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対応困難な事例に対する障碍者支援施設職員との

コンサルテーション

Consultation with Institution Support Givers to Severe 

Problem Behaviors 

財 部盛久 (MorihisaTakarabe) 

神谷万里 (MariKamiya) 

新屋心貴 (MotokiSinya) 

本研究は対応困難な状態にある障碍者支援施設利用者の支援について，施

設の支援員と事例検討を中心としたコンサルテーションを実施し，利用者の

行動の改善および支援員の行動理解や対応にどのような変化が見られたのか

検討することを目的としている。

コンサルテーションを通して支援員の利用者の示す行動についての捉え

方が「問題行動」から「やむを得ない行動」に変わり，それと同時に利用者の気

持ち添った対応に変化した。そのきっかけは，利用者の施設利用までの情報

を得たことで，記録を基にすることが重要だと実感できたことが変化の要因

である。このことが対応にも変化をもたらし利用者の行動の改善が認められ

た。コンサルテーションではコンサルティーである支援員に利用者の示す行

動についての認識を変える体験が重要なことが指摘された。

キーワード:コンサルテーション 強度行動障碍 自閉症

障碍者支援施設

1.はじめに

最近の心理学における実践研究ではコンサルテーションの技法を用いた
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報告がなされるようになってきている。特にスクールカウンセラーが配置

されるようになって教師へのコンサルテーションに関する研究が増えたこ

とが報告(小林， 2009) されているが、コンサルテーシヨンに関する研究は

教師を対象とする以外にも、保育士を対象にした研究(藤崎ら. 2005，飯島

ら， 2009)、あるいは障碍のある子どもの家族を対象にした研究(岡村ら，

2010)等、その対象も広がりつつある。

ところで、コンサルテーションをどのように捉えるかについて、わが国で

は色々な捉え方があることが小林 (2009) によって指摘されているが、本研

究では石隈(1999) の「異なった専門性や役割をもっ者同士が子どもの問

題状況について検討し今後の援助のあり方について話し合うプロセス(作

戦会議)Jという立場に立っている。石隈の定義は学校教育におけるコン

サルテーションを前提にしているため、 「子どもの」問題状況としている

が、本研究で「施設利用者」の問題状況に置き換えている。石隈はコンサル

テーションの種類を問題解決型、研修型、システム介入型の3つに分類して

いる。本研究のコンサルテーションは障碍者支援施設の支援員を対象とした

問題解決型に分類されるが、支援員に対する研修も含んで、いるため、研修型

を含む問題解決型のコンサルテーションである。

実践活動としての臨床心理学では、社会場面で幅広い実践活動を展開する

ためにコミュニティにおける臨床心理サービスは重要なテーマである(下

山， 2004)。その意味で福祉施設等の専門職種を対象にコンサルテーション

を行う本研究は、地域支援の福祉施設コミュニティに対する臨床心理学的実

践研究ということができる。

本研究の対象となっている障碍者支援施設Gは、障碍者支援施設を始めと

して、生活介護事業や児童デイサービス事業などの事業を展開している。施

設が提供するサービスの利用者は多様な状態像を有しているが、現在の支援

費制度(契約制度)となってからは利用者に関する情報は入手困難になってい

る。そのため施設側は施設利用歴など個人に関する情報がないなかで対応す
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ることが多くなっている。このような状況にあって利用者には激しい多動、

こだ、わり、白傷、他傷などの行動障碍を有する者も多く、支援員が対応に困

難をきたす現状がある。施設としては利用者一人ひとりに日を向け、利用者

のニーズを探り、少しでも利用者の生活の質の向上を図る支援を行いたいと

考えている。そのために利用者が現在示している行動障碍の状況を改善し、

利用者が落ち着けるような支援が行える体制を作るためにコンサルテーショ

ンを依頼することになった。

上述したような対応に困難をきたす状態があると強度行動障碍として指定

された施設で特別な処遇を行うこともある。強度行動障碍にはさまざまなタ

イプがあるが、学童期に行動が増悪し本人も周囲もどうにもできない状態に

追い込まれ、成人期では支援の困難さが増し、本人の生活の質を問うことも

できない状態になる(飯田， 2001)。このため、成人施設ではそのような利

用者に対する対応は大きな課題になっている。とりわけ自閉症児者は行動障

碍が生じやすいことが指摘されており(小林， 2001)、わが国においても彼

らが地域社会で生活していくための支援方法について検討がなされるように

なってきている(野口， 2004，小笠原， 2004， 2008)。

2. 目的

本研究では以下の 3点について検討することを目的としている。目的1で

はコンサルテーションが行動障碍の状態にある利用者の行動改善に有効で

あったかどうかを検討することである。目的2では 4年間のコンサルテー

ションが施設G職員(支援員)の対応困難な利用者に関する理解と対応にどの

ような影響をもたらしたかについて、支援員の手持ちの技量の変化の視点か

ら検討する。目的 3では多様な経歴の支援員が多様な状態の利用者の行動を

理解し、望ましい対応が可能となるためにはコンサルテーションをどのよう

に展開することが必要かについて検討する。
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3.方法

1 )対象施設の概要

施設Gでは表 1に示すように障碍者支援施設を始め、短期入所時事業、児

童デイサービス事業、障碍児等療育支援事業など障碍のある幼児から成人ま

でを対象とする事業を展開している。

施設利用者の支援に直接関わる職員74名中、心理学あるいは社会福祉を専

攻している職員はお名である。勤務体制は6つの形態のシフト制を採用して

いる。このため、昼間は複数の職員が情報を共有して支援が可能で、あるが、

夕方から夜間にかけての勤務では人数が限られ情報を共有した支援には限界

がある。

障碍者支援施設

表1 施設Gが展開する事業

短期入所時事業

自立訓練(生活司11練)事業

行動援護事業

移動支援事業

障碍児等療育支援事業

児童デイサービス事業

共同生活援助事業

就労継続支援事業B型

2 )コンサルテーションの対象

生活介護事業

居宅介護事業

日中一時支援事業

就労移行支援事業

児童及び成人が入所あるいは通所する支援施設の中心的職員23名(各年

度、 10-12名)。

3 )コンサルテーシヨン期間および実施回数

200X年4月-200X+4年3月の4年間に48回実施。

4)場所および手続き

原則として毎月 1回、 2時間、施設Gにおいて主に対応困難な利用者 1-2 

ケースの事例検討会において、参加者とデイスカッションを行い、必要に応

じで情報提供のレクチャーを行う。

5 )分析資料

事例検討時の報告資料および記録ノート。
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4 .結果

1 )コンサルテーションの経過

コンサルテーションの経過は支援員の報告内容から表2に示すように3期に

分けることができる。第1期では事例検討および支援の際の基本事項につい

てレクチャーが中心である。第2期と第3期では事例検討を中心にしたコンサ

ルテーションとなっている。

表2 時期別のコンサルテーション

時 期 内 容

第 1期 l事例検討会 8回 施設内事例報告会 1回

(1-14回) I レクチャー 5回(記録の取り方 1 アセスメントと支援計画 1 個別支援計画 2

事例報告のやり方 1) 

第 2期 事例検討会 12回 施設内事例報告会 l回

(15-27国)

第 3期 |事例検討会 19回レクチャー 2回制のまとめ方 1 学会発表のやり方 1) 

(28-48回)

( 1 )第1期の事例検討会の経過

第1期の前半の 5回は表3に示す 8事例について検討を行う。この 5回は障

碍者施設の成人の通所利用者4事例と入居利用者 2事例、居宅介護利用者I

事例、児童デイサービス利用者 1事例の検討である。この間の事例検討は、

支援員がどのようにして利用者への支援を行っているのかを把握するための

アセスメントと位置づけ、第5回以外は最低限の助言にとどめる。

表 3 第1期の検討事例と概要

事例 概 要

事例 1・| 衣服収集癖が激しい知的晴碍の50歳代女性入居利用者

事例 2っ こだわりの強い自閉症の特徴がある知的障碍男性通所利用者

事伊IJ3率| 尿遊びを繰り返すコミュニケーションが困難な知的障碍男性通所利用者

事例 4キ| 食事中フリーズする知的障碍の20歳代男性通所利用者

事例 5ホ| 食事の要求に際限がない知的障碍のある自閉症の30歳代男性通所利用者

事例 6市| 自宅で入浴ができない自閉症の特徴がある 20歳代男性生活介護利用者

事例 7ホ| こうと思い込むと切り替えが困難だが、被転動性が高い男性入所利用者

事伊J8ホ| 好きなことしかやろうとしない多動の児童デイサービス利用男児

事例 9 I 攻撃的行動(物を投げる、つねる)を繰り返す知的障碍児童デイサービス利用女児

事例10 I 興奮するとズボンを下ろす自閉症の20歳代男性通所利用者

事例 11 I 頻尿、睡眠障碍、飛び出しのある自閉症の特徴がある児童デイサービス利用男児

*第1回 5回で検討の事例
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この 5回で取り上げた事例の報告で次の特徴が明らかになる。まず、報告

では支援対象者の問題となる行動について、記録を基にどのような行動が

あったか事実の報告がされている。しかしながら事実ではあるが、問題とな

る行動を羅列し、どのようにして制止したら良いのかと対処する方法を問う

内容である。また、どのような行動があったか、という事実の記録になって

はいるが、支援員がそれぞれのやり方で記録しているため、統ーした記録に

はなっていない。そして対応の際に重要な手がかりとなる、行動が生起した

文脈や生起頻度に関する情報が全くない。さらに利用者が示す行動を、支援

者は「問題」という捉え方以外にどう理解したのかということや、支援員の

具体的な対応については記録されていない。

5回の報告から以下の 3点について助言を行う。第1点は事例の背景に関す

る情報収集で、生育歴や施設の利用歴等どのような経過をたどり、当施設の

利用になったのかを把握しておくことを助言する。 2点目は問題となる行動

に関する情報で、行動が生起する状況と行動生起前後の出来事および、行動

が生起する際の利用者の状態と置かれた状況について把握しておくことであ

る。 3点目は当該行動の意味をどう理解するかについてである。支援者に

とっては問題となる行動でも、利用者には長年生活するなかで身につけた本

人なりの適応行動である。その意味から、利用者にとって当該行動はどのよ

うな意味を持つのかを把握することの重要性を助言する。

第6回の事例検討で事例 1について家族から背景要因の聞き取りを行い、

入所するまでの情報を得たことの報告がなされる。この聞き取りから利用者

の生育歴や家族との関係、そして入所までの経緯が明らかとなり、利用者の

衣服収集は両親が他界した後から始まったことが明らかになった。このこと

から衣服収集は両親の他界や施設入所による不安を鎮めることに関連してい

ることが考えられると報告される。そして「需が晴れたような感じがした」

ということが語られ、利用者の背景情報が必要なことが実感できたことが報

告される。

一6一



対応困難な事例に対する障碍者支援施設職員とのコンサルテーション(財部盛久・神谷万里・新屋心貴)

第1期の事例検討を総括すると事例検討会を8回、事例1の2回の検討含む12

事例の検討を行う。第1期で提案したことは、事例検討をI回で終わるのでは

なく、複数の事例について行動生起の要因を検討し、利用者の困っている状

態に対して支援を行う継続的な事例検討である。

( 2 )第2期の事例検討会の経過

第2期では新規の事例で、利用者の示す対応困難な行動の背景にある要因

を明らかにしようとする報告が行われ、第1期に検討した事例については記

録に基づいた継続的支援の報告が行われるようになる。

事例1について3回に分けて報告される。第17回で家族からの情報から、他

の利用者の衣服を収集する理由が明らかになったことで支援者の側に余裕を

持って支援できるようになり、他の利用者に迷惑がかからない範聞で利用者

の欲求を満たしながら支援していることが報告される。第23回では母親の13

回忌が近くなる頃から不安げな様子で、他の利用者が着ている服を脱がせて

自分が着用する行動があったこと、 13回忌を終えた後本人の気持ちに寄り添

うような支援をすると涙ぐみ支援員に抱擁を求めたことが報告される。第26

回では利用者の衣服収集行動について、両親の他界や急な施設入所で不安が

高いのではないかとの仮説の下に、本人の気持ちを考えながら支援できるよ

うになったことが報告される。これまでの記録から不安が高まると衣服収集

が始まることが明らかになり、本人の気持ちに添う対応をすることで収集が

なくなることから、気持ちに寄り添った支援の重要性に気づいたことが報告

される。

事例4の支援経過が第17回で報告される。行動が止まって周まる状態にな

ることと家庭での生活との関連を検討するために自宅での生活リズムを確認

すると、遅くなっての就寝で起床するのに時間がかかることが明らかにな

り、家庭と対応を相談しながら施設では本人の気持ちに添いながら支援して

いることが報告される。

事例5の支援経過が第四回で報告された。否定的な響きのことばに対する
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攻撃的行動や強いこだわり行動の生起時の行動を観察しながら対応している

が状態は改善しつつあることが報告される。

第1期の後半で報告のあった事例11の支援経過が4回に分け報告される。第

l期で支援員からトイレット・トレーニング中にトイレの壁を叩くなどがあ

るため指導ができないという訴えがあり、親子関係、生活環境に関する情報

収集、排世リズムに関する情報の収集を助言した。その後、尿間隔のチェッ

ク、壁を叩くときの行動観察、家庭および学校での日常生活に関する情報を

収集すると、排t世だけに目を向けず、記録と関連させながら生活全体のなか

で排植を考えることの重要性を実感したことが報告される。

新規の利用者で20歳代知的障碍男性(事例12)の支援について第15回、 17

回で報告される。盗食と衝動的行動の対応が困難で、行動制止の対応となっ

ていることが報告される。筆者は本人の発達の状態から周りの状況の理解が

困難で周りで何が起きているかわからず、不安と混乱が起きやすい状況にあ

ることを説明し、本人の気持ちに添った対応を助言する。

事例12のように新規の事例は十分な記録に基づいての支援はできていない

が、継続の事例については記録を基にした支援が報告されるようになってい

る。

第2期の事例検討会を総括すると、事例検討会を12回実施し、新規 8事

例、継続の 5人の利用者に関する10事例を含む合計18事例を検討する。継続

の事例は全ての事例において記録に基づいた報告となり、一部の事例では行

動生起について仮説を立てて支援が行われるようになる。

第2期での主な助雷は、利用者の背景要因と当該行動の関連を考えるこ

と、収集した記録が当該行動の生起にどのように関連しているのか分析する

ことである。また、事例検討会や施設内報告会の際、どのように事例をまと

め報告するかについても助言する。

( 3 )第3期の事例検討会の経過

第3期では第 1期および第 2期からの継続事例と新規事例のいずれでも、
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記録に基づいた報告が行われる。その報告では記録の採り方や介入方法を工

夫し、事例検討会での助言を施設の勤務体制や利用者の状態に合わせて実践

している事例のあることが明らかになった。

第1期からの継続事例である事例5についての報告が3回にわたり行われ

る。第31回、 32回では、利用者の行動に大きな変化が見られないことからこ

れまでの記録の採り方を見直し、問題となっている行動の生起頻度だけでな

く、行動生起前後の利用者の様子も細かく記録するようになったことを報

告。また家庭での様子を細かに聞き取り、項目に分けて整理して、施設と家

庭のふたつの記録を並べて検討すると、家庭環境に変化が生じると落ち着か

なくなることやパニックの頻度が上がることから、家庭環境に何らかの変化

があると問題となる行動が生じやすくなるのではないか、との仮説を立てて

支援していることが報告される。

第45回報告では、家庭からの情報を基に行動観察行いながら利用者の気持

ちを酌み取る対応をすることで、問題となる行動が生じないように予防的な

対応を行っていることが報告される。さらに、家庭訪問を行い、施設での実

践から得られた経験を基に、当人の行動の裏にある切実な想いを細かく説明

し、施設での対応に基づいた家庭での対応について助言したことが報告され

た。その結果、利用者が家庭と施設の双方で落ち着いて過ごせるようになっ

ていることが報告される。このような支援を通して支援員は、記録に基づい

て対応を考え実践すると問題となる行動が減少し、家庭に対しでも自信を

持って支援ができるようになったことで、記録に基づいて支援方法を工夫す

ることの重要性を実感していることが報告される。

第2期からの継続の児童デイサーピス利用の情緒不安定な13歳自閉症男児

(事例19)の報告が第30固から3団連続で行われる。この報告では、児童デイ

サービス利用時の情緒不安定に対応するために、学校からの情報および施設

での情報を細かく記録し、これまでの支援員の対応を支援からのアンケート

調査から検討しているという報告である。そしてこれらの情報を関連させた
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うえでの対応として、コンサルテーションで紹介された文献を参考にして検

討しているとの報告である。

さらに、入居する60歳代知的障碍男性(事例26)について第39回、 40回、

42回で報告がある。この事例の概要は、重度の知的障碍があり、ことばの理

解は日常生活に関しては可能だが、発語は尋ねられたときにのみ単語を発す

る。日常生活ではほとんどの場面で全介助だが誘導中にフリーズして動きが

止まってしまい、特に起床、就寝、食事、排i世時にはフリーズすることが多

い。支援員はこの状態に対応するために、この事例に関係する支援員を対象

にフリーズの実態調査を行う。第1回の調査では、支援員6名(男女各3名ず

つ)に対して24日間にわたり、可能な限り日常の対応をする中での実態を調

査し、以下の2点を明らかにして、フリーズの生起について仮説を立てる。

まず3日に1削、平均で1日2回のフリーズがあり、午後の時間帯にトイレでの

フリーズが多いこと、フリーズの最中、女性支援員が誘導に加わると動ける

ようになることが明らかになる。このことから、同ーの支援員が同じ対応を

することがフリーズと関連する可能性がある。また、入浴時に排尿を済ませ

たとき、別の支援員に定時排尿の誘導を受けてフリーズがあることから、自

分の意思に反したことを求められることがフリーズと関連すると考えられ

る。次にこの点を検証するために、第2回調査を実施し、排尿間隔、男女支

援員の対応について調査する。その結果、排尿間隔が2時間と短いこと、男

性支援員の誘導場面でのフリーズが多く、男性支援員は当人と楽しく語りか

けながら対応することが少ないことが明らかになる。この結果を受け、以下

の対応を検討する。排尿間隔が短いことは泌尿器系に問題があることも考え

られ、保護者と相談して受診を考えることにする。今後の支援につては、男

性支援員に普段から冗談を言って対応することをさせ、誘導するとどうなる

かを検証して実践するという。

以上のように、実態調査を行い、その結果から仮説を立て、仮説を検証す

る支援計画を立てたうえで実践する、という報告がなされるようになった。
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このように一部ではあるが、対応の際に原因を明らかにした上で仮説を立て

ての支援を考えるようになっている。

第3期の事例検討を総括すると、事例検討会を19回実施し、新規の 9事

例、継続の利用者 8名に関する24事例を含む33事例の検討を行う。

第3期の報告の特徴は記録方法や支援方法に自分たちなりの工夫を加え対応

した報告が増え、支援員から記録方法や支援方法について計画して意見を求

めることが増えていることである。

第3期での主な助言と提案は以下の3点である。まず記録と対応に関して、

支援に必要な情報が得られるように記録を工夫し、その記録に基づいてなぜ

行動が生起するのか仮説を持って対応することを助言する。次に利用者への

支援に関することとして、支援者には問題となる行動でも当事者にはそうせ

ざるを得ない適応行動であり、当事者の気持ちを考えて対応する必要がある

ことを助言する。 3点目がこれまでの実践を客観的に振り返るために地域の

学会で報告することの提案である。

2 )事例呈示

コンサルテーションを重ねるなかで支援員の対応が変化している。どのよ

うに変化しているかを具体的に示すために、事例検討会で継続して検討して

きた事例を呈示する。なお、この事例はこれまでの報告(山口ら， 2012，新

屋ら， 2012) にその後の実践を加筆している。

( 1 )事例1に対する支援

<対象の概要>

ダウン症の50歳代女性A子。言語機能障碍があり、知的発達はA2 (重

度)判定。日常生活能力は自立できており、施設の日常生活の流れもある程

度理解できる。コミュニケーション能力は二語文で簡単な要求は伝えること

はできるが、会話は一方的になりがち。

<問題となる行動>

-
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洗濯物収集、他人の衣服を着る、失禁しでも着替えない、居室引きこも

り、痢痛。

<家族構成>

一男七女として生まれるが、両親と三女は他界。既婚の兄、姉の中で四

女、五女が保護者の役割を担っている。

<入所までの経過>

姉の話によると児童期までは母親が面倒をみており未就学。 13歳の頃から

B施設に通うようになる。その後、 C施設に入所するが、馴染めず 2、3日

で自宅に戻ってきた。しばらく在宅生活を続けD授産施設に 4年ほど通う。

在宅中は母親と一緒に洗濯物を干すことが日課となっていた。この頃母親が

亡くなったが、そのことを家族はA子に知らせずにいたためA子は母親が入

院していた病院に行こうとしたことがあった。その後父親と暮らしていたが

その父親が他界すると家族は施設入所を希望。授産施設からの勧めもあり、

施設入所に向けて本施設にて半年ほど短期入所を利用後、施設に空きが出た

ことによりX年5月より施設Gへ入所。両親が亡くなったことや施設入所など

の生活環境が変わることなどについて、 A子には十分な説明がなかったとの

こと。 A子は母親が他界した後から干しである服が乾いてなくても取込こと

が始まり、父親が他界すると男物の肌着を着る行動が始まっている。

<入所~支援開始までの経過 :X年5月-X+6年8月>

他利用者のパジャマや男性利用者の肌着を着て俳佃する。バッグに他利用

者の衣服を集め、汚れていても洗濯には出さない。あるいは、洗濯に出した

ものを探し回り外に干しである濡れたままの衣類でも取りこむこと、居室か

ら窓越えして取込もうとする危険行為がある。また、ベッド柵や棚を踏み台

にしてタンス上部の観音扉を聞け衣類を取ろうとする。さらに、消灯後から

深夜にかけて他居室に侵入し物色、鍵が掛かっているとベランダ伝いにノッ

クをして睡眠を妨げる行為があった。そのせいで昼夜逆転し、活動への参加

も殆ど出来てない状態であった。その他に、衣類が気になり居室に引きこも

円
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り、食事や活動に誘導しようとすると大声で泣き叫ぶなどの欄癒を起こして

いた。

以上のような行動が毎日何回も観察された。厚生省(1998)による強度行動

障碍判定基準では支援開始直前のx+6年8月の時点では強度行動障碍にあ

たる10点であった。

①問題行動への対応

毎日担当者と一緒に収集した洗濯物を片付け、その都度名前を見せながら

その間違いを知らせ、返していった。時には本人のバッグを一時的に預かり

反省を促した。また、注意だけでなく本人の好きな収集行為を認め、分から

ないように収集用の衣服を用意したり、洗濯物整理を夕食後にさせることも

した。ところが、本人の好きな洗濯物整理をさせても収集状況は改善されず

中止。衣服は全て管理し、必要な時や本人から要求があった時に職員が渡す

ようにした。これまでの対応を振り返り、行動の背景要因を理解するために

は利用者の生育歴等の入所までの経緯を聴き取る事が必要ということになっ

た。

②支援経過

問題となる行動の要因の検討と支援方針:

2人の姉から聞き取りを行い、母親との関係が強く母親が亡くなった後か

ら洗濯物を取り込むことなどの衣服にまつわるこだわりが出たこと、父親の

亡くなった後から男物の肌着を着る行為が見られるようになったこと、さら

に両親の死や本人の帰省先が定まらないことなどの生活環境の変化について

A子に話していないことが明らかになった。

これらの行動はA子が自分を取り囲む状況を理解できないが故に不安が高

まり、その不安を収めようとしている行動との仮説を立てた。不安な状況の

中でそうせざるを得ない行動として捉え行動の裏にある不安が鎮まると収集

行動も減少するのではないかと考え、本人の不安が鎮まる対応をすることを

支援方針とした。
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支援体制 (X+6年8月-X9+年3月)

支援体制の違いにより 2つの時期に分けることができる。 X+6年8月か

らX+7年 3月までは担当者が主となり支援をし、 A子の観察ときめ細かな

記録を行い、それに基づいて支援の方向性を示していたが、 X年 +7年4月

からX年+9年 3月までは従来の担当制をなくした。

支援員は、早勤、平勤、中勤、遅 1勤、遅2勤、夜勤の 6種類の勤務体制

で動いている。昼間は複数の支援員が情報を共有しながら支援しているが、

夕方から夜間にかけては、利用者の食事、排池、投薬など身辺介護の支援が

中心である。

担当制の下での支援 (X+6年8月からX十 7年3月)

担当が中心となり本人の気持ちに寄り添った支援を行った。こだわり行動

を示しているとき例えば、廊下で座り込んで泣いているとき、「どうしたん

ですか」と優しく声をかけ本人の気持ちが治まるまで側に寄り添うようにし

た。また、本人が100が欲しい」というときには一緒に探し、その後は落ち

着くまで見守った。居室に引きこもっているときは、ベッドサイドに座り、

「どうしたんですか、寂しいんですか、お母さんは天国に行ったんですね」等

と話し掛けると、緊張が解けはっきりとしたことばではないが支援員に「お

かあさん・. . Jと何やら応える様子もあった。その後は、気持ちがほぐれ

たように一緒に居室から出ることができた。

担当以外の支援員は、 A子に対して追い詰めるような行動(本人が収集し

ている汚れた衣服を無理やり洗濯に出すなど)はせず、収集しでもいい物を

用意したり、また盗られた利用者には本人に気付かれないように返すなど、

他の利用者には極力迷惑が掛からないように対応策を考えるようになった。

それに伴ってA子が興味を持ちそうな活動を探し、ビーズ通しゃ編物など関

心を持ってやれることも増えたことから、日課への誘導がスムーズとなり、

拒否を見せ固まることも格段に少なくなった。それと共に他利用者数名の名

前を覚えA子自らスキンシップを図るなどの様子も見られるようになり、全

A
斗企'Eム



対応困難な事例に対する障碍者支援施設職員とのコンサルテーション(財部盛久・神谷万里・新屋心貴)

体として生活の幅が広がった。

しかし活動時間以外の収集状況は変わらない為、 X+7年 2月末ごろより

1階居室の男女全員の下着のみを鍵のかかる浴室で管理するようになった。

すると、夜間に他利用者の下着を脱がしてまで収集する行為が出てきた。 3

月の保護者面談において、収集行為の背景には母親の13回忌の法事が近いこ

とを知り、それが関係しているのではないかと考えた。実際に法事の後、居

室で担当支援員に「ウートートーJ(仏を拝む)と言って泣くことがあったこ

とから、両親を失った悲しみがまだ癒えてないということを知ることとなった。

担当制廃止後の支援 (X+7年4月からX+9年 3月)

担当制から行なわれていた本人の気持ちに寄り添った支援を継続しながら

も、 1階の全居室のタンスに鍵をかけた。すると昼間の収集行動が滅り、活

動参加の時間も長くなった。昼間は殆どの時間を支援員と一緒に過ごす事が

できるようになった。 A子が居室に引きこもる、あるいはタンスの前やトイ

レの前に座り込んでいるときは複数の支援員で連携して、沈んでいるA子の

気持ちを切り替えられるような声かけをして活動の場への参加を促した。そ

の結果、自ら支援員にコミュニケーションを求めたり、要求があれば支援員

に訴えることや支援員からの働きかけに応えることができるようになった。

その一方で、こだわり行動は夕食後から夜間に生じるようになった。夜間

になると各居室を俳梱し、寝ている利用者の下着を脱がして集めるという行

為は継続する。その際の支援員の対応は支援員によっては亡くなった両親の

ことを話題にして本人の不安な気持ちに寄り添うという声かけをしている

が、業務優先で十分に関わる事ができていなし、。また記録についても問題行

動の事実のみの記録で、支援員がどのように考え、関わりをもったかの記録

が乏しい。記録があってもその場限りの記録であり、問題解決への糸口とな

る記録には繋がっていない。 X+8年 8月の強度行動障碍判定基準表による

評価は合計6点、激しいこだわり 3点(昼間の衣服収集は減ったが、夜間に

他の利用者の下着を脱ぎ取る行為がある)、睡眠の大きな乱れ 3点(週に
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1、 2回)である。

X+8年 9月より就寝時に眠剤の服薬が始まる。その効果が見られ、夜間

の不眠が減った。しかし、就寝時間 (21:00)から本人が就寝するまでの聞

に、寝ている利用者の下着を脱がして収集する。また、夜間に下着を脱がさ

れていた利用者がX+8年11月に施設を退所したことで夜間の下着脱がしは

減少してきた。ところが、その利用者の退所から間もなく衣類を収集する行

為が始まった。これまでよく下着を脱がせていた利用者がいなくなると、衣

服に対するこだわりがなくなるのではなく、違う形で出てくる事になった。

このことから、両親が他界したことから生じる不安は依然癒えていないこと

が推測される。 X+9年 3月の強度行動障碍判定基準表による評価は合計4

点、激しいこだわり 3点(夜間に利用者のード着を脱ぎ取る行為は減ったが、

夕食後からの衣服収集行為が始まる)、睡眠の大きな乱れ 1点(月に 1、2

[i1])で、こだわりは軽減されてきている。

③事例lの考察

衣服へのこだわりが軽減してきている点について考察をする。まず、家族

からの聴き取りを実施し、問題行動にはそうせざるを得ない歴史があること

が明らかになったが、このことは支援員がA子に向き合う気持ちゃ対応を改

める上で非常に有効であった。問題行動を単に迷惑行為だと捉えているとき

は「また盗った」という利用者への否定的な感情を誘発し「あるべき行動」

を求めていたが、 A子が未だに家族の死を受け止められずに不安に陥る状態

がなせる行為だと理解できたとき、支援する側にも変化が生じたからだ。す

なわち、 「衣服収集=問題行動」という捉え方から「不安を鎮める為の行

動」という理解に変わったことで支援員の対応も変わった。この変化が衣服

収集行動を日にしても、不安な気持ちに寄り添うような声かけや関わりとな

り、衣服収集にこだわることの軽減に繋がったと考える。しかし、こだわり

行動自体は継続していることから、両親が亡くなったことから生じていると

考えられる不安が鎮まるような寄り添う支援にはなっていないと考えられ
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る。今後は施設側の勤務体制のなかで、どのような支援を工夫するのかにつ

いて検討すると同時に、家族とも連携してA子の不安が鎮まるような支援を

していくことが課題だと考える。

施設の利用者とその家族の加齢が進むのは本施設だけではなく知的障碍者

支援施設全般の傾向であるが、家族の死を本人にどのように伝えていくのか

という問題を利用者の家族と共有し考えていくことは支援上の大きな課題で

ある。

( 2 )事例 5に対する支援

<事例の概要>

自閉症の30歳代通所利用男性B男。知的障碍があり IQ判定不能でA2(重

度)の判定。コミュニケーション能力は，簡単な単語は理解し単語で要求も

できる。しかし、発せられた単語はその単語本来の意味を示してないことも

ある。

<問題となる行動>

他者との会話の中で「だめJI早く」などの否定的なことばに対して過剰

に反応し、相手を叩く、他者の日を突く、頭突きや足蹴りなどの粗暴や他害

行為がある。また、腕噛み、頭を叩く自傷行為、多飲水、座る席を変更でき

ないなど人や物への強いこだわり。

<家族構成>

現在は両親と利用者、弟の4人家族。父(60歳代)、主となって利用者の支

援を行なっている。母(50歳代)は利用者の執着が強い為、少し距離をおいて

関わっている。弟(20歳代)は利用者との関わりが少ない。

なお、同居はしていないが姉 (30歳代)と妹 (20歳代)があり、妹は産後

のため実家で生活することがある。

<通所までの経過>

養護学校高等部卒業後、地域のC作業所へ通い、数年後D作業所に移る。

C、D作業所でパニックが多く、本施設へX年 5月より通所となる。
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<通所から支援開始までの経過 :X年 5月-X+7年 7月>

支援開始までに施設側の対応が途中で変わっている。 X年5月-X+1年4

月までは、 B男が飲み物を要求することが何度もあり、それに応じないとパ

ニックを起こすや他者との会話や禁止を意味することばを聞いては情緒を乱

し支援者へ粗暴行為や破損行為を繰り返す。 B男は一度パニックを起こすと

危険な状態になる為、その度に集団の中から離し、離れた場所で落ち着くの

を見守るといった状況が続く。この状態のため男性支援員の個別対応が必要

であった。通所開始時のX年5月に強度行動障碍の判定基準(厚生省.1998)

による評価では強度行動障碍事業の対象に該当する32点であった。

利用者の興奮状態が続きほぽ毎日パニックが見られる為、施設ではパニッ

クを制止するだけの対処しかできなかった。そのため、家庭からこれまでの

対応の仕方、本人の情緒を乱す大きな原因の一つである否定的な響きのある

ことぽになぜ反応するのか尋ねてみたが、 「わからない」あるいは「家では

使わないようにしているJ等と支援の役に立つ情報を得ることができなかっ

た。また、送迎時に家庭での様子を保護者から聞きとるが「いつもと変わり

ないJ I昨日は機嫌が悪かった」など簡単な返答だけであり具体的な様子を

聞くことはできなかった。そこでX+4年4月に家庭訪問を実施。父親から

聞き取った家庭での状況は自宅でパニックを起こすと母親の髪の毛をすべて

むしり取り、自宅の電球をすべて割るといった激しい破損行為を続けてい

た。その行為を制止しようとする為、父親とは殴り合い、治まらない時は紐

やベルトで手足を縛る、という凄まじいものであった。その一方で、本人が

パニックを起こさないように要求があった時にはお菓子を与え、食事も好き

なものだけ食べさせるなど、暴れれば物を与えるという構図を作り上げてし

まっている状況が明らかになった。

B男の強い興奮状態がほぼ毎日続き、支援者も疲弊し支援の限界を感じ、

家族に精神薬の調整と支援を同時に行うことを相談した。精神薬の服用を相

談すると、家族は薬を使用することを嫌がる様子も見られたが、しばらくし
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て精神薬の調整を始める。

X + 1年5月からは服薬が始まる。当施設利用から1年後、支援者と目を合

わせるようになり、コミュニケーションを図ると徐々に笑顔を見せることが

増えるようになった。また、パニックも 3日にI回と軽減される。しかし強

いこだわりについては変わらず、一旦パニックを起こすと他者に危碍を加え

るため本人が不快と感じる禁止を意味することばの使用を控えることとこだ

わり行為を受容しパニックを起こさせないような配慮をした。このような配

慮があってもパニックは繰り返され、どこにパニックの原因があるのか特定

することができず、支援に困難をきたしたまま X+7年7月まで同じ様な対応

を続けていた。

このような状態をどのように支援していけばよいのかと考えたことが今ま

での記録や情報収集を見直すきっかけとなった。 X+7年7月における強度

行動障碍の基準(厚生省， 1998)の評価では27点であった。

<支援経過>

①行動を引き起こす要因の検討と支援方針

問題となる行動が多発する情緒不安定の前後、および不安定時を中心に、

表 4に示すような要求行動、禁止を意味することばなどの記録用紙を作り、

それまでの行動の生起頻度だけの記録から細かな様子も記入することとし、

全支援員でこれまで以上に丁寧な行動観察と記録をしていった。また、通所

してきた際の保護者からの情報についても項目ごとに記録を行った。さらに

図 1に示すように支援開始して約2ヵ月後の7月から問題行動の増加が見られ

たため、家庭から聞き取りを行うと妹の第 1子出産や祖母の他界等の家庭環

境に変化が生じていることが明らかになった。家庭での状況と問題行動の表

出が重なっていることから、これらは何らかの関連があるのではないかと仮

説を立て、家庭との連携(情報収集)を重点において支援していくこととし

た。具体的な施設での支援方針としては、関わりを重視し可能な限り多くの

関わりを図ることである。不安そうにしている時は常に本人を取り巻く環境
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を確認し本人の好きなスキンシップを図ること、また強いこだわり行為に対

しては肯定的に見守り十分に受け入れるようにした。そうすることで信頼関

係が深まり支援者が本人の拠り所となって安心している様子が見られるよう

になり、本人からスキンシップを求めてくることも多くなった。激しい興奮

状態からパニックに発展するといったことも軽減されている。

表4 ごとの記録の例(要求行動の記録)

どんな要求かその時の状況、対応 その結果

・昼食後の飲み物タイムから婦ってくると、キーパーを空け中を確認し、お茶が

入つて な い と 分 か る と 「 オ チ ャ J と要求あり。すぐに応じなかったせいか「ハ

オニナインユ←カン Jと言ってすぐに準備すると納得する ο その桂は特に問題 j 晴れ

なく過ごしている。 I

どんな要求かその時の状況、対応、その結果

-本人、 人でリサイクル作業場までに行く。支援員も 暗に付いていき、様子

を見ていると、黄色いカゴの中を空にすると納得 その後は、帰りの身支度を

し、切り答わる今本人左スキンンップを図ると「ンューンューテ←」左実顔で

喜んでいた。

(回

14 一昔戸 不穏の回数

一... p匝吐の回数

12 

10 

4 

-
L

・

h

・

-
咽

M-
・.

8 

6 

2 

7月 8月 9月 10月 11月 12月

図1 不穏と唖吐の頻度 (X+7年)

②対象者への支援

生活介護事業(通所)では25-27名の利用者が毎日通う。支援員配置は 7

名であり、本人への支援は主に 7名の支援員が交互に担当し支援を行う。
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③支援経過

第 1期 (X+7年8月-X+8年6月)

<施設での対応>:本人がこだわりを示すものを排除する対応を採りなが

ら行動観察、記録、家庭からの情報収集を続けていくなかで本人が示す問題

行動(要求、情緒の乱れ、恒吐、強いこだわりなど)が家庭環境の変化と時

期が重なっていることが一層明らかとなり、 B男が示す行動は親子関係の様

相から安定した愛着形成がなされていないのではないかとの仮説を立てた。

また、妹の出産や祖母の他界等、普段とは違う家庭環境の変化に加え言語発

達の問題から生じる親との意思疎通が困難なことから不安な気持ちを伝える

ことができない等が関連して生じているのではないかとの仮説を持った。そ

こで、家庭との連携の強化を試み、さらにB男の行動の背後にある切実な思

いを酌み取ることができるように心掛けていった。

10月に入り記録をたどりながら、不安を感じている B男に対してB男が喜

ぶコミュニケーションの方法を積極的に実践していくようにした。すると、

図1に示すように問題となる行動が減少し、支援者とスキンシップを楽しむ

ようになってきた。 B男が強い調子で要求を示してきた場合は支援者が体に

触れながらB男の意図を察したことばをかけるとすぐに笑顔が見られるよう

になった。また、 B男が「ドライブ」と発した時は実際にドライブに行きたい

のではなく、関わりを求めているということに気づくことができ、 B男の方

から支援者に対してコミュニケーションを求めてくるようになった。 11月以

降は問題となる行動がさらに減少している。

この経過のなかで問題となる行動はX+8年2月には強度行動障碍の判定

基準により評価すると 7点となっている。

<家庭との連携>:支援者が父親に施設での本人とのコミュニケーションの

取り方を伝えると初めは黙っているだけであった。支援者が父親に施設では

B男の発することばの意図を酌み取り、やりとりするとB男が活き活きした

反応を見せ、自分たちもコミュニケーションが楽しい事を強調して伝えると
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父親は嬉しそうな表情を見せていた。父親とこのような事を繰り返すうちに

施設でのB男の様子についてわずかだが興味をもつようになった。そして家

庭ではB男が初めて父親に「カバン」と訴えたという話しも聞くことができ

たので、それはB男が甘えを訴えたのではないかと父親に話すと「大人なの

に」と照れくさそうに話してくることもあった。この頃より支援者の問いか

けに対し父親は通所時に家庭での様子を少しずつ話してくれることが増え

た。

第 2期 (X+ 8 年7月 ~X+9 年 1 月)

<施設での対応>:B男と特に関係の深い支援者へ執着するというこだわり

が徐々に見られ始め、泣いたり笑ったりと感情の起伏も見られている。ま

た図2に示すようにX+8年8月から落ち着きがなくなり植吐の回数が増えてい

る。 B男に対する関わりはこれまで通り変わりはない。支援者は家庭に何ら

かの原因があるのではないかと推測した。その後得た情報から妹が第 2子を

出産し子どもと共に里帰りをしており、両親が孫に関わることが多くなって

いることが分かった。支援者はその状況から両親の注意が孫に移りB男が疎

外感を感じ寂しい思いをしているのではないかと考えた。 B男はパニック等

興奮状態が軽減されつつあるも、 E匝吐だけは毎日のように続いていた。

<家庭との連携>:感情の起伏や恒吐が多く確認されることから、家族へ家

庭の状況について尋ねてみるが「いつもと変わりはない」との返答であるば

かりで、特に困惑している様子も感じられなかった。ある日、家族とのやり

とりの中で、 B男の妹の第 2子の出産や里帰りにまつわる話しを聞くことが

できた。その話は上述したB男の不安定な状態の 2ヶ月後であり、家族は家

庭環境の変化がB男に与える影響について全く理解していない様子がうかが

えた。
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(回)

30 一 昔F 有司君。〉回数

.... "匝吐の回教
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a
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'
 

• • 
7月 8月 9月 10月 11月 12月

図2 不穏と咽吐の頻度 (X+8年)

第 3 期 (X+9 年 2 月 ~X+1O年3 月)

<施設での対応>:B男に対する関わりはこれまで通り変わりはなく、ま

た、 B男も落ち着いた日々を過ごしていた。そんな折、降所時に父親の姿が

見られなくなり、後日、父親の持病が悪化し自宅にて吐血し緊急入院したと

いうことが分かつた。その後、父親は入退院を繰り返しているが、 B男に大

きな変化は見られない。

<家庭との連携>支援者から家族に家庭の様子を尋ねると情報を提供する

ように変化してきている。しかし、支援者側から働きかけないと情報が得ら

れないままの状態である。父親の入院や退院に関しでも家庭からの情報提供

ではなく、支援者が尋ねて初めて話してくれた。 B男は父親の入院や退院と

いう家庭環境に変化があったにもかかわらず、家庭での様子には大きな変化

はないということである。

④事例 5の考察

本施設ではB男が利用を開始して7年経過した時点でこれまでの記録を見
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直し、家庭訪問による情報の収集を行った。そのことにより、 B男の示す問

題となる行動は家庭環境の変化、特にB男がかまって欲しいと思っている母

親が不在になるときや妹が里帰りをしているときなど、母親を中心とした家

族の関わりや関心がB男に対して薄らいでいるときに多くなっていることが

明らかになった。 B男が示す行動は母親が不在等の家庭環境の変化で不安が

高まり、母親にかまって欲しい、あるいは甘えたいという欲求が生じたとき

に増加していると考えられる。施設では支援員がB男に不安な様子を感じた

とき、スキンシップを図りながら B男が落ち着けるようにB男の意図を酌ん

だ対応を行った。そのような対応をするなかでB男の問題となる行動は減少

していった。家庭からの情報と施設側の記録をつき合わせることで、 B男の

問題となる行動の背景を明らかにすることができ、そのことでB男に対して

適切な対応が採れるようになったことが問題となる行動が減少してきたので

はないかと考えられる。その意味では、詳細な記録を採り、行動を対応させ

ながら支援仮説を立て、それを支援員が共有できたことが重要ではなかった

かと考える。

5.考察

1 )事例についての考察

事例1の行動障碍は当初に比べると改善が見られ、衣服収集も頻度が減少

している。 A子の衣服収集行動を「問題行動」と捉え、この行動を阻止する

対応をしていた支援員がA子の生育歴や入所までの経過などのA子の背景情

報を収集したことが支援の変換点となっている。背景情報を得たことでA子

の衣服収集行動を、 A子にとっては両親を亡くし、戻る家がなくなったこと

による不安から生じる行動だとの理解をすることで、 A子の不安を和らげる

対応に変わった。 A子の衣服収集行動の始まりが母親の他界をきっかけに始

まっていることから、母親の他界について十分な理解ができていないA子の

不安が高まったことと関連していると考えるのが自然であろう。 A子にとっ
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て両親は依存できる対象であったが、その対象がA子にすれば突然日の前か

らいなくなり、その後、理由も分からないなかで施設に暮らすことになる

と、その不安は高まるばかりだ、ったことは推察できる。知的発達に重度の遅

れのあるA子にとって不安を鎮める術は、両親に結びつく具体的な洗濯物の

取り入れや男物の肌着を着用することであったと考えられる。 A子にとって

は不安を鎮めるための行為であっても他者にとっては困った行為である。支

援員がA子の背景を理解できていないときは、その行為の意味がわからず制

止することに終始したが、背景を理解することでA子の気持ちを酌み取り不

安が鎮まる対応となったことから、衣服収集行動が減少してきたと考えられ

る。

愛着や依存の対象を失うことを対象喪失と言い、それに伴い様々な情緒を

体験しながら喪失を受容することを喪の作業と呼ぶが、 A子の置かれた状況

はこの対象喪失にあたる。 A子は家族から両親の他界したことを十分説明さ

れていないため、両親の他界をどのように受け止めているのか明らかではな

いが、 A子は対象喪失の状態の中にあり、喪失を受け入れることができてい

ないと考えられる。坂梨ら (2003) は母親の死に際して正常な喪の作業を遂

行できず過食眠吐を繰り返す事例が母親の死を受け入れ、喪の作業を遂行す

る過程で、かつて母親と一緒に遊んだことのある"母親を思わせる行為"と

して採り入れた折鶴作業が移行対象として機能したことを報告している。こ

のように考えると、 A子の衣服収集は適切とはいえないが移行対象として機

能している可能性がある。現在の施設の対応はA子が両親の死を受け入れる

ような対応とはなっていないと考えられる。今後、家族と相談しながらA子

が本当に落ち着ける支援を行うことが課題である。

事例 5は施設を利用当初は強度行動障碍と判定されるほどの対応困難な状

態から、非常に落ちつて状態へと変化している。そのきっかけは、家庭での

B男の状況を細かに聞き取り、施設での記録と対比させることを通してB男

の施設での行動が家庭環境の変化、特に母親の不在あるいは妹の里帰りと密
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接な関連があることに気づいたことである。 B男の通所までの経過からB男

の愛着形成は安定したものでないことが推察される。安定した愛着形成がで

きていない自閉症の強度行動障碍の背景には、彼らの他者と関わりたいや、

かまって欲しいという関係欲求や不安が内在していることが指摘されている

(小林， 2008)0 B男が示す行動は母親が不在あるいは妹の里帰り等の家庭環

境の変化があるときに生じている。このような事態は依存の対象である母親

からかまってもらえない、あるいは妹の里帰りで母親が孫に関心を向けると

いう状況となる。この事態でB男は不安が高まり母親にかまって欲しい、あ

るいは甘えたいという欲求が生じるが、だからといってその気持ちを素直に

母親に訴えることがでない「接近一回避動因葛藤」と言われる関係欲求をめ

ぐるアンピヴァレンスの心理状態にある。この事態では養育者との愛着関係

の成立を困難にし、強い葛藤がかんしゃく行動、落ち着きのなさ、こだわり

行動等の行動障碍をもたらすことが指摘されている(小林， 2010)が、 B男の

状態はこれに当てはまる。支援員は家庭からの情報でB男の不安定な状態が

予想されるときにはB男の気持ちを酌み取り、コミュニケーションを図る対

応を行っている。このB男の気持ちを酌み取るコミュニケーションがB男の

落ち着きをもたらす結果につながったと考える。

以上のようにふたつの事例では利用者の行動に改善が見られる。事例検討

を行った事例全てに明らかな行動改善を認めるまでには至っていないが、記

録を基にしながら介入を始め、徐々に変化が認められる事例を含めるとコン

サルテーションは一定の成果が上がっていると考えられる。

2 )コンサルテーションについて考察

( 1 )支援員の技量の変化

支援員の報告内容からコンサルテーションを通して支援員の技量がどのよ

うに変化したのかを記録の採り方、問題の理解と対応の観点から考察する。

まず記録の採り方では、コンサルテーション開始時の記録は対応する上で支
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援者が問題と捉えた行動を記載することが中心で、記載の仕方についても統

ーした様式はない。第1期途中で事例の背長に関する情報収集と問題となる

行動が生起する文脈および、行動生起時の利用者に関する記録を助言する

と、助言に沿った記録が行われるようになった。第2期に入ると全ての事例

報告が記録に基づくようになり、一部の事例では記録を分析して行動生起に

ついて仮説を立てての対応が報告される。第3期では記録の採り方を工夫し

仮説を立てての対応の報告が増える。十分とはいえないが記録の採り方につ

いての助言を活かした記録がなされるようになり、当初に比べて記録する技

量と記録の活用する技量が高まったといえる。

次に問題となる行動の理解と対応についてみると、当初は支援員が対応に

困難があると「問題行動」と捉え、いかにして制止するかとの観点での対応

であった。それが事例1の背景情報が明らかになった時点から、支援員には

「問題」と感じられでも利用者にはそうせざるを得ない「適応行動」との捉

え方に変わる。それを契機に利用者の対応困難な行動についての理解と対応

に変化が生じた。事例1の背景情報を基に利用者a の行動の意味を考える経験

は支援員に大きな影響をもたらした。その結果、利用者に対応困難な行動が

ある場合、 「なぜ、こうなるのだろうJI何を言いたいのだろうJIどうして

欲しいのだろう」という捉え方をするようになっていることから、利用者の

立場で行動の意味を捉えるように変わっている。この捉え方をするようにな

り利用者の行動を制止する対応から利用者の気持ちに添った対応を行おうと

している。その例が事例5の支援である。家庭訪問を行い父親との壮絶な関

係があったこと、 B男と母親の関係を知り、 B男が落ち着けなくなるとき B

男にどんな想いがあるのかを考えての対応をとっている。このように利用者

の理解の変化が対応の変化をもたらした。事例5では施設での対応を基に家

庭支援を行なうようになっており、本人だけでなく家庭への支援も行うよう

になっている。さらに、事例5や事例26では仮説を立てての対応であるが、

事例26は仮説の検証を支援の過程に組み込み、仮説を検証する支援を行おう
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としている。このような点から対応についてもコンサルテーションの成果が

現れていると考えられる。

以上のように利用者の行動の捉え方が変わり、これまでより柔軟な対応が

できるようになっているが課題も残されている。そのひとつが事例1と事例5

に共通する家庭との連携の問題である。成人の行動障碍のように行動が慢性

化している場合には広範囲な情報集が必要で、(小笠原， 2008)、行動生起の要

因として家庭の協力も必要となる。しかし、行動障碍があると事例5のよう

に家族が巻き込まれており、家族が疲弊した状況に陥っている場合も少なく

ない.また事例Iのように両親が他界している場合などきょうだいの協力が

必要になる。このような場合、どのように家族から協力を得て対応するか大

きな課題である。

以上のような変化は何によってもたらされたのだろうか。既に触れたこと

ではあるが、利用者の背景および行動に関する情報を一貫した方法により記

録し、分析するようになったことで、 「問題行動Jという捉え方が「やむを

得ない行動Jという捉え方の転換が起きたことだ。これを契機に仮説を立て

て支援するようになり、その結果、利用者の変化を実感したことはその他の

支援にも影響したといえる。また、事例5の記録の工夫からB男の行動を予

測でき、それが支援に繋がったことで支援者の自信、あるいは記録や対応を

工夫することの重要性が実感できたのだと考えられる。

( 2 )コンサルテーションの展開

このコンサルテーションの目的は、支援員の抱える利用者の対応困難な問

題を解決することにあるが、そのことを通して支援員の問題解決能力の向上

を促進することでもある。これはコンサルテーションの目的として従来から

指摘されている(石隈， 1999，小林， 2009)ことである。

4年間のコンサルテーションでは、支援員の抱える対応困難な事例につい

て行動の理解と対応について検討してきた。この問、コンサルテーションは

問題解決型コンサルテーションのプロセス(石隈， 1999) を基本にして展
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閉してきた。施設Gの職員全てが心理学の基礎知識を持っているわけではな

く、支援する側の支援の技量にも幅があることを考えるとその時点のレベル

を踏まえた上での助言を心がけてきた。具体的には無理なくできることを求

め、それが有効だと実感できることを助言した。例えば記録については、事

実を記録することはできているので、その次のレベルとして何をどのように

記録するかという助言である。そして、コンサルテーションで助言したこと

を支援員が実践した時に、その有効性を実感できるように、記録から何が明

らかになるのか、行動との関連づけた説明をするなどの工夫をした。報告で

支援員が対応困難な行動を挙げ、対応方法を求めたときは、一日あたりの生

起頻度、生起易い状況、その行動の前後の状況、行動への対応等を質問し、

そのような質問の理由を説明する等、対応するために必要な'情報の収集が重

要なことや、その情報から何が明らかにできるのかを、できるだけ具体的に

伝えた。また、コンサルテーションはコンサルティーとコンサルタントの

協働であることから、コンサルタントの主導とならないように、コンサル

ティーである支援員のアイデイアを受け止め、その後コンサルタントとして

の助言を行うようにした。事例Iの家族からの情報収集、事例U5の家庭訪問、

事例26の実証的な支援計画は支援員が自発的取り組んだ支援である。

従って、以下の3点がコンサルテーションではポイントになることであ

る。第一は支援員の収集した記録から対応への手がかりを得ることができ、

支援を始めると利用者の行動に変化が現れることを実感したことが支援員の

変わる大きな要因ではなかったかと考える。その意味で支援員がそれまで

もっていた利用者理解にはない新たな気づきの体験をすることが重要だとい

える。そして、施設内の支援員同士では何となく共有できていることであっ

ても、コンサルタントという第三者に報告するには、これまでの実践を振り

返りまとめることが必要になるが、まとめることを通して自分たちの実践を

客観視する体験は必要である。つまり、自分たちの実践を客観的に振り返る

機会を持てることが重要である。さらに付け加えるとすれば、本研究では実
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践をまとめて学会で発表し、異なる立場の人から評価を受けることで動機づ

けが高まったことも支援員の支援が変わることの要因となったのではないか

と考える。その意味で、異なる立場から評価を受ける体験は重要である。

今後は事例検討で報告された事例の中には継続した報告ができないものも

あり、持続的な支援を行うために多様な経歴の支援員にコンサルテーション

の内容が浸透するようにどのように展開するかが課題となる。
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