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2018/1/28発達障害専門家会議シンポジウム記録① 

【開会～基調講演】 
 

＜開会＞ 

 

司会 

 では始めさせていただきます。この度は「発

達障害の課題に取り組む各分野の専門家によ

る会議」主催の基調講演及びシンポジウムにお

越しいただきましてありがとうございます。今

回のテーマは「発達障害のある子どもの育ちの

支援～今までとこれから，医療・療育と教育の

連携について～」ということで，各分野の方に

お話をいただきます。 

本日，司会をさせていただきますのは，私，

広島大学アクセシビリティセンター准教授の

山本幹雄と，広島大学大学院教育実践総合実践

センターの助教で，臨床心理士のエリクソン・

ユキコです。どうぞ，よろしくお願いいたしま

す。 

それではまず，当会の代表である，浅原利正

より開会の挨拶をさせていただきます。 

 

 

浅原 

 皆様，こんにちは。 

 先ほどご紹介のありました，「発達障害の課

題に取り組む各分野の専門家による会議」の代

表をしております，浅原と申します。よろしく

お願いいたします。今日は，日本列島に寒波が

襲来して，大変寒い中を，たくさんの方にお集

まりいただきまして，ありがとうございます。 

私たちの会議は，発達障害の専門家というに

は，私みたいに十分に経験がない者もいますけ

ど，専門家も当然おります。会議を構成してい

るメンバーは，臨床心理士や弁護士，教員，研

究者，医師，それから当事者家族など，さまざ

まな「分野」の集まりです。目的は，このパン

フレットに書きましたように，今，私たちの社

会で，発達障害が十分理解されていない，認知

されていないという課題があって，甚だしい誤

解もありましたし，また，過剰な「診断」と申

しますか，理解されていないことが一番の問題

であると思うのですが，そういう，間違った認

識というのがかなりあると思っています。それ

を少しでも解消したいという目的で，この会議

を立ち上げています。いろいろな領域の人たち

がいますので，この人たちの連携を通じて，そ

ういう認識不足のある発達障害というものを

もっと広く社会に知っていただきたいという，

強い思いを持って取り組みを始めました。初め

てこうして一般社会に公開をして，皆さんと意

見交換をしながら，この取り組みを進めていき

たいと思っていますので，どうぞよろしくお願

いします。 

途中，質問もお受けしますが，それでも全部

はお答えできないと思います。これから会を進

めるにあたって，皆さんにフィードバックして

いきたいと思っていますので，ご希望の方は，

アンケートにアドレス等を書いて提出してい

ただければと思います。 

今から４時までの短い時間ですが，皆さんと

一緒に考えていきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 
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司会 

 浅原代表，ありがとうございました。 

 それではこれより，杉山信作さんによる基調

講演「発達障害と成長―見えにくい障害，支援

の構成と連携―」を始めます。講師の杉山さん

は，医師として長年，広島市こども療育センタ

ーで情緒障害や発達障害の臨床に従事された，

発達障害の専門家でいらっしゃいます。また，

所長として，広島市の障害のある子どもたちの

医療を行う中核的な施設である，こども療育セ

ンターの発展に取り組んで来られた方です。

2011 年より，さくらクリニックを開院され，今

も子どもに関わらず大人も含めて医療面のサ

ポートに日々取り組んでおられます。長年の取

り組みから，医療の課題，診断時の対応，教育

と福祉の大きな動き，ライフサイクルを見通し

た，発達障害への対応について，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。 
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＜基調講演＞ 

 

杉山 

 皆さん，こんにちは。寒い雪の中，こんなに

大勢の方が，発達障害のこれからということに

関心を寄せ，来ていただいたことを，本当にあ

りがたく思っております。 

 
 私は長年この仕事をしてまいりましたので，

親子，家族，地域のいろいろな支援者，学校の

先生方との，いろいろな関わりの中から身につ

けてきたことを，そろそろ何か口にした方がい

いのじゃないかと思いまして，会議や浅原代表

からのお勧めもあり，本当にお恥ずかしいので

すが，自分の経験から話をしてみたいと思って

おります。 

～・～・～ 

 はじめに，発達障害―ちょっと気になる彼ら

の不思議な姿と言いますか，いろいろ生活の中

で遭遇する姿を少し描いてみたいと思います。 

例えば，落ち着きのない子，気が散りやすく

てじっとしていられない子，よくあると思うん

です。いつもガサガサ動いてすぐにいなくなる

子とか。 

あるいは，目が合わない，何かにつけ，「目を

見て挨拶するんだよ」というようなことを繰り

返し言わざるを得ないような，目を追わないと

か，あるいは指さしを追わないというような子

であるとか。あるいは，言葉や会話の遅れがあ

る子。非常に変わった，例えば「オウム返し」

とか，「行く」と「来る」がひっくり返るとかで

すね，そういうちょっと変わったものの言い方

をする子，イントネーションを聞いているとち

ょっと違うなというような子。 

また，国語が不得手な子も多いですね。漢字

ドリルは大嫌い，字が書き写せないとか，いろ

いろ国語面で気になることが出てくる。そうい

う意味では，国語の先生は，彼らの良きセラピ

ストと思うことがあります。算数，数学が得意

な子は結構いて。ものすごい能力を持っている

方もいます。 

それから不器用といいますか，よくあるのが，

楽器ができなくて音楽が大嫌い，とか。警官に

なりたいんだけど，跳び箱が跳べないだとか。

身体の身のこなしが難しい人もいます。 

あるいはキレやすい子だったり，イジられや

すい子だったりもします。否定とか批判に非常

に弱くて，強い言葉とか上から言われる言葉が

とても気に障ってしまうというようなことも

あります。 

変化や変動，何かが変わるということになか

なか対応ができない，急に時間割が変わったり

することで大騒ぎになったり。 

いろいろな気になる姿が見えてくるわけで

すけれども，そういったことがいくつか組み合

わさりながら出てきます。よくよく聞いてみる

と，言葉の綾がどうもよく分かっていないだと

か，会話による理解が弱いだとか。でも目に見

えるものは，よく分かって理解ができる，文章

に書いてあげるとよく分かるというようなこ

とがあったり。あるいは部分には強いんですが，

全体になると分からなくなってしまう。だから

一度に全てをやろうとするとさっぱりなので

すが，ひとつずつ順を追ってやると，結構いけ

る。なかなかうまくできないとは言いながら，

形を整えると意外な力が出てくる。 

集団のコミュニケーションで，情報が行きか

うと，誰が誰に何を言っているのか分からなく

なってしまうというようにコミュニケーショ

ンに難しさを持っていることもあります。 

そういうふうに子どもの「現われ」の中にい

くつかの筋が見えてきて，論議の中で，発達障

害をいくつかのカテゴリーに分けて考えるよ
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うになってきました。これは ICD（国際疾病分

類）という分類を参考にして，５つばかりの系

統に集約されるのではないかと思います。例え

ば，AD/HD（注意欠如・多動症／注意欠如・多

動性障害）と言われるような多動系の問題，あ

るいは，PDD（広汎性発達障害）とか ASD（自

閉スペクトラム症／自閉性スペクトラム障害）

と言われるような自閉性の問題，あるいは，言

語・会話系の問題，あるいは，LD（学習障害）

というような学習の問題，あるいは DCD（発達

性協調運動障害）とか不器用さといった協応運

動系の障害。こういったような問題に分けて議

論されているかと思います。 

～・～・～ 

そういうふうなグループで見たときに，そう

いった問題がいったいどれくらいあるのかと

いう，いろいろな資料を載せています（資料１）。 

ASDが１％。それから AD/HDが５％，成人

になると 2.5％なので，半分は改善していくこ

とになるかと思います。片や成人になってもな

お，何らかの支援が必要な方がいます。LD で

５～15％。DCDが５～６％。これは，アメリカ

の分類である DSM（精神障害の診断と統計マ

ニュアル）から借りてきました。 

ちなみにチックはここにありますような数

字（0.3～0.8％）ですし，場面緘黙―話をする

力はもちろんあるんですが，社会場面に出ると

言葉が出なくなってしまうというようなそう

いう障害が，これは長年，「中核自閉症の２倍」

というようなことが言われておりました。これ

は分類の上では基本的に不安性障害の中に入

っておりますが，発達障害がベースにある場合

も少なくないです。国もこれは発達障害だと言

っているのも聞きます。 

これは，文部科学省の数字です。通常級の中

に何らかの特別な教育ニーズを持っている子

どもが 6.5％という数字で今回の特別支援教育

への大きな方向転換が起きています。ちょっと

変わったところで，自閉症だけを取り出してみ

ました。これは 0.1％，年々調査するたびに増

えてきまして１％，今や１％を超えております。

北海道で山崎先生たちがやった，私が勉強を始

めたころの自閉症の発現頻度というのは 0.1％

でしたが，おそらく今は２～３％くらいいくん

じゃないかと思います。わずか 50 年の間に，

10 倍 20 倍 30 倍に増えるというのはどういう

ことなのかという議論になると思います。 

ある程度，長年の議論の中で，支援が安定し

ている精神遅滞とか脳性マヒとか視覚障害は

これはほぼコンスタントな数字です。 

資料１ 
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～・～・～ 

それでは，発達障害者支援法，あるいは国が

支援しようとしている発達障害というのは，い

ったいどういうものなのかということを説明

します。厚生労働省のレポートから借りてきま

した（資料２）。そこでは，学習障害，注意欠陥

多動性障害―ICD分類では多動性障害，自閉症

―ICD の現在の分類では自閉症とアスペルガ

ー障害はまだ，上位の分類 PDD（広汎性発達障

害）のもとにありますが，こういう３つの問題

が典型像，加えて知的障害がある場合もありま

す。それぞれの問題が非常に大きな個人差，程

度差があって，軽いものから非常に重くて大変

なものまでいろいろあります。発達障害は学問

的にはもっと広いものを指しますが，行政の援

助概念として，日本で言われる発達障害という

のは，きわめて日本的な使われ方をしておりま

して，政治的な概念であります。学問的なもの

ではありませんが，発達障害者支援法でいう発

達障害とはこういったところになります。 

ただ，私が注目するのは，どの図を見ても，

こういうふうに重なり合っているんですね。重

なり合うということは分類できていない，分類

が成功していないということであって，こうい

う分け方でとりあえずはやっていますけど，こ

れからまだまだネーミングは変わっていくだ

ろうし，この概念の大きさや定義というのは変

わっていくものだと思います。そういうものだ

として，各自治体が，この文言をどう読むかと

いうことが大事になるのではないかと思いま

す。私は，発達障害は，いずれ発達期の精神行

動障害のすべてに拡大すべきとの考えをもっ

ております。 

～・～・～ 

ここで，発達障害をけん引してきた問題を２

つほど眺めておこうと思います（資料３）。多動

性障害 AD/HD，これは近頃は AD と HD の間

に「／」が入っております。 

この問題は，実は 1920 年ごろから議論が始

まっています。そして，1960年ごろにMBD―

微細脳損傷として一応概念化がなされていま

す。メチルフェニデートが効くというのも当時

と同じです。MBD と言った方が病理学的なに

おいがして，現在の発達障害に近いのではない

かとさえ思いますが，この問題が ICDという国

際分類，あるいは，DSMというアメリカの分類

にどういうふうに収録されてきたかというの

をこちらに書いております。この問題が DSM

に最初に取り上げられたのは，AD/HD ではな

くて ADD―注意障害ということです。それを

資料２ 
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日本語にして「のび太・ジャイアン症候群」と

いう愛称で呼ばれたこともあります。この概念

はまだまだ変遷を続けているし，漂流中である

と私は考えています。 

この問題がなぜ支援を要するのかというこ

とですが，これは齊藤さんが作った，「DBDマ

ーチ」という図式です（資料４）。 

 

AD/HD から始まって，この問題はより難し

い問題に発展していくその第一歩になるとい

うことです。それが内在化の方向にせよ，行動

化の方向にせよ，AD/HD はもうひとつの困難

の始まりになる，そういう意味で，AD/HD に

留まるものが大半なのですが，何らかの支援を

要する問題であると言えます。 

 

 

 

AD/HDの青年像です（資料５）。 

 

子どものときから失敗続きで意気消沈して

自分に対するイメージが非常に低い，荒んでい

るということになりやすい問題でして，アメリ

カの資料ですが，免許センターで運転免許更新

時の有病率 4.7％となっています。バークレー

という人のお話ですが，彼の数字を借りると，

先ほどの発現率の倍くらいのケースがあって，

その中で警察や法廷が関与するものが 18％。対

して，対照群―AD/HD でない人たちは５％で

す。あるいは，身体的な加害に関わるものが

20％，免許の停止・取り消しが 42％。それから，

ひき逃げにあうという人が 14％。対照群は２％

ですが，このくらいの人が不注意であったり衝

動的であったりして，交通事故の被害にあいや

すい，そんな数字があります。 

資料３ 

資料４ 

資料５ 
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こういったことを考えると，この問題は，小

児期から成人期にいたるまでいろいろな支援

を要するということが言えると思います。 

次に，自閉性障害（資料６）。 

 

この議論は，世界大戦の末期，1943 年にレ

オ・カナーという人が，「早期幼児自閉症」とい

う概念，翌年 1944 年にハンス・アスペルガー

という人が，この２人の間に交流や協力があっ

たわけではないのですが，独自に「自閉性精神

病質」という概念を提起します。それからこの

議論が始まります。AD/HD や MBD よりは少

し遅い議論になります。 

私は彼らの論文を一生懸命読みながら勉強

した世代なのですが，当時は典型像の同定に夢

中になって，大人になるとどういうことになる

のかとか，軽いケースはどういうふうになるの

かということは本当に想像がつきませんでし

た。事実はまぎれもない事実なのですが，それ

をひとつの疾病概念にしていくということに

対しては，日本の多くの臨床家には戸惑いがあ

りました。 

この後，いろいろな法的な整備があって，こ

の問題を概念化することの値打ちが出てきま

したけど，何の支援もないところで，いったい

いくつ障害作ればいいんだというような，何も

ない時代でした。幸いその後，日本の社会にお

いては，いろいろな努力でいろいろな法的整備

が進んできたとは思いますが，こういう議論の

始まりです。 

1980 年代の末に，ローナ・ウイングというイ

ギリスの自閉症学者，彼女が，「自閉症の三つ組

み，３つの徴候」ということに症状を整理しま

す（資料７）。 

 

彼女はキャンバウェルのフィールドワーク

の経験から，いわゆるカナーやアスペルガーの

言う自閉症まではいかないけれども，支援がな

いと大変なことになるという「自閉症周辺群」

は非常にたくさんいて，そういった人への支援

の谷間を作らない，そのあたりをすくい上げて

いく概念として，自閉症概念を再構成します。

状態像の整理によって確かに自閉症の診断は

非常にやりやすくなりました。それを受けて，

1992 年に国際的に採決され，1994年から今も

なお使われている ICD-10 では，広汎性発達障

害という上位概念を設けています。これは今年

変更の予定です。臨床的には非常に使いやすい

です。「その他」まであるので。自閉症の認識の

ひとつの曲がり角がローナ・ウイングにあった

なと私は考えております。 

ウイングは自閉症スペクトラムといって「カ

テゴリー診断」から「スペクトラム」「連続体」

という広がりのある捉え方を提起します。アメ

リカではそれが採用され，ただ一つ，「ASD」「自

閉スペクトラム症」という概念で一括りです。

ICDが今度，どのように改訂されるのか楽しみ

ですが，ICD では PDD という括りの中に「自

閉症」とか「アスペルガー」といったカテゴリ

ーがありますし，「その他」という不思議な概念

も使われています。 

ということで発達障害の問題をけん引して

いた２つのことを紹介しました。 

 

 

 

 

 

資料６ 

資料７ 
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～・～・～ 

ところで，「障害」というふうに繰り返し使っ

てきましたが，いろんな相を含むものを「障害」

という１つの言葉でくくっております。しかし，

アルファベットの世界では，もっと細かく語ら

れます。例えば，PDDの「D」はどういう意味

かというと，「Disorder」です。AD/HDの「D」

も「Disorder」です。LD の「D」は ICD では

「Disorder」ですが，一般に言われる LDでは

「Disability」です。あるいは，今日の話題から

は少し変わりますが，情緒障害の障害は何かと

いうと，「Disturbance」という言葉です。そう

いうふうに，「障害」といいながらも，いろいろ

な諸相がありまして，発達障害者支援法による

「障害」というのはいったいどれだろうという

のははっきりしませんが，「Disability」だと思

っています。 

障害にはいろいろな相があり，その絡み合い

で捉えられるということを，1980年にWHOが

障害の構造図を作っています。「Disorder」…こ

れは私が勝手にくっつけているので，WHO が

明らかにしているのは，この色のついた３つだ

けですが，「Disorder」からはじまり，その顕在

化，行動上の表れを「Impairment」と言います。

そのことによって起きる能力の低下を

「Disability」と言います。そして，そのことで

社会的にいろいろな問題を抱えることを

「Handicap」というように使っています。 

こういったもののトータルとして「障害」と

いう言葉を使いますが，今思うと，生物学的な

障害を顕在化させる「社会的障壁」という視点

が欠けていたと思います。 

これは「ICIDH-1」と呼ばれている 1980 年

のものです（資料８）。これは「国際障害者年」

が 1981 年から１年，そしてその後 10 年間の

「世界行動計画」ができる，そのスタートの時

点で，障害というものを世界的に共通の言葉で

語ろうとして作ったものになります。ここでは

じめて，社会的な視点を取り入れる，社会モデ

ル，生活モデルの障害理解への緒が開かれます。 

「国際障害者年」「世界行動計画」，「アジア太

平洋障害者の 10年」では，その後さらに 10年，

合わせて 20 年の行動年を持ちます（資料９）。 

 

 

資料８ 

資料９ 
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このことについては日本や中国の力が大きか

ったと聞きますが，合わせて 30 年間に亘り，

行政・団体あらゆる水準でいろいろな基本計画

を策定するということが，この国際分類の中で

続けられています。 

その 20年，「障害者と健常者を二分するとい

うのはもうやめよう」という機運が高まってい

きます。マイノリティモデルからバリエーショ

ンというかユニバーサルデザインというふう

に世の中の機運が変わっていきます。治療モデ

ル，医学モデルから，生活者モデル，社会モデ

ルというものに変わってきています。1985 年

にユネスコが「学習権」を定義し明言します。

1994 年には「特別ニーズ教育」という言葉が出

てきます。「インクルージョン」とか「インクル

ーシブ教育」という概念が練られ，「サマランカ

声明」が出されます（資料 10）。 

 

その延長上で，障害モデルがこのようなモデ

ルに変わっていきます（資料 11）。 

これがすごいと思うのが，「Disability」とい

う言葉に対して，「Activity」という言葉を使っ

ているんです。それから，「Handicap」という

言葉は横文字の世界ではとても嫌な言葉のよ

うでして，何とかそれを払拭したいというのが，

このモデルチェンジの動機にありますが，

「Participation」という言葉になります。どち

らもとても前向きな言葉になってきます。

「 Impairment」の結果として「Activity」

「Participation」の「Restriction＝制約」とい

うことで考えるようになってきます。さらにす

ごいのは，「背景因子」というものを取り上げ導

入し，それは環境要因－社会要因，個人要因―

生物学的な要因ですが，そう考えると，これは

もはや障害ではなくて，健康状態のひとつの様

態である，というふうに変わってきます。 

こうしたことを考えると，発達障害者支援法

が生まれたのは，20世紀末の世界の非常に大き

な「障害観」の転換の中に登場し，時宜を得て

生まれたという感じを私は持っています。 

障害者基本法は改訂を重ね抜本改正されま

す。そして，障害者雇用促進法の改正，法定雇

用率の引き上げ，そして，障害者差別解消法と

いう法律が整備されます（資料 12）。 

 

 

 

資料 10 

資料 11 
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そして，もう１つ。細かく触れる時間はあり

ませんが，私には苦い思い出のある…当時私は

児童福祉施設におりましたもので，バブル後の

義務経費をどうするかということから始まる

障害者自立支援法というのもあります。これは

当時の「郵政国会」とぶつかり，二転三転廃案

を繰り返しながら，やっとのことで成立します

が，間もなく，反対政党に政権が移り，この法

律を廃止する方向へ世の中は流れていきます。

自立概念が再検討され，2013 年に障害者総合

支援法に一新されます。 

これらの法整備の流れのなかで，障害者権利

条約，合理的配慮による社会的障壁の克服を求

める国際条約に，日本も 2007 年にサインし，

2013 年には批准にこぎつけます。今日のパネ

リストの話にも出てきますが，保育所等訪問支

援とか児童発達支援や放課後等デイサービス

といったものが始まります。自治体がこう言っ

た法をどう読むか，こういったものがいかに育

つかというのは，これからにかかっています。 

～・～・～ 

発達障害という認識に至る，あるいはその疑

い―「グレー」という言い方をよくしますね―

これは日本人好みの言いまわしで，この問題に

対する免疫がつくまでの間を何とかそういう

ふうな言葉で，親子の力をつけていくために，

このような言い方をすることが多いのかなと

思いますが，曖昧だから思い違いをされること

もあります。「グレー」というのは決して「白」

ではないんです。そういったことになった時に，

どんなことをやっていくかというのをここか

ら少しご紹介します。ざっと，お話しさせてい

ただきます。 

発達障害ということはやはり発達のほんの

一時期の問題ではなく，ライフサイクルに沿っ

た支援のリレーの中にあって，キーワーカーの

バトンがうまく伝わっていかなければなりま

せん（資料 13）。 

早期幼児期には早期幼児期の支援がありま

す。私は必ずしも早ければ早いほど良いという

考えは持ちませんが，やはり，このことに早く

気づき，早い段階で支援体制作りができるとい

うことは，とても大事なことになります。子ど

もは混沌とした無の世界をただようようなと

ころで，育ちかねておりますから，彼らが安定

した「時」と「場」の中に身を置き，みんなに

伝わる喜びを感じられるような，そういう支援

というものがとても大事な時期かと思います。 

 

 

資料 11 

資料 12 
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学齢期になれば，学齢期の課題がいろいろ出

てきます。特に，学習上の問題がいろいろ出て

きます。と同時に「マナー」とか「ルール」と

か感情処理を多く求められる。彼らに伝わらな

いのが，「負けるが勝ち」ですね。「失敗は成功

の母」なんて何のことやら分からない。そうい

うネガティブなものをポジティブに伝えてい

くのがとても大事なのですが，それがなかなか

理解できない。いずれは分かってくれますけど。 

それから思春期。思春期になりますと，算数

が数学になります。「X」という記号を使って見

えない事を考えられるようになります。つまり，

言葉で自分や自分の問題を語る，そういう力が

身についてきます。自分には一体どういうとこ

ろがあって，どういうことになりやすいのか，

何に気を付けなくてはいけないのか，「自分の

持っている特性上のことで行き詰ったかな」と

いうことを知る力を養う，これは何も，発達障

害に限らず，思春期はすべて，子どもから大人

への過渡期にあり，でも未だ大人ではなく，思

考力も足りません，そういう変動の時を支える

のも大切なことになります。 

晩年になると，発達障害も誰も彼も似たり寄

ったりですね。なかなか言葉は出てこないし，

思い違いはするし，すぐ忘れるし…。そうはい

ってもそういった障害がありながらも生計を

立て，死を迎える，そういうお仕事をしないと

いけない時期に，どんな支援をするかという，

ライフサイクルに沿った，いろいろな支援を必

要としております。 

それから，脳機能の特性に応じたアプローチ。

近年特に彼らの視覚優位性を応用したアプロ

ーチとか，これはとても良いアイデアだと思い

ますね。出来事をアニメーション風に解析して

いったりして，絵にすると分かるんですよね。

彼らは，自分のしでかしたことを，言葉で話し

てもなかなかわからないのですが，絵にすると

よく分かってくれる。例えば世の中の動きも，

ソーシャルストーリーを書いてあげる。どうい

うふうにするのが喜ばれることかマンガにし

てみるとか。 

小集団の力を生かしたアプローチ。これは，

模倣学習とか行動リハーサルには，とても魅力

的な場になります。１対１の関係にはないもの

が出てきます（資料 14）。 

 

 

 

 

 

資料 13 
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例えば，これは「ブラインドウォーク」とい

う遊びです（資料 15）。目隠しをしたお友達を

こちらの子がその手を上手に引いていく。この

２人にはもちろん，見ている者にもいろいろな

体験があります。これは「顔ジャンケン」（資料

16）。こういうふうないろいろな遊びや運動，運

動も感覚統合運動からビジョントレーニング，

リトミックやスイミングといったものまで活

用しながら，子どもの発達を促し様々な力を開

発し学習を重ねます。 

 

 

 

これは，ゴールが目に見え，近づいている，

いずれ達成できそうという見通しがなければ

負担でしかない。ゴール追求の生真面目さは，

下手をすると現状否定，「それじゃだめ」という

ことで，子どもに大変な圧力をかけながら二次

障害というニヒリズム（否定）を生み出してい

くことにもなりかねない。「がんばらない。あき

らめない。それでもやっぱりがんばらない」（鎌

田實）。何かいいことありそうな，喜びが目に見

えるシステムを作ることが大事になります。 

これはある約束のもとに花びらを貼ったり

つぼみを貼ったりして満開にしていくもので，

満開になると，何か嬉しいこと―学校の先生に

お願いして賞状を作ってもらうとか―そんな

いろいろな工夫をしている，ある親御さんの，

「サクラサケ」という試みです（資料 17）。 

 

 

資料 15 

資料 16 

資料 17 

資料 14 
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そういうポイントシステム，あるいはレスポ

ンスコストとか言うこともありますが，行動を

励ましていく，あるいは，まずい行動に利を与

えないというアプローチも大事になってくる

と思います（資料 18）。 

子どもの自分に対する「良い感じ」―「結構

いけてる」「いろいろあるけど，自分は自分のま

までも，いいんじゃない」という肯定的な気分

―を子どもの中に育てていくこととセットに

ならないと，訓練とか教育というのは，本人を

否定する，マイナスなものになりかねないと，

そういうふうに私は思っています。 

 これは齊藤さんの DBD マーチに対して，私

なりにそれがどういうふうに始まり癒される

のかということを考えたものです（資料 19，20）。

省略します。 

～・～・～ 

 確かにいろいろ違いはあります。これはある

手法でアスペルガーの脳とそうでない人の脳

を比べて見たものです。セロトニン系の活性が

低下している，あるいはドパミン系機能が亢進

しているところが見えます（資料 21）。 

 

 

 

 

資料 14 

資料 18 

資料 19 資料 20 

資料 21 
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そういうふうにいろいろ違いは確かにあり

ます。しかし，その違いに至る疾患過程はまだ

まだ明らかにされていません。「みんな違って

みんないい」（金子みすず）。いかに違うかは，

いろいろな方法で脳の個性を描くところまで

は来ていますが，どうしてそうなるのかという

プロセス，異化過程については，何も分かって

いない。もしかしたら，それはないのかも知れ

ないとさえ思わせるところがあります。 

 発達障害，障害についてはいろいろ説明して

きましたが，「それって，私のこと？」と思われ

た方も多いのではないかと思います。それは，

皆さんと地続きになっている問題です。非常に

重い問題もたくさんありますが，障害を障害と

しない，むしろ連続線上の問題と理解し，何ら

かの支援・配慮をもって共存・共生するという

考え方の転換が必要ではないかと思います（資

料 22）。 

 

その中で，あとでパネリストからお話がある

と思いますが，教育も 21 世紀になってから，

未来の共生社会の礎を作るという方向で，特殊

教育は特別支援教育というものに成長してい

く，戦後の長い議論が実を結んでいったという

ふうに私は思っています。 

 最後のところが私のメッセージです（資料

23）。 

障害があってもなくても，それぞれの多様性

―神経発達は非常に多様なもので，人それぞれ

の多様性が共存・共生する社会の仕組みづくり

が障害の社会的側面への努力となっていくの

ではないか，そういったことに皆さんと「力」

を合わせ，「想い」を合わせ，大事なのは「気分」

を共にすることだと思うのですが，何か，そう

いう連係の先に，発達障害の明るい未来がある，

そういう楽観を私は持っています。私の話は以

上です。 

 

資料 22 

資料 23 


