
2013年度自閉症セミナー フォローアップ　アンケート

職種
セミナー各講座の中で、現場に生かすこと
のできた内容にはどののうなものがある
か

なかなか実践に生かすことが難しいとすれ
ば、どのような理由が考えられるか

講師コメント

長瀬先生のプランシートに事例を当ては
めて、現場のスタッフで一緒に対策を考
え、また、スタッフの協力の一致を計ること
ができ、その結果問題が軽減されました。

親とのコミュニケーションのとり方が難しく
思います。どのように普段接しておられる
のかが分かりません。自閉症の子を持つ
親の心境としてあまり外部と接触したくな
いのでしょうか。こちらから連絡してもいい
ものか、迷います。

長瀬先生：プランシートのご活用、ありがとうござ
います。プランシート以外の問題改善につながる
ツールは、『井上雅彦』『小笠原恵』のキーワード
で検索なさると、両先生（大学の先生です）のHP
から入手できます。
武藤先生：自閉症の親と、ひとくくりにすることはで
きません。その親御さんはどうか、だと思います。
あなたの迷いも伝えた上で家での情報をお聞きに
なってはいかがでしょうか？

支援員

今回の研修を通して、応用行動分析の意
図や方法に関して、理解をより深めること
ができました。障害者支援施設で毎日利
用者の支援を行っていると、様々な問題
行動を目にしますが、研修で学んだことを
生かして、「その行動の背景にあるもの
（原因）は何か？」をよく吟味して仮説を立
てながら考えるよう意識しています。今後
も最新の理論や実践を学びながら、日々
の支援に生かせるよう努めていきたいと
思います。

インシデントプロセス法によるケースカン
ファレンスは、会議に提出された問題行動
の事例について対策をチームで考え、結
論を出す上で大変有効な方法であること
が分かりました。しかし、実際の現場では、
日々の業務の中で事例を検討する時間が
取りにくく、実践するのは難しいと感じまし
た。

長瀬先生：応用行動分析学の意図や方法を理解
していただき、ありがとうございます。まずは現場
で、改善しやすいと思われる行動問題に取り組ま
れ、その実践をまとめられることをお勧めします。
武藤先生：いつも、その人の行動の背景にあるも
のに思いを巡らせることは本当に大切ですね。時
間がなくて大変だろうと思います。意識的に月に１
回１時間を確保することはできませんか？

生活支援員

先生から「支援はエスコートだ」と教わった
こと、日々の支援の中で思い出し自分の
行動を正しています。
2日目に私の持ってきた事例を取り上げて
いただきました。行動問題をなくすために
少しずつ取り組んで成果を出せてきてい
ます。

職員不足により、なかなか実践できない。

長瀬先生：「支援はエスコート」私が言った言葉で
すね。今日も最大限の注意を払い、エスコトーして
きました。
武藤先生：人手不足は慢性的にみられる課題で
すね。それでも主体は利用者が何を思ったり感じ
てそうしているのか、利用者の見方で検討してみ
ることだと思います。その時、利用者の発達を知る
ことも役立つ視点だと思います。
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講座に参加し、仕事場での各場面や状態
の見方が変わり日々の変化や情報の収
集に役立っていると感じますが、まだ理解
や実践方法が分からず現場で各職員が
共有して生かせる段階まで行っていませ
ん。

当施設では重度の利用者が多くどういった
アプローチで実践すればよいのか悩みま
す。

長瀬先生：具体的なアプローチ、講師陣の誰かを
施設に呼ばれて、直接OJTを受けられるのが一番
の早道です。
武藤先生：認識が３歳くらいだと（StageⅢｰ１か
Ⅲｰ２）成人では最重度になってしまいます。それ
に生活経験で学んでいることが強固にこだわりに
なっていたりしますので、その方を理解するのに
混乱するかもしれません。太田ステージで認知レ
ベルを把握すると、理解してやっている行動なの
か、こだわり的な習慣行動なのか見分けがつけら
れると思います。

生活指導員

2日目の長瀬慎一講師のセッションで利用
者の体の起こし方がとても勉強になり、現
在支援の中で使わせていただいていま
す。また、誘導の際にも腕を引っぱって行
くなどではなくて、背中を手のひらで押して
あげるということも教えていただきました。

会社全体で理解し合い少しずつ変えて行
かなければ何も変化しないと思います。そ
れぞれの施設でやり方が違うと思うので、
徐々に太田ステージなどを取り込めないと
崩れてしまう。

武藤先生：認知のレベルを共通理解しておくこと
で、利用者と指導者（支援者）両方のストレスを減
らせると思います。少しづつ仲間を増やし一部か
らでも変えていってください。

年に数回ボ
ランティア

●行動問題を起こさざるを得ない状況に
置かれている自閉症の方々が一番辛い。
「行動を止める」より「なぜだろう？」と仮説
を立てる意識を持つよう努力中です。
●（視覚的支援といっても）太田ステージ
のどの段階にあるのか理解することが大
切。（具体物？写真？絵？文字？指示的
内容ばかり？）本人の安定になっている
か？
●刺激となっている対象物を視覚的に見
えなくするか環境から遠ざける

●心身共に健康状態に波がある。
●十分に時間がない
●良い実践をされている方々が多ければ
相談しやすいですが…慣習に疑問を持っ
ても「うちは今までこのやり方でやってい
る、余計な口出し手出しするな等」の空気
が流れている。人間関係が崩れるとその
場にいられなくなる⇒施設内虐待の一歩
だと感じる。（多様な利用者様に職員数が
少ない）
●瞬時に理解できず「壁・ドア」になれない

武藤先生：当たり前とされてしまっていることに疑
問をぶつけていくことは人間関係の信頼がないと
ころでは大変ですね。一人でも、２人でもそういう
信頼できる仲間はいませんか？
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生活指導員

個人的ではあるが、応用行動分析学
（ABA）の事例VTRにより、支援者の適切
な誘導（立ち位置）を意識するようになっ
た。又、「その行動に至る要因」を、当事者
の障がいを理由にせずに環境も含めて分
析し、探っていくことを考えるようになっ
た。

●セミナーで得たものを職場内で共有でき
ない。
●職場内（支援員）の支援技術標準化の
ためのOJTが進んでいない。
●利用者の高齢化により問題行動の内容
も日々変化しており、対応が難しいこと。

長瀬先生：「その行動に至る要因」を環境要因を
含めて分析する視点を持たれたことは、素晴らし
いことだと思います。次は是非、ご自身の関わり
方を録画して分析してみてください。
武藤先生：職場内に一人でも二人でも分かってく
れる仲間を！　自分が支援を受ける立場だった
ら、その誘導のされ方をどう感じるか、相手の視
点で考えてみることは基本ですね。高齢化も大き
な問題です。私もまだ分からないので教えて欲し
いです。

常勤嘱託職
員（生活指
導員）

応用行動分析学についての講座での、
「その行動に至る要因」を見出そうとする
支援の話を受け、現場で起こる様々な利
用者の行動において、その行動を引き起
こす要因について考えることができるよう
になった。

<個人的理由>
・一職員としての声が小さい
・セミナーの内容を十分に理解していない
・セミナーの内容を報告書としてうまく文書
化できなかった
<他職員に考えられる理由>
・報告書の内容がよく理解できないままに
なっている
<施設として考えられる理由>
・今まで長くやってきた方法等を変えられな
い
・新しい方法を受け入れることが難しい

長瀬先生：応用行動分析学の本質を理解してい
ただき、ありがとうございます。まずは研修の話に
興味を示してくださるお仲間と事例検討などをな
さってはいかがでしょうか。
武藤先生：　講座で「利用者さんの行動に至る原
因を見出す」というポイントを学んでくださったはと
ても大切です。施設で今まで長くやってきた方法を
受け入れることが難しいのは、批判されていると
いう思いになるからでしょうかね。千葉県で起こっ
た施設の虐待もその「変えられないという思い」が
蔓延したせいではないでしょうか？是非発達も含
めた視点から利用者がそうせざるを得ない原因を
検討してくださるように願っています。

事務局員

全体的に今すぐ現場の中で生かせなくて
も、個別にしっかり理論を学んでいけばあ
らゆる場面で生かせる内容であったと思
う。
しかし、特に生かしやすかったものは、
「ABAとその応用」「OJTと効果的な～」
だった。「ABA」の講義は動画や写真を多
用していたのでイメージがつきやすかった
のが要因だと思う。「OJT」は実例に基づく
クイズ形式etc.、自分の頭で考えるチャン
スがあったのが良かった。2日目の分科会
でのアイスブレイクに加え、早速職場で実
践しました。

「太田ステージと～」これは私自身の勉強
不足もありますが、太田ステージ自体を理
解していなかったので、太田ステージの理
解を前提とした内容だったため、（部分部
分は理解・得心がいったが）最後まで良く
わからず、理解不足故に生かせなかったと
思う。
TEACCHは過分にテクニカルな内容で、こ
ちらも概観的に捉えることが出来なかっ
た。

長瀬先生：「ABA」講義での動画・写真が理解の助
けとなったのであれば、嬉しい限りです。これを導
入として、その背景にある理論へと。
武藤先生：短時間で太田ステージを全部説明しき
れませんでした。「認知発達という見方で利用者さ
んの世界を理解する視点がある」ということを知っ
ていただき、更に学んでいただきたいと思っていま
す。
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主任

窓ガラスを割るので格子と飛散防止シート
の検討に入った。帰宅に（大泉学園-池
袋）園を出てから2～3,4時間かかっていま
したが何かを試す前に薬の量は変えずに
飲む回数を増やしたことで眠気が持続す
るのか多少のこだわりをすませるとまっす
ぐ帰宅するようになり以前のように20時、
21時まで園付近をうろつくことがなくなりま
した。

ご本人のこだわりがいつどこで発生するの
かわからないものもあります。
先日は前からきた自転車を突然突き倒し
苦情がきました。日頃のこだわりとは全くち
がうものが発生した場合、それがこだわり
へと変化しないよう配慮をします。
日頃のこだわりについてもご本人わかって
いてもやってしまうのでその気持ちを抑え
ることは困難です。

武藤先生：いけない事とは分かっていても、衝動
的に行動してしまうのですね。どの位の発達段階
の方なのでしょうか。薬の飲み方を変えてみた後
での自転車の突き倒しなのでしょうか？それ以前
のことでしょうか？衝動性に関しては薬の調整も
一つの手立てになり得ますよね。

主任指導員

2日目の事例研究に取り上げていただき、
その時に講師の方にアドバイスしていた
だいた支援方法をそのまま取り組んで、
実際に効果を上げることができました。

ABAにしてもTEACCHにしても基礎的な理
論はわかるのだが、実際にどのように現場
で使って良いかわからないことがある。ま
た、上手くいかなかった時の修正のやり方
がわからないことがある。さらに実践的な
ステップアップ講座を企画していただける
のなら、ぜひとも参加したいです。よろしく
お願いします。

長瀬先生：まずは、実践。とにかくやってみられる
ことです。エラーからたくさんの学ぶべき点が見え
てきます。
武藤先生：そうですね。実行に移すときに戸惑い
を感じるのかもしれません。実践している施設を
見学されることも理解を高めることになるかもしれ
ません。
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