（４）アセスメントと後半の検討課題を固める
ケースに関する確認や質疑が一段落したら、そこまでのアセスメントと後半のおもな検討課
題を共有する。

研修資料⑬

ケース検討会議におけるケースレポートの準備について

１．報告する事例にタイトルをつけてみる
２．検討したいポイントや助言を必要としている点を先に述べる
３．発達歴、生活歴、家族状況などを述べるときは、それぞれのアセスメント（評価）と、その根拠と
なる情報に絞る
４．アセスメントには生物－心理－社会モデルを使う
ただし、この方法ではまとめ切れないときには、他の方法を用いる（たとえば研修資料⑭）
５．その人への関わり方を検討したいときは、「その人がどんな人なのか」を深めるために、その人が
話した内容や普段から話していること、ある出来事の際に示した反応などの情報を多めに入れ、そ
れらについて自分（レポーター）の解釈や理解を述べる
６．レポートの時間を想定し、時間内に報告できるように準備する（10分ならA４版で２枚）
７．残したい情報、削れないと思うエピソードの意味を考え、自分の考えをまとめる
８．上記の作業後、もう一度タイトルについて考えてみる
９．実際のケース検討会議では、支援課題までに留める手もあるかもしれません。
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本人の能力
と限界

アセスメント票（エリア別）

本人のニーズ
（エリア） （陳述）
医 療
保 健

研修資料⑭

家族の支援
と限界

プライベートな
支援と限界

専門家の支援
（現在利用）

専門家の支援
（提供可能）

発達障害支援スーパーバイザー養成研修会

発達障害を巡る諸問題

Ⅰ. “いわゆる”発達障害とは

～児童青年精神科臨床の実践から～

一般社団法人日本自閉症協会・会長
医療法人弘徳会愛光病院・顧問
山﨑 晃資
1

2

「発達障害」の用語の使用について

発達障害者支援法による定義
(平成17年4月)

文科省初等中等教育局特別支援教育課
（平成19年3月15日）

第2条第1項：
この法律において発達障害とは、自閉症、
アスペルガー症候群その他の広汎性発達
障害、学習障害、注意欠陥多動性障害そ
の他これに準ずる脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現する
もの。

① 発達障害の範囲は、発達障害者支援法の定義によ
るが、高機能以外の自閉症者については、以前か
ら、また今後とも特別支援教育の対象であることに
変化はない。
② 「軽度発達障害」の表記は、その意味する範囲が必
ずしも明確ではないこと等の理由から、今後当課に
おいては原則として使用しない。
③ 学術的な発達障害と行政政策上の発達障害とは一
致しない。また、調査の対象など正確さが求められ
る場合には、必要に応じて障害種を列記することな
どを妨げるものではない。

世界自閉症啓発デー・2015
発達障害は、脳機能の障害であってその
症状が通常低年齢で発現するものをいい
ます。例えば、自閉症やアスペルガー症
候群を含む広汎性発達障害、読字障害や
書字障害を含む学習障害、注意欠陥多動
性障害、吃音症、トゥレット症候群などが
発達障害に含まれます。知的障害を伴っ
ている場合もあります。

Ⅱ. 臨床児童青年精神
医学における診断

5

6
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 診断の系列

Diagnosis（診断）の意味
 ギリシャ語の語源：
「知識のすべて」

1) 診断フォーミュレーション：
個人的接近＝自己歴的診断

dia
→ between, through
gnosis → knowledge

2) 診断分類:
グループ的接近＝名称的診断
7

8

診断フォーミュレーション
① 発症に関連する要因はなにか：遺伝的要因、
周産期障害、親子関係、家族状況などなぜこ
の時点で来院したのか
② どのような症状形成過程が働いているのか：
Bio-socio-psychological factors、疾病利得、危
険信号、下位文化など
③ なぜ症状が持続しているのか
④ 治療した（しない）場合、結果はどうなるか
⑤ 子どもの長所はなにか：治療的有効性に作用
するもの

診断フォーミュレーション

9

10

診断のための12の一般的なコツ

⑥ 定期的に診断を見直す

（Allen Frances；精神疾患診断のエッセンス、
大野 裕ら 訳、金剛出版、2014年）

⑦ 小児や思春期の患者は特に診断が難しい
⑧ 高齢者の患者も診断が困難である

① ヒポクラテスは、患者を知ることは病気を知る
②
③

④
⑤

⑨ 症状が軽症なほど、診断は困難となる

ことと同程度、重要であると言った
時間を取って、努力する
ブロードウエイで蹄が聞こえたら、「シマウマ」
ではなく、「馬」と思え！ 診断が疑わしい場合
は、可能性の高いものから考えるべきである
あらゆる情報を入手せよ
これまでの診断名は考慮するが、それに盲従
してはならない
11

⑩ 疑わしい場合は、過小診断する方が、より安

全でより正確である
⑪ 正確な診断は大きな利益をもたらすが、不
正確な診断は大きな不幸をもたらす
⑫ ヒポクラテスの不朽の言葉を常に思い出す
「何よりも害を成すなかれ」
（first, do not harm）
12

117

米国精神医学会
精神疾患の診断・統計マニュアル

Ⅲ. 自閉症スペクトラム
障害とは

第5版（2013年）

DSM-5

（Autism Spectrum Disorder, ASD）
DSM-5 （米国精神医学会、2013年）

13

14

DSM-5のパラダイム・シフト

DSM-Ⅳ(1994年)
発達障害関連の分類

① 生物学的指標の導入
＊医師の主観的判断は不十分
＊研究途上にある精神機能測定法の導入（例)光トポグラフィー）

 精神遅滞

② 予防概念の導入

 学習障害

＊将来の状態を識別することは困難
＊初期診断・初期介入の効果的治療法が証明されていない

 運動能力障害
 コミュニケーション障害

③ ディメンジョン・モデル（計量的尺度・次元）の導

入

 広汎性発達障害

＊特徴的な症状を軸として評価 vs カテゴリー・モデル
＊症状に関するすべての情報を生かし、治療に活用する

 注意欠陥および破壊的行動障害
15

DSM-5 の神経発達障害群

自閉症スペクトラム障害（ASD）

1. 知的発達障害
2. コミュニケーション障害

① 社会的コミュニケーションと社会的相
互交渉（対人交流）の持続的な欠如
② 行動・興味・活動の限定的で反復的
なパターン

①言語障害
②語音障害、 ③小児期発症流暢障害（吃音）
④社会的（語用論的）コミュニケーション障害

4.
5.
6.
7.

16

自閉症スペクトラム障害
注意欠如/多動性障害
限局性学習障害
運動障害

＊自閉症、PDD-NOS、アスペルガー症候群
の特有な臨床症状は乏しく、症状重症度
は連続（正常・サブクリニカルを含む）して
いる。
18

17
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自閉症スペクトラム障害①

自閉症スペクトラム障害②

A. 社会的コミュニケーションと社会的相
互交渉（対人交流）の持続的な欠如

B. 行動・興味・活動の限定的で反復的なパターン
（以下の少なくとも2つ）
(1) 常同的または反復的な運動・物の使用、また
は話し方
(2) 同一性への固執、ルーチンへの執着、言語的
/非言語的行動の儀式的パターン
(3) 程度や対象が異常な非常に限局され固着した
興味
(4) 感覚刺激への過敏または鈍感、または環境の
20
感覚的な側面への異常な興味

(1) 対人的-情緒的な相互交渉の欠如
(2) 対人交流に用いられる非言語的コミ
ュニケーション行動の欠如
(3) 対人関係を築き、維持し、理解する
ことの欠如
19

自閉症スペクトラム障害③

自閉症スペクトラム障害④

C. 症状は発達早期に存在（対人的要求が本人の能
力の限界を超えるまでは明らかにならないか、後
に学んだ処世術で隠されているかも）

「注釈」
1) DSM-Ⅳで、自閉性障害、アスペルガ
ー障害、PDD-NOSと診断されている人
は、ASDと診断されるべきである。
2) 社会的コミュニケーションの欠如はあ
るが、他のASDの診断基準を満たさな
い人は、社会的コミュニケーション障害
と診断すべきである。

D. 症状は、社会性・職業、その他の重要な領域で
臨床的に有意な障害を引き起こす
E. 知的障害（知的発達障害）や全般的発達遅滞で
は説明できない。知的障害としばしば併存し、併
存症診断をするのは、全般的な発達レベルよりも
社会的コミュニケーションが低いとき
21

22

ASDの重症度 （DSM-5）（本田秀夫、2013）

自閉症スペクトラム障害⑤

重症度

「特記事項」

レベル３

① 知的障害を伴うか否か

「きわめて多くのの支
援を必要とする」

② 言語障害を伴うか否か
③ 既知の医学的・遺伝的状態、または環

レベル２
「多くの支援を必要と
する」

境的要因と関連している場合
④ 他の神経発達的・精神的・行動障害と
関連している場合
⑤ カタトニア（Catatonia）を伴う場合

レベル１
「支援を必要とする」

23

対人コミュニケーション

限局した興味と反復的行動

言語および非言語的対人コ
すべての場面における機能
ミュニケーション・スキルの重度
を顕著に妨げる
の欠陥
言語および非言語的コミュニ
ケーション・スキルの顕著な欠 誰がみても明らかで，さまざ
陥；適切な支援があっても対人 まな場面で機能を妨げる
的な障害は明らか
適切な支援がなければ対人コ
1つ以上の文脈で有意に機
ミュニケーションの欠陥によって
能を妨げる
何らかの障害に気づかれる
24
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DSM-5は、診断分類システ
ムの完成形ではなく、的確
な使用には前提条件として
臨床的トレーニングと経験
が必要である。

DSM-5は、診断分類システ
ムの完成形ではなく、的確
な使用には前提条件として
臨床的トレーニングと経験
が必要である。

25

25

DSM-5の諸問題

ちょっと気になる乳幼児

（大野 裕；「DSM-Ⅲはなぜ作られ、
DSM-5はなぜ批判されたか」、金剛出版、2014）

①あやしても笑わない、 ②音に過敏である
③人見知りをしない、 ④親の後追いをしない
⑤イナイイナイバーをしても喜ばない
⑥抱きにくい、 ⑦視線が合わない
⑧指さしをしない、 ⑨言葉が遅い
⑩人やテレビの動作のまねをしない
⑪手をヒラヒラさせたり、耳を両手で押さえたり
する
⑫独り遊びが多く、他の子どもと遊ばない
⑬ごっこ遊びをしない、 ⑭こだわり行動が目に
つく
28

① 米国の医療保険からの圧力
② ガイドライン（保険会社 vs 医師）の作成
③ 治療方針における個別性（社会的要因）

が切り落とされる可能性
④ 明確な科学的根拠や疫学調査がないま
まに作成された：米国精神医学会の経済
的状況（NIMH米国精神保健研究所との
確執）
⑤ 過剰診断に繋がる恐れがある（症状を満
26
たしているだけで診断）

ちょっと気になる学齢児

愛着（attachment）
①
②
③
④
⑤
⑥

 子どもと他の特定の人間（母親）との
間に形成される愛情の絆が、両者を
空間的にも時間的にも結びつける。
（John Bowlby）
① シグナル行動：泣く、笑う、喃語、呼
ぶ、特定の身振り
② 接近行動：接近、後追い、しがみつ
き、吸う

集中力が乏しく、話を聞けない
集団行動がとれない
多動で落ち着きがない
キレやすく、すぐ手を出す
情緒不安定である
基本的な生活習慣が身に付いていない

 保護者が子どもの問題を認めない

29

30
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考えておかなければならない事柄
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

定型発達の子ども（気質、親子関係）
哺育障害
反応性愛着障害、脱抑制性愛着障害
児童虐待（世代間伝達）
ボーダーライン・チャイルド
広汎性発達障害、自閉症スペクトラム
注意欠如/多動性障害
精神遅滞、知的発達障害
31

32

自閉性障害の原因

出生から1歳くらいまでの時期

① 周生期障害
② 遺伝的要因
③ 脳機能の障害
（脳イメージングの研究）
④ 神経伝達物質の代謝障害
⑤ 食物の問題
⑥ グルコース代謝障害
⑦ 種々のホルモン分泌障害

① 反応が乏しくても、スキンコンタクトをしな
がら言葉かけをすることが大切
② 感覚統合の機能を促すには、子どもの
皮膚に触れ、語りかけ、手足を同時に動
かすというような協調運動が有効
③ 日本の子ども達の遊び
④ 療育指導の基本は、子どもが成功しや
すいように教えること（例：ボール遊び）
33

34

発達障害が現れる1～3歳頃までの時期
① 子どもの自発行動から出発する
② 物と動作を関係づけて根気よく言葉か
け（やや大きめの声で）をする
③ 外界からの刺激を選択的に入力するこ
とが苦手なので、構造化された環境を
用意し、一対一で、一つひとつ教えてい
く
④ 他の子ども達と一緒に遊ばせ、子ども同
士の行動を体験させる
35

36
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臨床診断の進め方①
① 主訴：受診した目的、主たる訴え
② 現病歴：発症以来の経過
③ これまで受診・相談した専門機関の所
見（診断分類名、見立て、評価）と、治
療・指導方針
④ 診断分類名および見立て：どのくらい
の経過観察の後に説明されたのか
⑤ 発達歴・生活歴
⑥ 行動観察・精神科的現在症

Ⅴ. 臨床診断の進め方

37

38

臨床診断の進め方②
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

臨床検査および心理検査
保育園・幼稚園・学校、職場からの情報
鑑別診断
伝統的診断：診断概念の歴史的変遷
国際的操作的診断基準（ DSM-5、ICD10）との照合
⑫ 本人および家族への説明（診断、治療
方針、薬物療法など）
⑬ 経過観察と臨床診断の再検討

Ⅵ. 横行する安易な診断
と偏見・誤解

39

40

横行する安易な診断
① 臨床に対する畏れを持たなくなった
② 乳幼児期の発達歴を軽視する
③ 場面を変えた行動観察を繰り返さない
④ 保育園・幼稚園・学校から情報を得よう
としない
⑤ 短時間の1～2回の診察で診断する
⑥ 操作的診断基準に依存しすぎる診断
⑦ 保護者の気持ちを斟酌しない

Ⅶ. 最近、考えていること

41

42
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① 高機能自閉症やアスペルガー症候
群の人々が語る内的世界から見え
るものは、知的障害を伴う自閉症の
人々の内的世界と同じものか。
② 知的障害の有無にかかわらず、自
閉症の人々は「成長」し続けている。
③ 反応性愛着障害やパーソナリテイ
障害との関連をどう考えるか。

④ 成人期以後に受診してくるケー
スの診断はどうあるべきか。
⑤ 「親亡き後」の問題にどう対応で
きるのか。亡き親への思い。
⑥ 高齢期になる人々の問題。入所
施設か精神科病院か。

43

44

成年後見制度は、認知症は。
⑧ 強度行動障害への対応は
⑨ なぜ自閉症の人々に魅了さ
れ続けるのか。
⑦

Ⅷ. 発達障害者支援法
の見直しに関する要望書

45

46

要望書のポイント

発達障害者支援法の見直し

①

① 平成17年：発達障害者支援法施行

② 平成26年3月：野田聖子衆議院議
員（発達障害の支援を考える議員
連盟・会長代理）へ「発達障害者支
援法の見直しに関する要望書」を提
出

②

③

47
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障害のある人々に関する制度改革の整
合性を図ると共に、発達障害の人々が受
け入れられ、かつ適切な配慮が行われる
ように、都道府県・区市町村・事業者に義
務づける。
インクルーシブ教育システムを構築する。
保育・教育・権利擁護・就労支援における
制度改正と整合性を図ると共に、それら
の制度により発達障害の人々に適切な配
慮が行われるように、各関係機関に義務
48
づける。

④
⑤
⑥
⑦

発達障害児者支援に関する
調査の実施（厚労省）

支援者の人材育成、および支援支援
システムを確立する。
発達障害の人々のための手帳制度
を確立する。
司法における権利擁護・合理的配慮
を確保する。
高齢期の発達障害の人々への支援
体制を開発・整備する。

①
②
③
④
⑤
⑥

49
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発達障害者支援センターの体制及び事業実
施状況（相談受付、コーデイネート、人材育成）
早期対応の状況（乳幼児健診、巡回相談）
M-CHATなどのアセスメントツールの活用状
況
家族支援の実施状況（ペアレントメンター）
発達障害児者が利用できる医療機関の確保
状況
発達障害者の就労支援との連携状況
50

実務研修報告

平成２６年度

発達障害支援スーパーバイザー養成研修
社会福祉法人
星が丘寮

実務研修
侑
中野

愛

会

伊知郎

１、実務研修の概要
社会福祉法人

侑愛会（おしまコロニー）では、第１回目を平成２６年９月１日から５日まで、

第２回目を平成２６年１２月８日から１２日までの、各５日間、２回にわたり実務研修を実施して
いる。参加者の職種は多岐にわたっており、障害者支援施設の支援員やサービス管理責任者や管理
者、発達障害者支援センターのコーディネーター、自閉症療育の専門家などであった。また、経験
年数も幅広く５年から２０年の職員である。
１回目の参加者は５名、２回目の参加者は６名の計１１名が参加している。

２、実務者研修検討会の開催
実務研修を引き受けるにあたり、研修日程の調整やプログラム内容の検討を行うために、主要な
事業所が集まり検討会議を開催している。
検討会議で話し合われた内容をもとにして、研修内容の決定がされた。その内容は、おしまコロ
ニーの特色を生かしたものにすることとし、発達障害の方々に対する、幼児期から青年期・成人期
そして老年期までの支援体制を見ていただきながら、各ライフステージに応じた取り組みを通して、
一貫した包括的な支援が継続的に行われていくことの重要性を伝えること。また、その中で、TEACH
プログラムの構造化のアイディアを応用した取り組みが、どのように実践の中で生かされているの
かということを伝える内容としている。
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３、研修プログラムについて
１日目：発達障害者支援センターにて、侑愛会の概要と北海道における発達障害者支援センターの
役割について説明している。また、実践研修を進めていく時の基礎となる、自閉症を中核
とする発達障害の特性について説明を行い、今回の研修の大きな目的である「アセスメン
ト」の重要性とその考え方をについてレクチャーしている。
２日目：児童発達支援センターにて、自閉症児に対する療育を中心に実習を行っている。「つくし
んぼ学級」の概要の中では、自閉症を中核とした発達障害児が多く利用していることを説
明している。実践研修では、実際に子供たちと関わってもらいながら、「コミュニケーショ
ンサンプル」をとり、それぞれの評価を持ち寄って、分析・検証を行っている。それらの
分析をもとに、今後、想定される目標設定について、職員と意見交換を行っている。
３日目：通所事業所にて、自閉症者の成人期における日中活動の様子を見てもらいながら、働くこ
とに対する評価「TTAP」を用いて、アセスメントの方法について意見交換を行っている。
実際に直接観察を行っている様子をビデオで見ながら評価をしてもらい、自閉症の特性に
ついて意見交換を行っている。
４日目：入所施設にて、「強度行動障害」に対するアプローチの考え方や、実際のケースをもとに
した事例検討を行っている。その中で、それぞれの意見交換を行い、チームアプローチの
重要性について説明している。また、構造化のアイディアをどのように生活や日中活動、
社会活動に生かされているのかをビデオなどを見ながら、意見交換を行っている。その後、
実際の生活寮で利用者のアセスメントを行っている。
５日目：児童入所施設と特別支援学校の見学を通して、学童期における自閉症教育・療育の実際を
見てもらい、意見交換を行っている。

４、まとめ
今回、５日間の実務研修を受けるにあたり、どのようなプログラムが提供できるのか？正直不安
な点があった。それは、確立された支援ではなく、個別支援の視点に立ったアプローチが必要であ
り、そのためには、一人ひとりの特性を知ることからスタートしなければならないからである。そ
こで、今回の研修は、アセスメントを中心に内容を組み立て、利用されている方々の特性を知って
もらいながら、「根拠のある支援」を組み立てていくためのヒントとなるような内容として実行し
た。
今回の研修の効果については、それぞれが持ち帰り、実際に活用していく中で、実践に結びつけ
ることを実感してもらい、そのことがきっかけとなり、多くの人が正しい理解のもと、療育・支援
が行われることによって自閉症の方の生活の質が向上するのだと考える。
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平成26年度 発達障害支援スーパーバイザー養成研修
実務研修の受け入れ報告
社会福祉法人はるにれの里
札幌市自閉症者自立支援センター ゆい

中村 修一

札幌市自閉症者自立支援センターゆい（以下ゆい）のスーパーバイザー実務研修の受け入れは、９
月・10月・11月の各月４日間で計９名の方がお越しになりました。
地元北海道の新しのつ幸生園、岩手県発達障がい者支援センター、静岡県発達障がい者支援センタ
ー、東京都昭島生活実習所、神奈川県生活工房、大分県樹の実園、千葉県袖ケ浦のびろ学園・菜の花
会しもふさ工房・アーアンドディーだいえいと、北から南まで全国各地から参加していただき、この
養成研修への関心の高さが伺えました。

実務研修の受け入れプログラムとして、はるにれの里として考えたこと
○発達障害支援スーパーバイザー研修なので、成人重度の自閉症の支援にとどまらず、幅広く見たり
考えたりするプログラムであること
○法人全体をイメージしていただけるプログラムであること
○全国からお越しいただいた方々との意見交換を重視すること
研修の受け入れは、実際なかなか大変ではありましたが、現場の職員も参加者の方々と意見交換が
できる貴重な時間となりました。さまざまな視点での意見交換や、外部の方が各ユニットや作業など
の実習に入ることで、職員にとってもいい刺激になったと思います。
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具体的なプログラムはこちら→→→

月日

時刻

内

容

9：00

オリエンテーション

10：00
11：00

法人の理念と課題

10：00
12：00

おがる説明
ゆいの事業と役割

12：00
13：00

休憩(ゆい）

13：00
15：00

はるにれの里
自閉症支援の考え方について

15：00
16：00

施設内見学

法人の理念である「いかなる重度の障がい者であ
っても最終ゴールは、地域での自律生活を目指し、
地域に溶け込み、地域を支え、地域に支えられると
いうこと」を伝えられるような内容になればと思い、
１日目

プログラムを作成させていただきました。
前半はゆいでの研修が中心です。
後半は、地域での生活について、地域支援担当か
らの現状報告を聞いたり、GHの現場を直接担当して
いる職員の法人内研修会に参加してもらったりして、
現場の生の声を聞いていただく機会を設けました。

質疑応答及び意見交換
課題の整理

また、重度自閉症をはじめとした発達障がいの方
々の日中活動の様子についても、法人内のいくつか
の事業所を訪問し、実際に見学していただきました。

研修事務局へ提出された実習報告の写しを送って
いただきました。

２日目

研修を終えて 参加者からの声

以下、その中からの抜粋です。
○事業所をいくつか見学させていただきました。そ

9：00

オリエンテーション

9：45
12：00

生活介護 Cブロック実

12：00
13：00
13：00
14：00
14：00
16：00
16：00
17：00

休憩・昼食

基本にあるTEACCHプログラムや構造化に沿った支
援がされており、支援の方向性が法人内で浸透し
ていると感じました。
３日目

点が多いのではないかという点に気づきました。

グループホーム見学
地域で支える仕組み作りと課題
質疑応答及び意見交換
課題の整理

の中で感じたことはどの事業所も貴法人の支援の

○自閉症支援方法で目指している方向性は共通する

ケース報告

「本人を理解することからすべてが始まる」等、
深く共感できました。

9：30

オリエンテーション

9：45
10：15

個別支援計画と地域移行

10：20

移動

11：00
16：00

地域職員研修会
質疑応答及び意見交換
課題の整理

４日目

9：50

ゆい発

10：10

生活介護事業所 さりゅう着

11：00

生活介護事業所 あらいぶ着

11：40

多機能型事業所（児童発達支援、放課後等デイサービス）
よかっち

14：00

多機能型事業所（就労継続Ｂ事業・生活介護事業）
ポロレ・リーフ

14：45 就労移行支援事業所 あるば
16：00 閉講式
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平成２６年度

発達障害者スーパーバイザー養成研修

報告

障害者支援施設 あいの家
●実務研修の受け入れから
あいの家では、９月と１０月に各５日間、計４人の方を受け入れました。

１、実務研修プログラム
9:00

12:00

13:15

9/29

13:30
受付

14:00

15:00

16:30

開講式、オリエンテーション
講義、
「社会福祉法人梅の里の歩み」

17:00
意見交換会
全体見学

9/30

日中活動（作業支援）
通所：ロウソク

休憩

生活支援、日中活動
通所：ロウソク

生活支援
通所：短期入所

まとめ
意見交換

10/1

講義「療育と余暇支援」
障害者支援施設あいの家

休憩

生活支援、日中活動
通所：手工芸

生活支援
通所：短期入所

まとめ
意見交換

10/2

日中活動（作業支援）
入所：農耕

休憩

日中活動（作業支援）
入所：農耕

10/3

講義「発達障害者支援センターの機能及び現状」
閉講式・まとめ 意見交換

まとめ
意見交換

２、研修プログラムの軸
行動障害のある自閉症の方たちを支援する際に、全職員が共通した目的と認識を持つ事。
・利用者さんの生活の豊かさに繋がる余暇支援。

～事例紹介～

・強度行動障害の方の短期入所支援の取り組み。

３、臨床実習
・屋外作業の農耕班と室内作業のロウソク班、手工芸班に分かれて、実習をして頂きました。農
耕班では、利用者の特性に合わせた設定内容を見て頂き、室内作業では、細かい作業工程を分
かりやすく設定している状況を中心に見て頂きました。
・生活支援では、短期入所の利用者支援を見て頂き、日によって利用者が変わる環境の中で、落
ち着けて寛げる環境とプログラム等を見て頂きました。

４、研修を終えて

～参加者の声～

意見交換時のご意見内容から抜粋
・入所利用者さんと通所利用者さんの皆さんが、日中活動等を通して様々な環境設定の中で、持
てる力を自ら出されている様に感じられました。また、生活されている空間がとても、ゆっく
りとした時間で流れている様な支援に感じました。
・利用者さんが、生活を送る上で行動に迷ったり、躊躇する場面を常に想定しながら、利用者の
立場で、支援を作り上げていく事がとても大切な事だと感じました。

５、まとめ
今回の４名の方々の受け入れは、あいの家にとっても、改めて自分たちの実践を客観的に捉え直
す機会となりました。また、全体を通して、いくつかの指摘も頂きました。この様な施設間の垣根
を越えたやりとりは、実務研修のすばらしい所だと思っています。
これからも、様々なネットワークを活用しながら、スーパーバイザーの方々が中心となり、各事
業所内で利用者さんの支援が充実される事を願っています。
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けやきの郷スーパーバイザー養成研修報告書
社会福祉法人

けやきの郷

平成２６年度発達障害支援ＳＶ実務研修要綱
実施機関名

社会福祉法人 けやきの郷

連絡先住所

〒350-0813

電

049-232-6363

話

Ｅ-ｍａｉｌ

担当者職氏名

施設長

佐々木

敏宏

埼玉県川越市平塚新田高田町 162
049-232-6367

ＦＡＸ

sasaki@keyakinosato.or.jp

嘱託医である太田昌孝先生の指導のもと、太田ステージを基軸にした総合的な自閉症支
援を展開し、重度の知的障がいを伴う自閉症者にとって、認知発達アプローチの有効性を
特

実証しています。
「やまびこ製作所」は、国内でも唯一の自閉症者を中心とする就労継続支

色

援 A 型であり、「どんなに障がいが重くとも自立を目指す」というけやきの郷の理念の具
現化です。また、障がい者支援施設「初雁の家」からは、３３名が地域生活に移行してお
り働くことと同様にけやきの郷の理念を実現してきています。

障害者支援施設 初雁の家 生活介護５０名
事

就労継続支援 A 型 やまびこ製作所

業

多機能型事業所 ワークセンターけやき
生活介護１４名

の
概

グループホーム 潮寮

要

埼玉県発達障がい者支援センター

施設入所支援４０名

２７名

就労移行支援１０名就労継続支援Ｂ型１０名

３５名
まほろば

特定相談支援事業所 相談支援室けやき
実

務

研

計画相談
修

日

一般相談

程

１回目

平成２６年９月１日（月曜日）～平成２６年９月５日（金曜日）

２回目

平成２６年１０月６日（月曜日）～平成２６年１０月１０日（金曜日）

３回目

平成２６年１１月 3 日（月曜日）～平成２６年１１月７日（金曜日）

9:00

10:00

12:00

13:00 13:30 14:00

月曜日

受付

15:00 16:00

17:00

開講式

18:00

意見交換会

講義「けやきの郷の理念」

火曜日
水曜日

オリエン

臨床実習

テーション

初雁の家

オリエン

臨床実習

テーション

木曜日

オリエン

休憩

講義「太田ステージを基軸にした自閉症支援」
初雁の家

休憩

講義「自閉症者の就労支援」

やまびこ製作所
臨床実習

やまびこ製作所
休憩

講義「発達障がい者への総合的支援」

テーション ワークセンターけやき

金曜日

臨床実習
まほろば・けやき

休憩
相談業務

潮寮・まほろば
閉講式・まとめ
意見交換
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臨床実習
初雁の家
臨床実習
潮寮
意見交換会

けやきの郷では、１回目５人、２回目５人、３回目６人合計１６人の方を受け入れました。多くの方
が埼玉県内の方々でしたが、県外の方の参加もありました。参加者のみなさんは、とても熱心で意見交
換もとても有意義なものであり、研修を受け入れた当法人にとっても勉強になることの多い研修でした。
以下に、要綱に沿ってご報告致します。

１）けやきの郷の特色と事業の概要について
けやきの郷は開所して３０年が経過し、入所施設からは３３人がグループホームへと移行、就労継
続支援Ａ型（旧福祉工場）では自閉症者を中心として２７名が働いております。自閉症者を中心とし
た就労継続支援Ａ型は国内でも唯一であり、これらの経過を含めて自閉症者への３０年の取り組みは
当法人の理念の具現化でもあります。

２）研修日程について
最初に「けやきの郷の理念」についての講義が、阿部常務理事より行われました。どんなに障がい
が重くとも自立を目指すという理念の具現化を実現するために、けやきの郷独自の方法として「集団
自立」を中心に話が進められました。障害支援区分が６の人も含めて入所施設からグループホームへ
の移行は、やまびこ製作所において最低賃金を保障し、みんなで助けあって働くことを基本に実現で
きたものです。参加者の方々からの質問も多く、とても興味を持たれたようでした。
これらの実践を体験していただくために、各事業所にての臨床実習が行われました。初雁の家から
始まり、地域とのつながりを必要としてワークセンターけやきがその役割を果たし、埼玉県委託の発
達障害者支援センターまほろばはけやきの郷としての専門性を生かし、相談支援室けやきは多くのニ
ーズに応えるために活動しております。これらの活動全てにけやきの郷としての自閉症についての専
門性が生かされており、参加されたみなさんから多くの質問が寄せられておりました。

３）研修プログラム（講義）について
午後はそれぞれの事業所より講義が行われました。ここでは、「大田ステージを機軸にした自閉症
支援」について報告します。
自閉症は認知障害による障害特性を理解して対応する必要があります。このことは、どこでも語ら
れることであり、ほぼ共通理解ができていることと思います。しかし、スーパーバイザー研修に参加
される方々の多くは福祉施設に所属する方々であり、福祉施設のほとんどの対象者が重度の知的障害
を伴っております。当法人けやきの郷の嘱託医である太田昌孝先生（心の発達研究所理事長）は、太
田ステージを開発し広く学校教育の現場で使われるようになっております。しかし、成人期において
はあまり知られておらず、今回の講義でも初めて太田ステージを知ったがぜひとも活用したいという
声が多く聞かれました。
太田ステージは、重度の知的障害を伴う方々をステージⅠ―１・Ⅰ―２・Ⅰ―３・Ⅱ・Ⅲ―１・Ⅲ
―２の６段階に分けてその認知構造に応じた支援を組み立てることができます。このように認知障害
による障害特性を理解することと、知的障害のステージ分けにより認知構造を理解することは、共に
重要なことであり成人期のスーパーバイザー研修では欠かすことのできないことと考えております。
太田ステージは、ＬＤＴ（言語読解力テスト）を使用して簡単な検査によりステージ分けするもので
あり、客観性があります。このような客観性に基づいた支援が法人内の各事業所で共通に理解され、
実践に活かされていることに、参加者のみなさんは太田ステージの有効性を一様に感じられたようで
す。
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１

受入期間および日程表…別紙１参照

２

研修者一覧…別添２参照

３

実施報告

しもふさ学園

舘山

聡

（１）研修について
カリキュラムは、本部より4日間～5日間に決まっていたので、その期間の受け入れとした。
３回の受け入れを通す中で、初回を終えた時に一つの反省点が上がった。
『この研修の目的は、発達障害のある方を支援するにあたりスーパーバイズすることを目的とし
た研修であり、研修を受ける者の立場においては、様々な、自施設のみのケースだけではなく、研
修者の困難事例を以って検討することにより、さらにその実力を上げることも目的の一つと考え、
この研修ではやはりグループワークは欠かせない』という結論に至った。よって、研修者へは事前
に困難事例をＡ４レポートにまとめて頂き、研修内でグループディスカッションをする時間を設け
た。これについては参加した職員の方々には好評であった。
また、千葉県では『強度行動障害のある方への支援者の為の研修』という、強度行動障害のある
方を支援する職員の為の研修が行われており、この研修へ傍聴という形で参加をした。研修の内容
は、各参加施設の職員へ毎回課題が設けられており、応用行動分析の考え方、実際に行われている
強度行動障害のある方の支援の考え方、事例の進捗状況、今後の見通しや支援について等、各職員
が発表する事例について、千葉県発達障害者支援センターの副センター長よりスーパーバイズを受
ける形を取っている。
事例発表を聞き、進め方を学ぶにことにあたっては、研修者にとっては非常に有効な時間であっ
たと考える。研修者からもこの時間が設けられていて良かったいう声もあった。
また、現場への実習については、期間中、法人の理念や支援の内容、法人内各施設の取組み等の
説明を含める形となるため、実際に支援をするというよりも取組みを見学する、或いは説明を聞く
という形で終わってしまう為、利用者さんの支援をも含む研修とするのであれば、時間の取り方に
工夫が必要であると感じる。
さらには、参加研修者のキャリアも注目すべきであり、研修の目的は『スーパーバイズ』研修で
ある。今回の研修者のキャリアについては様々で、3～4年のキャリアの職員と、20年以上のキャリ
アの職員が一緒の研修となっては、目的は一色にはならなくなってしまい、特にキャリアの浅い職
員にとっては理解できないような内容、経験からも理解できないこともあることから、参加資格に
ついても、例えば『SVの資質を持ち合わせ、その立場にある者』等の参加資格を限定し、かつ、10
年以上のキャリアを合わせ持つ者等の条件を設けた方が良いのではないかと感じた。
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