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発達障害の理解の難しさ発達障害の理解の難しさ

・なぜ、親・教師の愛情が伝わりにくいのか

周囲が冷た をどう ようか・周囲が冷たいのをどうしようか

・孤立と不適応行動を予防したい孤立と不適応行動を予防したい

「脳の特性」という納得「脳の特性」という納得

⇒ 特性に合った支援を
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アンケート結果（何に困るか）：岡山県自閉症協会

平成22年

１）日常生活について

・周囲との人間関係が不安（55.8％）

・余暇を共有したり、休日に集う友達がいない（43.5％）

・余暇の過ごし方に偏りや難しさがある（42 5％）・余暇の過ごし方に偏りや難しさがある（42.5％）

２）学校の関係

・卒業後の進路が不安（32.3％）

・準備のカリキュラムがないことが不安（25.6％）

達 づ が・友達との関係づくりがうまくいかない（23.9％）

３）就労について３）就労について

・自分に合った仕事が分からない（37.5％）

・就職に関するサービスがない（20.0％）

・相談先がない（16.8％）
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発達障害という視点6.3%ショック！発 障害 う視
文科省調査 2003

脳の働きに原因脳の働きに原因

・・・「生まれつき」で一生続くが、環境次第で障害が

目立たなくなり 適応的になる目立たなくなり、適応的になる

① 知的障害

② 学 障害② 学習障害（LD） ・・・４．５％

③ 注意欠陥・多動性障害（ADHD) ・・・２．５％

④ 広汎性発達障害（PDD) ・・・０．８％
＝自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害を含む）

→ 発達障害者支援法(2005)特別支援教育(2007)
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ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）についてＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）について

特徴： ①忘れ物が多い①
②物をなくしやすい
③落ち着きがない
④物事を順序立てて行う とが難しい④物事を順序立てて行うことが難しい
⑤衝動的
⑥順番を待つことが難しい⑥順番を待つことが難しい

↓
（理由）前頭葉の働きが不活発

ドーパミンの働きに偏りがある
↓

その行動によ て社会生活（二 所以上）に支障をきたしその行動によって社会生活（二ヵ所以上）に支障をきたし、
本人に困難が生じる場合に診断する → 薬物療法も
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PDD：アスペルガー障害についてPDD：アスペルガ 障害について

特徴：①社会性の欠如（常識がなかなか身につかない）特徴：①社会性の欠如（常識がなかなか身につかない）
②コミュニケーション能力の欠如＝字義どおり性
③興味の偏りが強い＝想像力の欠如

知的な遅れがない場合は学校生活に支障がないことも多い
ちょ と変わ た子？・・・ちょっと変わった子？

↓
（社会に出ると）（社会に出ると）
人間関係がうまくいかない
社会人としてあまりふさわしくない行動をとってしまう
（相談機関でも誤診される・・・統合失調症？気分障害？）
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早期発見・早期介入のコツ早期発見 早期介入の ツ

どういう困難を抱えているか

１ 見分け方

理由がわかる
衝動性・多動性の問題

ＡＤＨＤ？

突飛な行動

理由がわかりにくい アスペルガー障害？

突飛な行動

２ 理解

わざとしているのではない（脳の特性に原因）。

養育者のせいではない（親御さんが努力していても躾が

難しい）。難 ）。

アスペルガー障害、高機能自閉症は特性に合った対応を！7

事例１：ほかの子と遊べない事例１：ほかの子と遊 ない
無理

ひとりでいるのが好き
マイペースで遊ぶ

無理やりほかの子どもとの
遊びに誘う

独特な遊びに熱中する
遊びに誘う
「仲良く遊ぼうね」と言う

こっち！

興味のあるもので関わる
ペースを尊重するペ スを尊重する
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事例2：かんしゃく（パニック）を起こす事例2：かんしゃく（パニック）を起こす

静かな場所に連れて行き、落ち着くまで見守る
暴れたときに危険なものを片付ける暴れたときに危険なものを片付ける

無理！

その場ですぐに説得しようとする、なだめる
大きな声でしかりつける

無理！

原因を探る

な を

予告

好きなことを止められた？
音の刺激に耐えられない
予定変更がわからず混乱

次にすることをわかるように伝える
絵カードを使う

時計を使って待つ見通しを
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アスペルガー障害の大人の特徴（１）アスペルガ 障害の大人の特徴（１）

何 るかー何に困るかー
１ 言葉のウラが読めない。たとえ話や皮肉が通じない

・・・想像力が働かない。大脳辺縁系+前頭葉

２ 物事を全体として捉えることが難しい

・・・細部に集中するあまり全体像をとらえるのが不得意。

３ 作業の「同時進行」が必要な仕事は難しい。

E 「余分なものは抜いて 必要な書類をピ クア プしてEx:「余分なものは抜いて，必要な書類をピックアップして

ファイルして」などという複雑な指示では要点を見失う

・・・複数の同時処理が困難・・・複数の同時処理が困難。
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特徴（２）
４ 対人交渉が重要な仕事は苦手

・・・記憶することや反復処理を続けることには秀でているが記憶することや反復処理を続けることには秀でているが、
「臨機応変，TPOに合わせる」ことができない。

５ 予想外の仕事や予定が入るととまど てしまう５ 予想外の仕事や予定が入るととまどってしまう
・・・応用力に欠ける。変動するものには不安を覚える。
ﾐﾗｰﾆｭｰﾛﾝの働き？ﾐﾗ ﾆｭ ﾛﾝの働き？

６ 表情認知ができないから人間関係がギクシャクする
・・・アイコンタクトができない。感情の読み取りが困難
・・・動きの解釈が難しい。側頭葉に障害？

本人に悪気はないのに嫌われたり非難されたりする本人に悪気はないのに嫌われたり非難されたりする
・・・「うつ病」や「不安障害」などの二次障害を引き起こす。 11

不適応行動をどのように捉えるか不適応行動をどのように捉えるか

① 生物的要因① 生物的要因

生物・医学レベルの問題・・・発達障害・器質障害

② 心理的要因

心理的外傷体験

いじめ、虐待による感じ方の変化・・・情緒障害いじめ、虐待による感じ方の変化 情緒障害

③ 社会 文化的要因③ 社会・文化的要因

家族、学校、地域の人間関係
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① 生物・医学的要因

② 心理的要因

③ 社会・文化的要因

従来は、②と③から説明されることが多かった従来は、②と③から説明される とが多かった

↓
①についての科学的解明が進み 「わかりにくい」①についての科学的解明が進み、「わかりにくい」

「奇異」とされてきた触法行動・不適応行動に

新たな視点が加わる新たな視点が加わる
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犯罪・非行の例（ＰＤＤ）犯罪 非行の例（ＰＤＤ）

① 著名事件① 著名事件

豊川市の主婦殺害事件（２０００．５） 17歳少年

長崎市の園児誘拐殺害事件（２００３ ７） 12歳少年長崎市の園児誘拐殺害事件（２００３．７） 12歳少年

寝屋川教師殺害事件（２００５．２） 17歳少年

静岡タリウム事件（２００５ １１） 17歳少女静岡タリウム事件（２００５．１１） 17歳少女

② 自験例（約５０例）② 自験例（約５０例）

・対人関心型

・実験（人体実験・物理実験）型実験（人体実験 物理実験）型

・パニック（偶発・フラッシュバック）型

・清算（損失補てんを請求する）型

障害・その他，障害起因型
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どういう機序で逸脱行動が起きるか

【事例の分析】

１）対人接近型１）対人接近型

・・・性犯罪の殆ど―（模倣）快感って何？ 異性の体って？

２）実験型２）実験型

・・・「この社会は不思議」―何がどうなっているのか、自分で

確かめたい確かめたい

３）パニック型・・・嫌なことを受けつけない

４）清算型 「元通りにしてほしい」「変化が嫌」４）清算型・・・「元通りにしてほしい」「変化が嫌」

―（いつまでもこだわる、執念深い）

５）障害起因型５）障害起因型

・・・「え？ みんなやってるよ」（人前ではやらないでしょ）

「それは 通用しな （常識 すけど）「それは、通用しないの？」（常識ですけど）
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発達障害と本人 親の傷つき発達障害と本人、親の傷つき

PDD ADHD
「場違い」「常識はずれ」 「落ち着きがない」「不注意」

なことをして、イジメの 「何度も同じ間違いをする」

対象に ため叱られてばかり対象に ため叱られてばかり

↓
親のしつけ不足、愛情不足と決め付けられやすい

↓↓
被害感、対人不信感が強まる（本人、親とも）
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そして不適応行動へ

生来の不器用さ、バランスの悪さ

＋
周囲の無理解（無気力）による孤立周囲の無理解（無気力）による孤立

→刺激に対して過剰に反応→さまざまな二次障害

奇異な非行（PDD) 衝動的な非行（ADHD)奇異な非行（PDD) 衝動的な非行（ADHD)

ひきこもり 子による親の支配 家庭内暴力

＊こうしたメカニズムを正確に理解することにより、親は

「分かってもらえた」「救われた」という思いを持つ「分かってもらえた」「救われた」という思いを持つ
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英国自閉症協会の５原則＝SPELL

S Structure（構造化）S Structure（構造化）

P Positive（肯定的な対応）

E Empathy(自閉症スタイルへの共感）

L Low Arousal（低刺激）Low Arousal（低刺激）

L Links(連携）
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スウェーデンのエルヴァン・メソッドスウェーデンのエルヴァン・メソッド

少年保護施設（12歳～20歳）で用いられる技法少年保護施設（ 歳 0歳）で用いられる技法

援助者側が自分自身の行動をコントロールする

話し方、衣服、冗談の言い方、反応の返し方などを一定にする

理由 虐待や不適切養育を受けてきた子どもたちの理由：虐待や不適切養育を受けてきた子どもたちの

混乱を整理するため 例：日本の施設
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適応への手順（子どもの場合）適応 の手順（子どもの場合）

１ 安心できる居場所を提供する

気分が変動しやすい

言葉の意味理解が困難

変化に対応できない という特徴を理解する

２ 言葉を育てる

く聞 特徴を かむ（ 聞き手 ）よく聞いて、特徴をつかむ（よい聞き手に）

感情に名前をつける（うらやましいのね。悲しいね）

よい言葉を教えるよい言葉を教える

３ 視覚的な手がかりを活用し、予測情報、全体像を与える

４ 周囲の理解、環境面の整備（シンプルでわかりやすく）
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適応への手順（青少年・大人の場合）適応 の手順（青少年 大人の場合）

1 二次障害を治療する（精神科）
気分が変動しやすい気分が変動しやすい
睡眠がうまく取れない
頻繁なフラッシュバックに悩まされる etc頻繁なフラッシュバックに悩まされる etc

2 適切な社会的行動を教えてあげる
指示はわかりやすく！
否定の命令は避ける！

×「走るな」「横向かないで」

×「そんな声出さないで」

×「何回言ったらわかるの」

3 視覚的な手がかりを活用し 予測情報 全体像を与える3 視覚的な手がかりを活用し、予測情報、全体像を与える

4 周囲の理解、環境面の整備（シンプルでわかりやすく）が最重要
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逸脱行動に対する処遇の実際逸脱行動に対する処遇の実際

・機関の持つ枠組を利用して、行動療法的に関与

・分かりやすい約束とそのチェック

・不安を与えず、褒美を活用

・問題行動に対する“受容と共感” は、失敗する問題行動に対する 受容と共感 は、失敗する

怒り発作、パニックは、無視（逃げる）→対策を！
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処遇（適応指導）のポイント処遇（適応指導）のポイント

１ 非行と処分に関する正確な知識を与える

２ 環境側（親、教師）が障害を理解し、連携する

３ 可能な限り、本人にも障害を告知

４ 程度や併存症に応じて医療機関と連携する
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終わりに終わり

１ 本人たちの「分からなさ」を知る本 ち 分 なさ」を知る

・・・・・支援が不可欠（法律は味方！）

２ 「受容と共感」では失敗する

３ 非行に対しては、特別扱いや臨機応変の扱いを
せずに 一貫性のある毅然とした対応をせずに、一貫性のある毅然とした対応を

４ ひとりで抱え込まずに チ ムプレ が肝心４ ひとりで抱え込まずに、チームプレーが肝心
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ご清聴ありがとうございました聴あ う

拙著 触法発達障害者への複合的支援（福村出版）2011拙著 触法発達障害者への複合的支援（福村出版）2011

非行と広汎性発達障害（日本評論社）2010

非行臨床の現場からとらえた子どもの成長と自律（明治図書）2009非行臨床の現場からとらえた子どもの成長と自律（明治図書）2009

発達障害と非行 （金剛出版） 2008

なぜ特別支援教育か （日本標準） 2007なぜ特別支援教育か （日本標準） 2007

春のはじまる朝 （東京書籍） 2007

私が出会 た少年たち （日本教育新聞社）私が出会った少年たち （日本教育新聞社） 2005

少年犯罪の深層 （ちくま新書） 2005

ガ ブ子どもの面接ガイドブック（監訳：日本評論社） 2003

非行は語る―家裁調査官の事例ファイル（新潮選書）2002

わたしは家裁調査官 （日本評論社） 1996
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