平成26年度

強度行動障害支援者
養成研修（実践研修）

指導者研修
この研修は、都道府県地域生活支援事業で
実施される 強度行動障害支援者養成

研修（実践研修）の企画・開催・運営を担
う人を養成するための研修です。

日時

平成26年10月15日（水）・16日（木）

会場

国立障害者リハビリテーションセンター学院

主催

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

平成 26 年度強度行動障害支援者養成研修（実践研修（指導者研修）
）

研修資料のダウンロードについて

今回の研修で使用した研修資料（事例報告の個人情報に関する部分を除く）を下記の要領
にてインターネット上からダウンロードすることができます。都道府県研修を準備する際
に適宜ご利用ください。なお、セキュリティの関係上、ダウンロード可能な期間が限られ
ておりますのでご注意ください。

URL：http://xfs.jp/456oC
パスワード：nozomi
公開期間：2014 年 10 月 15 日（水）～2015 年 3 月 31 日（火）
※上記の期間以降は、
「発達障害者情報・支援センター」の Web サイト内にある「資料」の
ページからダウンロードしてください（http://www.rehab.go.jp/ddis/発達障害に関
する資料/研修資料/強度行動障害支援者研修資料/）
。

注１：オンラインストレージサービス「firestorage」を利用しています。ダウンロードの手
順については裏面を御覧ください。
注２：ファイルサイズが大きいためダウンロードに時間がかかります。できるだけインター
ネットの接続速度が早い環境でご利用ください。
注３：公開期間後に資料をご希望の場合には、下記の連絡先までお問い合わせください。

（問い合わせ先）
強度行動障害支援者養成研修サポートデスク
（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究部内）
TEL：027-320-1445
FAX：027-320-1391

【手順】
1.

ブラウザ（Internet Explore、Google Chrome、Firefox など）のアドレスバーに上記
の URL を入力する。

2.

表示された URL を指示どおりにクリックする。

ここをクリック

3.

パスワードを入力する。

4. 「研修資料（H26 実践）.zip」と書かれている部分クリックするとダウンロードが始ま
ります。

平成26年度強度行動障害支援者養成研修（実践研修（指導者研修））プログラム

日時：平成26年10月15日（水）～ 16日（木）
会場：国立障害者リハビリテーションセンター学院
主催：独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
時間
9:30

担当

プログラム
30

受付

10:00 10

開会（主催者挨拶）

遠藤

浩

10:10 15

研修の意図と期待すること

竹林経治

10:25 95 【講義】ケースレポートとミーティングのあり方 近藤直司
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12:00 60

国立のぞみの園
厚生労働省
大正大学人間学部

休憩

日
目

13:00 30 【講義】強度行動障害支援の原則

志賀利一

国立のぞみの園

13:30 210 【演習】障害特性の理解とプランニングⅠ

中村公昭

社会福祉法人横浜やまびこの里

17:00 20 【講義】まとめの実践報告①

※受講者より

17:20 15

１日目のまとめ・質疑応答

志賀利一

国立のぞみの園

17:35

終了
志賀利一

国立のぞみの園

安田剛治

社会福祉法人ぐんぐん

西村浩二

社会福祉法人つつじ

9:00

10

２日目オリエンテーション

9:10

60 【講義】事例報告：行動障害のある人の生活

10:10 120 【演習】記録に基づく支援の評価
12:10 60

休憩

2
日

13:10 20 【講義】まとめの実践報告②

※受講者より

13:30 150 【演習】障害特性の理解とプランニングⅡ

林

16:00 20 【講義】まとめの実践報告③

※受講者より

16:20 10

志賀利一

目

16:30

全体のまとめ
修了証交付

克也

国立障害者リハビリテーションセンター学院

国立のぞみの園

研修
テキスト
１日目｜平成26年10月15日（水）
10:00
10:10
10:25
12:00
13:00
13:30
17:00
17:20

開会（主催者挨拶）
研修の意図と期待すること
【講義】ケースレポートとミーティングのあり方
休憩
【講義】強度行動障害支援の原則
【演習】障害特性の理解とプランニングⅠ
【講義】まとめの実践報告①
１日目のまとめ・質疑応答

２日目｜平成26年10月16日（木）
09:00
09:10
10:10
12:10
13:10
13:30
16:00
16:20

２日目オリエンテーション
【講義】事例報告：行動障害のある人の生活
【演習】記録に基づく支援の評価
休憩
【講義】まとめの実践報告②
【演習】障害特性の理解とプランニングⅡ
【講義】まとめの実践報告③
全体のまとめ

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。
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通

講

＋

地域生活
（知的・精神）

就労

義 （理論編）
分野別演習 （実践編）
地域生活
（身体）

共

サービス管理責任者

相談支援従事者初任者研修（講義部分・11.5時間）

介護

通所職員

児童

平成26年

行動援護
ヘルパー

実務経験1年以
上＋行動援護従
事者養成研修20
時間

一定の
実務経
験等

サービス提供責任者

実務経験
計5年以上

行動援護従業者

実務経験
2年以上

その他の訪問
系ヘルパー

平成26年 発達障害者地域支援マネジャー

重度障害者支援加算（※Ⅰ，Ⅱの合計人数）

強度行動障害を有する者に対する支援者研修なし

ＧＨ・ＣＨ
職員

平成17年
平成26年
発達障害者支援センター

サービス管理責任者養成研修 （３日間）

入所職員

【現状】

→

○平成18年10月
短期入所・共同生活援助

短期入所 平成23年4月780人 平成24年4月1164人 平成26年4月2238人
共同生活援助
113人
399人
3206人

○平成18年 市町村地域生活支援事業・移動支援事業

○平成17年 行動援護開始（対象者基準 9項目＋てんかん中10点以上）
○平成18年10月（区分3以上 11項目＋てんかん中10点以上）
○平成20年4月（区分3以上 11項目＋てんかん中8点以上）
○平成26年4月支援区分→10点以上
○平成26年 重度訪問介護の対象拡大

平成14年
自閉症・発達障害
支援センター創設

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

利用者 平成19年11月3204人 平成20年4月3296人 平成22年1月4528人 平成26年4月7829人
事業所数
739事業所
901事業所
1331事業所

○平成5年
利用者 平成23年4月2432人 平成24年4月8667人 平成26年4月15651人
強度行動障害者特別処遇事業
施設数
308施設
638施設
1381施設
○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）

【参考（平成２４年度）】

専門的
拠点

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

強度行動障害の施策の経過
昭和55年
第1種・第2種自閉症児施設

昭和55年

強度行動障害支援者養成研修（
基礎研修）

障害保健福祉関係主管課長会議資料 平成25年2月25日

在宅サービス

経治

施設入所支援

厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課
地域生活支援推進室長 竹林

研修の意図と期待すること

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）
２６．１０．１５
強度行動障害支援者養成研修（実践研修）
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22

相互の人材活用

通所職員

相互の人材活用

相互の人材活用

通

講

義 （理論編）

＋

地域生活
（知的・精神）

分野別演習 （実践編）

地域生活
（身体）

共

就労

被虐待者 ４人

被虐待者 ２３人

合計（実人数） 虐待者 １５人

（＊この他に、虐待を行った疑義のある者３人）

被虐待者 ２人

被虐待者１７人

○ 身体的虐待（暴行）
職員 １１人
○ 性的虐待
職員 ２人
○ 心理的虐待
職員 ３人

※ 確認された状況
（平成１６年度から平成２５年度まで１０年間）

（※本年3月11日：当該職員は傷害致死容疑で逮捕）

【事案の概要】 昨年１１月 上記センター（千葉県社会福祉事
業団が指定管理者として運営）の強度行動障害を有する利用
者が、職員から暴行を受けた後、病院に救急搬送され死亡

千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事例について

（参考）

虐待防止・身体拘束廃止の観点から

7

一定の
実務経
験等

サービス提供責任者

実務経験
計5年以上

行動援護従業者

【見直しに当たっての趣旨】
○専門的な人材の育成（強度行動障害の特性から虐待につながりやすい→虐待防止の観点）
○知的障害者等の支援者のキャリアパスの形成
○施設、通所等の拠点型サービスの人材育成機能の地域展開
○訪問系サービスの普及拡大、質の向上（行動援護、重度訪問介護）

サービス管理責任者

児童

今後、行動援護従業者養成研修を強
度行動障害支援者養成研修（都道府
県研修）に統合検討

相互の人材活用

その他の訪問
系ヘルパー

訪問系
行動援護
ヘルパー

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修 （都道府県研修））

サービス管理責任者養成研修の受講前に強度行動障害支援者養成研修
（都道府県研修）を受講することが望ましい。

サービス管理責任者養成研修 （３日間）

指導

ＧＨ・ＣＨ職員

実務経験に関わらず強度行動障害支援者養成研修（都道府県研修）受講必須
を検討（行動援護）

入所職員

施設系・居住系

相談支援従事者初任者研修（講義部分・11.5時間）

介護

強度行動障
害支援者養
成研修（基
礎研修（国
研修））
※指導者養
成研修

相談支援
専門員

【参考（平成２５年度）】
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5

強度行動障害支援
者養成研修の実施

虐待（暴行）の原因の一つには、個人の問題として、支援スキルが不十分で
あり、また、虐待防止についての基礎的知識がない、と言うことが挙げられる。
このため、支援に行き詰まり、行動障害を抑えるために暴行に至った面がある
ことは否定できない。
例えば養育園第２寮の暴行した５人は、更生園で実施されているような行動
障害に係る専門研修や、虐待防止に関する研修をほとんど受けていなかった。
また、支援に行き詰まりかけていた段階で、始めは緊急避難的な過剰防衛と
しての力を行使していたと考えられるが、だんだんとその方が通常の支援より
楽だと思い、通常の適切な支援の実施に努めずに、安易に暴行を行うことを繰
り返していた。
さらに、このような支援方法が、何人かの新たに配属された職員に容易に伝
達したと考えられる。周りが安易な方法（暴行）を採っているから自分も安易な
方法を、と、つまり、周りがやっているから自分がやっても大丈夫だ、と感覚が
幼稚化、そして麻痺し、負の連鎖が発生したものと考えられる・・・

（１）職員の資質や職場環境の問題

１ 人材育成や研修、職場環境、職員配置

千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会最終報告書（２６年８月：抜粋）

３．施設、通所等の拠点型サービスの人材育成機能の地域展開

２．訪問系サービスの普及拡大、質の向上
（行動援護、重度訪問介護）

１．専門的な人材の育成
（１）虐待防止・身体拘束廃止の観点から
（２）強度行動障害への対応を中心とした研修体系

今後の強度行動障害者への支援体制整備（イメージ）
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6

)

・障害特性理解､予防的対応､制御的対応､
危険回避技術習得等

③支援

※ 支援計画は場面ごと、工程ごと
に丁寧に作る必要がある。

Ｂ．本人ができること、強みを活用する

の把握

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 ・本人が困っていること
行動の
理解 ・本人ができる事、強み
・本人の特性

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く

②支援の計画

障害特性の理解

行動観察・情報収集

①アセスメント

（参考資料３）
行動障害がある者に対するアセスメントから支援までのプロセス

容

・介護技術、医療的ケア、コミュニ
ケーション技術など

内

・知的障害、精神障害の直接処遇経験２
年以上又は直接処遇経験１年以上 ＋ 20
時間の養成研修を修了

・2,487単位
（7.5時間以上）

・行動する際に生じ得る危険を回避する
ための援護、外出時における移動中の介
護
を
提供
・８時間までの利用を想定
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9

相談支援事業者

他のサービス

行動援護
（必要に応じて）

重度訪問介護

サービス担当者会議等
における連携

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

※ 地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者支援セン
ター・障害福祉サービス事業・施設等の職員、或いは臨床心理士などの専門家であって、行動障害に関する専門知識や
10
経験を有する者によるアセスメント等を行うことも想定。

他のサービス

居宅介護（適宜）

居宅内環境調整等

問題行動のアセスメント（※）

行動援護

サービス担当者会議等における連携

支援の流れ（イメージ）

サ ー ビ ス担 当 者 会 議

修

【行動援護】
・知的障害又は精神障害により行動上著
しい困難を有する障害者等であって常時
介護を要するもの(区分３以上)

重度訪問介護の対象拡大後における行動障害を有する者への支援について
行動障害を有する者に対する支援のイメージは、具体的には以下のとおりとなる。
・ 相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、
・ 行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメント（※）や居宅内環境調整等を行いつつ、
・ 居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、
・ サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、
・ 支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。

サービス等利用計画等の作成

研

(

)

・20時間の養成研修を修了

価

( 介 助 者 資 格 )

単

・1,403単位
（7.5時間以上８時間未満）

酬

(

報

・身体介護､家事援助､見守り､外出
時の介護を総合的に提供
・長時間の利用を想定

( サ ー ビ ス 内 容 )

【重度訪問介護】

・重度の肢体不自由者で常時介護を
要する障害者(区分４以上)

象

者 )

( 対

（参考）現行の制度内容

厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する者に対象を拡大

重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとし
て厚生労働省令で定めるもの」とする。
【平成２６年４月１日施行】

障害者に対する支援（①重度訪問介護の対象拡大）

訪問系サービスの普及拡大、質の向上

サービス等利用計画等の変更

行動の

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

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（基礎研修）

・日々の記録等

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。

支援の結果等のフィードバック

・支援の手順書に基づく支援
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13

相互の人材活用

通

講

義 （理論編）

地域生活
（知的・精神）

就労

サービス管理責任者

相談支援従事者初任者研修（講義部分・11.5時間）

＋

相互の人材活用

相互の人材活用

（【受講者】 知的障害・障害児を支援する者が主な対象）

児童

5

相互の人材活用

その他の訪問
系ヘルパー

（地活事業）

（継続）

体制整備支援（２名）

（新規） 困難ケース支援（２名）

医療機関

①専門的な診断評価
②行動障害等の入院治療

（求められる医療機関の取組）

16

（新規） 医療機関との連携（２名）

身近な地域で発達障害に関する
適切な医療の提供

発達障害のある方の社会参加を促す

（求められる事業所等の取組）
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

事業所等

●（経済財政運営と改革の基本方針）
意欲ある全ての人々が就労などにより社会参加できる環境の整備
●（日本再興戦略-JAPAN is BACK）
人材力の強化、障害者の就労支援を始めとした社会参加の支援を推進

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

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）

市町村

・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

発達障害者地域支援マネジャーの配置：６名程度

再編・拡充

※サポートコーチ２名分を積算
一部新規
（４名分）

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。

発達障害者支援体制整備（地活事業）

職員配置：４名程度

●発達障害者支援体制整備検討委員会 ●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）

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

発達障害者支援センター

発達障害については、支援のためのノウハウの普及が十分に行われていないため、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とから、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、支援体制を整備するとともに発達障害のある方の社会参加を促す。

発達障害者支援センターの地域支援機能強化

サービス提供責任者

3

行動援護従業者

強度行動障害支援者養成研修（（実践研修（都道府県研修））
（【受講者】 知的障害・障害児を支援する者が主な対象）

相互の人材活用

分野別演習 （実践編）
地域生活
（身体）

共

訪問系
重度訪問介護
（行動障害を有する者に
対応するヘルパー）

強度行動障害支援者養成研修 （基礎研修（都道府県研修））

行動援護
ヘルパー

（重度訪問介護従業者養成研修（行動障害を有する者に対応する研修）と同内容とする）

今後、行動援護従業者養成研修と強度行動障害支援者養成研修（基
礎研修・実践研修（都道府県研修））の内容を統合することを検討

相互の人材活用

通所職員

実務経験に関わらず行動援護従業者養成研修又は強度行動障害
支援者養成研修（都道府県研修）受講必須を検討（行動援護）

サービス管理責任者養成研修 （３日間）

指導

指導

ＧＨ・ＣＨ職員

※ 内容は現時点検討案のため、今後変更の可能性あり。

※行動障害を有する者に対応する事業所のサービス管理責任者及びサービス管理責任者養成研修を
受講しようとする者は、強度行動障害支援者養成研修を受講することが望ましい。

介護

※指導者養成研修

強度行動障害支
援者養成研修
（実践研修
（国研修））

※指導者養成研修

強度行動障害支
援者養成研修
（基礎研修
（国研修））

入所職員

施設系・居住系（障害者・障害児）

強度行動障害に対応する職員の人材育成の充実について

実務経験計 年以上
（
経過措置により 年以上）

・障害特性の理解

２６年度
～

２５年度
～

相談支援専門員

【参考（平成２６年度）】

一定の実務経験等

③支援

※ 支援計画は場面ごと、工程ごと
に丁寧に作る必要がある。

の把握

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 ・本人が困っていること
理解 ・本人ができる事、強み
・本人の特性

Ｂ．本人ができること、強みを活用する

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く

②支援の計画

障害特性の理解

行動観察・情報収集

①アセスメント

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（実践研修）の位置づけ

一定の実務経験等

→ 厚生労働省としては、今後とも引き続き、強度行動
障害支援者養成のための体制づくりの施策を継続的
に実施。

・・・・・また、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
とした行動障害は、障害特性を理解した適切な支援を行うことにより減少す
ることが報告されている。施設等においては、行動障害に対応した加算が算
定されているが、虐待事案において行動障害を有する者が被虐待者となる
事案も少なくない。平成25年度から、障害特性を理解して適切な支援を行う
職員の人材育成を行うため、強度行動障害支援者養成研修が開始された
ため、虐待防止と支援の質の向上の観点から、施設、事業所の職員が研修
を受講し適切な支援ができる体制の整備を報酬上評価するなど、研修の受
講を進めるための具体的な方策を検討すべきである。

今後の障害児支援の在り方について（報告書）

平成26年7月16日
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国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

志賀 利一

強度行動障害支援の原則

【講義】

強度行動障害支援
者養成研修の実施

（平成26年2月厚労省資料）

◯
◯
◯

強度行動障害とは
近接領域と強度行動障害の範囲内でのグラデーション
ある程度広域単位の地域で、継続的に検討し続ける土壌づくり

動く重症児、医療効果が期待されない入院、自閉症療育論争の時代
強度行動障害研究のスタートとレスパイトの思想の時代
自立支援法、虐待防止法、総合支援法
強度行動障害支援技法のコンセンサス

平成25年

○平成18年10月
短期入所・共同生活介護

平成17年
発達障害者支援センター

重度障害者支援加算（※Ⅰ，Ⅱの合計人数）

短期入所 平成23年4月780人 平成24年4月1164人 平成25年4月1905人
共同生活介護
113人
399人
1656人

○平成18年 市町村地域生活支援事業・移動支援事業

○平成17年 行動援護開始（対象者基準 9項目＋てんかん中10点以上）
○平成18年10月（区分3以上 11項目＋てんかん中10点以上）
○平成20年4月（区分3以上 11項目＋てんかん中8点以上）

平成14年
自閉症・発達障害支援センター創設

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

利用者 平成19年11月3204人 平成20年4月3296人 平成22年1月4528人 平成25年4月7013
事業所数
739事業所
901事業所
1204事業所

○平成5年
利用者 平成23年4月2432人 平成24年4月8667人 平成25年4月14901人
強度行動障害者特別処遇事業
施設数
308施設
638施設
975施設
○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）区分6 ・15点以上）
○平成24年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）区分6 ・8点以上）

昭和55年
第1種・第2種自閉症児施設

昭和55年

強度行動障害の施策の経過（平成26年10月厚労省資料）

◯
◯
◯
◯

３．強度行動障害研究の経過を整理

在宅サービス

３．施設、通所等の拠点型サービスの人材育成機能の地域展開

２．訪問系サービスの普及拡大、質の向上
（行動援護、重度訪問介護）

基礎研修と実践研修の二本立て
都道府県地域生活支援事業と研修の実施体制（指導者研修の役割）
行動援護従業者養成研修、重度訪問介護の対象者拡大、サービス管理
責任者研修等との整理・統合に向けて

２．研修のターゲットとする強度行動障害の分析

◯
◯
◯

１．強度行動障害支援者養成研修のスキーム

強度行動障害に対する適切な支援の整理

施設入所支援

１．専門的な人材の育成
（１）虐待防止・身体拘束廃止の観点から
（２）強度行動障害への対応を中心とした研修体系

今後の強度行動障害者への支援体制整備（イメージ）

強度行動障害支援者養成研修に求められること

１．強度行動障害支援者養成研修のスキーム

1日目
13:00

強度行動障害支援者養成研修（
基礎研修）

専門的拠点

経験年数１年～３年の従事者対象

テキスト・運営マニュアル等提供、
サポートデスク設置・モニタリング

グループ
ホーム

生活介護

就労支援

通所（日中）サービス

地域活動
支援ｾﾝﾀｰ
居宅介護

行動援護

訪問（ヘルパー）サービス

都道府県開催：平成25年度3県開催・平成26年度30都道府県以上開催予定

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

国研修（のぞみの園主催）
平成25年度より継続開催

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修（指導者研修））

都道府県開催：（予定調査中）

居住（夜間）サービス

入所施設

テキスト・運営マニュアル等提供、
サポートデスク設置・モニタリング

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）

国研修（のぞみの園主催）
平成26年度より継続開催

強度行動障害支援者養成研修（実践研修（指導者研修））

中堅・指導的役割の従事者対象

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）のスキーム

相談
支援

強度行動障害支援者養成研修に求められること

【見直しに当たっての趣旨】
○専門的な人材の育成（強度行動障害の特性から虐待につながりやすい→虐待防止の観点）
○知的障害者等の支援者のキャリアパスの形成
○施設、通所等の拠点型サービスの人材育成機能の地域展開
（平成26年2月厚労省資料）
○訪問系サービスの普及拡大、質の向上（行動援護、重度訪問介護）

平成25年度段階の研修スキーム（厚労省資料）

基
礎
研
修

支援の実施・記録とその整理
支援手順書の内容を理解し、実施する。
またその結果を記録し、定期的に記録
を整理し、報告する

直接支援を提供する、
日々の支援に身近な
存在が、強度行動障
害者の障害特性を理
解し、構造化をはじ
めとした基本的な支
援の枠組みを理解し、
詳細な計画立案なら
びに実直に支援を継
続することが重要！

「支援手順書・記録
フォーム」「支援の
実施・記録とその整
理」の内容について
正確に理解していな
い人が、「サービス
等利用計画」や「個
別支援計画」を作成
できるの？

平成26年度からの重度訪問介護の対象拡大における、行動
障害を有する者に対応する場合は、この基礎研修（12時
間）の内容と同等の研修を受講する。

基礎と実践（合計24時間）のカリキュラムは、行動援護従
業者養成研修（20時間）と同等の内容を含むカリキュラム
構成とする。

【演習】
○ プラン①：障害特性に配慮した支援計画
の立案（４つのプロセス）
○ プラン②：障害特性に配慮した支援計画
の立案（４つのプロセス）
○ 記録：効果的な情報収集の方法・チーム
で支援するための報告

【講義】
○ チーム支援の基本（チームで同じ方向に
向かって支援することの重要性）
○ 様々な強度行動障害者支援の取り組み
（実践報告・家族の提言・医療との連
携）

【講義】
○ 強度行動障害とは（地域で強度行動障害
者に支援する体制を構築する重要性）
○ 様々な強度行動障害者支援の取り組み
（実践報告・家族の提言・医療との連
携）
○ ＰＤＣＡサイクルの重要性（構造化、記
録と再計画）
【演習】
○ 気付き：障害特性の理解の重要性（コ
ミュニケーション理解と様々な手がか
り）
○ 探索：行動の背景を考える（氷山モデ
ル）

障害特性に配慮した具体的な支援計画を立案
し、チームで協力して支援を続けるために努
力することの大切さを学ぶ

実践研修

障害特性を理解した支援が大切であること、
個人プレイに走らず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

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）のねらい

実
践
研
修

支援手順書・記録フォーム
個別支援計画の内容から、具体的な活
動とそのスケジュール、必要な構造化
の方法等を詳細に記載したもの

個別支援計画：サービス管理責任者
当該サービス事業所において、サービ
ス等利用計画に則り、適切な支援内容
等の取り決めを明文化したもの

サービス等利用計画：相談支援専門員
利用するサービスをより計画的に、そ
して生活の質をさらに向上させるため
に作成する

「基礎研修」と「実践研修」に分け、各研修で目指すもの

強度行動障害支援者養成研修のシンプルなモデル

○ 知的障害が重度・最重度の範囲の人
多くは、話しことばを全く喋らないか、意味ある使い方が難しい。ことばの理解も極めて限定的。
○ 医療的な診断としては自閉症が多い
以前より８割程度と言われている。診断を受けていなくても、自閉症の行動特徴に当てはまる人が多
く、スペクトラムとして障害を捉えるとほぼ全員。感覚、注意、感情の障害が顕著。
○ 思春期後半から成人期前半に強度行動障害の状態になる人が多く、長期に渡り継続する
大人の身体になる頃から、問題が表面化する場合が多い。幼児期より、衝動性や攻撃行動など行動特
徴が継続している人だけではなく、思春期以前におとなしい人もいる。
○ 強度行動障害に相当する人は知的障害者の１％程度と推測される
概ね、全国で8,000人が当初の定義に合致する強度行動障害と推測される。
ただし、障害程度（支援）区分による行動障害の基準では、２万人以上が行動障害に入る。
○ 両親の愛情や養育能力の不足といった環境要因のみで強度行動障害になることは稀
障害としては比較的少ないグループであり、両親や専門家でも、障害特性の理解やその特性を配慮し
た適切な関わり方を見つけることが容易ではない。
○ 反社会的行動や急性期の精神科症状とは明らかに状態像が異なる
統合失調症等の急性期の精神科症状の混乱した状態や、リストカット等の自傷行為とは、明らかに状
態像が異なる。また、罪を犯す知的障害者の状態像とも明らかに異なる。

強度行動障害の概要

1980年代後半、知的障害児入所施設を中心に、支援が著しく困難な子どもたちを対象にした特別な施策が
必要だと考えられ、研究会が開始された。強度行動障害の名称はその時（1988年）に誕生。

○ 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。

強度行動障害とは

２．研修のターゲットとする強度行動障害の分析

計画の実施

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。

④「強み」を活かした新たな環境

他の場面の観察から、リストされていない「強み」を加える。

③他の場面から「強み」のリスト追加

リストアップした障害特性を「強み」の表現に変換する。
例えば、「同じ手順に過剰に執着する」は「同じ手順を確
実にこなす」といった表現に言い換える。

②障害特性を「強み」の表現に変換

行動の背景にある障害特性（生物学的・心理的）を推測し、
リストアップする。

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

観察・予測

実践研修の演習の主題：４つのプロセス

虐待予防の視点から、適切な支援のモデルを提供する必要がある
訪問系の対象拡大とサービスの質の向上へ
過去の強度行動障害の施策に関係するあらゆるサービス体系を対象に

既存の研修（都道府県地域生活支援事業等）との関係の整理
重度訪問介護の対象拡大、行動援護従業者養成研修との統合へ向け
事業所にとって受講可能性を高める（都道府県の現実的な実施体制）

基礎：重訪対象拡大研修相当。支援手順書の理解とチームで実施重要
実践：行動援護研修相当。支援手順書の計画とモニタリング
のぞみの園が継続的に都道府県実施状況モニタ。研修内容の改定へ

⑥⑦

①③
㉑

放火・暴力等

反社会的行動

㉔

家庭の平穏
保護者・代理人なし

脆弱世帯

中・軽度の知的障害者が８割、重度・最重度（Ａ手帳）は２割。いわゆる強度行動障害で苦慮し
ている事例もあるが、反社会的行動、精神科症状と脆弱世帯といった理由から、地域生活の方法
や今後の方針が定まらないケースも存在する。精神科病院の入退院に関わらなくても、警察で勾
留・不起訴の事例、矯正施設を退所した事例等の相談がある。障害福祉の対象者は広がった！

2012年のぞみの園探索調査結果の26事例から（療育手帳保持者の精神科病院への入退院支援の類型化）

強度行動障害

⑩⑯ ⑳

⑨⑮ ㉖

こだわり・生活破綻・自殺念慮・
アルコール依存・地域生活疲れ・
家族関係 等

②④⑤⑧⑩
⑪ ⑫ ⑬⑭ ⑰
⑱⑲ ㉒㉓ ㉕

急性期精神科症状

行動障害のイメージは多様（近隣領域）

◯
◯
◯

基礎と実践の２階建て構造

◯
◯
◯

障害福祉の研修体系全体の位置づけの検討

◯
◯
◯

強度行動障害の支援方法の研修は急務の課題

１．強度行動障害支援者養成研修のスキーム
（まとめ）

