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今回、「発達障害」に関心がある方々の参考になればと、ご講師の皆様に、シンポジウムの

内容（逐語録）を HP に掲載したい意向をお話ししたところ、全員からご快諾をいただきまし

た。さらに、当日の参加者に配布した資料の代わりに文章で補足するなど、読みやすいように

手を加えていただきました。ここで、改めてご講師の皆様方に感謝申し上げます。 

なお、この内容は本会に帰属しており、他への転載等は一切認めません。ご了承下さい。 

 

 

日時 2019 年 9 月 16 日 13：00～16：45 

場所 広島市南区文化センター 2 階ホール 

基 調 講 演 「発達障害の思春期を考える」 

湊 崎  和 範 氏 （国立病院機構広島西医療センター小児科医） 

シンポジウム 

シ ン ポ ジ ス ト   野口 喜三子 氏 （保護者） 

三 好  和 弘 氏 （子ども相談室「アンダンテ」） 

木 原  信 行 氏 （一般社団法人 スイス村） 

杉 原  太 郎 氏 （杉原心理相談室） 

コーディネーター   金 丸  博 一 氏 （社会福祉法人 柏学園） 

第 3 回シンポジウム「思春期における発達障害の対応と支援について」  
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代表：開会の挨拶 浅原 利正（広島県病院事業管理者） 

本日は、「発達障害の課題に取り組む各分野の専門家による会議」が主催しました第 3 回シン

ポジウムにお越しいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございますと申しますの

は、私たち会議の目的は発達障害について広く社会に正しく知っていただくことがあります。 

今回のテーマは、「思春期における発達障害の対応と支援について」ということで 5 人の方に

発表していただきます。発達障害の思春期においても、複雑な特徴的な課題がございます。私た

ちの会議は、1 年半前に第 1 回のシンポジウムを開きました。 

今年から年 2 回計画することと致しました。まだまだ発達障害が十分に理解されずに、誤解

を受けているところもたくさんございます。そういう意味で、このような機会を通じて、発達障

害の理解が深まり、最終的には社会をあげて支援していただけるような仕組みを作っていきた

いと思います。 

限られて時間ではございますけども、発表者の話に耳を傾けていただき、理解が深まりますよ

う、そして、最終的に発達障害へのご支援につながりますよう、心から念じております。よろし

くお願い申し上げます。 

基調講演 「発達障害の思春期を考える」 講師 湊崎 和範 氏  

〔司会者による紹介〕 

湊崎先生は、独立行政法人国立病院機構広島西医療センター小児科医長として、不登校・心身症・

発達障害の臨床に従事されています。先生は小児科専門医、「こどもの心」専門医、「子どもの心」相

談員など、幅広い専門医の資格をお持ちで、発達障害についての専門家でいらっしゃいます。 

本日は発達障害の思春期における様々な課題や支援についてお話しいただきます。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 こんにちは。広島西医療センター小児科医、

湊崎と申します。今日は、このような大きな舞

台で話をさせていただく機会をいただき、あり

がとうございます。 

「発達障害の思春期を考える」というテーマ

でお話したいと思いますが、「発達障害」自体、

なかなか理解されにくいものであり、「思春期」

自体もなかなか難しいテーマであると思いま

す。それを合わせたテーマであり、難しいなと

思います。これまで、この分野で 20 数年色々

かかわりを持ってきましたので、その経験から

お話をさせていただければと思います。事例に

ついてお話すれば、本当はより分かりやすくなると思うのですが、多くの方が来られている中で守秘

義務の問題も含めて難しいと思います。特別な事例は出せないですけど、理解が深まればなと思って

おります。 

ところで、広島西医療センターは大竹市の玖波というところにあります。入院が 440 床ある病院

で、重症心身障害児者病棟 120 床の内の一つの病棟の主治医をやっております。外来では、不登校、

心身症、発達障害について診ております。この中で大切にしたいテーマがあります。 

一つは「子どもは自ら成長しており、自ら回復していく力がある」、こう思っているとやっていける

かな、そのために「安心・安全な環境をつくり、楽しい体験や認められる体験を増やしていく」、子ど
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もは成長・発達していきますので「発達の視点で考え、社会性を育て自己形成を促し、自尊感情・自

己肯定感を高める」ことを目指したい。そして、「子どもを中心に考えながら、親御さんを一番のサポ

ーターと考え、多くの大人の力を合わせていく」、こんなことを大切に思いながら診療をしています。 

ケストナーという人の、随分昔に書かれた『飛ぶ教室』という本がありまして、その前書きにこん

なことが書いてあります。「どうしておとなは、自分の子どものころをすっかり忘れてしまい、子ども

たちにはときには悲しいことやみじめなことだってあるということを、ある日とつぜん、まったく理

解できなくなってしまうのだろう。この際、みんなに心からお願いする。どうか、子どものころのこ

とを決して忘れないでほしい。約束してくれる？ ほんとうに？」と。ここにいるほとんどの方が思

春期を越えてきたと思うのですけど、たぶん、あんなに大変だったのに、何かすっかり忘れているの

かなと思います。それでいて、子どもに対しては「もっとちゃんとしなさい」ということをよくいっ

ているなというところがあるんですが、自分の子ども時代とか、思春期のことを、「こんなことがあっ

たな…」と思い出せることで、子どもへのかかわりが少し変化するのではないかと思っています。誰

かと一緒に当時のことを振り返っていく、子ども時代のことを話してみると、結構色々と思い出され

てきます。そういう時間を持っていただければ良いと思います。当時よく聞いていた歌であるとか、

感動した映画であるとか、中高のクラブ活動であるとか、放課後の遊びであるとか、そんなことを色々

思い出してみると、色々と見えてくるもの、感じるものがあるのではないかなと思っています。 

 それでは、まず「発達障害」について、次に「思春期」について、そして「発達障害の思春期」に

ついて考えるということを話していきます。 

まず、「発達障害」についてですが、この｢発達障害｣について詳しく話をするだけで 1～2 時間くら

いすぐにかかってしまうので、簡単にお話しします。 

「発達障害」をみていく上で、「共に生きる場は、子どもが願う通りに生きられる場でなく、大人の

思い通りになる場でもなく、ほどほどに折り合いのついた場所」であるということを基本にしていけ

たら良いなと思います。大人側についつい力が入って上から押さえつけてしまう感じになってしまい

やすいのかな、もしくは、子どもの言いなりになって大人が大人としてかかわれていないかな、家族

の「ほどほど折り合い」のところを見つけていくことが大切かなと思います。そして、「クレイジーな

ほど支える人が一人でもいれば、その人は救われる。」と考えます。ボランティアの方であったり、近

くの支援者であったり、とても一生懸命かかわっていたら違ってきます。 

「君はテクニックでこだわっているかね、私がおこなってきたのは哲学だよ。」と、ボクシングのチ

ャンピオンが３回戦ボーイに言った言葉があります。当初はテクニックを身につけることから始める

ことが多いと思いますが、「なぜボクシングをしたいのか」といった思いや価値観がより大切では、と

思います。「発達障害」の方とか、かかわっていく上でも、色々なテクニックとか、マニュアルが巷に

たくさんあふれています。マニュアルは、かかわる上で部分的には役立つけれど、逆に役立たないこ

とも多いのかな、そんなふうに思います。それよりも、「どんなことを大切にしながら」子どもとかか

わっていきたいのか、「子どもにどんなふうに成長して欲しいのか」という思いが大切なのでは、と思

っています。マニュアルは参考にしながらも、「一人一人についてしっかり見て、考えながらかかわっ

ていく」ことが大事だと思います。 

 発達障害者支援法という法律が平成 28 年に改正されています。その第 2 条に、「この法律におい

て発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性

障害その他のこれに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとし

て政令で定めるもの」と書かれています。年齢によって発達障害者、発達障害児という形になってい

ますが、この定義にある「発達障害」を中心にお話していこうと思っています。 

 「こころを育む子育てのイメージ」として、「適応よく、大人にとって好ましい子ども」になるのも

あっていいとは思うのですが、それは、動物の調教みたいな気がします。そうではなく、「子どもが自

ら持つ発達の力が過剰に抑えられることなく、その力が環境との関係のなかで活かされつつ社会化し
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ていく」という、イメージとしては「植物の芽が出る力を活かしながらも育てる」、そんな感じじゃな

いかなと思います。そのようなかかわりというのが、随分役に立つのかなと思います。発達は英語で

development という単語になりますが、「de」は分離・否定の意味であり、「velop」は包むという

意味なのだそうです。そうすると、「de」＋「velop」で「包みがはずれて中にあるものが出てくる」

というイメージで、「なるべきものになっていく」感じで、それを変に押さえつけて変に別の方に向け

るのは、育つ方向を見失ってしまうことになり、気をつけなければいかないのかなと思います。 

 古い研究で、トーマスとチェスの研究という有名なデータがあります。その中で、子どもの育児を

する上で、とても育てやすい子は 40％くらい、ゆっくり育つ子、気後れする子は 15％くらい、気難

しいと思われる子は 10％くらいおり、それらの混合のような子が 3 人に１人くらいいるようです。

その育てやすい子の中にも、行動の問題として考えられるのが５～６人に１人くらい、全体の７～8％

くらいいます。育てにくい子どもの中での行動の問題は 70％くらいいます。全体では 20％の子ども

に行動の問題があるとされています。この中に、発達障害とか、虐待とか、関係性の障害とか、心の

問題などいろんな問題が含まれているのではないかと思われます。そんな難しさに対して、支援者側

が気持ちに寄り添うとか、ゆっくり、しっかり聴く、具体的な対応を提案することが役に立つのでは

ないかと思います。 

「発達障害」に対しては、療育の必要性を言われます。療育に関して有名な先生（高橋鶴吉）は、

「療育とは注意深く丁寧に配慮された子育てである」「気がかりな子どもに必要なのは“ふつうの子育

て”“普通の保育”を丁寧に行うこと」と言われています。「丁寧に」ということが本当に難しいなと

思うところです。特別なことというよりは、丁寧なかかわりと考えながらやっていくと役に立つのか

なと思います。「丁寧に」やっていければ、普通の子育ての延長になっていくと思います。ただそこに、

親自身の育ち方とか、今の社会情勢とかが、親のかかわりに影響するんじゃないのかなと思います。 

平成 23 年末の調査で、学習面や行動面で著しい困難を示す子が 6.5％、普通のクラスにこれくら

い気になる子がいると発表されています。平成 13 年のデータでは 6.3％でした。40 人クラスに２

人か３人くらい、気になる子どもがいるというデータに結構衝撃がありました。必ずしも診断とイコ

ールというわけではないですが、「学習面の困難」な子どもが 4.5％、｢不注意｣「多動性-衝動性」の

困難な子どもが 3.1％、「対人関係やこだわり」のある子どもが 1.1％くらいいると、学校の先生方が

回答されているのだそうです。これについては、子どもの問題だけと捉えると一面的になると思いま

す。子どもから先生（大人）に向けての問題の投げかけという面も考えると、教師側の問題はないの

か、もしくは教師と子どもの関係性の問題はどうなのであろうか、こんなことも考えていけるのでは

ないかなと思います。特に年度の初め、前年度まではすごく調子の良かった子どもが、担任が替わっ

て大変になったとか、その逆もよく見聞きします。担任の先生の問題の要素や、先生と子どもの相性

の問題とか、関係の問題、クラスの雰囲気といったところで問題が出てくることもあるのではないか

な、単に子どもの問題というよりは「視点を少し広げて考えることで見えてくることがある」のでは

ないかな、というふうに思います。 

そして、田中康夫先生の有名な図があります。先ほどの診断名に加えて、知的な発達の問題として

「知的発達障害」とか、ひどく不器用という感じの「発達性協調性運動障害」も含めて、それらは遺

伝の影響が強いものもあるし、環境による影響が強いものもある。それらがいろいろ影響しあいなが

ら、成長という過程が進んでいくと言われています。この「成長」という視点を意識しながら、「環境」

の影響ということも意識することで、かかわる工夫が色々できるのではないかなと思います。 

発達上の特徴は連続性を持った「かたより」という（秋田の渡部先生からいただいた）図ですが、

癖があっても困らない人もいれば、まわりがちょっと合わせればうまく行く人もいます。特徴を理解

して適切にかかわればうまくいく人もいれば、一部特徴が強く不適応が強いために医療的なかかわり

などが必要な人もいます。発達上の特徴は「連続性を持ったかたより」という捉え方です。そして、

困っている人のために診断名が必要であり、誰も困っていない状態の人には特に診断名はいらないと
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思います。特徴を持つことと診断名がつくことは違います。診断がついてもつかなくても、特徴にあ

った対応で困ったことを減らしていけるのではないか、また時には診断名がつくと手伝いやすいこと

もあると思っています。 

総論的なことをこのあたりにして、少し各論に触れておきたいと思います。 

まずは「学習障害」についてですが、最近は DSM-５という「精神疾患の診断と統計マニュアル第

５版」の中では、「限局性学習障害」という診断名になっています。「努力を要する読字」とか、「書い

てあることの意味を理解することの困難さ」とか、「字を綴ることが難しい」とか、「読む、表出して

いく難しさ」とか、「数字、数値の概念や、計算の難しさ」「推論の難しさ」とか、これらのどれかの

症状が少なくとも 6 ヶ月以上続いていて、これらのために困っているかどうかが診断の基準というこ

とになります。多少、読むのが苦手であっても困るほどでもなければ、診断レベルではないと考えら

れます。そして有病率、どのくらいの人にあるかということも、以前は 5％といわれていたのですが、

DSM-５のデータでは 5～15％とされています。診断基準の範囲が広がったところもあるのですけ

ど、これくらいの人が困っているといわれています。成人の有病率は 4％で、ある程度の人は改善し

ていくと考えられます。それでも、今日の会場くらいの多くの人がいれば、10 人以上は学習障害の

可能性を持っている人がいると思われます。また、多くの人は、困っていることはいろいろ持ってい

ても、それに何とか向き合って自分なりに何らかの工夫をして、あまり困らないようにしているので

はないかと思います。自分の工夫やまわりのちょっとした配慮だけでうまくいく人は、障害というほ

どではないといえます。いろいろ工夫するけど改善することが難しいときに、診断が必要なこともあ

ると思います。 

「学習障害」の特徴として、色んなことがあるのですが、一つだけあげておきたいと思います。「学

習障害」の中で困るものの一つに、例えば自分の「自」を書くときに「白」と書いてしまう、「口」の

中に横棒が１本か２本かよくわからない方がいます。「ここに何本あるのですか、数えてください？」

という「線を数える」課題をしていく際に、細かくなっていくと、大部分の人でも数え間違いが起き

てきます。数が少なく幅が広ければ、注意深く見える人でも少し雑に見えている人でも数えていけま

す。しかし、線の間隔が細かくなっていくと雑に見えている人は、数え間違いが起きやすくなってき

ます。こんなふうに、目の調節機能とかが、問題の一つになっていることがあります。こういった課

題は、ビジョン・トレーニングで改善される可能性がある人もいると思っています。対応法も色々な

ものが出てきていることは、大きな変化と思います。 

次に、「注意欠如・多動症」または「注意欠如・多動性障害」、いわゆる「ADHD」といわれるもの

について話していきます。これは注意とか、多動性や衝動性の問題がずっと続いていて困っていると

いうものです。診断の基準としては、「注意」and/or「多動性・衝動性」に 9 つ以上の特徴があって、

そのうち６つ、もしくはそれ以上が認められる場合に、診断のレベルとなっています。最近、「大人の

発達障害」ということが随分言われるようになってきたことも影響しているのかもしれませんが、

DSM-５では、17 歳以上ではどちらか 5 つ以上で基準を満たすとされています。半年以上続いてい

ることと、その特徴によって困っているということは、「学習障害」と同じです。そして、もう一つ大

きな変化と思うのですが、症状が 12 歳以前からあるとされたことです。DSM-Ⅳでは 7 歳以前とな

っていたので、特徴が現れる年齢が上がったと言えます。小児科医の私は、「ADHD」は小学生以前

からの特徴が多いのではないかと考えています。成人してから出てきた症状とか、高校生になってか

ら症状が気になりだしたという場合は、「ADHD」とは違う可能性の方が高いかもしれないなと考え

ています。ただ大人の方に「7 歳以前はどうでした？」と訊いても、思い出せる人はそんなに多くい

ないと思われます。小児科では、親御さんが一緒に来られていて、幼児期の小さい頃から困っていま

したといわれるのであれば、「ADHD」の可能性も考えていきます。思春期以降の大人の場合は、12

歳以前の小学生くらいからなら何とか思い出せるので、そんな基準に変わったのかなと思っています。

そして、症状のいくつかが 2 つ以上の状況や場面で認められる、たとえば、学校でも家でもその他の
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場所でも、困りごとが起きやすいということが特徴と言われています。有病率は、子どもの 5％くら

い、大人でも 2.5％くらいです。DSM-５ではさらなる変更点として、DSM-Ⅳでは「不注意優勢型」

とか「多動性・衝動性優勢型」、「混合型」というように、「型」という言い方がされていましたが、DSM-

５では、「不注意優勢に存在」とか、「多動性・衝動性が優勢に存在」とか、「混合に存在」というよう

に、「優勢に存在」といった言い方に変わりました。「型」という言い方だと、特徴などが変化しにく

いイメージなのですが、今は必ずしもそんなことはないと考えられています、「混合に存在」から「注

意優勢に存在」に変わっていくタイプがよく見られていまして、そんな言い方に変わったようです。 

「自閉スペクトラム症」または「自閉症スペクトラム障害」（ASD）については、名前が随分変わ

ったなと思います。スペクトラムという言葉が入ってきて、これまでいくつかに分けられていたもの

が大きくまとめられた、いわゆる自閉症の仲間として捉えていただければと思います。困っているの

は、「社会的コミュニケーションや対人的相互反応における欠陥」としては、例えば友達を作ることが

難しいとか、仲間と遊べない、表情が読めない、視線を合わせにくいといったことがポイントになり

ます。「行動、興味または活動の限定された反復的な様式」については、おもちゃを一列に並べるとか、

オウム返しの言葉を使うとか、毎日同じ道をたどりたい、同じ物ばかりを食べているとかです。同じ

物を食べるのは、私たちにもマイブームといったことがたまにあるかなと思うのですが、極端なとき

には気になります。また、DSM-５では、感覚刺激に対する過敏さとか・鈍感さとかが新たに入って

きたのも大きな変化かなと思います。もっと大事かなと思っているのは、「社会的要求が、能力の限界

までは症状が完全に明らかにならない」とされていて、高校生や大学生まではあまり問題なくきたけ

れど、社会に出た途端にいろんなことを求められるようになったときに初めて、症状や障害が認めら

れるような状況になることが起きる、といったことが考えられます。卒業までに見つけることが難し

い場合も多くあるのではないかと思います。「自閉症スペクトラム障害」の有病率としては１％程度と

されています。昔ながらの自閉症から、段々、特徴や困ることが緩やかになっていって、いわゆる障

害まで行かないけど、アスペルガータイプの人もこのスペクトラムの中に入ってくるだろうと思いま

す。ただ、最初に自閉症の報告をしたカナーは、自閉症を「情緒的障害」という見方をしていて、統

合失調症ではないけどいわゆる精神病に近い状態と考えていたようです。アスペルガーは「自閉的精

神病質」という言い方をしていて、パーソナリティ障害に近いと考えていたようです。その意味では、

対人関係の要因が強いわけですが、そういったところが、今の基準では違ってきているところもある

んです。また、自閉症の考え方として、「自閉症の子ども Autistic Child」という見方をすると、何だ

か子どもの全部が自閉症みたいな感じになっていないかなと思います。それよりも、「子どもの中に自

閉症の要素がある Child with Autism」と考えると、子どもの中には自閉症とは関係がない要素がた

くさんあって、自閉症の要素が一部分あるという、こんな考え方ができたらいいなと思っています。 

杉山登志郎という有名な先生がいらっしゃいます。虐待などの不適切な養育の影響があると、発達

障害と同様の特徴がみられるため、「第四の発達障害」と呼ばれています。虐待などの不適切な養育の

影響のうち、主にネグレクトを受けた子どもは「反応性愛着障害の抑制型」になりやすく、自閉症的

な状態になってきます。ネグレクトに身体的虐待が加わってくると、ベタベタしてくるような「ADHD」

のような状態になってくる。このあたりはとても難しくて、発達障害があってかかわりが難しいため

に虐待を受けやすい可能性もありますし、虐待を受けた結果として発達障害のようになっている可能

性もあるのではないかなと思っています。この杉山先生からのお話でしたが、「支援（手助け）」とい

う発想で、「障害は誰にでも生じる可能性がある関係性の中で生まれる生きにくさ」と考えられます。

「生きにくさ」を障害と捉えていいと思うのですが、「関係性の中で生まれる」いうところがとても大

事な言葉ではないかなと思います。何かの理由で障害の状態になっているのではないかなと思うので

すが、必要な配慮や支援がなされない環境におかれることで障害が作られます。「生きにくさ」がある

かどうかにかかわらず、活動や参加が保障される環境の改善が必要なのかなと思います。困難の原因

は子どもの側だけにあると捉えるのではなく、大人の側や環境側にもあると捉えることが必要なので
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はないかなと思います。そうしてみると、「困った子」というところから「困っている子」という視点

が出てくるので、「支援が必要な」という考え方になっていけばいいなと思っています。 

それでは、「思春期」について考えていきます。 

「思春期」を考えるとき、もしくは「発達障害」を考えるときにも言えますが、「発達」というテー

マが本当は切り離せないと思っています。子どもとかかわるポイントとして、「子どもが今何歳くらい

であるかを知ることは、上手な子育ての全ての要素である。」とウィニコットは言います。「何歳か」

というのは、実年齢も意識するのですが、その瞬間の子どもの心の状態を知る、どういう質の関わり

を求めているのか（何歳くらいのかかわりを求めているのか）を知ることです。例えば、10 歳くら

いの子でもが甘えてくるとき「3 歳くらいの気持ちで甘えたい」、そのときは 3 歳の子どもになって

いると思ってかかわっていく、こんな見方です。 

さらに、ウィニコットは「子どもは二つのものを見ている。一つは母親の瞳であり、もう一つは自

分を見る母親の瞳である。」と言います。「瞳」とは「どんなまなざしなのか、どんな感情なのか」と

いうことでもあり、「今、お母さんはどんな気持ちでいるのかな、そして自分をどんな気持ちで見てい

るのかな」ということを子どもは見ていると思います。これは、対人関係が難しいといわれる自閉症

の子どもでも、かなりそうではないかなというふうに思っています。 

「心の発達」として、最初 2 ヶ月くらいまでは「安心感・安定感」といったものがしっかりある、

これがないとなかなか次に行けないと思うのですが、その上で「一体感・融合感」、お母さんと 2 人

で 1 人のような感じの時期を過ごすと思っています。そして、段々と「自分とお母さんとが違う」と

いうことが分かってきて、「分離不安」いわゆる人見知りが６～８か月くらいから始まってきます。そ

こをどう乗り越えていけるか、そして 1 歳くらいになると、自律欲求とそれを見守ってもらえるか、

「何でも自分でしたい」という時期がやってきます。やりたい気持ちを見守ってもらえることが大事

なのですが、1 歳半くらいになるとできないことも分かってきます。その上で、「できないけれどもし

たい」「できるけどしてほしい」、それを行ったり来たりします。その思いに応えていくことが大切で

はないかなと思います。そして、3 歳くらいになると、一定のまとまりができてきます。「自分として

のまとまり」「相手としてのまとまり」ができてきて、このあたりから本格的に他の子どもへの関心が

しっかり出てきます。もちろん 0 歳代でも他の子どもへの関心はありますが、本当の意味でしっかり

出てくるのは 3 歳くらいからだといわれます。発達的な課題とその時期の危機をまとめたエリクソン

のライフサイクル論といわれるものがあります。最初の 1 歳くらいまでの時期は、「信頼と不信」が

中心的なテーマになります。世界は信頼できる、安心できる、お母さんを信頼できるといったことが

大切で、対してそれが信じられない（不信）と、次（幼児期前期）の「自律」というテーマがなかな

か難しくなります。「自律」に対して「恥、疑惑」が危機になりますが、うまくいかないと、恥ずかし

さや自分は大丈夫かという思いになってきます。その先（幼児期後期）が「自主性と罪の意識」、さら

に（学童期）「勤勉性と劣等感」が課題になります。「勤勉性」という場合は、技術が身についている

か、はやいかどうかではなくて、「できるか、できないか」でみていく、できるようになっていくこと

が大事とされています。そして「思春期」にアイデンティティがどう作られていくか。０歳児、１歳

児にもアイデンティティはあるわけですが、「思春期」では、大人に向けてのアイデンティティがしっ

かりできていくか、それに対してアイデンティティが混乱してしまい、「自分としてまとまらない」こ

とが危機にあたります。「思春期」は、このあたりがテーマになっていくのかなと思います。 

そして、「信頼と不信」や「自律と恥・疑惑」など、それぞれが強くなったり、弱くなったりする上

で、「信頼」や「自律」の方が勝っているとちょうどいいのかなと思います。すべてが信頼や自律にな

るということはなくて、信頼が弱くなり、ときには不信の方が勝ってしまうこともあるのだと思いま

す。それでも多くの場合に、「信頼」の方が勝っている状態であれば生きやすくなると思います。ただ、

発達障害児にとっては、不信の方を感じやすい面が強いかもしれなくて、このあたりへの対応が必要

になってくるのではないかと思います。 
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ピカソの母子像の絵があります。その絵では、どっしりとしたお母さんが子どもを抱えている、そ

の中で子どもがお母さんにかかわりをもっていく、そういったことが生まれてきます。それ以上に大

事なのが、お母さんが座っている椅子がしっかりとしているところです。お母さんが子どもを抱える

腕の中でやりとりが生まれてきますが、母子ともに安心していられる環境があることがさらに大切な

のだと思います。お父さんはこの椅子のような存在で、母子がうまくかかわっていけるように抱えて

いく、直接子どもにかかわることも大切ですが、母子が安心できるようにかかえるという働きがとて

も大切だと思います。 

仙台の福地成先生からいただいたスライドですが、家の中に「安全地帯」があると、外に向けて探

索ができる、外に遊びに行ける。でもちょっと怖いなと思った時に、家に戻ってきて抱っこされて安

心して、またエネルギーを貯めて出て行く、子どもはこんな動きをします。しかし、「安全地帯」がう

まく働かない、母親に余裕がなく、警戒心が高いと、なかなか子どもを手放せないなという面があっ

て、子どもは不安が強くなって探索行動をあまりできずにすぐに戻って来てしまう。安心して遊ぶこ

とができるために、安心できる親のまなざしがあるかどうか、大丈夫だよと見てもらっているか、そ

して外に安心して遊べる場があるかどうか、こういったことが育つ上で必要だと思います。しかし、

外に安心して遊べる空間が減っているように思います。結果として、家の中で遊ぶことが多くなって

きていると思います。こんなあたりも考えていく必要があると思います。 

小柳憲司先生から頂いた「こころの安定のために大切なこと」というスライドですが、こころの安

定のためには、「自己肯定感」や「自尊感情」と、「基本的な安心感・安全感」があることがとても大

事だと思います。「自己肯定感」は、自分は役にたっている、自分はなんとかできる、やればできる、

こんな感情を子どもがもてるかどうか、その土台になっているのが「安心感・安全感」で、自分はこ

こにいてもいい、ありのままの自分でも相手（親など）が受け入れてくれる。こんな環境が整ってい

ることが大切です。そして、「安心感・安全感」というのは、まわりから作ってもらうものなのかな…。

そして、「自己肯定感」というのは、まわりから助けてもらいながら自分でつかんでいくもの、なかな

かつかみにくいものだと思うのですが自分でつかんでいく、これがしっかりすることで、こころが安

定して成長・発達という方向へ行きやすくなるのかなと思います。 

幼児期では、自分らしさを感じる、何かお手伝いをして役に立っていることで「自尊心」がうまく

作られていくと思います。小学校低学年は、これまでの発達を確認する時期になります。いっぱいお

しゃべりをすることで必死に適応しようとしているのだろうな、空想や強がりみたいなことを言うけ

ども、嘘と捉えないで聴いていくことが大切です。小学校中学年の時期は、子ども時代の最も大切な

時期といわれていて、「自分が自分である」という感覚、「自分とは何か」を問う時期になります。「自

分はもらわれてきた子どもではないか」とか、ちょっとした家出をしてみる時期でもあります。また、

同性、同年代での関係をつくる時期としても大切です。 

そして、今日のテーマである「思春期・青年期」という時期を迎えます。思春期・青年期・青春期

など、いろいろな言い方や使われ方があります。その一つですが、「思春期」は、主に身体の成長と関

係していて、二次性徴の始まりから骨端線（骨が伸びる部分）の閉鎖（＝骨が伸びなくなる、身長の

伸びが止まる）までが、「身体の成長としての思春期」です。「青年期」とは、心の成長を指していて、

思春期と同じ時期から始まって、アイデンティティができるまでを指します。今回、ここでは、思春

期、青年期をまとめて「思春期」として話していきます。 

二次性徴の「性徴」というのは、性的な特徴、男女の違いで、一次性徴は生まれたときにわかるよ

うな内外性器の特徴の違いを指します。二次性徴は性ホルモンの分泌が増えてきて、男女の体つきな

どの特徴がよりはっきりしてくる時期、女性だと乳房の発達、陰毛の発生、初経へと向い、男性だと

精巣の発達、陰茎の増大、陰毛の発生というような順に進みます。一般に、女性の方が男性よりも 1

～2 年早いというふうにいわれています。乳房が少しふくらみ始めるとか、睾丸が少し大きくなった

ころを二次性徴のスタートといわれています。小学校高学年くらいからそういったことが始まります
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が、小学校高学年では、二次性徴の余震みたいなものを感じながら、一般的には、男女は離れて集団

化し始めるギャングエイジに入ります。 

中学生くらいから本格的に「思春期」に入っていきますが、中学生の時期は「自立への準備の時期」

で、時代の特徴を最も表しているといわれます。中学生の時代は、その時代の色々なことを表わして

いるなと思うことがよくあります。そして、3 歳くらいまでの課題が、もう一度すごく感度を増して

現れて来やすい時期になります。自立や独立への夢を持つような時期であったり、性への興味・関心

を持ったり、その後、更に劣等感や自己嫌悪にも敏感になったり、思いを言葉にしにくい時期だとい

えます。思いを聞き出そうとすると「別に」「わからん」「知らん」といいますが、うまく喋れないの

だなと思って聞いてあげることが一番かなと思います。 

高校生くらいになると、「アイデンティティ」のテーマが中心になります。秘密を共有できる友達が

いると自立しやすいというふうに言われていますが、今は親友というものを身近に持つことがとても

難しいといわれます。親友にうっかり喋ってしまうと SNS で拡散されてしまったという、そんな経

験があるととても喋れない、そういった難しさがあると思います。また、異性への気持ちも強くなっ

て、自己愛も強くなります。そんな時期です。大学生相当の年齢になると、より男性像や女性像がし

っかりできてくる、こんな時期かなと思います。 

「思春期」のテーマとして、「身体・性的成熟」、「アイデンティティが確立されること」と「自立」、

このあたりがテーマになるかと思うのですが、これらがうまくいかないと、これらに関連した課題や

問題（いじめの問題、不登校やひきこもり、心身症や精神疾患、自傷行為など）が出てきやすくなっ

てくると思っています。ただ、これがすべて問題か、というと必ずしも問題とは言えない、適応の一

部ということも考えていくとよいと思います。しかし、虐待を受けるとか、性的な被害を受けるとか、

いじめられるとか、一番ひどいときは自殺とか、時に殺されてしまうこともあるかもしれませんけど、

それは被害でしかないと思います。子どもたちが、そういった体験をすることはできるだけ避けたい

と思っています。 

子どもだけを見るのではなく、関係を見ることについて、子ども／家族／学校・友達のテーマはそ

れぞれ色々あると思うのですが、例えば、親子や兄弟の関係であったり、学校の先生や友達と本人の

色んな関係の問題であったりとか、親と学校間での問題であったりなど、いろいろな問題が絡み合っ

ているわけですけど、そんな中にこの子はいるのだなという視点からみると、ちょっと違って見えて

くるかなと思います。 

「思春期危機」という言葉がありますけど、有名なアニメ映画（宮崎駿『魔女の宅急便』）がありま

す。主人公は、親との別れや今までの仲間との別れを体験します。新たに魔女の少し先輩に出会って

いきますけど、先輩魔女も強がっている感じもありますが、主人公はこれといった特技もなく、これ

からやっていけるのかと不安になっていきます。その中で、新たな街に行き着き、新しい友達に出会

い、チャレンジをしてみたりします。でも、その友達にも別のグループがあったりして、それで孤独

を感じてしまう、そんな中で色んな支えてくれる大人達が成熟に役立っているのだなと思います。色々

と工夫してやっていく、やっていく中でなかなかうまくいかない、失敗を繰り返す、その繰り返しの

中で、うまくいかなさを感じながら落ち込みます。一時は魔女として飛べなくなってしまいます。そ

んな中で、ちょっと大人の女性、自分より先に進んでいる絵描きの女性と語り合い、色々と気づいて

いきます。その体験を通して、友達の危機を救うという場面でエンディングを迎えます。まさに「思

春期」の中心テーマを扱っている作品だと思います。自分自身の思春期をふっと振り返られればいい

のかなと思います。 

そして、援助者の仕事を考えるときに、「ななめから」の親子への支援が大事かなと思っています。

上からでも、横からでもなく、近すぎず、遠すぎずくらいのかかわりが大事かなと思います。また、

家族内に悪者を作らない、先生も悪者にしないこともとても大事だなと思います。そして、援助者間

で、情報の共有やお互いに支え合うことがあったらいいのかなと思っています。 
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今、大変だなと思うのは、サービス業が圧倒的に増えている…、対人関係を苦手とされる子どもさ

ん達に対人関係を求める仕事が結構多いと思います。一次産業は数パーセントくらいしかありません。

初婚年齢はどんどん上がっていて、男性 31 歳、女性 29 歳です。少子化問題も起きると思います。

離婚する人も随分いて、60 年 70 年くらい前は 10～12 組の結婚するカップルに対して 1 組くら

いのカップルが離婚していたのですが、最近は、およそ結婚 2.5 組に対して 1 組くらいの離婚になっ

ています。なかなか大変だなと思います。 

青木省三先生の、ある青年の事例、創作の事例だと思いますが、保育園・小学校低学年までは特に

問題がなく、友達もいて元気に過ごしていた。小学校高学年の時期から、友達からいじめを受けて孤

立してしまう。中 1 は頑張っていたが、中 2 から不登校になってしまう。中学は複数の小学校から集

まってくるところも多く、なかなか難しさがあるのかなと思います。高校は進学できるのですが、登

校できなくなって中退してしまう。高校では、中学生までの関係があまり使えない、みんなばらばら

になって新たな環境の中に入っていくことで自信をなくしやすい。その後、アルバイトを始めるけど

うまく行かず、ひきこもってしまう。こんな経過をたどる子どもにも出会うなと思います。さらに、

職場では、新しい対人関係が求められます。面倒見のいい先輩や上司がいるとうまくいきやすいとい

うふうに思われます。 

野坂（祐子）先生がこんなことを言われました。お母さんのおなかの中から生まれてきて（胎児期

から乳児期）、ちょっと離れて遊ぶことができて（幼児期）、見守ってもらいながらだけれど離れて遊

ぶことができるようになって（学童期）、対等な大人の関係になっていく（思春期以降）。その際に、

それぞれの時期に、親子間にいろんな境界があって、その境界を大事にしながら育っていけるかどう

か…、境界はどんどん変化していくことを意識できるかどうか、が大事だと思います。野坂先生は、

大人の方が境界を破っている、越えてしまっていることが多いのではないかと言われます。「思春期」

には、この境界がとても大事です。 

「ADHD」の「思春期」の特徴だと、色んなことで変わることが起きやすいです。斉藤（万比古）

先生は、時間経過と共に、症状が軽快していく人も多いと言われます。しかし、反抗挑発障害という

クラスの中や学校の中での問題児、そして行為障害といわれる社会での問題児、そして反社会性人格

障害のような「反社会性の方へ進行」していく外向きのタイプと、不安障害とか鬱病とか「どうせお

れなんて」といった反抗などから、それらを経てさまざまな人格障害（境界性人格障害、回避性人格

障害、依存性人格障害など）に発展しやすい内向きに進行していく人もいるといわれます。いずれに

しても、さまざまなニーズが本当はあるはずなのですけど、大人に対するサービスはまだ限られてい

るように思います。支援を受けられている人はうまくいきやすいかなと思っていますが、でも、ドロ

ップアウトしやすいのもあって、難しいなと思います。 

「ASD」にも、さまざまなテーマがあるのですが、学校の先生との関係が結構大事な要素になりま

す。「思春期」には、特に同一性の障害、アイデンティティがうまくできていくかどうか、性的なこと、

男性的／女性的なこと、そんなあたりの難しさが多く、困難が起きやすいと思っています。小林（隆

児）先生によると、30～40 代くらいになると落ち着いてくる人が結構いらっしゃる、どのくらいの

年齢でうまくいくようになるのかというと、思春期に入るあたりまでが特によい変化が起きやすいよ

うですが、その後にも良くなっていく人はいると言われます。 

繰り返されるトラウマ体験、虐待などから複雑性 PTSD（心的外傷後ストレス障害）の方だと、「発

達障害」のように見えることもあり、生育歴や学校での経験などもしっかり聞いていく必要があると

思います。 

また、「私たちの中にも、発達障害的なテーマがあるのではないか？」。今の私たちは対人関係を嫌

うところがあって、電車の中などで席を空けて座りたい、その結果座れない人がいることに気づかな

いといったことが普通に起きていると思います。冨田和巳先生は、「一億総高機能発達障害」という言

い方をされていて、私たち自身がその方向に寄っていないのかということは、警鐘をならす必要があ
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ると言えます。 

支援の基本として大事に思っていることは、「外来に来られている方は、話しにくいことを話しに来

ている。」ということへの配慮がいると思います。恥ずかしさとか、馬鹿にされるかもとか、怒られる

のではないかとか、また、診断への不安や期待、そうしたものをもって受診されていると思います。

そういったことを考えながら、共感とねぎらいができることが大事かと思います。 

宮本信也先生は、一般に「障害」として問題となっているのは、子どもの気質のようなところが問

題なのではなくて、「行動上の問題があることが問題である。」と言われます。適応行動の問題は変え

られる可能性があると思います。また、健全な人格をつくっていけるか。健康なこころの成長や発達

を目指すことが大切だと思います。必要なことは、何でも一人でできるようになることではなく、自

分の苦手のことを知っていて、そのことにうまく対応できる、その為に何を使ったら良いのか、誰に

相談すれば良いのか、それらがわかる上手な生き方を教えていけばいい、ということが一番の支援で

はないかと思います。 

土居健郎先生は、「ケアすることは、相手のためにこちらが悩むこと、いろいろと心配すること、苦

しさに耐えること」と言われます。そして、相手を敬うこと・ねぎらうことが大事かな、そういう中

で、「相手が自分で自分のことをケアすることができるように支援していく」、そして周囲にうまく頼

れるようになることかなと思っています。 

最後に、私のキーワードを申し上げます。「一人で頑張らない、頑張らないけど丁寧なかかわりをし

ていけばいい。」のかなと考えています。 

さまざまな先生方の講演を聴きながら、自分なりにまとめたものをお話しいたしました。日々の対

応を考えていく上で、何らかのお役に立つとよいなと思います。どうもありがとうございました。 

 


