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第1部 発達障害とは？



発達障害とは？

■ 発達に異常があるため，社会適応の問題が生じること

■ 通常，成人期に達しても適応の障害が持続する



発達の「異常」とは？

発達が

正常でない・・・間違い 悪い

通常でない・・・少数派



「やらない」異常

他の子がやることをやらない：

■ やりたくない

■ やるべきと気づいていない

■ やりたいが気後れしてできない

■ 能力的にできない



「やる」異常

他の子がやらないことをやる：

■ やってはいけないことをやる

■ やらなくてもいいことをやる

■ 他の子にはできないことができる



一見すると他の人と同じように振舞っているのに，

他の人が考えないことを考えている：

■ 興味はないが，しかたなくやっている

■ やりたくないが，イヤと言えない

■ わかっていないが，他の人を真似してやる

目に見えない異常



親 ：やらない異常＞やる異常＞目に見えない異常

先生 ：やる異常＞やらない異常＞目に見えない異常

見逃され，手遅れになりやすいのは，目に見えない異常

どんな異常が気になる？



「子どもの精神病」概念の分化
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神経発達症群／神経発達障害群：DSM-5

知的能力障害群

コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群

自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害

注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害

限局性学習症／限局性学習障害

運動症群／運動障害群

チック症群／チック障害群

他の神経発達症群／他の神経発達障害群



知的能力障害 （知的発達症／知的発達障害）
Intellectual Disability （Intellectual Developmental Disorder）

概念，社会性，実用性の領域における知的機能と適応機能

の両方に欠陥がある。

A. 論理的思考，問題解決，企画，抽象的思考，判断，勉強，

経験学習などの知的機能の欠陥

B. 個人の自立と社会責任に関する発達および社会文化的標

準に達しないほどの適応機能の欠陥

C. 発達期の発症



限局性学習症／限局性学習障害
Specific Learning Disorder

A. 介入を受けても6か月以上持続する学習と学力を用いることが困難

１．読字が不正確あるいは遅い

２．読んだことの意味理解が困難

３．書字が困難

４．書いて表現することが困難

５．数の理解や計算が困難

６．数学的思考が困難

B. 苦手な学力は生活年齢から期待されるより十分に低く，学業，職業成績，
日常生活を有意に妨げる

C. 学齢期からみられるが，学力への要求が本人の能力の限界を超えるまで
明らかにならないかもしれない

D. 知的能力障害，視覚や聴覚の異常，他の精神神経障害，心理社会的逆
境，言語の熟達不足，不適切な教示では説明できない



限局性学習症／限局性学習障害（SLD）

生活能力やコミュニケーション能力は問題ないのに

読み，書き，算数の少なくとも1つが極端に苦手



注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

A. 機能または発達を妨げるような不注意および／または多動・衝動性

１．不注意

２．多動および衝動性

B. 症状のいくつかは12才より前に出現

C. 複数の状況で基準が当てはまる

D. 対人・学業・職業の機能を妨げたり質を低下させている明らかな証拠

がある

E. 統合失調症などの経過中のみに見られるものではなく、他の精神障

害でよりよく説明できるものでもない（例：気分障害，不安症／不安

障害，解離症／解離性障害，パーソナリティ障害，物質中毒または

離脱）



注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害
（ADHD）

子どもの頃から

そそっかしい

態度や行動に落ち着きがない，あわて者である。不注意

で，とかく失敗をしがちである。軽はずみである。 （『大

辞泉』より）



自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害
Autism Spectrum Disorder

A. 社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応の持続的な欠陥
(1) 相互の対人的‐情緒的関係の欠落

(2) 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥

(3) 人間関係を発展させ，維持し，理解することの欠陥

B. 行動，興味，活動の限局された反復的な様式（以下の少なくとも2つ）
(1) 常同的または反復的な身体の運動，物の使用，または会話

(2) 同一性への固執，習慣への頑ななこだわり，言語／非言語的な儀式的行動様式

(3) 強度や対象において異常なほど，きわめて限定され執着する興味

(4) 感覚刺激への過敏さまたは鈍感さ，または環境の感覚的側面への並外れた興味

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，学んだ処世術で隠れるかも）

D. 症状は社会的，職業的，他の重要な領域で臨床的に意味のある障害を引き起こす

E. 知的能力障害（知的発達症）または全般的発達遅延では説明できない。知的能力

障害としばしば併存し，併存診断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



自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）

■臨機応変な対人関係が苦手

■自分の関心，やり方，ペースの維持を最優先

させたいという本能的志向が強い



著しい興味の限局と反復的行動パターン

特定の物に強い興味をもつ

特定の手順を繰り返すことにこだわる

常同的な動作を繰り返す

興味をもった領域に関して膨大な知識を持つ
（鉄道，天文学，地理，生物，コンピュータ，インタ
ーネット，テレビゲームなど）



認知が発達する

‘こだわり’も発達する

すると・・・
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‘こだわり’保存の法則



社会的行動の中に埋め込まれる｢こだわり｣

ルールや決まりごとを頑なに守る

他者にルールの遵守を強要する

一番になることにこだわり過ぎる



症状の軽さと社会適応の良さとは
必ずしも比例しない

冗談や皮肉を真に受ける

発言が一方的である

融通が利かない

↓

仲間はずれやいじめの対象になることがある

不登校，ひきこもり，うつ状態，不安状態など，いわゆる

二次障害を呈すると，その後の支援が困難になる



ASは，反応性精神障害のハイリスク

素因として

変化に弱い，不安をもちやすい，誤解しやすい

環境因として

慢性的にストレスの多い環境に置かれやすい



「二次障害」いろいろ



う つ

自信の欠如

悲観的

意欲の低下

集中力の低下

疲れやすい

不眠または過眠



こだわりの減少

何ごとにも意欲を感じられなくなり，

熱中できる対象がどんどん減少していく



不安、恐怖

何かよくないことが起こるのでは，と常に心配

いつも緊張して気が休まらない



強迫観念，強迫行為

強迫観念

何か特定の考えにとらわれて，他の考え方ができない

強迫行為

何か特定の行動を最優先にしてしまう



逆説的高望み

元来のノルマ化の傾向が病的に強まった状態

「苦手な科目を克服するために大学進学して，

その科目を専攻しなければならない」

「東大に入らないとまともな人間になれない」



PTSD様症状

嫌な体験をしたときの感覚を突然感じ，パニック

状態になる。

発達障害の人では，他の人からはショッキングに

みえないような体験でも生じやすい。



タイムスリップ現象 （杉山）

記憶が時間軸に沿って整理されず，過去の嫌な

体験があたかも今ここで起こっているかのように

一度に想起される



いじめ被害

いじめた相手が「いじめ」と思っていなくても，本人

はいじめと思っていることが多い。

逆に，相手がいじめていても本人は気づいていな

いこともある。



不登校

不登校は，はじまりでなく，すでに結果である。

本人の特性に対して周囲に理解不足な人がいる

と，事態がこじれ，深刻化することがある。



ひきこもり

家の中以外のすべての社会的場面に参加する

意欲を失った状態



他者への攻撃性，暴力

本人からの自発的な攻撃や暴力はまれ

ほとんどは，誰かからの攻撃に対する反撃

ただし，ごくまれだが暴力に対する異常な執着を

形成することがある



反社会的行動

幼児期に虐待を受け，学齢期にADHD症状があ

る場合，思春期以降に非行や反社会的行動が

出現する確率が高まる



触法行為

多動が強く，自閉症の特性が弱いほど，「普通」

の非行

ごくまれだが，自閉症スペクトラムの人で了解が

難しい理由で触法行為を起こすことがある



被害関係念慮

被害的だが自責的なことが多い。

被害的かつ他罰的な場合，親もそのような性格

傾向であることが多い。



解離

幼児期に激しい虐待の存在

過去の記憶がところどころ不鮮明あるいは消失



二次障害が出現する前兆

二次障害出現直前の前兆は，わかりにくい

しかし，

「この人には，いずれ二次障害が出現するだろ

う」ということは，専門家なら予測がつく



二次障害のハイリスク

本人の特性に対する周囲の無理解または無配慮



対人場面における失敗体験の蓄積

空気を読もうとして誤解釈 → 被害的対人態度

他者の人格を「いじらない」 → 無関心・自信低下

融通が利かない → 狭い関心

→ さまざまなパーソナリティ障害と

症状の重なり合いがある



ASDの人における不安

先の見通しがもてないことに対する不安が主

見通しがもてたとたんに不安が氷解する



ASDの成人には，

どんな精神障害が生じ得るか？

論理的には，すべての精神障害が生じ得る

実際には，不適切な環境に対する反応が多い



第2部 発達障害の人たちへの支援：総論



社会適応の障害に強く影響するのは，

むしろAS症状以外の症状かもしれない

｢AS症状｣と｢社会適応の障害｣



非障害自閉スペクトラム
(Autism Spectrum Without Disorder；ASWD)

ＡＳの症状は残存している

しかし，社会適応は悪くない

むしろ適応の良好な例も少なくない



図1 自閉スペクトラム（AS）と自閉スペクトラム症（ASD）との関係

「狭義のASD群」と「併存群」の和集合（a+b+c）が「広義のASD群」，それ以外（d）が

障害のないAS（ASWD）となる。

ＡＳ

狭義のＡＳＤ群 併存群

a b c

d



発達障害の人たちへの支援における
最重要課題

併存障害出現／定着の予防

とくに，不登校，ひきこもり，いじめへの

予防的介入と危機介入



みにくいアヒルの子

アヒルの巣（す）で，一羽（わ）だけ、すがたのちがうひよこが生ま

れましたが，みんなからいじめられ，いつもひとりぼっちでした。け

れど春になり，このアヒルの子はおどろきます。水にうつった自分

のすがたは白鳥になっていたのです。

（アンデルセン作；NHK「おはなしのくに」より引用）



5歳で挨拶できないと問題か？



本人の心理から考える支援のあり方



時間にルーズ

でも，

肝心なときは絶対に遅れない！

だけ



支援の目標

「コツコツ」よりも「一発勝負」

「前もって」よりも「ギリギリセーフ」



姿勢をちゃんとすると・・・

姿勢をちゃんとすることに気をとられてしまい

人の話を集中して聞くことができない！



失敗になかなか懲りない

いちいち反省してたら，

人生やってらんねぇ！



支援の目標

いつも未来志向

いざとなればできるんだという

根拠のない自信



自閉スペクトラムの特徴：

このように考えることもできます

対人交流

コミュニケーション

固執，パターン行動

：「自分」がある

：何を言われても動じない

：とことん突き進むことができる



思春期を超えると

性格が真面目になる



最悪の結果に至るボタンのかけ違い

苦手の克服を最優先課題とすること

■ 言語・認知課題や教科学習などはしばしば逆効果！

■ 他者を行動の基準にするように教えてはいけない！



自閉スペクトラムの影と光

超プラス思考

嫌なことはすぐに忘れる

浅いが人づき合いは好き

超マイナス思考

嫌な記憶をすぐに思い出す

人を避ける



社会参加に必要な
自律スキルとソーシャルスキル

自律スキル：

自己肯定感をもつ，自分の能力の限界を知る

ソーシャルスキル：

他者に相談できる，ルールを守る



やらなくてよいこと

大人の指示に従う習慣は，

身につけなくていい



やってはいけないこと

多数の人がやっているというだけの理由で

皆と同じように振舞わせようとしてはいけない



やるべきこと

最低限守るべきルールを守ろうという

意欲は育てなければならない



自律スキルとソーシャルスキルの両立の鍵

合 意



構 造 化 と は？

１．構造は元々あるものだが，隠れて見えにくい

２．その見えにくい構造を理解しやすくする

五感に訴えてだからだから



構造化は合意のはじまり

‘呈 示’と‘同 意’

‘受容(放任)’と‘やり放題’

‘命令’と‘服従’

先に
おとなから

こどもは

いいかい？ OK!



幼児期や中～重度知的障害の場合

言語によらない構造化

とくに，

視覚的構造化



軽度知的障害～高機能例の学童期

文字による社会性とマナーの構造化



自閉症の仁義

是々非々の態度



やるべきこと

最低限守るべきルールを守ろうという

意欲は育てなければならない



自閉症の人にとって自律とは？

社会性をもって振舞うために，

自らを構造化する工夫ができること



自律を育てるポイント

人と違うこと

得意なこと こそほめよう！



意欲を育てるコツ

特有の興味の を押さえることツボ



みんなで粘土遊びをする時間なのに

■ 粘土を触らない

■ 他の遊びをやりたがる

■ 無断で離席，室外へ

集団生活と個別性の保障

どうしますか？



とにかくみんなと同じ活動をさせる

（セットメニュー）

集団管理の発想



「何か事情があるのかもしれない」と考える

（オーダーメイド）

個別性への配慮



インクルージョンとは？

社会には，多様な人々が生きています

性別 人種 国籍

民族 文化 階級

障害

･･･

｢全ての人が平等に参加できる社会｣

が，インクルージョンの考え方です



インクルージョン：よくある誤解

｢平等な参加｣なんだから

みんな一緒に

同じプログラムに

参加しなければならない



（定型児と同じ場に）参加したからといって，自閉症

の子どもたちが自動的に他児と良好な相互関係を

結ぶわけではない

（Jordan, 1994）

････



インクルージョンの理念と教育

人はみんな多様だから，

参加の仕方はみんな違ってよい

すべての人が居心地よく参加できるために，

ときにオーダーメイドの支援が必要

特別な教育上のニーズ

＜サラマンカ宣言より要約＞



個性に応じたオーダーメイドのメニューを用意すること。

すべての人は，各々にとって特別な配慮を保障される

権利がある。

特別な配慮とは？



唯一の解決法は，

先にひとりひとりの個性を評価して

それから，評価に即して集団のプログラムを作ること

（五十嵐ら，2004）

集団化と個別の配慮の両立は難しい



わが国の特別支援教育が抱える

両価構造

「学習指導要領で決

められたカリキュラムを

一斉指導で教える」

という価値観

「個別ニーズに応じて

個別教育計画を立て，

カリキュラムを改変する」

という価値観



教育における障害への配慮の分類

無配慮

低負荷型配慮

特異的治療型配慮

（本田，2010）



無配慮の例

心臓疾患の子どもに算数を教える



低負荷型配慮の例

心臓疾患の子どもに対して，

体育で運動負荷を軽減する



特異的治療型配慮の例

ろう学校で手話を教える

盲学校で点字を教える



発達障害の子どもへの配慮は？

無配慮

低負荷型配慮

特異的治療型配慮？



発達障害の子どもへの低負荷型配慮

暗黙の了解を極力減らす

興味を持てる題材を取り入れる

短時間で済む課題中心にする

一般級の対応はこのタイプが中心



発達障害の子どもへの特異的治療型配慮

忘れ物予防の工夫を教える

ソーシャルスキルを教える

学校教育に，これを保障する用意はあるのか？



「無理しなくていい」と言われたら？

ハイリョ（配慮）しているつもりなのに，

ハイジョ（排除）と受け取られてしまうかも…



特別な配慮，理想的には？

その子が主体的かつ意欲的に取り組める

特別メニューを提供すること



究極の教育・保育とは？

すべての子どもが，

自分に最適な特別のメニューを

提供されていると感じられること！



｢二八｣の療育

二：子どもの療育

八：家族支援

by 清水康夫

にはち



自閉症の人は，
学んだことを汎化させるのが難しい

でも，

家族は学んだことを汎化できる！



家族のグループワークを中心に据えた
自閉症の早期介入プログラム

■ 英国自閉症協会：EarlyBirdプログラム

■ スコットランド自閉症センター(SCA)

■ モナシュ大学(ACT-NOW)



親は，子育てに苦悩する存在でもある

■ とくに，自分の思い描いていたようにわが子が育っていないとき

■ 苦悩の表れ方は，親の元来のパーソナリティを反映する

ex) 子どもが心配

予定と違いイライラ

肩身が狭い



親のジレンマ

１．こどもに対し治療的に関与することが要求される

→ 育てる力を強化する

２．こどもに障害があることによって苦悩する

→ 癒し･慰め･励ましの場を保障する



発達障害支援の基本的な考え方は，

通常の家族の心情としばしば相容れない



通常の家族の心情

わが子を少しでも「普通」に近づけたい！



「普通」に近づけるための努力

普通の発達パターンに近づけたい

「合意」より，大人の言うことに従わせたい

多数派の意向に合わせた行動をとらせたい

「子どものため」と思って頑張れば頑張るほど，

かえって二次障害のリスクを高めてしまう



親の心理：気づきの時期

慢性的なストレス状態におかれる

先の見通しがないまま，「いま，ここで」少しでも

子どもを普通に近づけようと焦ってしまう

子どもの好きなこと，得意なことよりも

嫌いなこと，苦手なことに目が向いてしまう



家族支援のスタートは，早いほどよい

子どもにとって

二次障害予防の確率が高まる

家族にとって

スティグマを最小限にとどめることができる



家族支援のスタート

育児観の「コペルニクス的転回」を支える

診断を伝え，予後の見通しを持たせることが必須



家族への診断告知：伝えるべきこと

１．子どもに通常とは異なる苦手な領域がある

２．苦手な領域が，今後も（おそらくは一生）残る

可能性が高い

３．最も支援の比重を置くのは，苦手な領域では

なく得意な領域を伸ばすことである



保護者に伝える

・・・でも，その前に

発達障害かもしれない，と思ったとき



子どもの特徴への気づきはどの程度あるか？

子どもの特徴に悩んでいることを素直に表出できるか？

職員との信頼関係は形成されているかどうか？

保護者の受け止める力を評価する



親が障害を受容しない？

幼児期の場合は，

まだ子どもをポジティブに子どもを見ることができる，

ともいえる



心配の有無と育て方の適切さとの関係

適 切 不適切

心配ない

これがこの子のペース

だから，無理はさせな

いでおこう

遅れているのは育て方

のせいだから，もっと厳

しくしてみよう

心配だ

何か問題があるかもし

れないから，専門家に

相談しよう

自分が甘やかしていた

のかもしれないから，

もっと厳しくしてみよう



■ 問題意識を提示する

■ 親の育てにくさに共感する

■ 次回の日程を設定する

期限を区切ったフォローアップ



コミュニティケア促進の
新たなキーワード

ネスティング（nesting）

活動拠点（nest）となるサブ･コミュニティを計画的に新規

作成し，コミュニティの中に入れ込むこと

（本田ら, 2009）



ASのネスティングのポイント

共通の認知発達と興味を介した

サブ･コミュニティの新規作成



第3部 ライフステージに応じた支援の考え方



二次障害の危険性を高める！

物心つく前の特訓は



成長の鍵は，思春期にあり

発達障害の人が「物心がつく」のは，思春期



思春期を超えると

性格が真面目になる



発達障害への療育
－葛藤の構造－

少しでも定型発達に

近づけたい

発達促進的アプローチ

（ボトムアップ）

完全に定型発達には

ならない

補完的アプローチ

（トップダウン）

幼児期の支援者に多い 成人期の支援者に多い



成人期に社会参加するために
最低限必要なこと

■ 心が健康であること

■ 自律的かつ社会性をもって振舞えること



意欲の貯蓄と消費

思春期 年齢

意
欲
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

自信を持てている人

自信を持てていない人



思春期より前の育児方針

保護的な環境を提供する

得意なことを十分に保障する

不得意なことに苦手意識を持たせない

大人に相談してうまくいったという経験を持たせる



やらなくてよいこと

学童期までは，

世間の荒波にもまれなくてよい



思春期よりも前に取り組みたいこと

１．教科学習よりも心の健康

２．自信と現実感の得られる生活環境づくり

３．合意の習慣を通じた自律と社会性の育成



課題は，多くてもひとつ

複数の課題がある場合，優先順位を決めること



優先順位を考えるポイント

大人になったときのライフスタイルをイメージする



成人期の社会適応を予測する因子

■ 複数の活動拠点がある

■ 自分にできることをやる意欲がある

■ 家庭内で役割を担おうとする意欲がある

■ ゲーム以外の趣味をもっている

■ 困ったことを相談できる相手がいる



バーチャルづくしの生活に，未来はない

教科学習 or ゲームの日々では，

現実を生きている感覚がもてなくなってしまう



ゲームにはまりやすい子どもに対する方針

教科学習をやった報酬でゲームをさせてはならない

ゲーム以外の趣味を複数みつける



現実社会を生きている感覚を養おう

計画 実行 試行錯誤

反省 修正 やり直し

達成



自律を育てるために

家庭内で役割を担う習慣をもつようにしよう



ホウレンソウ

報 告

連 絡

相 談



意欲を育てるコツ

特有の興味の を押さえることツボ



自律を育てるポイント

人と違うこと

得意なこと こそほめよう！



思春期後は，
「試行錯誤する本人，それを支える家族」

１．試行錯誤できる人は成長し続ける

２．親の子離れと「黒子」への転身



思春期以降の支援方針

“支援つき試行錯誤”



試行錯誤とは？

英語でいうと，Trial & Error
つまり，

失敗する可能性があることを

前提にして試してみること



どっちの後悔の方がつらい？

「あの時，自分の考えた通りにやっておけばよかった」

「あの時，●●先生の助言を聞いておけばよ

かった」



試行錯誤の良否は，失敗したときにわかる

よい試行錯誤

自分が納得して試したんだから，仕方ない

また別の目標を立てればよい

もう一度，人に相談しよう

よくない試行錯誤

●●に叱られてしまう／失敗したのは●●のせいだ

もう希望は何もない

頼れるのは自分だけだ



気をつけたいパターン

＜お母さんはこれがいいと思うけど，あなたはどう？＞

→「それでいい」

しばらくやってみて，

「やっぱりしんどいからやめたい」

→＜自分でやるっていったんだから，がんばりなさい＞



試行錯誤：定期的に方針の見直しを

■ 方針の候補は，必ず２つ以上考えておく

■ ＳＯＳのサインに敏感になる

■ 失敗しても，絶対に本人を責めてはいけない



親の「子離れ」と「黒子への転身」

子どもが「アニメが好きだから，将来は声優

になりたい」と言ったら，どうしますか？



「二次障害」が出てしまったら・・・



「症状」はバロメーターに過ぎない

裏に隠れている原因を探る

「症状」そのものを力ずくで止めてはいけない



子どもが登校を渋るときの親の気持ち

学校には ・・・・ 行かせたい

学校を休んだら， ・・・・ 家で自習させたい



課題は，多くてもひとつ

複数の課題がある場合，優先順位を決めること



まずは休養と相談

エネルギーの「元金割れ」の回復を

問題点の整理と分析は，専門家に相談を



薬物療法

感情のコントロールには，薬物療法を検討する。

有効なことも多いが，薬物療法だけですべては

解決しない。



まず，以下についてまとめてみましょう

気になる症状が最初に出現したのはいつか

最初に出現したとき，何かきっかけはあったか

本人は，その症状についてどのように解釈しているか

過去に，親，教師（支援者），友人などで本人への接し方に

問題はなかったか



後悔しない人生とは

目標が定まっている

自分の力で選択や判断ができたと思える

難関や挫折を自分の力で克服できたと思える


