾯を、
⼿順ごとに分けてみます。



⼿順を考える
（⼯程を分ける）

⾝近なことの⼿順を考えてみましょう

カップラーメンを作る⼿順
を考えてみましょう。

１．
２．
３．
４．
５．
.
.
.



活動の⼿順を考える

使⽤シート「個⼈ワーク⽤⽀援⼿順書」A4
・購⼊する場⾯ ・⾷べる場⾯

今度は、個⼈で作成します

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使って⼿順を考
えます。

１．⼿順（⼯程）を考えて⽀援⼿順書に記⼊します。

１．⼿順（⼯程）を考えて⽀援⼿順書に
記⼊します。



活動の⼿順を決める

使⽤シート「グループワーク⽤⽀援⼿順書」A3
・購⼊する場⾯ ・⾷べる場⾯

今度は、グループで作成します

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使ってグループ
で⼿順を決めます。

１．個⼈ワークの共有

２．グループでまとめる

⽀援者の動きや必要な配慮を考える

今度は、個⼈で作成します

１．必要なサポートを根拠に、⽀援者の動きや
必要な配慮を記⼊する。

２．当⽇の事前準備を記⼊する。
３．当⽇までに準備しておくことを記⼊する。

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使って、個⼈で⽀援
⼿順書を記⼊します。



課題となっている⾏動

（環境・状況）（本⼈の特性）

必要なサポート

１．必要なサポートを根拠に、⽀援者の動きや必要
な配慮を記⼊します。

１．必要なサポートを根拠に、⽀援者の動きや必要
な配慮を記⼊します。



２．事前準備を記⼊します。
当⽇までに準備しておくことも考えます。

（１）事前に外出先で確認しておくこと

（２）⽀援ツールなど事前に作っておく
もの・⽤意しておくものなど

⽀援者の動きや必要な配慮を考える

今度は、グループで作成します

１．個⼈ワークの共有

２．グループでまとめる

③「購⼊する」、④「⾷べる」場⾯を使ってグループで
⽀援⼿順書を完成させます。



発 表

1. 活⽤した氷⼭モデルの必要なサポート

2. 当⽇までに準備しておくこと

3. 当⽇の事前準備の内容

4. 活動の⼿順と⽀援者の動きや必要な配慮

演習３ ⽀援⼿順書の作成
⽀援⼿順書の作成（２）



記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分

⽀援⼿順書の
作成

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

アセスメント
の⽅法

演習の流れ

演習3

ⅰ）事例の紹介（AHさん）

ⅱ）強度⾏動障害に対応する⽀援を組み
⽴てる

⽀援⼿順書の
作成

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分



強度⾏動障害への⽀援の基本は、氷⼭モデルなどを活⽤し、本⼈
の障害特性に配慮した予防的な⽀援を組み⽴てることです。

その他にも、⾏動がどのような状況で⽣じ、どのような結果をもたらし
ているかという点に注⽬する⽀援⼿順書の作成⽅法もあります。

そこでここからは、⾏動が起きている「状況」と「結果」に注⽬する
⽀援⼿順書の作成⽅法、具体的には

「⾏動記録⽤紙」 と 「ストラテジーシート」
を使った⽀援⼿順書の作成⽅法をご紹介します。

ⅰ）事例の紹介

名前︓ＡＨさん

年齢︓37歳

性別︓男性

診断名︓⾃閉スペクトラム症

IQ:30

利⽤サービス︓施設⼊所⽀援・⽣活介護



ＡＨさんは、普段は職員との⾔葉遊びを要求したり、ゲー
ムの話をしたりと、他者とのコミュニケーションを楽しん
だりしています。職員からほめられるとうれしそうな表情
をします。⽸コーヒーに付いているシールを紙に貼って喜
んでいる様⼦もうかがえます。

しかし、⾏動が停⽌すると表情が厳しくなり、⽿をふさい
で、時には数時間も同じ姿勢でいることもあります。促す
と激しい他害⾏為に及ぶこともあります。また、洋服を
破ってしまう事も頻回にあり、破った洋服を持ってきては
着替えの要求をします。突発的な⾃傷⾏為もあり壁に頭突
きをしたり、⾃分の顔をこぶしで殴って⻭が折れることも
ありました。

⽂字を使ったスケジュールやデジタル時計の理解はできま
す。コーヒーや⽢いお菓⼦が好きで、飲んだり⾷べたりし
ている時にはうれしそうな表情をしています。

ⅱ）強度⾏動障害に対応する⽀援を
組み⽴てる
参考シート
「⾏動記録⽤紙」A4
「ストラテジーシート」A4
「AHさん⾏動記録⽤紙」A4（⾃⽴課題の時に⾃分の顔を叩く）
「AHさん⽀援⼿順書」A4

強度⾏動障害に対応する⽀援を組み⽴てる⼿順の例

１．ターゲットとする⾏動の決定

２．⾏動に名前をつける

３．⾏動を記録する

４．⾏動の機能を推定する

５．ストラテジーシートの作成

６．⽀援⼿順書の作成



課題となっていてアプローチしたい⾏動を
決めます。

複数の⾏動ではなく、ひとつの⾏動に絞っ
てアプーチすることが⼤切です。

⼿順１．ターゲットとする
⾏動の決定

AHさんは⼀⽇に何度も⾃分の顔を叩いてしまう（以下、
⾃傷）ことがあります。そこでどのような時に⾃傷
が多いか確認してみると、⽣活介護事業所で⾃⽴課題
をしている時に多いことが分かりました。
AHさんは作業能⼒も⾼く、⾃⽴課題は嫌いではない
ようですが、最近、なぜか⾃⽴課題をしている時に、
⾃傷が続いています。⾃傷をし始めると⾃⽴課題が
できなくなり、できなくなったことを後から気にする
様⼦も⾒られます。

AHさんのターゲットとする⾏動

今回は、⾃⽴課題の時に⾃分の顔を叩いてしまう⾏動を
取り上げます。



⾏動を具体化し名前を付けることで、

・課題となる⾏動が明確になります。
・課題を共有・共通理解しやすくなります。
・⼀貫した対応がしやすくなります。
・記録がしやすくなります。
・対応の効果（増減）がわかりやすくなります。

⼿順２．⾏動に名前をつける

・やさしく、簡単かつシンプルで、誰もがイメージ
しやすい⾔葉で設定します。

・抽象的でなく、何をしているかを明確にします。
（×）パニックになる
（○）床に寝そべって奇声をあげる

・否定形ではなく、何をしているかを明確にします。
（×）指⽰に従わない
（○）朝の散歩に誘うと床に寝転ぶ
（○）作業中に部屋を出ていく

・本⼈の尊厳を傷つけるような⾔葉は避けます。
（×）ウンチを顔に塗ってよろこぶ

⾏動に名前をつけるときのポイント



「⾃⽴課題の時に⾃分の顔を叩く」

ＡＨさんのターゲットとした⾏動の名前

⼿順３．⾏動を記録する
強度⾏動障害への⽀援を組み⽴てるうえでは、
「⾏動の具体的な記録を取る」ことが有効です。
⾏動の具体的な記録を取ることで、
・起こる場⾯が予測可能になる
・⾏動の機能が推定できる
・起きていない場⾯に潜む良い条件に気づく
・対応の準備がしやすくなる
・指導やアプローチの成果がわかる
ここでは「⾏動記録⽤紙」を使⽤します。



「⾏動記録⽤紙」

「⾏動記録⽤紙」

①② ③

⾏動記録⽤紙は記載が多いほど良いですが、ある程度標準的な流れが⾒えて
きたら記録した⾏動の分析を⾏います。



AHさんの「⾏動記録⽤紙」

その他の記録⽅法の例



①髪の毛を引っ張る ②突然触る ③いやがることを言う

③

③
③

③
③ ③

③

②

②

②

②

②

②

② ②

②①

①

①

①
①

①

起こりやすい
時間がわかる

起こりやすい
パタンがわか

る

ⒸMASAHIKO  INOUE

スキャッタープロットによる記録

ⒸMASAHIKO  INOUE

⾏動観察シートによる記録



アプリによる記録

近年は、タブレットやスマートフォンで⾏動
の記録ができるアプリが開発されています。

アプリで⾏動の記録を取ることで、
・記録の⼿間が省⼒化できる。
・データとして蓄積ができる。
・グラフなどの出⼒が簡単にできる。
などのメリットがあります。

「知的障害や発達障害のある⼈の⾏動上の困難を
解決・⽀援していくための⽀援者⽤記録アプリ
です。⽀援者が定義した⾏動を⽇常的に記録し、
グラフ化することで治療効果をモニターするこ
とができます。」

（アプリの例）
「Observations（オブザーベーション）」

井上雅彦先⽣（⿃取⼤学）



４つに分類した⾏動の機能

４つに分類
した⾏動の
機能

⼿順４．⾏動の機能を推定する

物や活動の要求

注⽬の要求

感覚の要求

逃避の要求

ＡＨさんのターゲットとした⾏動の機能

注⽬要求
の機能

物や活動
の要求機能

感覚要求
の機能

⼈とやりとりがある（コミュニケーションの機能）

逃避要求
の機能

物や⼈の注意を獲得している

⼈の注意獲得 物の獲得

物や⼈の注意か
ら逃避している

⼈とやりとりがない



「ストラデジーシート」とは
ストラテジー（Strategy）とは「戦略・⽬的達成のた
めの⽅策・⽅法」の意味です。

ストラデジーシートは⾏動をもとに⾏動障害の背景を
考え、対応策を考えるのに適しています。

ストラテジーシートは、⾏動への対応をチームで考え、
共通理解するときに活⽤できるフレームワークです。

⼿順５．ストラテジーシートの作成

「ストラテジーシート」

ⒸMASAHIKO  INOUE



ストラテジーシートの作成⽅法
※①〜⑦の順に記⼊します。

①② ③

④
⑤

⑥

⑦

ストラテジーシートの作成⽅法
※それぞれの項⽬の内容

①ターゲットとした⾏動
を記載する
⾏動記録⽤紙(B)の内容

②⾏動記録⽤紙(A)の内
容を要約して記載する。

③どの機能にあたるか記載する。

④望ましい⾏動を具体
的・肯定的に、本⼈を
主語にして記載する。

⑤どんな状況・⼿だてがあ
れば、望ましい⾏動をして
もらえるか記載する。

⑥良い⾏動をしたときに周
りがどうするか記載する。
興味関⼼を考慮する。

⑦うまくいかなかったと
きの⼿だてを記載する。



⾃⽴課題の時に⾃分の顔を叩く

【AHさんの場合】

ストラテジーシートに基づく
⽀援⼿順書の例

⼿順６．⽀援⼿順書の作成



⽀援⼿順書の作成プロセス
記録の分析と⽀援⼿順書の修正①

２ ⽇ ⽬ ９ : ３ ０ 〜 １ ０ ︓ ３ ０ （ ６ 0 分 ）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

演習４
記録の分析と⽀援⼿順書の修正①



演習の流れ

アセスメントの
⽅法①

60分

アセスメントの⽅法②

90分
アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習４

ⅰ）記録に基づく⽀援の振り返り
○⽀援の振り返りと修正の重要性
○STさんの⽀援の記録

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分



ⅰ）記録に基づく⽀援の振り返り

■正確なアセスメントの難しさ

本⼈はコミュニケーションや⾃分⾃⾝で振り返るこ
とが苦⼿（⾃閉症の特性）

⽀援現場には誤学習や混乱を助⻑する環境がある場
合もある

⽀援の振り返りと修正の重要性



⽀援者は、できるだけ客観的な情報を集め、
仮説に基づき⽀援を考える。
（＝⽀援⼿順書の作成）

⽀援を実施し、結果を振り返るプロセスの中
で成果を確認し、アセスメントを深める
（＝⽀援⼿順書の修正）

スモールステップでより良い⽀援を作り上げ
ていく。

■⽀援の修正（再構造化）の重要性

実施した記録が
重要

STさんの⽀援の記録

使⽤シート「 個⼈ワーク⽤STさん⽀援⼿順書」A4
「グループワーク⽤STさん⽀援⼿順書」A3

今度は、個⼈で作成します

１．⽀援⼿順書の確認

２．動画の視聴

３．⽀援⼿順書の記録の記⼊



STさんの⽀援⼿順書

⽀援⼿順書の記録
の記⼊



１．役割分担（司会・記録・発表）
２．個⼈ワークの共有

今度は、グループワークをします

⽀援⼿順書の記録の共有



⽀援⼿順書の作成プロセス
記録の分析と⽀援⼿順書の修正②

２⽇⽬ １０ : ３０〜①１１︓３０（６ 0分）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

演習５
記録の分析と⽀援⼿順書の修正②



演習の流れ
アセスメントの

⽅法①
60分

アセスメントの⽅法②

90分
アセスメント
の⽅法

⽀援⼿順書の
作成

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分

⽀援⼿順書の作成（１）

120分

⽀援⼿順書の
作成（２）

30分

演習5・講義2

記録の分析と
⽀援⼿順書の
修正

ⅰ）⽀援⼿順書の修正
〇⽀援⼿順書の記録の確認
〇⽀援の修正の⽅向性
〇⽀援の振り返りシートの記⼊
〇⽀援⼿順書の修正

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正①
60分

記録の分析と⽀援
⼿順書の修正②
60分



ⅰ）⽀援⼿順書の修正

⽀援⼿順書に沿って⽀援を実施した際の、本⼈のそれ
ぞれの⾏動について、記録に基づいて確認する。

⽀援⼿順書の記録の確認



⽀援を継続する。
⽣活の中で広げていく。

⽀援内容を分析し、より
効果的な⽀援を検討する。
より⾃⽴できるよう⼿直
しする。
⽀援を⾒直す。
構造化や介助の度合いを
上げる。

それぞれの⾏動ごとに⾒ていくことで、
⼿直しのポイントがつかみやすい

１.⾃⽴して取り組める。
期待した成果がでて
いる。

２.少し⼿助けが必要。
⼗分ではないが成果
がでている。

３.全くできない。
成果がでない。

⽀援の修正の⽅向性



記録に基づく振り返りのポイント
成果 ・⽀援することで、期待された効果があったか

例︓⾃傷⾏為が減る、⾃⽴して活動に取り組める

本⼈の理解 ・⽀援の内容や使⽤したツールについてご本⼈の理解
例︓カードの意味がわかる、選択ができるなど

本⼈や家族の
納得の度合い ・⽀援についてご本⼈や家族の納得の度合い

実施のスムーズさ ・計画に沿って⽀援現場で継続して実施できているか

⽀援者の関わり⽅ ・ご本⼈への教授の仕⽅、促しかた、フェードアウト

その他観察できた
特性

・⽀援の中で観察できたご本⼈の特性
例︓終わりがわかると集中できる、情報が多いと混乱し

やすい

成果
・プラスの成果を踏まえて⽀援のステップアップの検討する。
・マイナスの成果を踏まえて⽀援を修正する。
・本⼈の⾃閉症の特性やスキルを再確認する。

本⼈の理解 ・本⼈の理解度に合わせたツールを使⽤する。
・本⼈が理解しやすい環境設定をする。

本⼈や家族の
納得の度合い

・本⼈、家族のニーズを再確認する。
・家庭と事業所の認識の違いを埋める。

実施のスムーズさ
・必要な時間に⽀援者を確保する。
・タイムスケジュールを⾒直す。
・必要に応じて上⻑に相談する。

⽀援者の関わり⽅
・⽀援⼿順書の内容を周知徹底する。
・過⼲渉になっていないか再確認する。
・本⼈の特性やスキルに合わせた伝え⽅の再確認。

その他観察できた
特性 ・観察できた⾏動、特性を今後の⽀援に活⽤する。

⽀援の修正の⽅向性



⽀援が本⼈の実際のスキルと合っているかを、
普段関わっているスタッフが短時間に現場で
実施できるインフォーマルアセスメントです。

（参考）
「スキルの確認（スキルの評価）」

○コミュニケーション（受信・発信）について
・⾔葉がどのくらい理解できているか
・嫌なときなどの表現の仕⽅
・活動の選択ができるか など

○認知について
・活動のやり⽅やルールを理解できているか
・スケジュールやタイマーなどの意味を理解できているか
・どのような視覚情報だと理解できるか
・⽂字、数字、⾊、⽮印 など

〇取り組み⽅について
・⽀援者の指⽰や⼿助けについての理解
・課題や指⽰には前向きに応じれるか など

スキルの確認の例



「⾏動が改善されたので⽀援をやめる・・・」
・⾃閉症の特性は変わらない、⽀援をやめるこ
とで元の状態に戻りやすい（時間差がある場
合も）。

・本⼈の学習の度合いや変化を踏まえ慎重に検
討を。

・特性を踏まえより⽣活に合った形に。

⼿直しする際の留意点

⼿直しする際の留意点

「⾃⽴しないといけない・・・」

・すべての活動を⾃⽴して取り組むことが難し
い⼈もいる。

・⽀援を受けながら、できる部分は⾃⽴する。
・⾃閉症の⼈は疲れやすい⼈も多い。本⼈にか
かる負荷にも注意。



「⽀援を広げる」
・うまくいった内容を他の場⾯に広げていく。
・特定の⽀援者から複数の⽀援者が関われる
ように。

・アセスメントできた特性や⼿順を活かす。
・より⾃⽴できるように。

⽀援⼿順書をより良いものに

⽀援の⽬的は強度⾏動障害が減
ることでなく、地域社会で豊か
に暮らせること

「⽀援の振り返りシート」の記⼊

「グループワーク⽤⽀援の振り返りシート」A3

今度は、グループで⾏います

記載できないところは空欄



⽀援⼿順書の修正

「グループワーク⽤
STさん⽀援⼿順書修正⽤」A3

今度は、グループで⾏います

※修正⽤の⽀援⼿順書に修正点を書き込みます。

１．⽀援の振り返りシートの記⼊
２．記⼊した1を⾒ながら、⽀援

⼿順書を修正

３．発表
●⽀援の振り返りシートの内容
●⽀援⼿順書の修正内容

まとめの講義

１．強度⾏動障害が現れている⽅への⽀援は、アセ

スメントに基づいた本⼈の障害特性を理解して、

根拠のある⽀援を組み⽴てることが基本です。

２．強度⾏動障害が現れている⽅への⽀援は、⽀援

者が統⼀した⽀援をすることが重要。そのため

に⽀援⼿順書を作成する必要があります。



３．⽀援⼿順書に基づいた⽀援を振り返り、改善し

てくことが重要です。PDCAのサイクルでより

良い⽀援の実施を⽬指します。

４．職員のために強度⾏動障害を改善することが⽬

的ではなく、本⼈の⽣活の質が上がることが⼤

切です。

まとめの講義



組織的なアプローチ
-組織的なアプローチの重要性-

2 ⽇ ⽬ 1 1 ︓ 3 0 〜 1 2 ︓ 1 0 （ 4 0 分 ）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

はじめに
• 2012年10⽉1⽇︓『障害者虐待防⽌法』の施⾏
• 2013年から強度⾏動障害⽀援者養成研修の実施
・被虐待者の中で⾏動障害を伴う⼈たちが多くを占めている
・強度⾏動障害⽀援者養成研修では毎年2万⼈を超える⽀援者が修了
・しかし、2017年度の被虐待者666⼈中、⾏動障害のある⼈の割合は
29.7%と減少していない…
⇒⾃閉症・発達障害の特性理解に基づく⽀援が提供されていない…

・その為、強度⾏動障害⽀援者養成研修修了後の継続した現任研修の必要性
⇒特に、福祉事業所における組織的な継続した研修と実践が重要︕

公器としての社会福祉法⼈・事業所が⾏動障害のある⼈たちへの適切な
⽀援を提供して、その⼈たちの社会参加を⽬指すことが責務としてある



私たちは何故存在するのか︖
(Ｗｈｙ)

社会福祉法における
社会福祉法⼈の役割と機能

•主たる担い⼿

【役割】

• ⾃主性

• サービスの質の向上

• 事業運営の透明性

【機能】

【第24条 経営の原則】
•社会福祉事業の主たる担い⼿
①⾃主的に経営基盤の強化
②サービスの質の向上
③事業経営の透明性を図る



社会福祉法⼈の社会的役割

第24条

経

営

の

原

則

【⼈と社会の変⾰】

(「⾮営利組織の経営」 ドラッカー)

【社会の公器】

地域の福祉課題を解決し、必要とされるサービス

を創造する為の、地域の全ての⼈々の財産・資源

【先駆的・開拓的役割】

制度の⾕間にある福祉課題を解決する為に必要な

サービスの創造・⽀援モデルの発信

私たちは何を成すべきなのか︖
(Ｗｈａｔ)



公器としての
社会福祉法⼈の使命と役割
•⾃らの組織の使命を果たす
•地域社会に貢献する(社会福祉法⼈は地域の財産)
•制度に向き合うのではなくニーズに向き合う
•そして、制度を活⽤する
•地域社会で⽀援を必要としている⼈々に対する
⽀援サービスの提供を⾏う

•地域社会において必要とされている⼈材(財)を
確保し、育成する

•組織の成⻑を⽬指す
(地域における様々なニーズや課題に対応できる)

どのような価値を⽣み出すのか︖
(Ｈｏｗ)

-オペレーション⼒(現場⼒)を⾼める-



組織の価値を⽣み出すのは
現場にある

理念

使命

ビジョン

現場⼒

⼈材確保

育成

•どんなに素晴らしい組織としての「理
念」「使命」「ビジョン」があっても、
それを実現するのは現場⼒にある

•組織のトップは「組織の価値を⽣み出
す主役は現場であり、その下⽀えする
存在である」ことを認識した組織マネ
ジメントをすることが重要である

•実⾏⼒のある組織は「能動的に問題発
⾒し、解決する現場」を持っている

（遠藤功著「現場⼒を鍛える」）

実⾏⼒のある組織とは︖
(「現場⼒を鍛える」遠藤功著より)

“当たり前”のことを、全員が最後までやりきること

【結果を出している企業に共通する“当たり前”のこと】
1 結果を出すのは⾃分たちだという強い⾃負、誇り、当事者意識を現場が持っている

2 現場が会社の戦略や⽅針を正しく理解、納得し、⾃分たちの役割を認識している

3 結果を出すために、組織の壁を越えて結束、協⼒し、知恵を出し合う

4 結果が出るまで努⼒を続け、決してあきらめない

5 結果を出しても驕らず、新たな⽬標に向かってチャレンジし続ける



⾏動障害者⽀援に
組織的に取り組むことの重要性

1.組織的に取り組む意義・重要性
【組織的に取り組むこと】
集合研修だけでは、⽀援現場での般化のハードルが⾼い

【地域で⽀えるという視点】
⽣活・労働・余暇などを含めて、地域で⽀える

【⽀援のベクトル合わせをして⽀援】
組織としての⽅向性(理念・ミッション・⽀援者としてのコアバリュー)

【チームで統⼀した⽀援の視点を持つ】
⽇中と夜間 etc.

・組織で取り組むことで、他の関係機関と組織的、計画的な連携が図られる

・職員を研修に派遣する時には、派遣職員に対して、組織としての⽬的や
役割期待を明確に⽰し、それを伝えることが重要
⇒職員の成⻑が組織としての成⻑に繋がる



2.組織的に取り組むことが出来ない
阻害要因とは︖

•理念・ミッション・ビジョンが組織内に浸透していない(⽀援に落とし込まれていない)

•理念・ミッション・ビジョン・中期計画に基づいた⼈材確保と育成、定着⽀援に課題

理念・ミッション・ビジョン

•⾃閉症、⾏動障害、⼈権擁護等、組織のトップも含めた管理者研修に課題

管理者研修

•強度⾏動障害⽀援者養成研修を受けても、どう実践していいか分からない

•組織としての⼈的余裕が無い…組織的理解が得られない…

組織としてのあり⽅

•社会の変化、制度の変化、ニーズの変化に組織として対応できない

組織としての変化が出来ない

3.阻害要因を取り除くには、
何を成すべきか︖

•組織マネジメント

•計画的な⼈材(財)育成

•現場を下⽀えする組織運営
※組織の下に⾃分⾃⾝を置くという、
トップとしての価値観とそれに基づく実践を⾏う



4.⾏動障害のある⼈への
適切な⽀援を実現する
組織的アプローチの基本は︖

• OJTを基本としたスーパービジョンの仕組み
※⽀援者の育ち、組織の育ち、バーンアウトさせない

• スーパービジョンを担うスーパーヴァイザーの養成

• 外部スーパーヴァイザー、コンサルテーションの導⼊、活⽤

• チームによる⽀援
※⽀援についての共通理解が重要
(特性理解、アセスメント、個別的な⽀援マニュアル etc.)
そして、個別⽀援について
徹底してPDCAサイクルを回し続けること

• 地域資源の活⽤、相談⽀援事業を軸にした組織連携の創造

コンサルテーションの
重要性と意義
-職員の成⻑と組織の成⻑-



コンサルテーションを通して
⾒えてきたこと

•事例を通して特性の理解とアセスメントを学ぶことが⽀援⼒の向上に繋がる

障害特性の理解、アセスメントが不⼗分

• スモールステップを積み上げる⇒成功体験の気付きへのサポート
⇒⽀援者が⾃信と達成感を得る⇒実践の外部発信⇒⽀援者の成⻑
⇒組織としての成⻑

⽀援者が⻑期的⾒通しの中で⽀援を考えることのサポートが必要

• スーパーヴァイザーの育成⇒スーパービジョンを通した⼈材育成

コアメンバーの育成

コンサルテーションをする時の
組織アセスメントのポイント



コンサルテーションをする時の
組織アセスメントの5つのポイント
【組織アセスメントのポイント】
ポイント 1 マネジメント・ガバナンス及び財務について
ポイント 2 ⼈材の質の向上について
ポイント 3 サービスの質の向上について
ポイント 4 設備・環境の質の向上について
ポイント 5 パートナーシップの質の向上について

【チェックポイント1】
マネジメント・ガバナンス及び財務について
チェック 項⽬

・明確な理念が掲げられているか︖
・理念が職員の間に浸透しているか︖
・理念に基づく⻑期/中期事業計画が策定され、
明確なビジョンが掲げられているか︖
・中期事業計画についての進捗管理がされているか︖
※中期事業計画を策定年度の事業計画に落とし込み、
定期的な進捗管理が組織的に⾏われているか︖

・⻑期/中期事業計画策定過程で、
職員の想いが反映される仕組みがあるか︖



【チェックポイント1】
マネジメント・ガバナンス及び財務について
チェック 項⽬

・⻑期/中期事業計画に基づいた、
職員育成/採⽤計画が策定されているか︖

・組織としての意思決定プロセスが
明確化されているか︖

・事業所の定期的な財務も含めた進捗管理が
職員も含めて⾏われているか︖

・⾃由闊達な議論ができる組織⽂化を創る
努⼒がなされているか︖

・各階層/職種の職員が⾃分⾃⾝の役割を正確に把握し、
その役割を果たしているか︖
※ ex. 職務記述 / 職務規程整備 etc.

【チェックポイント2】
⼈材の質の向上について
チェック 項⽬

・職員の成果や能⼒に対して適切な評価が⾏われ、
モラル向上システムが整備されているか︖
・職員のやる気を引き出し、
マンネリを打破する仕組みがあるか︖
※ ex. ⼈事考課/業務貢献表彰/資格取得表彰/資格⼿当

SV/研修/事故報告/⼈事異動/企画提案書
・不適切な⽀援を⾏う職員に対して厳しく、
且つ適切な処置が講じられているか︖

・プロとしての厳しさを問うルールが存在するか︖
※ ex. 就業規則に基づいた対応/誓約書/報告・連絡・相談



【チェックポイント2】
⼈材の質の向上について
チェック 項⽬

・職員育成、研修システムが明⽂化され、
整備されているか︖

・職員を育てる環境やシステムがあるか︖
※ ex. ⼈事考課/業務貢献表彰/資格取得表彰/資格⼿当

SV/研修/事故報告/⼈事異動/企画提案書
・失敗を隠さず、
失敗に学ぶ取り組みがなされているか︖

・失敗が隠蔽され、同じ失敗が繰り返されていないか︖
※ ex. 就業規則に基づいた対応/誓約書/報告・連絡・相談

【チェックポイント3】
サービスの質の向上について
チェック 項⽬

・現在の業務内容をチェックする取組が、
定期的に⾏われているか︖

・現状チェック、課題発⾒の取組が常に⾏われているか︖
・カタチだけのチェックに終わっていないか︖
※ ex. 事業計画・予算進捗管理/個別⽀援計画

⽀援マニュアル/業務の振り返りチェックシート
・業務改善、サービス向上に向けて、
職員間で活発な意⾒交換が⾏われているか︖

・「時間が無い…」を⾔い訳にしていないか︖
※ ex. 各会議・プロジェクトの企画・運営/業務貢献表彰/SV

リスクマネジメント活動/利⽤者満⾜度調査/嗜好調査
・ヒヤリハット報告の活⽤等、
リスクマネジメント活動を⾏っているか︖



【チェックポイント4】
設備・環境の質の向上について
チェック 項⽬

・障がい特性に応じた環境の提供がなされているか︖
・修理修繕が必要な個所を放置せずに、
敏速に改修されているか︖

・臭いのしない綺麗な環境が整えられているか︖
・トイレ等の清掃は必要に応じてなされているか︖
・定期的な建物の安全チェックが⾏われているか︖
・修繕、改修計画は作成されているか︖
・職員にとっても働きやすい環境の提供は⾏われているか︖
・利⽤者のニーズに基づいた私物の持ち込みがなされ、
適切な管理が⾏われているか︖

・防犯等、安全対策がなされているか︖

【チェックポイント5】
パートナーシップの質の向上について
チェック 項⽬

・法⼈/事業所からの情報発信を組織的継続的に⾏っているか︖
※ ex. 機関紙の定期的な発⾏

ホームページの開設と定期的な内容の更新
実践発表会やセミナーの開催/実践・研究報告書の発⾏
地域関係機関や団体への講師の派遣

・保護者会/家族会を通した法⼈/施設/事業所の運営、
利⽤者⽀援についての双⽅向でのコミュニケーションが
図られ、信頼関係が築かれているか︖
※ ex. 定期的な保護者・家族懇親会の開催

個々の利⽤者に係わる必要な情報の提供や
⽀援内容についての⼗分な説明

・地域⾏事への参加や地域での役割を果たしているか︖
※ ex. ⾃治会活動への参加と活動上の役割を担うこと



【チェックポイント5】
パートナーシップの質の向上について
チェック 項⽬

・⼤学など社会福祉⼠等養成機関との関係構築に向けた、
⽇常的取組を⾏っているか︖
※ ex. 実習の受け⼊れ/インターンシップの実施

共同研究の実施/講師の派遣
・地域⾃⽴⽀援協議会などの地域への様々な組織や委員会への
積極的な参加と役割を果たしているか︖

強度⾏動障害のある⼈を
⽀援することでの
組織としてのメリット



組織としての成⻑・メリット

【⼈が育つ】

⽀援の質が上がる

【離職率が下がる】

組織の成⻑が図れる

【ネットワークが広がる】

地域での信頼と評価が上がる

【ブランドイメージの向上】

優秀な⼈材確保ができる

仕事のやりがい、
モチベーションが上がる

機関連携の重要性



家庭との連携

【擁護者による虐待】
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⾏動障害のある者

【具体的な⽀援】
• 家庭での障害特性の基本的理解に基づく
対応を⽀援することが、⾏動障害改善に
とって重要︕

• また、家庭における本⼈の⾏動について
のアセスメントが重要(本⼈の特性を環境
との関係から理解することが深まり、⽀
援の⽷⼝が⾒つかることがある)

• ⾏動障害改善の取組を進める上で、福祉
事業所と家庭での⽀援の統⼀が必要

• 活⽤できる⽀援、医療サービスについて
の情報提供、サービスの提供

28.9%

ex. 障害特性理解セミナーの開催
⇒特性の理解が進むことで、個別⽀援計画策定時の⾯談がスムーズに進む

【⼤阪府】2009年度
発達障がい療育等⽀援事業に関する調査
1）奥野裕⼦ 1）,2）永井利三郎 2）⽟⽥有希 3）鈴⽊典⼦ 4）新澤伸⼦

1）⼤阪⼤学⼤学院連合⼩児発達学研究科こころの分⼦統御機構研究センター
2）⼤阪⼤学医学系研究科保健学専攻
3）森之宮病院・⽥中北梅⽥クリニック
4）⼤阪府発達障がい者⽀援センターアクトおおさか

【調査対象施設(6箇所)】 【対象児】
(1) ⾃閉症児⽀援センターPAL(パル)
(2) ⾃閉症児⽀援センター⻘空(そら)
(3) ⾃閉症療育センターLink(リンク)
(4) ⾃閉症療育センターwill(ウィル)
(5) ⾃閉症児⽀援センターSun(サン)
(6) ⾃閉症児⽀援センターWave(ウェーブ)

発達指数 ⼈数(％)
80以上 13(6.2)
80-70 28(13.4)
70以下 86(41.1)
50以下 81(38.8)
不明 1(0.5)
合計 209(100)



家族の⼦育て⾃信度アンケート(CDC)
-療育前後の変化-

⼦どもの困り⾏動
(CBCL T-Score)の変化/4歳-18歳

＊ Ｐ＜.05   t-test

前→後



強度⾏動障害への⽀援の基本⽅針

①構造化された環境の中で

②医療と連携しながら

③リラックスできる強い刺激を避けた環境で

④⼀貫した対応ができるチームを作り

⑤⾃尊⼼を持ち⼀⼈でできる活動を増やし

⑥地域で継続的に⽣活できる体制づくりを進める

福祉と医療の連携
• 重度の知的障がいを伴う⾃閉スペクトラム症の⼈には、
てんかんや睡眠障害といった薬物療法によるコントロール
が必要な合併症状のある⼈がいる

• 薬物療法と⽀援を組み合わせて、⾏動改善に取り組むこと
も必要

• ⼊院治療の役割も以下のような状況では必要
①⾏動障害により本⼈が重篤な⾝体的ダメージを受けることへの保護
②急性期の症状に対する精神科治療
③⽀援体制を整える準備期間の創出
④刺激の少ない環境での再アセスメント(⾏動障害の要因分析)

【福祉の役割】
医療との連携の中で、⽣活全般を組み⽴て、
環境を整備し、家族や関係機関との調整を進めて⾏く



1

組織的なアプローチ
〜 評価から始まる構造化⽀援について 〜

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⽇⽬ １３ :１０〜１４︓３０（８0分）

⽀援のプロセス

ＰＬＡＮ 支援計画の立案

ＤＯ 支援の実施

ＳＥＥ 支援の見直し

評価は常に必要
PLAN ＤＯＳＥＥ
サイクルを繰り返す
より良いものへ

支援計画は大事、でもその前に大切なことがあります



3

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

4

「できている・もう少し・できない」のアセスメント

出来る
出来る

出来る

もう少し

もう少し

もう少し

出来ない 出来ない

出来ない
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40

1 2 3

出来る 芽生え 出来ない

本⼈の特性のアセスメント（１）のデータを分析し、アプローチの優先順位を
⽀援プランに反映する（Ｋさんのデータ）

直接観察 事業所・学校尺度 家庭尺度



Ｐ（合格）Ｅ（芽⽣え反応）Ｆ（不合格）の視点

• 出来ている

• 自立している
Ｐ（合格）

• 部分的に出来る

• もう少しで出来るＥ（芽生え）

• 出来ない

• ニーズの部分Ｆ（不合格）

活用する
発展する

課題にして
教える

支援を考える
（教えない）

３つの⽀援はＴＥＡＣＣＨアプローチの視点

アセスメント及び支援プランの作成について

基本計画
特性シートや実態

年間キャッチフレーズ
生活・将来地図

生活全般を支える計画
構造化・支援シート・短期目標・生活支援シート

実際に実施する活動や課題の計画
自立課題シート・氷山モデルシート・行動支援シート

Ａ軸

Ｂ軸

Ｃ軸



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

なぜ強度⾏動障害になるのか？

⼈や場に対する
嫌悪感・不信感

環境
（物理的な環境、⽀援者、その他の⼈、状況等）

情報・刺激が
■偏ったり
■分かりにくい
■独特な形で
⼊ってくる

伝えたいことを
■⾔葉ではない
■独特の表現や
⾏動を通して

伝えようとする

障がい特性 × 環境要因 ⇒ 強度⾏動障害

「分からない」
の積み重ね

「伝わらない」
の積み重ね

障がい特性
重度の知的障がい＋⾃閉症の特性は︖



強度⾏動障害に有効だった⽀援

（飯田, 2004）

（n=32）

強度⾏動障害とは（まとめ）

〇重度・最重度の知的障がいを伴う⾃閉症児者が中⼼
●反社会的な⾏動のある⼈、精神的な症状が顕著な⼈は別な枠組みで考える

〇強度⾏動障害は環境との相互作⽤で引き起こされる
●⾏動障がいになるにはそれなりの理由がある

〇強度⾏動障害への⽀援にはスタンダードがある
●構造化された環境の中で
●医療と連携しながら
●リラックスできる強い刺激を避けた環境で
●⼀貫した対応をできるチームを作り
●⾃尊⼼を持ちひとりでできる活動を増やし
●地域で継続的に⽣活できる体制づくりを進める



⾃閉症スペクトラムの３組から考える特性

言語・非言語性コ
ミュニケーション
の質的な障がい

想像思考、限
局的な興味関
心や常同的、
固執的な行動

対人関係や社
会性の質的な

障がい

〇気持ちを通じさせることが苦⼿
→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

問題⾏動のとらえ⽅

【問題⾏動の基準】
１．⾃らの⾝体・健康に著しい危険をもたらす⾏動
２．他者の⾝体・健康に著しい危険をもたらす⾏動
３．有意義な学習・労働・レジャーへの参加を著しく妨げる

この３点のどれか⼀つに当てはまるものが「問題⾏動」といえます

⼀⽅、その⾏動は本当に問題なのかを整理して考えることも必要です

●本⼈にとって、その⾏動の意味は何なのか？
●他⼈に迷惑をかけていることなのか
●場⾯によっては、問題でなくなることもある



⾏動には特徴がある
〜⾃閉症スペクトラムの⼈の不得意技〜

①⽬に⾒えないことを理解・想像・推測すること
・他者の頭や⼼の中の推測、抽象的、曖昧なことの理解

②全体状況を把握すること（中枢性統合）
・⽊を⾒て森を⾒ず
・⼀を聞いて⼗を（⼆ですら）知ることが困難

③注意・注⽬の向け⽅（注意配分）
④時間的⾒通しを⽴てた計画的⾏動や⾃⼰点検（実⾏機能）
⑤感覚刺激の偏り
⑥相⼿の気持ちを推測すること（⼼の理論）

14

下げられるストレスは下げてみる

アプローチ①

⼈間、余裕があると許容範囲が広くなる。
わかる、できる、やれる…、そんな気になって
いる時は不適応⾏動は間違いなく減っているはず。
まずは下げられるストレスは下げておく。
（よけいなマイナス環境はできるだけ減らして活動に取り組みやすい
状況をつくっていくこと）



15

氷⼭モデル
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。

【氷⼭モデルとは】
情報処理に障がいの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て、氷⼭の⼀⾓に注⽬するのではなく、その⽔⾯下の
要因に着⽬することで、⽀援の⽅法を考えることを意味します。 ⽔野敦之

16

・障がい特性把握
・環境調整

つまり

が重要になります



17

不適応⾏動への基本⽅略
１．構造化を整える

今⾏っている構造化を⾒直すことでその⽅の⽇常ストレスを下げ、
許容範囲を広げる

２．新規場⾯で勝負する

教え直すよりも、新しい場⾯やルールとしてインプットしなおした⽅が
有効なことが多い
〇あるスーパーマーケットで
必ずトイレに⾏き、３０分以上こもり⽔を流し続ける⼈
違うスーパーマーケットに⾏くように設定したらその⾏動がなくなった

〇⾃宅の壁に絵をかきまくってしまう⼈
壁に絵を描かないことを何度伝えても⼊らなかった
⼤きな紙を⽤意し、ここには描いてもいいという新しいルールを設定
したらこちらの意図が伝わった。

18

不適応⾏動への基本⽅略
３．スモールステップでアプローチする

取り組みは欲張らない
４年間引きこもっていた利⽤者さん
①⽞関で１分過ごす→３分→５分
②室内で１分過ごす→２分→３分
③⾃⽴課題を⾒せる→１分やる→２分→１個→２個

４．カームダウンエリアを活⽤する
それでもパニックになることはある。パニックは⼀⼈で⽴ち直れば⼗分ＯＫ
⼈前で不穏な姿を⾒せないようにするのが⽀援者の配慮
⾃分からカームダウンエリアに⾏けるような動きが出たら最⾼に素晴らしい

５．投薬調整も考える
投薬が本⼈を楽にするなら選択肢の⼀つ。あくまでも⽀援を
どうするかが最優先と考えます
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機能的に⾏動を⾒る

⾏動には意味がある
＝⾏動の機能（⽬的・意図・役割）に注⽬する
＝何のためにその⾏動を⾏っているのか
その⾒⽅のフレームが「ＡＢＣフレーム」

20

計画
１．⾏動に名前をつける
２．状況を整理する
３．問題⾏動が続いている原因を取り除く計画
４．予防的な対処計画
５．計画の検証
６．対処法の決定
７．実⾏する
８．記録をつける、整理する
９．継続か修正かを決定する
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１．⾏動に名前をつける

抽象的な表現→わかりやすい⾏動に変えて記録する

〇抽象的な表現の例
パニック、こだわり、緊張、イライラ、機嫌が悪い、わがまま
ストレス

22

２．状況を整理する
間接的な状況

⼀⽇の⽇課や
その⽇の対象

⾏動が起きた
時、あるいは
起きる直前

名前づけされ
た⾏動

どう
対応したか

直前の状況 ⾏動 直後の状況

変えずらい 変えやすい

「４つの箱」に整理してみる

「強化の原理」
⾏動することで何か良いことが起こったり、悪いことがなくなったりすると、
その⾏動は将来繰り返されます。



３．問題⾏動が続いている原因を取り除く計画

問題行動

望んでいる
ものごとの獲得

望んでいない
ものごとから逃れ

人との
やりとりがある

人との
やりとりがある

原因②
注目の
獲得

原因③

ものや活
動の獲得

原因④

感覚的な刺激
から逃れる

原因⑤

注目から
逃れる

原因①
感覚的な

刺激の獲
得

原因⑥

課題や活
動から逃れ

る

絶対ではなく、仮説を⽴てやすい指標として活⽤

24

４．予防的な対処計画
〜⾏動を変える作戦として〜

①直後の状況に本⼈の⾮常に好む活動
を加える

難しいハードな仕事の後に休暇をとり旅⾏に出かリ
フレッシュする、家の掃除と洗濯を全部すませた後
でコーヒーブレイクするなど、私たちが⽇常的に
⾏っているのと同様に、⾮常に好みの活動を準備し、
その課題へのモチベーションを⾼める。

②新しい⾏動⾃体の難易度を下げ、短
期間で簡単に覚えられるものにする

私たちは、課題があまり難しく、⼀⼈で到底できそ
うにないときは、他者の援助を受け、⾃分でできる
個所のみ⾏う。同様に、⾏動⾃体の難易度を下げる
⽅法は、⾮常に有効である。



25

５．記録について
・⾏動に名前をつけて記録
・まずは２週間で
・なるべく労⼒をかけずにとる

26

ケース

①本⼈の特性のアセスメント
障がい特性、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

③構造化⽀援



Ｎさんのプロフィール
【概要】
・２０歳男性（区分５）、⾃閉症スペクトラム、強度⾏動障害
・⽗親の転勤のため、秋⽥に引越し。Ｂ事業所を体験利⽤中に
他利⽤者及びスタッフへ噛みつき、利⽤に結びつかないまま、
５ヶ⽉間在宅⽣活を送る

・Ｓ市在住時は⽣活介護事業所にて数字書き、ＤＶＤ視聴、
お菓⼦作りをして過ごしていた

・⼈に⽢えや依存しやすい傾向がみられる
・⺟親からの⽣活⾯でのサポートは弱い

どんな視覚的な情報が得意か？

視覚的な情報は全般に苦手

言語の理解は？

単語はＯＫ、２語以上は難しい

本人の興味・関心は？ 動機づけになるものは何か？
動画視聴（競馬、セブンイレブンのＣＭ、キューピー3分クッキング、パズルクイズ、ファンファーレ）電光掲示板、散歩、遊具、おやつ（チョコ）

もっている概念・スキルは？

１００ピース以上のパズルが得意

終わりを何で知ることができるか？

キッチンタイマー、声掛け（パズルクイズ→アタックチャンス等動画視聴している時は切り替えが出来ない時がある）

その他の活用できる情報

活動を拒否している時は水道（蛇口）に行くため、その時は活動を中断する

Ｎさんのストレスレベルと⾏動について

レベル 行 動 スタッフの対応

５ 噛みつく よける

４ 壁や窓を叩く カームダウンエリアへ誘導

３ ⾶び跳ねる トイレを促す

２ 息を吹きかける ⾒守り（1ｍ距離を保つ）

１ 表情が険しい、ぼぉーとした表情 スタッフ情報共有

高い

低い



29

課題選びの失敗（アセスメント不⾜）
だれでも分からないことを与えられたり、指⽰されるとイライラしてきます。
本⼈が壊したと捉えるのか、本⼈の理解出来る⼒を超えた課題を提供し、
ストレスを与えてしまったＫａｉの責任なのか。私たちは後者の考え⽅です。

30

Ｎさんの⽣産活動のプロセス
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Ｎさんの構造化⽀援と問題⾏動の推移

構造化⽀援開始

0

1

2

3

4

5

6

噛みつき 壁を蹴る

Ｓ市生活介護事業所利用

引越し

某事業所
体験利用

32

Ｎさんの構造化・⽀援シート
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Ｎさん外⾷⽀援について

実施⽇
実施場所

平成３１年４⽉１２⽇（⽕）1２時〜1３時１０分
びっくりドンキー御所野店

スケジュール イラスト、びっくりドンキーのロゴをカレンダー
に記載して情報を伝える

⽣産活動 フルーツキャップ作業の対価として

不安要素
次回の課題

電⼦蛍光版を⾒ると⾛り出す
商品を注⽂してから来るまでの時間の⾒通し

Tさんのプロフィール
【概要】
・21歳男性（区分6）、⾃閉症スペクトラム、強度⾏動障害
・⼊所施設利⽤中に⾃傷⾏為が多く出始める。はじめは腿を叩き付け、
次第に上半⾝に移る
最後は⽬を叩きつける⾏為が多くなり、１ヶ⽉間精神病院に⼊院し、
服薬調整を⾏う（左眼は失明している）

・⼊所施設を退所し、在宅⽣活を送る
どんな視覚的な情報が得意か？

写真

言語の理解は？

２語文までは理解可能

本人の興味・関心は？ 動機づけになるものは何か？
公園（散歩）、ドライブ、おやつ（チョコ）、ミルクティー、コーヒー、すき焼き（自宅でご飯が食べられること）

もっている概念・スキルは？

プットイン、封筒のシール貼り、色と形のマッチング

終わりを何で知ることができるか？

周りの人がそういう雰囲気だと終わりと分かる



Tさんのストレスレベルと⾏動について

レベル ⾏ 動

５ 壁に頭を叩きつける

４ 頬・⽬を叩く

３ ⾜を叩く

２ 要求を出してくる

１ 声を出す（低い唸り声）

高い

低い

様々な刺激を通して過去のトラウマ（⼊所時代等）がフラッシュバックされやすい
⾒通しが持てなくなると不安が強く出やすい（施設に戻るのではないかという不安）

36

Tさんの構造化⽀援
物理的構造化 スケジュール



評価に基づくＴさんの構造化⽀援

手順書
写真・文字

38

Ｋさんのインフォーマルアセスメント（外⾷編）
実施⽇ 平成３１年４⽉１６⽇（⽔）１２時〜１３時

※第１回⽬はテイクアウトで実施

実施場所 マクドナルド仁井⽥店

視覚的構造化 トークンで獲得後にカレンダーに記載
・獲得後に⽇程を本⼈と決める
・カレンダーで⽰す
・⾒通しが持てる

⽣産活動の動機付け トークンシステムを活⽤
・仮⾯ライダー
・⾃宅で飼っているウサギ
・作業の写真
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Ｋさん外⾷⽀援の様⼦

課題分析 評価 今後の⼿⽴てに向けて

お店に⼊る Ｐ

商品を伝える × 注⽂商品を予め決めていたが、店員さんに
上⼿く伝えることが出来ないため、事前に
メモを準備する

お⾦を払う ー スタッフが⽤意して本⼈に渡す

商品を受け取る Ｐ

⾷べる Ｅ ⾷べこぼしが多いため、トレイの上で⾷べ
る、また後⽚付け（テーブルの上に落ちて
いるポテト等）が出来るようチェック表を
準備する

ゴミとトレイを⽚付ける Ｅ 指⽰されなくても動けるよう⼿順書を⽤い
て⾏う。

⾃⽴課題：マクドナルドで外⾷しよう！

40

Ｋさん外⾷⽀援の様⼦
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Ｋさん外⾷⽀援の再構造化

課題分析 評価

カウンターで定員さんに注⽂する Ｐ

お⾦を渡す Ｐ

商品を待つ Ｐ

商品を受け取る Ｐ

商品をテーブルに持っていく Ｐ

⼿を洗う Ｐ

⾷べる Ｐ
紙ナプキンで⼝をふく Ｐ
こぼれた物をトレイに集める Ｐ
ゴミを捨てる Ｐ
トレイを返す Ｐ

外⾷実施⽇：令和元年６⽉５⽇（⽔）

42

個々の学習スタイルに合わせた構造化

Ｓさんの刺激の統制ＴさんのスケジュールＫさんのスケジュール

個々の特性によって学習スタイルが違うため、
その人にとって一番情報が入りやすい、伝わりやすい
ようにするため、再構造化ありきの視点で取り組む



不適応⾏動（問題⾏動）に対して

「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。

⽣活の３つの視点（⽣活を構造化するとは？）

くらし
食事・入浴・睡眠・行動

管理

しごと
労働・役割・お手伝い

よか
あそび・外出・休憩

【くらし・しごと・よか】がうまく回れば、⽣活はリズムを持って動いていきます。
しごとに対してトークンを組み入れることも大事だと思います。動機が弱ければくらしに
トークンそして慣れてきたらしごとにも入れる。構造があれば般化できます。

自立できるところと援助するところの整理も大事です。



⽀援は算数

・⽀援はたして（＋）、ひいて（−）、かけて（×）、
わる（÷）の４種類

・最初はおおざっぱで、そこから⾜りないものを⾜して
構造化、再構造化していく

→最初から丁寧に伝えようと、⽀援しようとすると情報が
多くなり、逆に混乱につながる

→上⼿くいくとシンプルな指⽰になる

再構造化する上での視点
①再構造化する上で重要視したこと
②再構造化を実現して上⼿くいった部分と⾏かなかった部分
③次回、再構造化する上でのポイント

共通する⽀援の枠組み

 構造化された環境の中で

 医療と連携しながら

 リラックスできる強い刺激を避けた環境で

 ⼀貫した対応をできるチームを作り

 ⾃尊⼼を持ちひとりでできる活動を増やし

 地域で継続的に⽣活できる体制づくりを進める



理想は組織的なアプローチ

でも…。上司、管理者の考え⽅が…。

まずはチーム（２名以上）アプローチから
始めませんか？
出来るところから構造化を！！



⾏動障害と虐待防⽌

２⽇⽬ 1４︓４ 0〜 1 5 ︓ 4 0 （６ 0 分）

令和元年度強度⾏動障害⽀援者養成研修(指導者研修）より出典

この時間の使い⽅
• 講義 ２０分くらい

–障害者虐待防⽌法のおさらい、対応状況調査か
ら⾒えた傾向、通報の重要性、虐待防⽌のため
の取組、具体的な体制整備、など。

• 演習 １５分くらい×２
–（個⼈ワーク５分＋グループワーク１０分）×２

• まとめ 5分〜10分くらい



障害者虐待防止法の概要

目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ
て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の
禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、
養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。

①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）
3

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待
の早期発見の努力義務規定を置く。

２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待
防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、
その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者
に対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止セ
ンター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。

２ 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機
関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後
見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。

その他

通報

①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使

②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）
に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局都道府県市町村
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養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

4,649件
(4,606件)

2,374件
(2,115件)

691件
(745件) 虐待判断

件数
597件
(581件)市区町村等による

虐待判断件数
1,557件
(1,538件)

464件
(401件)

被虐待者数
1,570人
(1,554人)

666人
(672人) 被虐待者数

1,308人
(972人)

厚生労働省では、平成29年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等に関する状

況について調査を実施しました。このほど、全国的な状況に関する調査結果がまとまりましたので公
表します。

【調査結果（全体像）】

（注１）上記は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
カッコ内については、前回調査(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)のもの。

（注２）都道府県労働局の対応については、平成30年8月22日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室の
データを引用。（「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。）

平成29年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

法施行後の状況

※雇用環境・均等局調べ

障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）経年比較

注：平成２４年度のデータは下半期のみのデータであり、経年比較としては平成２５年度から平成２９年度の５ヶ年分が対象。
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障害者虐待対応状況調査
＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞（抜粋）

⾝体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

H24 19.7% 54.5% 39.3% 1.7% 0.6%

H25 29.2% 79.8% 14.1% 6.4% 1.8%

H26 21.9% 75.6% 13.5% 2.3% 0.0%

H27 16.7% 83.3% 8.8% 2.3% 0.0%

H28 14.4% 68.6% 11.8% 3.6% 0.7%

H29 22.2% 71.0% 16.7% 5.1% 2.7%

21.3% 25.7% 28.8%
21.3%

29.3%

H25 H26 H27 H28 H29

⾏動障害のある者の割合

市区町村等職員が判断した虐待の発⽣要因（複数回答） H27 H28 H29

教育・知識・介護技術等に関する問題 56.1% 65.1% 59.7%
倫理観や理念の⽋如 43.9% 53.0% 53.5%
職員のストレスや感情コントロールの問題 42.0% 52.2% 47.2%
虐待を助⻑する組織⾵⼟や職員間の関係性の悪さ 24.8% 22.0% 19.1%
⼈員不⾜や⼈員配置の問題及び関連する多忙さ 23.0% 22.0% 19.6%

7.1%

6.5%

6.8%

7.1%

6.1%

8.8%

12%

12%

13%

13%

14%

11%

9.3%

13.0%

14.5%

14.5%

19.4%

25.0%

12.3%

10.5%

10.3%

9.6%

5.7%

1.3%

18.8%

19.0%

18.6%

14.5%

17.1%

17.5%

25.0%

24.7%

26.0%

24.4%

27.0%

22.5%

H29

H28

H27

H26

H25

H24

障害者支援施設 グループホーム
放課後等DS 就労継続Ｂ型
生活介護 就労継続A型

・被虐待者の割合は知的障害者が圧倒的に多い。
・⾏動障害のある者の割合は２１％〜２９％割程度を占める。
・虐待の要因は「教育・知識・介護技術等に関する問題」が上位を
占める。

・虐待が認められた事業所種別は「障害者⽀援施設」「グループ
ホーム」「就労継続Ｂ型」「⽣活介護」「就労継続Ａ型」「放課
後等デイサービス」等が上位を占める。

被虐待者の割合

発⽣要因の割合

福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告
知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者が職員の暴行を受けた後に死亡した。また、施設長が２

年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセンター長に「不適切な支援はなかった」と虚偽
の報告をしていたことが分かった。

県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体制整備の検討
などを求める改善勧告を出した。
同園では、１０年間で１５人の職員が死亡した少年を含む入所者２３人に虐待していたことが判明した。

8

入所施設の個室に鍵、２０年拘束も
県は、障害者支援施設で知的障害のある入所者３人が、３～２０年にわたり１日６時間半～１４時間、

個室の扉に鍵をかけられ、外に出られないようにされていたと発表した。

施設側は、「ほかの入所者らに暴力を振るったり、小物を食べたりするためで、家族から同意は得てい
た」というが、県は立ち入り調査を行い、虐待にあたると判断した。

県は３年に１度、施設を訪れるなどして運営体制を調査してきたが、施設の職員から聞き取りなどはし
ていたものの、施錠された部屋の状況までは確認をしていなかったと説明した。

知的障害者施設で傷害 入所男性が重傷
起訴状によると、入所者の男性の腰付近を複数回蹴るなどして6ヶ月の重傷を負わせた、

とされる。
検察側は冒頭陳述で、14年3月から生活支援員をしていた被告が「口頭で注意するよりも暴力を振

るったほうが手っ取り早い」と考え、15年ごろから言うことを聞かない入所者に平手打ちなどの暴力を振
るっていたと主張した。

法施行後も続く深刻な施設従事者等の虐待事案



障害福祉サービス等事業所

サービス管理責任者クラスの職員

支援現場の職員
平成25年度～ 強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修） 講義＋演習（12時間）

平成26年度～ 強度行動障害支援者養成研修
（実践研修） 講義＋演習（12時間）

強度⾏動障害⽀援者養成研修について
〇 強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどを特徴としているた
め、現状では事業所の受入れが困難であったり、受入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につな
がる可能性も懸念されている。

〇 一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するな
どの支援の有効性も報告されていることから、地域生活支援事業において、強度行動障害を有する者に対して
適切な支援を行う職員の人材育成を目的とする体系的な研修を実施しているところ。

（指導者養成研修）
○ 基礎研修・実践研修の指導者を養成するための研修を実施

国立のぞみの園

都道府県
○ 障害福祉サービス等事業所の職員に対して、以下のとおり基礎
研修・実践研修を実施
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（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等）
第十六条障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見
した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
２障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け
出ることができる。
３刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定に
よる通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを
妨げるものと解釈してはならない。
４障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇
その他不利益な取扱いを受けない。

障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について

第六条第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上

関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健
師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発
見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。



障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の
通報・相談の傾向を整理すると・・・

• 本人、家族の割合が ３８％

• 当該事業所職員、元職員の割合が １８．２％

• 相談支援専門員、他事業所職員の割合が１０．２％

• 当該事業所設置者、管理者の割合が ６．７％

市町村障害者虐待防⽌センター

通
報
義
務

相談 相談

通
報
義
務

通
報
義
務

Ａ施設
虐待を受けたと
思われる障害者
を発⾒した⼈

サービス管理
責任者

施設⻑
管理者



通報は、すべての⼈を救う

• 利⽤者の被害を最⼩限で⾷い⽌めることができ
る。

• 虐待した職員の処分や刑事責任、⺠事責任を最⼩
限で留めることができる。

• 理事⻑、施設⻑など責任者への処分、⺠事責任、
道義的責任を最⼩限で留めることができる。

• 虐待が起きた施設、法⼈に対する⾏政責任、⺠事
責任、道義的責任を最⼩限で留めることができ
る。 ⽇本社会事業⼤学専⾨職⼤学院 准教授 曽根直樹⽒

虐待を防止するための取組について
風通しの良い職場環づくり

虐待が行われる背景については、密室の環境下で行われるとともに、組織の閉塞性、閉
鎖性がもたらすという指摘があります。虐待報道事例にあった障害者福祉施設等の検証委
員会報告書では、虐待を生んでしまった背景としての職場環境の問題として「上司に相談し
にくい雰囲気、また『相談しても無駄』という諦めがあった」「職員個人が支援現場における
課題や悩みを抱え込まず、施設（寮）内で、あるいは施設（寮）を超えて、相談・協力し合える
職場環境が築かれていなかったと言える。」と指摘されています。

職員は、他の職員の不適切な対応に気がついたときは上司に相談した上で、職員同士で
指摘をしたり、どうしたら不適切な対応をしなくてすむようにできるか会議で話し合って全職
員で取り組めるようにしたりする等、オープンな虐待防止対応を心がけ、職員のモチベー
ション及び支援の質の向上につなげることが大切となります。

そのため、支援に当たっての悩みや苦労を職員が日頃から相談できる体制、職員の小さ
な気づきも職員が組織内でオープンに意見交換し情報共有する体制、これらの風通しの良
い環境を整備することが必要となります。

また職員のストレスも虐待を生む背景の一つであり、夜間の人員配置等を含め、管理者
は職場の状況を把握することが必要となります。職員個々が抱えるストレスの要因を把握
し、改善につなげることで職員のメンタルヘルスの向上を図ることが望まれます。職場での
ストレスを把握するために、「職業性ストレス簡易調査票」等を活用すること等が考えられま
す。

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（平成３０年６月） より



http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

職場のストレスに気づくためのツール

虐待防止のための具体的な環境整備
① 事故・ヒヤリハット報告書、自己チェック表とＰＤＣＡサイクルの活用
虐待の未然防止のためには、的確な現状把握（アセスメント）に基づいた対応策の作成、そして継続した定期的な

評価（モニタリング）が重要となります。そのアセスメントに資するものとしては、事故・ヒヤリハット事例の報告、虐待
防止のための自己評価（チェックリストによる評価）が有用となります。

②苦情解決制度の利用
苦情への適切な対応は、利用者の満足感を高めること等に加えて、虐待防止対策のツールの一つでもあります。

そのため、障害者福祉施設等は、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置し、連絡先等を障害者福
祉施設等内に掲示する他、障害者福祉施設等の会報誌に掲載する等、積極的に周知を図ることが必要となります。
特に管理者は、施設を利用している障害者の表情や様子に普段と違う気になるところがないか注意を払い、声をか

けて話を聞く等、本人や家族からの訴えを受け止める姿勢を持ち続けることが求められます。

③サービス評価やオンブズマン、相談支援専門員等外部の目の活用
チェックリストの作成と評価は、事業者や職員による自己評価です。これに加えて「福祉サービス第三者評価」や「オ
ンブズマン」等の外部による第三者評価を受けることもサービスの質の向上を図るきっかけとして有効となります。

④ボランティアや実習生の受入れと地域との交流
多くの目で利用者を見守るような環境作りが大切です。管理者はボランティアや実習生の受け入れ体制を整え、積

極的に第三者が出入りできる環境づくりを進め、施設に対する感想や意見を聞くことにより、虐待の芽に気づき、予
防する機会が増えることにもつながります。

⑤成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用
自ら権利を擁護する事に困難を抱える障害者については、成年後見制度の活用等を通して権利擁護を行っていく

ことが重要です。

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（平成３０年６月） より



＜虐待防止チェックリスト 施設用＞

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」 （平成30年6月）

１．規定、マニュアルやチェックリスト等の整備
① 倫理綱領、職員行動規範を定め、職員ヘの周知ができている。
② 虐待防止マニュアルやチェックリスト等について、職員に周知徹底すると共に活用している。
③ 緊急やむを得ない場合の身体的拘束等の手続き、方法を明確にし、利用者や家族に事前に説明を行い、

同意を得ている。
④ 個別支援計画を作成し、適切な支援を実施している。
⑤ 利用者の家族らから情報開示を求められた場合は、いつでも応じられるようにしている。

２．風通しの良い職場環境づくりと職員体制
① 職員会議等で情報の共有と職員問の意思疎通が図られている。
② 上司や職員間のコミュニケーションが図られている。 ③ 適正な職員配置ができている。

３．職員ヘの意識啓発と職場研修の実施
① 職員ヘの人権等の意識啓発が行われている。 ② 職場での人権研修等が開催されている。
③ 職員の自己研さんの場が設けられている。

４．利用者の家族との連携
① 利用者の家族等と定期的に連絡調整が図られている。 ② 利用者の家族と支援目標が共有できている。
③ 職員として利用者の家族から信頼を得られている。

５．外部からのチェック
① 虐待の防止や権利擁護について、外部の専門家らによる職員の評価、チェックを受けている。
② 施設事業所の監査においで、虐待防止に関わるチェック等を実施している。
③ 地域ボランティアの受け入れを積極的に行っている。
④ 実習生の受け入れや職場見学を随時受けている。

６．苦情、虐待事案ヘの対応等の体制整備
① 虐待防止に関する責任者を定めている。
② 虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。
③ 職員の悩みを相談できる相談体制を整えている。
④ 施設内で虐待事案の発生時の対処方法、再発防止策等を具体的に文章化している。

演習①
• この演習では、障害者虐待に関するチェッ
クリストを実際につけてみて、ディスカッ
ションを⾏う時間としたいと思います。

• 今回は「体制整備チェックリスト」と「職
員セルフチェックリスト」を活⽤します。

• まずは個⼈ワークで「体制整備チェックリ
スト」にチェックを⼊れてみましょう。
（5分）



5分経過しました。グループで話し合いを始めてください。

• チェックリストでできている点、できていない点をお互いに伝えてください。
（今回は以下の項⽬について）

• 「できている点」について「どうしてできているか︖」を教えあってください。
• 「できていない点」も同様に教え合ってください。（10分）

22.虐待防止に関する責任者を定めている。
□はい

□いいえ

23.虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。
□はい

□いいえ

24.苦情相談窓口を設置し、利用者等に分かりやすく案内をするとともに、苦情解決責任者等を

規定等に定め、利用者からの苦情の解決に努めている。

□できている

□できていない

25.苦情相談への対応について、第三者委員を定め、利用者に案内をしている。
□はい

□いいえ

26.職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制を整えている。
□はい

□いいえ

27.施設内での虐待事案の発生時の対応方法等を具体的に文章化している。
□はい

□いいえ

28.施設内での虐待事案が発生した場合の再発防止策等を具体的に文章化している。
□はい

□いいえ

【苦情、虐待事案への対応等の体制の整備】

演習②
• 次は個⼈ワークで「職員セルフチェックリスト」 に
チェックを⼊れてみましょう。（5分）

• その後のグループワークは「演習①」と同じです。
• チェックリストでできている点、できていない点をお互いに伝えてください。
（今回は以下の項⽬について）

• 「できている点」について「どうしてできているか︖」を教えあってください。
• 「できていない点」も同様に教え合ってください。（10分）

≪チェック項目≫ チェック欄

10.利用者に対するサービス提供に関わる記録書類（ケース記録等）について、対応に困難が生じた事柄や不
適切と思われる対応をやむを得ず行った場合等の状況も適切に記入している。

□できている

□できていない

11.ある特定の利用者に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。
□はい

□いいえ

12.ある特定の職員に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。
□はい

□いいえ

13.他の職員のサービス提供や利用者への対応について問題があると感じることがある。
□はい

□いいえ

14.上司と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい雰囲気である。
□はい

□いいえ

15.職員と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい雰囲気である。
□はい

□いいえ



○ 職業性ストレス簡易調査票 

  
Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 
 
                                  そ そま ちや ち 
     う うあ がや  が 
                             だ だ う う 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない ------------------- １    ２    ３    ４ 

2. 時間内に仕事が処理しきれない ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

3. 一生懸命働かなければならない ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

4. かなり注意を集中する必要がある ----------------------------- １    ２    ３    ４ 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ ------------------- １    ２    ３    ４ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない ----- １    ２    ３    ４ 

7. からだを大変よく使う仕事だ --------------------------------- １    ２    ３    ４ 

8. 自分のペースで仕事ができる --------------------------------- １    ２    ３    ４ 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる --------------- １    ２    ３    ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる ------------------- １    ２    ３    ４ 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない ------------------- １    ２    ３    ４ 

12. 私の部署内で意見のくい違いがある --------------------------- １    ２    ３    ４ 

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない ----------------------- １    ２    ３    ４ 

14. 私の職場の雰囲気は友好的である ----------------------------- １    ２    ３    ４ 

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気等）はよくない --- １    ２    ３    ４ 

16. 仕事の内容は自分にあっている ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

17. 働きがいのある仕事だ --------------------------------------- １    ２    ３    ４ 
 
 

Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 
 
                                                        なほ    と   し   ほ 
                                                     かと  あき あば いと 
 っん  っど っし つん 
                                          たど  たき たば もど 
    あ 
    っ 
    た  
                                                                                                             

1. 活気がわいてくる  ------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

2. 元気がいっぱいだ  ------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

3. 生き生きする ------------------------------------------------ １    ２    ３    ４ 

4. 怒りを感じる ------------------------------------------------ １    ２    ３    ４ 

5. 内心腹立たしい ---------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

6. イライラしている -------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

7. ひどく疲れた ------------------------------------------------ １    ２    ３    ４ 

8. へとへとだ -------------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

9. だるい  ----------------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

10. 気がはりつめている ------------------------------------------ １    ２    ３    ４ 

11. 不安だ ------------------------------------------------------ １    ２    ３    ４ 

12. 落着かない -------------------------------------------------- １    ２    ３    ４                            

13. ゆううつだ ------------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

14. 何をするのも面倒だ ----------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

15. 物事に集中できない ----------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

16. 気分が晴れない --------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

17. 仕事が手につかない ----------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

18. 悲しいと感じる  -------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

19. めまいがする  ---------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 
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20. 体のふしぶしが痛む  ---------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

21. 頭が重かったり頭痛がする  ---------------------------------  １    ２    ３    ４ 

22. 首筋や肩がこる  -------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

23. 腰が痛い  -------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

24. 目が疲れる  -----------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

25. 動悸や息切れがする  ---------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

26. 胃腸の具合が悪い  -----------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

27. 食欲がない  -----------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

28. 便秘や下痢をする  -----------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

29. よく眠れない ----------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

 

 

Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 
 
                                                                非    か    多    全 
                                                              常    な          く 
                                                              に    り    少    な 
                                                                                い                                                                                                                                                                                       

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

1. 上司  ------------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

2. 職場の同僚  ------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

3. 配偶者、家族、友人等  --------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？ 

4. 上司  ------------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

5. 職場の同僚  ------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

6. 配偶者、家族、友人等  --------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか？ 

7. 上司  ------------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

8. 職場の同僚  ------------------------------------------------  １    ２    ３    ４ 

9. 配偶者、家族、友人等  --------------------------------------  １    ２    ３    ４ 
 
 

Ｄ．満足度について 
                                                                満   満ま  不や   不 
                                                                       あ  満や   満 
                                                              足   足    足     足 

                                                                                   

1. 仕事に満足だ  ----------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

2. 家庭生活に満足だ -------------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

○施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト 

体制整備チェックリスト 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会「障害者の虐待防止に関する検討委員会」平成 23年 3月版 

【規定、マニュアルやチェックリスト等の整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員への意識啓発、研修】 

10.職員に対して、虐待の防止に関する研修や学習を実施している。 □はい 

□いいえ 

11.日々の支援の質を高めるための知識や技術の向上を目的とした研

修を実施している。 
□はい 

□いいえ 

12.職員の虐待防止に関する意識・関心を高めるための掲示物等を掲示

している。 
□はい 

□いいえ 

13．「職員チェックリスト」の活用を図り、職員の虐待に対する意識や

日々のサービス提供等の状況把握に努めている。 

□できている 

□できていない 

14．「早期発見チェックリスト」の利用の徹底を図るとともに、発見時の

報告、対応等について明確にしている。 

□できている 

□できていない 

 

 

項目 チェック欄 

1.倫理綱領、行動規範等を定めている。 □はい 

□いいえ 

2.倫理綱領、行動規範等について職員への周知徹底ができている。 □できている 

□できていない 

3.虐待防止マニュアルやチェックリスト等を作成している。 □はい 

□いいえ 

4.虐待防止マニュアルやチェックリスト等について、職員に周知徹底

するとともに、活用している。 
□できている 

□できていない 

5.緊急やむを得ない場合の身体拘束等の手続き、方法を明確に定め、

職員に徹底している。 

徹底している。 

□できている 

□できていない 

6.身体拘束について検討する場を定期的に設けている。 □はい 

□いいえ 

7.緊急やむを得ない場合の身体拘束等について、利用者（家族）に説

明を行い、事前に同意を得ている。 
□はい 

□いいえ 

8.個別支援計画を作成し、これに基づく適切な支援を実施している □できている 

□できていない 

9.個別支援計画作成会議は、利用者の参加を得て実施している。 □できている 

□できていない 
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【外部からのチェック】 

15.「福祉サービス第三者評価事業」を活用し、サービスの質の向上等に努め 

ている。 
□はい 

□いいえ 

16.「福祉サービス第三者評価事業」を一定の期間ごとに、継続的に受審して 

いる。 
□はい 

□いいえ 

17.虐待の防止や権利擁護について継続的に外部の専門家や法人内の他の施 

設の職員等による評価、チェックを受けている。（第三者評価事業の受審を

除く） 

□はい 

□いいえ 

18.施設・事業所の事業・監査において虐待防止に関わるチェック等を実施し 

ている。 
□はい 

□いいえ 

19.ボランティアの受入を積極的に行っている。 □できている 

□できていない 

20.実習生の受入を積極的に行っている。 □できている 

□できていない 

21.家族、利用希望者の訪問・見学は随時受けている。 □できている 

□できていない 

 

【苦情、虐待事案への対応等の体制の整備】 

22.虐待防止に関する責任者を定めている。 □はい 

□いいえ 

23.虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。 □はい 

□いいえ 

24.苦情相談窓口を設置し、利用者等に分かりやすく案内をするとともに、苦 

情解決責任者等を規定等に定め、利用者からの苦情の解決に努めている。 

□できている 

□できていない 

25.苦情相談への対応について、第三者委員を定め、利用者に案内をしている。 □はい 

□いいえ 

26.職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制を整えてい 

る。 
□はい 

□いいえ 

27.施設内での虐待事案の発生時の対応方法等を具体的に文章化している。 □はい 

□いいえ 

28.施設内での虐待事案が発生した場合の再発防止策等を具体的に文章化し 

ている。 
□はい 

□いいえ 

【その他】 

29.施設において利用者の金銭及び、貴重品を預かっている場合、その管理は 

複数の職員によるチェック体制のもとになされている。 

□できている 

□できていない 

30.施設は、利用者またはその家族の意見や要望を聴く場を設けている。 □できている 

□できていない 

31.施設経営者・管理者は、職員の意見や要望を聴く場を設けている。 □できている 

□できていない 

32.施設経営者・管理者は、施設職員同士がコミュニケーションを行う機会の 

確保に配慮や工夫を行っている。 

□できている 

□できていない 

33.利用者の希望や必要に応じて成年後見制度の利用支援を行っている。 □できている 

□できていない 
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34.希望や必要に応じて成年後見制度の活用等について利用者・家族に説明を 

行っている。 

□できている 

□できていない 

35.利用者・家族、一般市民やオンブズマン等からの情報開示にいつでも応じ 

られる準備をしている。 
□できている 

□できていない 

36.虐待の防止や権利擁護について利用者、家族、関係機関との意見交換の場 

を設けている。 
□はい 

□いいえ 

 

【地域における虐待の防止、早期発見・対応】 

1.障害者（児）やその家族、地域住民等に対し虐待の防止に関する普及・啓 

発を実施している。 

□はい 

□いいえ 

2.家族、地域関係者との連携と情報交換を積極的に行い、虐待の可能性のあ 

る事案の観察や早期発見に努めている。 
□できている 

□できていない 

3.地域における虐待防止において、障害福祉サービス事業者（施設）等の 

事業者間の連携を図っている。 
□できている 

□できていない 

4.地域における虐待防止について、相談支援事業者、地域自立支援協議会や 

行政機関等との連携・協力（意見交換等も含む）をしている。 
□できている 

□できていない 

5.虐待事案のみならず、福祉サービスの利用等を含め、相談窓口を設置・広 

報し、地域住民の相談を受けている。 
□はい 

□いいえ 

6.地域の障害者が虐待を受けた場合の積極的な受け入れ（市町村からの依頼 

があった場合等）を行っている。 
□はい 

□いいえ 

7.虐待を受けた障害者・児の受け入れとその支援に関するマニュアル等を一 

般のマニュアル等とは別に作成している。（虐待を受けた障害者・児への支

援） 

□はい 

□いいえ 

8.虐待事案の疑いがある場合、もしくは、発見した場合の相談支援事業者や 

行政機関等への連絡（通報）について手順等が具体的に文章化している。 

□はい 

□いいえ 

9.虐待事案の疑いがある場合、もしくは、発見した場合に直接訪問する等の 

対応を行う努力をしている。 
□できている 

□できていない 

10.虐待事案の疑いがある場合、もしくは、発見した場合に、施設・事業所と 

として迅速かつ一元的な対応が可能となる体制を事前に定めている。 

□はい 

□いいえ 
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○施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト 

職員セルフチェックリスト 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会「障害者の虐待防止に関する検討委員会」平成 23年 3月版 

≪チェック項目≫ チェック欄 

1. 利用者への対応、受答え、挨拶等は丁寧に行うよう日々、心がけている。 □できている 

□できていない 

2. 利用者の人格を尊重し、接し方や呼称に配慮している。 □できている 

□できていない 

3. 利用者への説明はわかり易い言葉で丁寧に行い、威圧的な態度、命令口調にならない

ようにしている。 

□できている 

□できていない 

4. 職務上知りえた利用者の個人情報については、慎重な取扱いに留意している。 □できている 

□できていない 

5. 利用者の同意を事前に得ることなく、郵便物の開封、所持品の確認、見学者等の居

室への立ち入り等を行わないようにしている。 

□できている 

□できていない 

6. 利用者の意見、訴えに対し、無視や否定的な態度をとらないようにしている。 □できている 

□できていない 

7．利用者を長時間待たせたりしないようにしている。 □できている 

□できていない 

8. 利用者の嫌がることを強要すること、また、嫌悪感を抱かせるような支援、訓練等

を行わないようにしている。 

□できている 

□できていない 

9. 危険回避のための行動上の制限が予想される事項については、事前に本人、家族に説

明し同意を得るとともに、方法を検討し実施にあたっては複数の職員によるチームアプ

ロ ーチをとっている。 

□できている 

□できていない 

10.利用者に対するサービス提供に関わる記録書類（ケース記録等）について、対応に

困難が生じた事柄や不適切と思われる対応をやむを得ず行った場合等の状況も適切に

記入している。 

□できている 

□できていない 

11.ある特定の利用者に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。 □はい 

□いいえ 

12.ある特定の職員に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。 □はい 

□いいえ 

13.他の職員のサービス提供や利用者への対応について問題があると感じることがあ

る。 

□はい 

□いいえ 

14.上司と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい

雰囲気である。 

□はい 

□いいえ 

15.職員と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい

雰囲気である。 

□はい 

□いいえ 
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16．他の職員が、利用者に対してあなたが虐待と思われる行為を行っている場面にで

くわしたことがある。 

□はい 

□いいえ 

17．他の職員が、利用者に対してあなたが虐待と思われる行為を行っている場面を容

認したこと（注意できなかったこと）がある。 

□はい 

□いいえ 

18.最近、特に利用者へのサービス提供に関する悩みを持ち続けている。 □はい 

□いいえ 

19.最近、特に仕事にやる気を感じないことがある。 □はい 

□いいえ 

20.最近、特に体調がすぐれないと感じることがある。 □はい 

□いいえ 
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○施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト 

早期発見チェックリスト 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会「障害者の虐待防止に関する検討委員会」平成 23年 3月版 

《１．「身体的虐待」発見の着眼点》 

着眼点 チェック欄 

1．身体に不自然なキズ、あざ、火傷（跡）が見られることはありませんか？ 

＊衣服の着脱時等にも留意してください。 
□ 

2．1について原因や理由が明らかにならない場合が多くありませんか？ □ 

3．以前に比べて家族や他の利用者、また、職員等への応対や態度が変わったように感 

じられることはありませんか？ 

＊急におびえる、少しの動きにも身を守るような素振りをとる 等 
□ 

4．特に体調不良でもないような場合に、職員とのコミュニケーションが、急に少なく 

なる等の変化はありませんか？ 
□ 

5．急に周りの人に対して攻撃的になることはありませんか？ □ 

 

《２．心理的虐待の着眼点》 

着眼点 チェック欄 

1. 自傷、かきむしり等自らを傷つけるような行為が増えていませんか？ 
□ 

2．生活リズムが急に不規則になったようなことはありませんか？ 

＊睡眠、食の嗜好、日課等の変化 
□ 

3．身体を萎縮させるようなことがありませんか？ 
□ 

4．突然わめいたり、泣いたりすることが多くなったと感じられることはありませんか？ 
□ 

5．過食や拒食等、食事について変化が見られませんか？ 
□ 

6．以前よりも意欲がなくなった、投げやりな様子になった等と感じることはありませ 

んか？ □ 

7.体調が悪いと訴える機会が増えていませんか？ 
□ 
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《３．性的虐待の着眼点》 

着眼点 チェック欄 

1.人に対して嫌悪感を抱いているような態度や言動をとることが増えていませんか？ 
□ 

2．人に触れられることを極度に嫌がることが増えたように感じられることはありませ 

んか？ 
□ 

3．歩行等がいつもより不自然であることや、座位が保てないようなことはありません 

か？ 
□ 

4．肛門や性器からの出血やキズがみらませんか？ 
□ 

5．急に怯えたり、恐ろしがったりする、また、人目を避けるようなことはありません 

か？ 
□ 

6．一人で過ごす時間が増えていませんか？ 
□ 

《４．経済的虐待の着眼点》 

着眼点 チェック欄 

1．年金等があるにも関わらずお金がないと訴えることはありませんか？ 
□ 

2．お金を引き出すことが頻繁ではありませんか？ 
□ 

3．サービスの利用料や生活費の支払いができないようなことはありませんか？ 
□ 

4．知人や友人に誘われて夜間出歩くようになっていませんか（なっていると聞いてい 

ませんか）？ □ 

5．今まで付き合いのなかった人が家に出入りしていませんか（するようになっている 

と聞いていませんか）？ □ 

6．出費をともなう外出や娯楽の機会が急に減ったように感じられませんか？ 
□ 

《５．ネグレクトの着眼点》 

着眼点 チェック欄 

1．食事を摂っていないように見えたり、空腹を頻繁に訴えることはありませんか？ 
□ 

2．劣悪な衛生状態や衛生環境にあると感じられることはありませんか？ 

※異臭がする、髪や爪等が伸びたままで汚い、衣服が常に同じ 等 
□ 

3．いつ見ても皮膚に湿疹や、オムツかぶれがあるように見られませんか？ 
□ 

4．整容に対して無頓着、あるいは拒否が多く見られませんか？ 
□ 

5．自分や他者、物に対して投げやりな態度が見られることはありませんか？ 
□ 

6．約束事や支援サービスを当日になってキャンセルすることが多くありませんか？ 
□ 

 



行動障害のある人の家族の想い

２０１９年１０月９日

公益社団法人

秋田県手をつなぐ育成会

会長 高橋精一

２⽇⽬ １５:４０〜１６︓４０（６0分）

１．はじめに

 育成会の強度行動障害者を受け入れる施設の運動

 宇都宮市瑞宝会「ビ・ブライト」事件 平成２９年７月２６日



２．行動障害のあった本人の紹介
 ４３歳の長男

 生活介護施設の○○園へ通所

 夫婦と同居の３人家族（妹は結婚し他県在住）

 自閉症で療育手帳Ａ、身体障害手帳４級

 手順や置く場所にこだわりが強い

 発音が不明瞭で会話は単語のみ

３．これまでの子供と親の歩み
１）乳児期 乳児院 ○○園

２）小学校期 ○○小特殊学級 ○○小情緒障害学級

３）養護学校期 ○○付属養護学校中等部 高等部

４）〇〇園に通所 ○○寮のデイサービス 〇〇園で生活介護利用



４．強度行動障害に対する思い

５．６団体の利用者・在宅者実態調査
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