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2018/1/28発達障害専門家会議シンポジウム記録② 

【シンポジウム～閉会】 
 

※ お話の中には，個人的な内容や具体的な事例等もありましたので，一部省略させていただいて

おります。ご了承ください。 

 

＜シンポジウム 話題提供＞ 

 

司会 

 それでは，シンポジウムに移りたいと思いま

す。基調講演の話に続き，保護者，地域支援の

実践者，教育，会の代表，とそれぞれの立場か

ら，４人のパネリストに話題提供を行っていた

だきます。このシンポジウムのコーディネータ

ーは当会の副代表でもある，新宅恵子が務めま

す。コーディネーターは広島大学を卒業後，さ

まざまな病院で内科医として勤めた経験と，自

身の子育ての経験から，親業や発達障害に関心

を持ち，アメリカで臨床心理医としてご活躍の

お姉さんの指導を受けながら，ライフサポート

クリニック広島を開業，現在，発達障害のある

子どもたちの治療に当たっています。 

 

 

新宅 

 本日コーディネーターを務めさせていただ

きます，新宅恵子と申します。よろしくお願い

いたします。 

 それでは早速話題提供に入ります。本日は４

名のパネリストが，岡田，角野，川合，浅原の

順で発表いたします。各発表者の紹介は資料の

一番最後のページにプロフィールを載せてお

りますので，こちらをご参照ください。 

新宅 

 教育の立場から，川合紀宗がお話しいたしま

す。川合さんは現在，広島大学大学院教育学研

究科教授を務めております。特別支援教育の専

門家として，国内・諸外国の動きを踏まえ，発

達障害児・者への教育的支援について問題提起

をします。ではお願いします。 

 

川合 

 川合でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 今日は学校教育ということからお話をさせ

ていただきます。まずこれは文部科学省の「特

別支援教育の概念図」というものです。 
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これはいわゆる義務教育段階におきまして，

特別支援教育を受けている子どもがどれくら

いいるのかというのを，文部科学省が毎年発表

しているものです。一番上に「義務教育段階の

全児童生徒数」というのが 999万人ということ

で，1000万人を切ったということです。ここ数

年毎年 10 万人ずつ子どもたちが減っているわ

けなんです。ところが，その下に，特別支援学

校，小中学校の特別支援学級，それから通級に

よる指導を受けている子どもというのは矢印

が上がっていますよね。増えているということ

です。これは約 10年前，平成 17年と比較しま

すと，例えば特別支援学校では 1.3 倍，特別支

援学級は 2.3 倍，通級による指導を受けている

子どもたちも 2.3 倍ということで，かなりの子

どもたちが特別支援教育を受けているという

ことです。 

 杉山さんのお話にもありましたように，2012

年の文部科学省の調査によりますと，通常の学

級で発達障害の可能性のある児童・生徒さんが

6.5％程度いるということです。この 6.5％と，

ここに書いてある 3.8％で，単純に足し算はで

きないのですが，だいたい１割くらいは何らか

の特別なニーズを持っている可能性があると

言うことができます。 

 次にお示ししているのは，主体的・対話的で

深い学びということです。 

 

これは，昨年３月に告示された，いわゆる新

しい学習指導要領の中で，ひとつの大きなテー

マになっていることです。その中で，これは，

海外のモデルなのですが，様々な障害がある子

も含めて，学習面，機能面が伸びるために，私

たちがどのような支援ができるのかというこ

とを示しています。 

例えばユニバーサルデザイン。様々な子ども

たちに広く適用できるような形での学びの原

理ということも必要ですし，それでもなかなか

難しいということであれば，個々の困難に応じ

た指導・支援の工夫をしていく必要があります

し，やはり，技術革新が著しい昨今ですから，

ICTというもの，情報コミュニケーションツー

ル，テクノロジーというものを用いながら，例

えば iPad なんかがそうですが，そういった技

術を使いながら学力の向上を目指していくの

も大事だろうということです。 

あとは，年相応の扱いをすること。ついつい

障害のあるお子さんに対して，年齢が高くても

「～ちゃん」というふうに呼んだりとか，読み

レベルが低いお子さんに，本当は５年生なのに

明らかに「３年生」と書いてあるものを渡すと，

プライドを傷つけたりするわけですよね。そう

いうことも重要になってくると思います。 

あとは，子どもたちがどういうふうに伸びた

かということを，指導しながらきちんとチェッ

クしていくということも重要ですし，「これだ

け伸びたよね」ということを子どもと共有する

ことも大事かなと思います。 

 皆さんの資料では，白黒で非常に見えづらく

て，ユニバーサルデザインではなくて，申し訳

ないのですが，これはヴィゴツキーという人の，

発達の最近接領域というものがあります。 
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三重円ありまして，一番内側は「自分ででき

る」―支援がなくても自分でできる範囲のこと

です。一番外側は「できない」と書いてありま

すが，支援があってもできない，ということで

す。教育はどこを目指すかというと，このちょ

うど間です。何らかの支援があれば子どもたち

ができるという実感を持てる，ここのラインを

私たちが教育者としてどうやって探していく

のかということが非常に重要になってくると

いうことです。これは別の角度からも見ること

ができます。今通常の学級を見てみれば，「塾に

行ってるから自分でできるよ」という子もいれ

ば，先生が教えてくれて分かる子もいれば，先

生がいくら教えても「何を言っているか分から

ん」という子もいるわけですね。ですからこの

三重円というのは，今の通常の学級の中での子

どもたちの様子というのも表しているかなと

いう気がします。 

 ここにお示しするのは WHO が 1993 年に出

している「ライフスキル」というものです。 

 

今，「ソーシャルスキルトレーニング」などい

ろいろあると思うんですが，私は「ライフスキ

ル」という考えの方がどちらかというと好きだ

なと思っています。決して新しいものではない

のですが，ご覧いただくと，ちょっと新鮮味を

感じる方もいらっしゃるかもしれません。例え

ば，「自己認識（Self-awareness）」，赤でなおか

つ線を引いてますけど，ここがとても大事だな

と思うんです。自分でできているのか，何が苦

手なのか，ということを本人が分かるというこ

とですね。それが分かるためのお手伝いを，教

育者がするということです。自分で何が得意で

何が苦手か分かっていると，例えば，苦手なこ

とがあったときに，自分はどういう対策を練れ

ばいいのだろうか，あるいは，どういう支援を

周りにお願いすればいいのかということが自

分で分かってくるということですね。あとは，

人にどういうふうに共感していくか。さまざま

多様な人がいる世の中で，立場の違う人にどう

共感していくかということも，生きやすくして

いくために必要なことだと思います。 

 あとは「問題解決」とか「批判的思考」とか

「ストレス対処」とか。１つずつ説明すると時

間がなくなってしまうんですけど，要は何が好

きかというと，「ソーシャルスキルトレーニン

グ」だと「私たちは身についているけど，あな

たたちは身についていないから指導しますよ」

というふうになってしまうのですが，この「ラ

イフスキル」を見てみると，「私たちも何か身に

つけないといけない」という雰囲気があります

よね。ともに何か身につけるという形で子ども

たちと対峙できるかなという気がします。 

 そしてここは今の日本の社会病理というこ

とで，例えばニートと言われる人たちというの

は，これは景気によってもずいぶん増減がある

わけですが，結構な数の人たちがいます。 

 

全人口も減っていますし，高齢化も進んでい

ます。それから貧富の差というのも開きつつあ

ります。一般的には「納税者を増やさないとい

けない」とか，「税率も上げないといけない」と

か，「生産年齢人口を増やさないと日本がもた

ないんじゃないか」とか，そういった様々な暗



4 

 

い話題というのがあるわけです。だからこそ，

多様性というものをどのように理解していく

かが大事ですし，昔バブルのころは「勝ち組」

「負け組」と言われていましたけれど，みんな

が可能な範囲でがんばりましょうと，そしたら，

老いも若きも，障害があろうがなかろうが，み

んなが活躍できる基盤と作らないと，日本はも

たないよと，そういう状況になっているんじゃ

ないかと思っています。ですから，ここに書い

てあるような状況があるということをどう解

決するのか。これは教育の側からすると，特別

なニーズに応じた教育ということでしょうし，

学校を卒業してからどうしていくかというこ

とにつないでいかないといけないと思います。 

 近年話題になっています，「あと 10年で消え

る職業，なくなる仕事」ということで，例えば

ということで，フレイさんたちがこういう仕事

を挙げています。 

 

例えば，キャリア教育とか特別支援教育でも

勧められていますが，果たしてそこで勧めてい

る職業と，この「あと 10年で消える職業」がマ

ッチングしていないかというのは，チェックし

てみないといけないですよね。今一生懸命子ど

もに勧めていても，いざ学校から出た後，その

仕事がオートメーション化されていますとな

ったら，今まで苦労したことがなくなってしま

うわけです。将来を見据えて，どのようなニー

ズがあるかということも，学校は考える必要が

あるかなと思います。 

 それから，社会のスピードアップ化と障害の

ある人の雇用ということですけど，上の図をご

覧いただきますと，これは，終戦間際の買い出

し列車ですね。たくさんの人たちが蒸気機関車

に乗っています。下は最新型の新幹線です。 

 

もし新幹線に，上のように人が乗ったらどう

なるかというと，当然すぐに振り落とされてし

まうわけですよね。世の中ってスピードアップ

していくわけで，そうなってくるとそのスピー

ドになかなか合わない人たちも増えていくん

です。そういう人たちも活躍できるように，ど

ういうふうに工夫するか。右側には「やまぐち

号」が載っていますけど，これはゆっくり走り

ますけど，大人気ですよね。こういう形で，き

ちんと整備をすれば，それぞれの価値というも

のが出てくる。こういう世の中をどう作るか，

こういう子どもをどう作るか，こういったこと

を考える必要があると思います。私からは以上

です。ありがとうございました。 

 

新宅 

 川合さん，ありがとうございました。 

 次は，浅原利正がお話をします。浅原さんは

現在，広島県病院事業管理者として，県庁内で

仕事をしております。発達障害支援の現状と課

題を踏まえて，当会の果たすべき役割について，

お話しします。ではお願いします。 
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浅原 

 よろしくお願いします。 

 

 

 タイトルに書きましたように，発達障害のあ

る子どもの支援というのが，今回の大きなテー

マなのですが，最終的に私たちに何ができるか

ということを，一緒に考えてみたいと思います。

今までの基調講演とパネリストの皆さんの話

で，現状と課題についてはかなり理解されたと

思うのですが，まとめた話をして，当会の今後

のあり方について，提案をしたいと思います。 

 簡単に現状と課題を大きく分けますと，やは

り，発達障害の理解が不足していることと，結

果，社会での受け入れが不十分になっていると

いうことが，この発達障害の分かりやすい課題

だと思います。 

 

理解が不足しているという最も大きな理由

は，この発達障害という様態が明らかになって

いないということ，なぜ起こるのかということ

が明らかになっていないということです。した

がって，診断も非常に複雑ですし，かなりの専

門性が要求されていますので，難しいというこ

とがあります。だからこそ治療法が確立してい

ないということが挙げられます。一方では，社

会的に認知度があまりないわけですから，それ

を本人も家族も，認めたくない，知られたくな

い，という事実があると思います。そういうこ

とが社会へ十分理解が及んでいないというこ

とになっていると思います。 

 先ほどご指摘がありましたように，日本の国

そのものが，多様性への理解が不足しています

ので，結果として誤解とか，あるいは学校でい

うといじめにつながったりしています。そうい

った社会の受け入れが不十分なのですが，これ

までの社会の関心が低かったと，したがって，

そういう様態の当事者を受け入れる施設や専

門家が不足していた。また，支援範囲が非常に

多岐に渡っているために，受け入れ体制，切れ

目のない支援というのが，非常に難しくなって

います。この課題解決に向けて，いくつか方向

性があると思うのですが，１つは様態を解明す

るために研究を進めること，あるいは，発達障

害を認知する，社会の受け入れ体制を充実させ

るということがあると思います。 

 

 例えばですが，先ほど杉山さんがお話しにな

りましたように，セロトニンとかドパミンとか

の関係もありますし，つい１年ちょっと前に，

九州大学のグループが自閉症マウスを作るこ

とに成功しました。CHD8というタンパクを制

御する遺伝子が十分働かないと，タンパクを抑

制できなくて，神経幹細胞が神経細胞に分化す
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ることが十分できないということが，マウスで

明らかになったということで，こういう研究を

加速していただくことも大事だと思います。 

 もう１つ，発達障害を認知するということで，

一番大事なのは，当事者の理解をする，病気と

いうのではなくて，個性が強いというか，何か

一部分だけ一般的でないということですよね。

家族がしっかり認知する。そして，学校や地域

が認知する。社会での積極的な認知度が向上し

てくればいいのではないかと考えています。 

 何度も繰り返すようですけど，障害と個性の

違いというものを，今からの日本社会は考えて

いく必要があると思います。そして，社会の体

制を充実させていくためには，行政の支援も大

事ですし，地域での体制―施設の充実，スタッ

フの育成，支援組織の連携の促進ということが

あると思うのですが，この問題をしっかり考え

ていくと，先ほど申し上げました通り，かなり

多岐に渡る支援組織が必要になるということ

が，私はとても大事なことになってくると思い

ます。これは何かというと，一言で言うと，連

携，だと思うんです。支援の大事な部分は連携

だと思っています。支援組織が連携していかな

いと力も発揮できませんし，連携していくこと

によって当事者・家族への支援が充実・強化さ

れていくことになると信じています。 

 そこで，当会のあり方なのですが，今回改め

て確信したのですが，そこに書いていますよう

に，メンバーは，医療，療育，教育，就労，司

法，家族と様々な方が集まっていますが，この

連携した形でこの会議が活動するということ

が，とても重要になっていると思います。 

 

未だ部分部分の支援でつながっていません

が，切れ目のない支援に向かっていくためには，

連携していくことが大事だと思います。私たち

メンバーはそれぞれの分野で発達障害の方を

支援しているわけですけど，もっと他の分野の

課題も理解することによって，支援が充実して

いくと思います。 

 また，家族の支援ということを考えていかな

ければならないと思います。可能性も含めて。

私たちが連携を深めていくことによって，国を

含めた行政の働きかけというのがもう少し進

んでいく，進ませていかなければならないと思

っています。そういう方向についても，メンバ

ーとともに議論していかなければと思ってい

ます。研究の推進というのはこの会議の役割で

はありませんので，研究者に委ねたいと思いま

す。 

 

 ご清聴，ありがとうございました。 

 

新宅 

 ありがとうございました。これで４名全員の

発表を終わります。 
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＜シンポジウム ディスカッション＞ 

 

新宅 

 皆様からたくさんいただいている質問を取

りまとめている間に，私の方から先に，今日の

講師，パネリストに質問をしてまいります。 

 

 杉山さんに質問です。講演の中で，自閉症ス

ペクトラム障害が，0.1％から１％くらい，10倍

くらいに増えているというお話がありました。

発達障害は近年「増えている」のでしょうか？ 

 

杉山 

 数字上，増えていることはまぎれもない事実

です。10倍といったものではなくて，もっと増

えていると思います。ただ，その意味付けがよ

く分からないというのが正直なところです。自

閉性障害という極めて生物学的においのする

問題が増えるというのは，これは大事だろうと

思います。人間の生態系に何かとても深刻なこ

とが起きている可能性があるので，それは研究

者が今後研究されるテーマとしてあると思い

ます。かつでは環境ホルモンのことが話題にな

ったこともありますし，近頃は，お父さんの年

齢のことが研究されたりしていますが，今のと

ころはっきりしたものは得られておりません。 

 どちらかというと私個人としては，「診断感

度が上がった」というか，ローナ・ウイングが

整理し，あるいは ICD-10 が取り上げ，診断し

やすくなったなという一面と，この問題を見る

目がとても暖かくなってきたというか，ドラマ

やアートやいろんなもののテーマになりなが

ら，この問題が「障害」というよりは，ある種

「オシャレ」な話になってきているような，そ

ういう意味で理解され受け入れられ，カミング

アウトしやすくなってきていると思っていま

す。数字が激しく上がっていることは，間違い

ないことだと思います。 

 

新宅 

 ありがとうございます。 

 川合さん，教育の立場から，この「発達障害

が増えている問題」，どのようにお考えでしょ

うか？ 

 

川合 

 なかなか断言がしづらい問題かもしれませ

んが，「増えていると実感されている学校の先

生方」は増えているかなと思います。あとは制

度上のお話をすると，例えば平成18年度から，

発達障害のあるお子さんの通級による指導が

開始されたり，今まで特別支援教育の範疇に入

っていなかった子どもたちが，特別支援に入っ

てきたりといった，そういう制度上のことも大

きいというふうに思っています。 

 

新宅 

 もうひとつ続けて質問です。今日は 10 分間

のお話の中で，概略としてお話しいただきまし

たが，本日ご参加の皆さんの中にはもう少し具

体的なお話を伺いたいと思われているかたも

いらっしゃると思います。 

川合さんが，国内国外に関わらず，実際の学

校現場でご覧になってきた，「良い例」あるいは

「悪い例」というものを，少し教えていただけ

ますか？ 

 

川合 

 良い例の１つ目は，子どもたちの能力をどう

伸ばすか。子どもたちの個々の特性というもの

を，我々がアセスメントして，その個々の特性

に応じてどのように伸ばしていくかを考える

ということです。能力を伸ばすということにつ

いて，先ほど ICTの活用ということを申し上げ

ましたが，子どもを段々と伸ばす中で，どうし

ても難しいということがあるわけです。そこで

補助的な道具を使う。例えば計算がどうしても

難しいようだったら，別に計算機を使ってもい

いのでは，という話です。いかに我々が臨機応

変に，子どもたちが学習の目標に到達できるよ

うに授業をデザインできるかということが大

事だと思います。 
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 ２つ目は，環境面の整備ですね。欧米の学校

に行きますと，教室がとても面白いんです。ソ

ファーがあったり，隠れる場所があったり，椅

子もいろんな種類があるんです。日本はという

と，あの木の，座ったら冷たい椅子が画一的に

並んでいるわけです。どちらが子どもにとって

面白そうかというと，当然，前者のいろんな環

境がある方だと思うんです。その中で，例えば

感覚過敏のお子さんは，あまり過敏にならない

ような椅子を選ぶとか，ときおり一人でいたい

という子どもには，自分で判断して，隠れると

ころにしばらくいたりとか。多様性に応じた環

境というのが教室の中に整備されていて，そう

いったところは我々がこれから学ばなければ

ならないかなと思います。そういったことがで

きれば，良い支援になると思います。 

 悪い支援，課題かなと思うところは，やはり

画一的にしてしまおうとするところです。一時

期よく言われたのが，教室の前に掲示物を貼る

と，落ち着きのない子が余計落ち着きがなくな

るので，貼らないようにということがあって，

先生方もどんどん取ってしまったことがあっ

たんです。逆に自閉のお子さんが，スケジュー

ルが分からない，次に何が起こるか分からない

ということで苦しむということがあります。そ

う考えると，なぜそれをするのかということを，

先生がよくよく考える必要があると思います。

その子の状況とか，クラス全体の状況を見なが

ら，落ち着きがない子が多いクラスで，掲示物

をたくさん貼るのをやめたら，確かに落ち着く

かもしれませんし，自閉傾向のお子さんが多い

ようなクラスでは，スケジュール，見通しが持

てるものを貼るとか，LD 系のお子さんが多い

ようなクラスでは，今学習していることとか前

回学習したことを，例えば「式」を貼っておい

て，それを見ながら学習できるとか，そういっ

たことが大事だと思います。状況に応じて，

我々が指導者として適切に判断して適切に行

動する，いわゆる「アクティブラーニング」と

いうのは，あれは教員にも求められていること

だと私は思います。教員が積極的に考えていろ

いろ試してみる，すぐにはうまくいかないこと

もあると思いますが，そこで「なぜうまくいか

なかったんだろう」「次に何ができるだろう」と

考え続けることが大事だと思います。 

 

新宅 

 ありがとうございます。 

 会場の皆さんから，たくさんのご意見，ご質

問を頂戴いたしました。本当にたくさんいただ

いておりまして，今日全てを取り上げるのは難

しく，せっかく書いていただいたものを取り上

げることができない場合もございますので，ご

了承ください。 

  

 川合さんへの質問なのですが，川合さんは海

外のいろいろなところを見ておられますが，お

手本になるような国とか地域，やり方，また今

回は「連携」ということがテーマなのですが，

うまくできているという例があれば，教えてい

ただけますか？ 

 

川合 

 保護者である岡田さんの話を聞いて，少し胸

が苦しくなることもあるのですが，日本は日本

で，岡田さんのお子さんが学校に通っていらっ

しゃったころから，状況は改善されていると思

いますし，法制度もさまざま変わってきたりと

か，研修もかなり多くなってきているので，以

前の反省を踏まえて，ずいぶんと改善されてい

る部分はあるかなと思います。 

 ご質問に対してですが，例えば私はアメリカ

に長らくいまして，アメリカのシステムももち

ろん参考になるかなと思います。イタリアでは，

インクルーシブ教育を地域の学校でやってい

て，特別支援学校をほとんど廃止しています。

ただ，外国のものをそのまま輸入するというわ

けにもなかなかいかなくて，やはりそれぞれの

国の文化であるとか価値観であるとか，さまざ

まな背景があると思うんです。 

 日本の特別支援教育は，イギリスやアメリカ

のモデルをいろいろ参考にしながら進めてい
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る部分があります。プラス日本のこれまでの伝

統も参考にしています。「連携」ということでは，

自分がアメリカにいたということもあって，ア

メリカのシステムが参考になるかと思います。

日本ではあらゆる業務を，先生―いわゆる

「teacher」といわれる人たち―がしないとい

けませんので，そこのひずみが生じていると感

じることがあります。私は，アメリカにいたこ

ろ，日本で言う言語聴覚士（ST）として仕事を

していました。そこには特別支援教育チームと

いうのがありまして，「teacher」だけではなく

て，私たちのように言語の人間，それから聴覚

を専門とする audiologist，作業療法士（OT），

理学療法士（PT），スクールナース―保健の先

生のような方，あとはソーシャルワーカーであ

るとか，サイコロジスト，カウンセラー。さま

ざまな専門家が，それぞれの子どもたちの課題

に応じて，個別の指導計画を作るために集まる

ということをしていました。私は言語ですから，

コミュニケーションなどに課題があるお子さ

んのことで個別の指導計画を作るミーティン

グに参加していました。そこで，家庭に何か問

題があるということになれば，スクールソーシ

ャルワーカーも入ってきます。知能検査をする

必要があれば，サイコロジストが入ってきます。

同じ職場にさまざまな専門職―みんな教育委

員会に雇われているんですけど，多職種が学校

の中にいるというので，保護者からの要望も聞

きながら，計画を作っていくのがやりやすかっ

たというふうに思います。 

 

新宅 

 日本でもそのような日が来るのでしょう

か？ 

 

川合 

 私が言える立場ではないんですけど，例えば

聴覚障害の特別支援学校には言語聴覚士が入

ってきたりとか，肢体不自由の学校であれば作

業療法士，理学療法士が入ってきたりとか，だ

んだんとそういう輪は広がってきているかな

と思います。広島市でも事業として，スクール

ソーシャルワーカーを入れていたり，あとはス

クールサイコロジストもいます。 

 文部科学省が今悩んでいることとしては，

6.5％いると言われている発達障害に対して専

門性の担保ができていないということなんで

す。特別支援教育専門の教員というのは，以前

で言う盲学校やろう学校の教員免許という人

もいるので，必ずしも発達障害専門というわけ

ではないんです。たくさんいると言われている

発達障害への専門性の担保というのが，今国が

考えている課題です。 

 

新宅 

 会場からも，医療領域での研究ほど，教育領

域ではまだ進んでいないのではないかという

ご意見がありました。おっしゃるように，現在，

特別支援学校は別として，特別支援学級の担任

をされている教員の方々も，発達障害等につい

て特別な教育を受けているわけではないと聞

きます。これから学校の先生への教育の仕方も

変わってくるということでしょうか？ 

 

川合 

 そうですね。いろいろ変わってくることもあ

ると思います。例えば，特別支援の関係の教職

大学院を作ったりとか，教育委員会でもさまざ

まな研修をされています。教育というのは“ふ

たこぶラクダ”ということがよく言われていて，

退職間際の先生と若い先生はたくさんいるけ

れども，中間層が少ないんです。教員になって

10 年経つと中間層向けの研修というのをする

んですけど，10年のところを５年で行ったりし

て，なるべく早く専門性を高めようという努力

を，学校や教育委員会はしています。 

幼稚園の教育要領や小中高の学習指導要領

の中で，現行では，総則の中に，特別な支援が

必要な子どもたちへの支援のあり方というの

が書かれているだけなのですが，次の要領では，

それぞれの教科の指導書の中に，例えば「こう

いう難しさがある子にはこんなことができま
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すよ」とかいった事例が載り始めます。そうい

う意味では，通常の学級の先生方，いわゆる特

別支援の免許がない先生方にも分かりやすく，

何らかの手がかりを国が示すという努力もさ

れています。 

 

新宅 

 ありがとうございます。 

 それでは，浅原さんに質問です。浅原さんは，

広島で生体肝移植を初めて執刀されたという

外科医ですので，発達障害の専門家とは言えな

いと，ご自身でもおっしゃっていました。２年

前にこの会が発足して，いろいろなメンバーが

集まっている中でその代表を引き受けていた

だいた経緯があり，その代表のお立場で，今日

はお話をしていただきました。会場からの質問

の中にあるのですが，浅原さんのお話で，当事

者や家族が，発達障害を理解していく必要があ

るということがありました。きちんと診断をし

て，当事者に診断名を伝えていった方が良いと

いう意味でしょうか？ 

 

浅原 

 診断が難しいというのは，杉山さんが基調講

演で話をされた通りで，医療現場でも困ってい

るわけです。実は２年前から広島県の障害者支

援課は，「発達障害児・者診療医養成研修会」と

いうのを実施しています。精神科や小児科の他

にも，内科，外科，整形外科の医師がいらっし

ゃって，つまり，いろんな医師が，医療現場で

発達障害の方に出会って，困っているんです。 

今日，岡田さんが勇気を持って発言してくだ

さいましたけど，そういうことをみんなに知っ

てもらわないと，誤解はとけないし，いじめは

起こる…。川合さんには教員のお話をしていた

だきましたけど，特別支援教育のプログラムは

充実しているのですが，教員になるためのカリ

キュラムでの特別支援教育の内容は非常に貧

弱なんです。そういうことも含めて，もっと社

会に知ってもらうためには，自分たちが発信を

しないといけないと思うんです。当事者が受け

止め，家族も受け止め，そして，学校でも理解

してもらって，地域社会でも理解してもらうこ

とで，誤解も減ってくるし，受け入れ態勢も改

善していくと思います。 

例えば，杉山さんの講演でありましたように，

発達障害のある方の中には緻密な作業が向い

ている人もいるわけです。集中力もあるんです。

ルールもよく守れるんです。それをおかしいと

思う環境を変えていかないと，発達障害のある

方々は社会のなかでのびのびと暮らしていけ

ないと思うんです。発想がいろいろ違うので，

そういう人が集まると，研究でも良い研究がで

きるんですよ。トム・クルーズも台本読めない

ですよね。それでも俳優をやって，皆さんに感

動を与えているわけです。そういう見方を変え

ていくということを進めていくためにも，当事

者が発信することも必要だと思っています。 

今が過渡期なのかもしれません。「障害」とい

うイメージが強いのでマイナスなだけであっ

て，そこを越えていくことが，発達障害への支

援が充実していくひとつの鍵ではないかと思

います。 

 

新宅 

 ありがとうございます。 

 杉山さんに質問です。子どもと最初に関わる

のは保護者の方ですが，いわゆる早期発見，早

期療育につなげるために，どのようなことに注

意していればいいでしょうか。親御さんによっ

ても，子どもを受診させるべきかどうか判断す

る基準が違うと思います。すごく過敏に気にさ

れる方もいらっしゃれば，別に問題に思わない

方もいらっしゃると思うんです。学校に入ると

いろいろな問題が出てきて驚かれるという場

合もあります。どういったことを念頭に置いて，

保護者は子育てをしていったらいいのか，どの

タイミングでどこに相談に行ったらいいのか

など，お考えを聞かせていただけますか？ 

 

杉山 

 ガイドラインやシステムづくりにはマイナ
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スもあるもので，すごく難しい質問です…。 

「二刀流（精神療法の二面性）」というか…。

気になることを問題として取り上げ，その問題

を解明し，理解して何とかしないといけないと

いう，そういう切り口と，それはともあれ，子

どもの色々なことを肯定的に受け止めながら，

何があるか分からないけれども，何とかうまく

折り合っていきたいとする，もうひとつの切り

込みの両方を扱っていく二刀流であることが

必要なのではないかという気がします。 

私の経験からですが，いくら説明しても，こ

の概念を受け入れたくないという人はいるし，

そんなこと抜きにして生きていけないかとが

んばる人もいるし，そのことに気づいておられ

ていつかは破綻する―例えば自分が年老いて

病気になれば―と気づいておられる方もある

し。当たり前の親子の間にある選択幅のように

思います。 

早く割り切った理解ができるとか，ひとりで

抱えるのではなくて，いろいろな人に聞いて，

その知恵や助けを求めるといったことが必要

なのは当然のことだとは思うのですが…。全然

答えられていませんね。 

つまり，診断をしなくてもやっていける方と，

やはりきちんとした診断のもとに進めないと

茨の道となり，うまくいかない方があり，それ

ぞれは親子の個性と選択によります。有意で的

確な情報は必要ですが，臨床医としては，その

双方を見据えながら，何とか，その親子に良い

道筋を見つけようと，時には無理だと思いなが

らも協力せざるをえない，あるいは協力したい，

そんな綱渡りみたいなところで仕事をしてお

りますので… すみません，答えがありません。 

 

新宅 

 ありがとうございます。非常に難しい問題だ

ということはよく分かっております。ですが，

皆さんがとても求めておられるところだろう

とも思います。 

 

 まだまだたくさん質問をいただいておりま

して，議論を進めたいのですが，時間が参りま

した。 

 最後に杉山さん，今日のシンポジウムをまと

めて，今後の，何か明るい話題はございません

でしょうか？ 

 

杉山 

 発達障害に関しては，かなり法整備も進んで

きていて，何らかの支援要請に取り組まない，

合理的配慮をしないということが差別とみな

される時代になってきております。そういう意

味では，発達障害者支援法は，非常に良いタイ

ミングで誕生したものだと思っています。 

そこで役に立ちたいと思って，仕事をしなが

らいろいろ悩んだり仲間を求めていらっしゃ

る方がたくさんいらっしゃるわけで，この会が，

そういったニーズに少しでもお応えできるよ

うに，それぞれの仕事や専門性で子どもたちと

関わっている方々が，こうして集まることがで

きる，そういう場を用意するという意味では，

この会が今後も何かお役に立てるのではない

かと思います。 

 この会は，自助グループであるクローバーの

会が声をかけ，「専門家がんばれ」という感じで

動いてくださり，支えられています。専門家…

と言うにはおこがましいのですが，そこで仕事

をしようとしている人たちを支える場，そうい

った交流の触媒をつとめることができれば，あ

りがたいと思います。その第一歩をこうして皆

さんとともにすることができ，まずは，いろい

ろな「想い」や「気分」を共有することで，子

どもたちの明日を開くことにつながればいい

なと思っています。答えられないことも多かっ

たのですが，この場にいることができたことが

ありがたいなと思っております。どうも，あり

がとうございました。 
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＜閉会＞ 

 

司会 

 それでは，閉会にあたりまして，当会副代表

の秋田智佳子弁護士より，ご挨拶させていただ

きます。 

 

秋田 

 副代表の秋田です。本日は，お足元の悪い中，

このようにたくさんの方に来ていただいて，本

当にありがとうございました。 

 

椅子も足りず，資料も足りず，皆さんにはご

迷惑をおかけしました。これだけの反響がある

ということは，皆さんがこの問題について，非

常に強く関心を持ってくださっているという

ことだと思います。 

赤ちゃんが泣いていたら，子育てをしている

お母さんが「大丈夫よ」と，その泣いている赤

ちゃんをあやして励ますように，この発達障害

を抱えた子どもさんや，しつけのせいではない

かと言われて苦しんでいるお母さんに，皆さん

の理解で「大丈夫よ」と声をかけてあげられる

ような，広島にしていけたらと思います。 

この会には，さまざまな専門家が集まってお

りますけれども，知恵を出し合い，これからも

何ができるか模索していきたいと思います。医

療・療育部会や教育部会，就労部会，司法部会

に分かれて検討をしていますが，また別の就労

や司法の分野についてもこのようなシンポジ

ウムを開催できればと思っています。本日は，

大変ありがとうございました。 

 

 

司会 

 これを持ちまして，プログラムを全て終了さ

せていただきます。ご多忙の中，ご参加いただ

き，ありがとうございました。 

 


