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１．はじめに 

   

近年、全国的に知的障害者を対象とした地域生活に移行する取り組みが行われてい

る。 

しかし、地域移行を実現できているのは比較的軽度の状態にある知的障害者が大半を

占めており、重度知的障害者への地域移行支援は困難を強いられているのが現状であ

る。 

本論文では「重度知的障害があり、強度行動障害状態の方を対象とした自宅復帰に

向けての支援」をテーマとし、自宅となる場所で重度訪問介護を利用し、１泊過ごす

までの支援過程・検討内容を記すとともに、強度行動障害状態にある重度知的障害者

に必要なサービスについて考察するものとする。 

 

２．スマイルいなばの役割 

 

まず、強度行動障害状態とは、直接的他害や間接的他害、自傷行為などが、通常で

は考えられない頻度と形式で出現し、通常の療育環境では著しく支援困難なものをい

い、行動的に定義される群である。 

「スマイルいなば」は、社会福祉法人三重県厚生事業団に所属する生活介護・短期入

所サービスを提供している事業所であり、利用者の 9 割は強度行動障害状態にある。

行動障害の激しさにより地元事業所が利用できない、または、家庭内での生活が困難

である場合に、家族のレスパイトや生活の立て直し、緊急受け入れを目的として本事

業所を利用することとなったケースが大半を占めている。彼らは、環境からの刺激や

環境の変化に非常に敏感であり、コミュニケーションを適切な方法で行うことも難し

い。その際、本人の「困っている」という思いが、他害行為・自傷行為として表出さ

れる。それらは理由もなく表れた行動ではなく、本人の「困っているサイン」として

認識する必要がある。 

スマイルいなばの主な役割は次の 4 つに大別される。①家族のレスパイト②危機介

入③強度行動障害状態の方へのアプローチ④24 時間のアセスメントである。スマイル

いなばは、障害特性により地域生活が困難な状態にある方々を積極的に受け入れ、個々

に合わせて構造化した空間の中で丁寧な支援を提供し、利用者・家族ともに安心して

生活できるようサポートを行っている。日々の支援の中でアセスメントを行いながら
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支援方法を確立し、本人が安心して暮らせる環境を作るとともに、本人が本当に過ご

したい場所へと繋げることを目的としている。 

 

３．研究概要 

 

（1）事例 

対象者は A さんで、30 代男性、障害支援区分 6、最重度知的障害（強度行動障害）

発語無しの方である。 

同一性保持のこだわりが強く、他者の行動に強く影響されてしまい、不安や不満を突

発的な行動（他害・自傷・破壊行為など）で表現する。決まったルーティーンを終え

ることができない場合もパニック状態となり、主に他者をつねる、強く押し飛ばす、

頭を掴んで壁に打ち付けるなどの他害行為、自身の頭を壁に打ち付けるなどの自傷行

為に繋がる。自宅で母と 2 人暮らしの生活を送っていたが、母が病気療養に入ったこ

とで支援者不在となり、自宅での生活が困難となった。兄姉が施設入所を希望するも

受け入れ先が見つからず、スマイルいなばの短期入所を利用することとなり、短期入

所を続け自宅へ戻る日を待っている状況が続いていた。しかし、母が逝去されたこと

で自宅に戻れず、現在も入所待機をかけながら、スマイルいなばでの短期入所を約 4

年間毎日利用し続けている。兄姉がいるが、それぞれに家族があり、A さんとの生活

は難しい状況であるため、施設入所を希望しているが、A さんの支援に対しては協力

的である。 

 

（2）取り組みに至った経緯 

A さんへの地域移行に向けての取り組みが始まった理由は大きく 2 つ挙げられる。 

1 つ目は、A さんが自宅での生活を望んでいると考えられたことである。母と 2 人暮

らしの時は暴力行為も少なく、2 人で買い物などに外出していた。「決まったルーティ

ーンを邪魔されることなく終えることで気持ちのゆとりがありました。」との兄姉から

の情報もあった。病気療養中の母との面会時には「必ず迎えに来る。待っていて。」と

母が A さんに伝え続けていたこともあり、A さんもその時を待ち続けている様子も見

られた。母が逝去し、葬儀に参列する際にスマイルいなばの職員が同行し見守りを行

ったが、現実を受け入れられないような拒否や他害行動が表出し、ご遺体を見た後は

トイレに引きこもり出られない状態となった。この時の様子からも、感情の根底に自

宅での母との思い出があり、現在も自宅での生活を望んでいるのではないかと考えら

れた。A さん気持ちを確かめるべく、自宅付近をドライブすると見慣れた街並みや自

宅を身を乗り出すように見つめ、長く支援してきた私達でも見たことがないほどの嬉

しそうな表情を浮かべていた。 

  2 つ目は、短期入所を長期利用している点である。受け入れ先がないために「特例」

という形で短期入所を長期に渡り利用し続けている状態となっている。本来、短期入

所の支給量上限は年間 180 日、15 日/月となっているが、A さんの場合は 31 日/月の支

給となっている。 

   兄姉が希望している施設入所が可能であれば、2 つ目の問題は解決する。しかし、



3 
 

スマイルいなばでアセスメントを続けた結果、私たちは、A さんが自分らしく暮らす場

所は入所施設ではないと考えるようになった。そして、兄姉が施設入所を望む理由の背

景には、「選択肢が施設入所しかない」ためである。兄姉が施設入所と変わらない安心感

を持って、A さんも昔のように自分らしく暮らせる方法を模索していた矢先、A さんの自

宅に隣接した空き家を利用しても良いと、兄姉から提案があった。自宅に戻るのが難し

くとも、自宅に近い環境である隣接した空き家で暮らすことを叶えたいと、この取り組

みが始まった。 

 

４．支援内容 

  

日々のアセスメントから得た情報を基とし、独居生活を見据えた支援として 3 つの要

素が重要であると考えた。①環境の構造化、②視覚化支援、③段階的な経験の積み重ね

の 3 点である。これらの要素を踏まえ、独居生活に必要なサービスと A さんの経験を洗

い出し、担当の相談支援専門員に伝えるとともに関係機関への協力の依頼を行った。 

 結果、主に 5 ヵ所の事業所が連携し支援を進めることとなった。現在の生活の場である

「スマイルいなば」、行動援護「B 事業所」、重度訪問介護「C 事業所」、地元の生活介護

「D 事業所」、相談支援「E 事業所」である。もちろん市町とも密に連携を取り、サービ

スの調整を行っている。また、フォーマルなサービスのみではなく、ご家族（兄、姉）

の協力というインフォーマルな力も重要となってくる。以上の各事業所・家族間と情報

共有を行い、今後のスケジュールを立案し、段階的に支援を行う運びとなった。 

 

（1） 独居生活へのプラン立案 

  独居生活に向けてのプランは、生活介護・短期入所サービスを行っている「スマイル

いなば」が立案した（画像①）。上段が A さん本人の動き、下段が関係機関の動きである。

A さんを取り巻く環境が大きく変動することで、A さんの受ける刺激の増加、見通しが不

明瞭なことによる不安感の増大が発生し、その結果、混乱して激しい他害や自傷行為に

繋がることが考えられた。そのため、スマイルいなばの職員と独居先を見学することか

ら始め、回数を重ねながら段階的に A さんの経験を蓄積する必要があった。また、各事

業所の支援員には事前に A さんとの面会を依頼し、後に支援を受ける支援者と自然と関

係構築ができていることを目指したプランとなっている。全ての体験にスマイルいなば

の職員が付き添い、スマイルいなばでの様子やサポート方法をタイムリーに伝えること

で、A さんの混乱を最小限に留めながら支援の切り替えができるように考案した。
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（2） 独居先改修と環境の構造化 

  独居先とする家は、A さんが母と暮らしていた家に隣接した平屋である。（画像②）母

と暮らしていた家には現在は兄家族が生活している。その独居先をまずは関係者全員で

見学し、様々なリスク・A さんへの解りやすさを想定しながら改修案を策定した。具体

的な間取り・改修内容は（画像②③）に記載したが、生活上の刺激を緩和し、A さんの

混乱を避けるともに、安全を確保できる改修内容となっている。間取りは、A さんが普

段過ごす空間・食事をする空間など目的と場所を明確にし、生活上の混乱を避ける作り

を目指した。ヘルパー職員は、普段は画像③の 6 畳間での見守りを行うが、ヘルパー職

員が刺激となる場合も考慮し、A さんが過ごす部屋と襖で区切ることで視覚的配慮を行

っている。傷みやすい畳は、いずれ訪れる畳交換への混乱を危惧し全てフローリングに

変更した。自傷行為により怪我の恐れのあるガラスはアクリルガラスに変更している。

天井照明も紐が刺激になる可能性を考慮し、張り付け型に改修した。その他、A さんが

気にすると予想される物は、可能な限り A さんからは見えない収納スペースで管理して

いる。この収納スペースは、A さんがパニックを起こし、対応困難な状態に陥った場合

に、ヘルパー職員の緊急避難先としてのシェルターの役割も兼ねている。実際に使用す
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スマイルでヘルパーと面会

スマイル職員とヘルパーと自宅見学・入室・食事・入浴
ヘルパーと自宅滞在・食事・入浴

Ｂｙ：スマイルいなば

ヘルパーと自宅で1泊する

スマイル職員と地元の生活介護事業所の体験利用

ヘルパーさんは
お菓子やマックを持って
本人の部屋で面会

自宅とする家の鍵を開けて
もらって入室もしてみる

可能であれば
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Aさんと自宅orスマイルで面会 Aさん体験利用の受け入れ・サポート
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ヘルパーとの面会をサポート

ヘルパーと共に自宅見学・入室・食事・入浴サポート

生活介護職員との面会をサポート
地元生活介護事業所体験利用の付き添い・サポート

自宅とする家の改修工事・片付け、各事業所と契約
自宅とする家の開錠・施錠、浴室工事

食事・洗濯・自治会活動・財産管理等について決定 住宅改修補助金申請

重度訪問介護支給検討

Aさんとスマイルで面会
スマイル職員と共に自宅見学・入室・食事・入浴サポート

重度訪問介護・行動援護支給スタート 住宅改修補助金支給

Aさんと自宅滞在・食事・入浴サポート

食事・洗濯・自治会活動・財産管理等について決定（ご家族と相談する）
Aさんと自宅で1泊する

※色付き矢印は本人と共の動き

自宅で1泊するサポート

Aさんとスマイルで面会・ドライブ

スマイル職員同乗で自宅へ送迎 自宅へ送迎

画像① A 
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る場面はなくともシェルターがあることで、ヘルパーも安心して支援を提供でき、質の

良い支援に繋げることができると考えた。 

 

 

 

浴室とする予定

画像② 
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（3） 各事業所職員との関係構築 

  最初は、重度訪問介護 C 事業所のヘルパーに面会を依頼し、スマイルいなば内のデイ

ルームで A さんと同じ空間で過ごすことから始まった（画像④ 画像⑤）。A さんの生活

リズムに影響を与えない時間である夕食前から就寝までと時間を定めた。当初はヘルパ

ーに興味を示さなかったが、繰り返し面会を重ねるうちに、A さんのヘルパーへの関わ

り方に変化が見られた。介助の要求、手遊び等の関わりを求めるようになり、最終的に

はスマイルいなばの職員なしで散歩やコンビニに向かうことができるようになった。「支

援をしてくれる人、助けてくれる人、安心できる人」という認識が生まれたと考えられ、

その後も順調に関係構築を深めることができた。 

                        

画像③ 

A 

A さんの部屋 

ヘルパー待機 
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（4） 視覚的支援 

  強度行動障害状態である方の支援で大きな問題となるのが移動の困難さである。環境

の変化は大きな刺激となり、不安感や大きなストレスに繋がる。結果、拒否行動により

移動できない場合や移動中のパニックに繋がるのである。このような状態に陥る要因と

して、移動先やその先での目的が予想できず、見通しが持てていないことが考えられる。 

 A さんもその傾向が強く、視覚的なアプローチで不安の軽減・行動の切り替えに繋がる

ことがアセスメントされている。そのため、移動手段は何か・どこに行くのか・誰と行

くのか・何をするのかを視覚化したカードを作成し、各事業所に同じものを使用しても

らい、シンボルの統一・共有を図った。画像⑥は実際に使用した視覚カードの一例であ

る。 

画像④ 画像⑤ 

A さん 

A さん 
ヘルパー 

ヘルパー 
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画像⑥の視覚カードは「行動援護 B 事業所職員と車に乗る、生活介護 D 事業所に行き

おやつを食べる。独居先に向かいおやつを食べる」ことを表している。先述の関係構築

で述べた職員の顔写真を使用し、「誰（支援者）と車に乗るのか、どこに向かうのか、向

かった先で何をするのか」を明確に提示し、A さんが見通しを持ち不安なく行動できる

よう準備を行った。ここで重要となるのが、A さんのイメージ・視覚カードの内容・実

際の予定に大きな差異が生じないことである。そのため、各事業所間の情報統一が必須

である。また、場所と目的を紐づけることでイメージの構築を促し、A さんが好むこと

を目的に設定している。画像では、おやつを設定しているが、A さんは特定のおやつへ

の興味が強く、強化子となることがアセスメントされているので、今回の事例では特定

のおやつを食べることを目的とした。 

 

（5） 段階的な経験の積み重ねと構造化 

独居生活に関する取り組みで目標としているのが、在宅で宿泊体験を行い一泊するこ

とである。しかし、A さんの経験にない場所・行動は、大きな負担となり混乱に繋がる。

そのため、段階的に A さんの経験を増やし、スモールステップを積み重ねることで徐々

画像⑥ 
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に新しい行動を取り入れていく必要があった。この事例では、事前にスマイルいなばの

職員と自宅訪問を行っている。初回は独居先前で家を見るのみでその日の体験は終了し

た（画像⑦）。「生まれ育った町と認識しているのか」という再確認と、「A さんの反応の

アセスメント」、「来たことがある家」という体験を得るためである。その後は、この独

居先に向かう目的が得られるよう玄関前に置かれたお菓子を持って帰ることを体験とし、

経験を積み重ねた。 

４～６回目の訪問では、独居先内でお菓子を食べることを目標に設定した。自ら過ご

す位置を窓の前に決め、おやつを食べてから 20 分程過ごされていた。自身でこの場所に

座られたので、今後はこの位置が「A さんの主な居場所」になると仮定した。（画像⑧）。 

7 回目以降は 4～6 回目の流れと同じであるが、事前に関係構築を深めてきた行動援護

B 事業所による送迎により、独居先で重度訪問介護 C 事業所職員と関わりながら 1 時間

程過ごすことが可能となった（画像⑨）。私たちからすれば、新居に向かうことは 1 日で

済むような内容であるが、A さんの場合、この時点で 3～4 か月の期間を要した。しかし、

これだけの丁寧な支援があれば、強度行動状態の方も新たな取り組みを行うことができ

るという証明となったと感じている。 

             

また、独居先での日中の活動場所として、地元の生活介護 D 事業所の利用を視野に入

れてプランを進めている。独居先訪問と同時期に利用体験を始め、独居先訪問と同様に

段階的なスモールステップを重ねることで、A さんの経験を蓄積していった。初めての

場所による不安や緊張感が予想され、慣れたスマイルいなば職員と一緒に棟内に入るこ

とから始めた。数度の見学の後、スマイルいなば職員が 5 分程本人の元から離れるとい

った段階を踏んだが、A さんの不安が強く、D 事業所のスタッフへの他害、外に飛び出し

てスマイルいなばの職員を探す等の行動が見られた。そのため、その後の約半年間を関

係構築期間とし、スマイルいなばの職員が同行を続け、体験を重ねることに努めた。5

か月を経過した辺りから、スマイルいなば職員が A さんの視界から外れても、A さん 1

人で D 事業所の体験利用が行えるようになっていった。A さんの中で新しい居場所とし

て定着してきたのである。 

 

（6）独居先への日帰り体験 

各事業所支援員との関係性も深まり、独居先の改修工事も済んだため、4 か所の事業

所で連携し独居先で長時間過ごす支援へと移行した。今までの断片的な支援とは異なり、

画像⑦ 

 

画像⑧ 画像⑨ 
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より本支援に近い 1 日を通した支援となる。（画像⑩）。 

 

 

余暇時間は雑誌を読むなどしてゆっくりと過ごされていた。スマイルいなば内での様

子と異なり、他者からの刺激が少ないためか、比較的落ち着いて過ごされることが多か

った。入浴・夕食等はスマイルいなばでの生活リズムを基にした流れで行い、極力混乱

しないように設定した。 

随時、スマイルいなばの職員も付き添いを行うことで、支援内容の共有を行った。また、

1 度体験を終えるごとに関係者会議を持ち、支援のブラッシュアップを重ね、計 4 回日

帰り体験を繰り返している。 

 

（7）独居先での一泊体験 

  当初の目標である宿泊の内容である。独居先に宿泊後、2 日目も生活介護 D 事業所を

利用し、スマイルに戻るまでが体験の内容となっている（画像⑪）。 

画像⑩ 
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スマイルいなばの職員が徐々にフェードアウトする段階となり、日帰りスケジュール

と比較して、スマイルいなばの職員が介入する時間を短く設定した。緊急時や支援に困っ

た際に電話越しで対応できる体制を整えてサポートに徹した。大きな問題なく 1 泊体験を

終えることができ、重度訪問介護ヘルパーにとっても安心して支援を継続してもらえる結

果となった。 

  

５． 1 泊体験を終えて 

 

   各事業所職員との関係構築、視覚的なアプローチ、環境の構造化、A さんの経験の蓄

積を繰り返すことで、当初の目標であった独居先で 1 泊過ごすという目標をスムーズに

達成することができた。宿泊時に「自宅を眠る場所として認識できるか」という懸念が

あったが、関係者が予想していた以上にトラブルなく終えることが出来ている。今まで

の一連の支援、本人の経験の積み重ねに対する一つの結果と考えられる。実際に宿泊を

行うまでに要した期間は 1 年以上であるが、当初は更に長期化すると予想されていたこ

とを考えると、非常に早いペースで達成できたと言える。 

しかし、宿泊体験を繰り返すことで、スマイルいなばでの生活の中に今まで見られな

かった行動・新たなこだわり行為が発現した。これは独居先での環境・不安・疲れ等の

刺激を A さんなりに消化し、受け入れるために心の均衡を保つ行為であると考えられた。

一般的には困ると言われる行動ではあるが、スマイルいなばでは見守りを続け受容して

いる。A さんが頑張っている証であると捉え、行動修正は行っていない。その行動を経

て安心を取り戻し、また次の体験を頑張ることができていると感じている。 

画像⑪ 
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６． 考察 

 

この論文では記載しきれなかった内容も多々あるが、今回の事例では「準備の準備」

のようなスモールステップを数々行っている。過剰と感じる程の準備を重ねたが、それ

でも足りないと感じた部分もあった。生活環境の変化に伴って生じる本人の行動の変化

とともに,トライ＆エラーを重ね、細やかな調整を行うことで、A さんの求めている生

活が徐々に確立されていったのではないだろうか。 

また、今回の支援の中で、改めて視覚的なアプローチの有用性を実証できたと考えて

いる。A さんの中で情報を整理することにより混乱を軽減できる上、支援開始の切り口

と成り得るツールとなった。更に、各事業所が共有することで統一した支援を行うこと

ができ、A さんが安心して支援を受けられる環境の構築に繋がった。 

しかし、いくつかの課題も見えてきた。今回のような取り組みを行う際、地域移行の

妨げとなっている点がある。 

1 つ目は、行動援護の支援範囲である。この事例ではスマイルいなばと生活介護事業

所を行き来して頂けたが、本来は事業所間の移動支援は行えないという点である。今回

は理解のある事業所が「特例」で行って頂いた。移動を伴う体験を踏まえた取り組みは、

本来はご家族の送迎となる場合が多い。しかし、ご家族の送迎が困難な場合も多く、期

間も長期間に及ぶ傾向にある。このように移動手段が確保できずに足踏み状態となって

しまい、地域移行支援に移れないことが有るのである。 

2 つ目は、複数の事業所が関わっているにも関わらず、支援費が同日・同時間に併給

できないという点である。A さんとの関係構築のために何度もスマイルいなばにて各事

業所職員と面会を行ったが、先方の事業所は支援費が請求できない状態にあった。複数

の事業所が無償で協力して頂いた結果、今回の取り組みが実現したのである。しかし、

本来事業所にとって経営上不利益な行為でしかなく、全ての事業所が協力的になれると

は限らない。このように複数の事業所が同日・同時間に支援に携わっても支援費の請求

が一か所しかできない制度は、細やかな支援を必要とする強度行動障害状態にある利用

者にとっては地域移行への課題と言える。 

これらの制度が、強度行動障害状態にある重度知的障害者の地域移行への課題となって

おり、A さんのような短期入所長期化の要因となっているとも考えられる。 

今後、何らかの加算制度や支援費請求ができる仕組みが制度化され、強度行動障害状

態の方の地域での生活がより多く実現することを強く望んでいる。今回の取り組みを通

じて、地域移行の障壁となった課題を関係機関が共有し、自立支援協議会や行政などに

「地域の声」として発信することも求められていると感じた。 

 

７． 最後に 

  

A さんの独居生活に向けての支援を行う中で、多くの時間とマンパワーが必要である

ことを強く感じた。強度行動障害状態の方が地域移行を行うには、他事業所との連絡調

整や包括的な支援が必須となる。そのためには本人の状態に合わせ、各事業所が密に情
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報交換を行うことで協動し、長期に渡る計画を少しずつ遂行していく必要がある。事業

所間の熱量の差異からも支援に違いが生じる。その差異を少しでも縮めるためにも、事

前からの事業所同士の関係性を築いておくこと、その事業所がどのような理念を掲げて

支援しているかも理解しておく必要があると感じた。 

 

最後に忘れてはならないことがある。それは A さんの兄姉の気持ちである。今回は A

さんにとっての最善の暮らしを実現するために支援に取り組んだが、兄姉にとってはど

うだっただろうか。施設入所を望まれていた兄姉に今後も末永く独居生活をサポートし

てもらうためには、施設入所支援と同等もしくはそれ以上の安心を得てもらう必要があ

る。制度の壁もしかり、やはり問題が生じた場合に支援者がなく、独居先での生活が困

難になることがあったとしても、本人が独居先以外にも安心して過ごせる場所・戻る場

所がなければ、それもまたチャレンジへの障壁となりかねない。 

スマイルいなばのような存在や今回の取り組みは、このようなチャレンジへの大きな

後押しとなると確信している。スマイルいなばでの取り組みを広く周知することにより、

より多くの皆様に知っていただき、同様にチャレンジする事業所が増えていくことを切

に願っている。 

今後もスマイルいなばは諦めることなく、強度行動障害状態の方が地域生活を送れるよ

う、最適な支援を提案し、利用者のみでなく家族にも安心してもらえるサポートを続け

ていきたい。 

  

                                     

 

 

 


