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発達障害

理解と支援、そして地域の役割

千葉県発達障害者支援センター 舘山 聡
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１ 理解と支援

はじめにチェック
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チェック１

①何かをするときは一人でやるほうがいい

②同じやり方を何度も繰り返し用いることが好き

③何かを想像するとき、イメージを思い浮かべることが苦手

④自分では丁寧に話したつもりでも、話し方が失礼だと周囲の人に言われることがある

⑤他のことが全く気にならなくなるくらい、何かに没頭してしまうことがある
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⑥他の人が気がつかないような小さな物音に気がつくことがある

⑦車のナンバーや時刻表の数字など、特に意味のない情報に注目することがある

⑧相手の顔を見てもその人が考えていることや感じていることがわからない

⑨あることを、他の人がどのように感じるかを想像するのが苦手

⑩他の人の考え（意図）を理解することは苦手
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チェック２

①物事を行うにあたって、難所は乗り越えたのに詰めが甘くて仕上げるのが困難だったことが
よくある

②計画性を要する作業を行う際に、作業を順序立てるのが困難だったことがよくある

③約束や、しなければならない用事を忘れたことがよくある

④じっくり考える必要のある課題に取り掛かるのを避けたり、遅らせたりすることがよくある

⑤長時間座っていなければならないときに、手足をそわそわと動かしたり、もぞもぞしたりするこ
とがよくある
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⑥まるで何かに駆り立てられるかのように過度に活動的になったり、何かせずにいられなくなる
ことがよくある

⑦つまらない、あるいは難しい仕事をする際に、不注意な間違いをすることがよくある

⑧直接話しかけられているにもかかわらず、話に注意を払うことが困難なことがよくある

⑨家や職場に物を置き忘れたり、物をどこに置いたかわからなくなって探すのに苦労したことが
よくある

⑩外からの刺激や雑音で気が散ってしまうことがよくある
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発達障害の法的位置

• 障害者基本法（平成23年 障害者基本法改正）

「発達障害」 明記される 法は義務 故、「ねばならない」

第2条 障害者 精神障害（発達障害含む） 社会的障壁により日常生活に

相当な制限を受ける状態にあるもの

第3条 地域社会において共生 妨げられないこと

第4条 差別禁止・合理的な配慮

• 障害者権利条約批准（平成26年1月日本）（2006年国連総会で採択）

国内法整備 障害者虐待防止法 平成23年6月成立

障害者差別解消法 平成25年6月成立

障害者雇用促進法 平成25年改正

7

発達障害
• 「発達障害」…生まれてきた時、既に脳の器質的障害

（自閉症スペクトラム・注意欠陥多動性障害・学習障害等）

• 増加（診断の解釈が広がってきた？）傾向と言われている
• 潜在的（何かしら支援を要する）ニーズのある方は約10％
• 特徴
脳の作りが違う…感性が違っている、学習スタイルが違っている
〇聴覚が弱い・強過ぎる
〇記憶が優れ過ぎている
〇社会性（挨拶・身だしなみ等）がない
〇周囲の空気が読めない・心が読めない
〇細部への集中 等

これらは、「個性」＝「少数文化」＝「尊重」
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最初の問いは

•チェック１ アスペルガー症候群

•チェック２ ADHD（注意欠陥多動性障害）

以上、それぞれの診断基準 実は、「誰もが持っている」要素

では、どこからが障害なのか？

9

日常生活に支障があるか、ないか

物忘れ…誰にでもある けど、 程度による

カッとなる…誰にでもある けど、 程度による

散らかす…誰にでもある けど、 程度による
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発達障害者の数

•平成30年度報告

平成28年度に生活のしづらさにより医師から「発達障
害」と診断されたのは48万1千人（人口の約０.３７％）

•その他、表面化されていない方々もいると考えると、
その総数はどのくらいか。
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発達障害者の割合

•出生者数のうち、何かしら支援が必要…約10％

•割合が変わらないとしたら、現段階でも約10％の方が発達障害？

• 1億2700万人×10％＝1,270万人？
と、推定されます

13
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自閉症スペクトラム障害 ３つの特性

１．社会性の特性

対人関係をうまく築くことができない 暗黙の了解がわからない

空気が読めない 他人の視点に立つことが難しい

人と共感することが苦手（楽しみや達成感を人と分かち合う）

２．コミュニケーションの特性

話し言葉の遅れ 会話を開始し、継続することができない

独特な言い回し 言葉を字義どおり理解する 人の話を聞けない

聞いて理解するのが苦手

自分の言いたいことばかり一方的に話してしまう
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３．想像力の障害

興味の偏りが強く、頑固な一面がある 臨機応変な対応ができない

ルールを守りたがる 融通がきかない

予定が崩れるのを嫌う 例外を思い描く力、それを許容する力が弱い

例外的（予定外）なことが起こると不安になる

一定の秩序を好む

その他

【感覚の過敏さ】 聴覚過敏・味覚過敏・皮膚感覚の過敏さ・嗅覚過敏・視覚過敏

【感覚の鈍感さ】 暑さ・寒さ、痛み等
【ものの見え方】 一度に捉えられるものが狭いが強い

（光の拡散ができるスポットライトに例えてみる）

自閉症スペクトラム障害
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ADHD 注意欠陥多動性障害 3つの特性
１ 不注意

・集中を持続することが難しい

・多くの情報の中から重要な情報に注意することが苦手

・不注意な間違えをする

・忘れっぽい

・課題をやり遂げることが難しい 等

２ 多動性

・そわそわする ・離席が多い 等

３ 衝動性

・カッとする ・相手の応答を待たずに話をする

・順番を待てない 等 19

大人のＡＤＨＤ

•子どもの時に目立った多動性は少なくなってくる

【残りやすい症状】

・不注意で、人の話を最後まで聞かない

・仕事を計画的に進められない

・頑固、融通がきかない

・すぐにカッとなる

・興味や関心が偏る

20
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ADHDにみられる実行機能の障害

①プランニング（企画能力）

物事を順序立てたり計画を立てたりする力

②ワーキングメモリ

必要な記憶を一時的に保持しながら、情報を処理することを同時に行う

③思考の柔軟性

問題を解決するときに、必要に応じて自分の枠組みを柔軟に変えていく

④抑制

衝動性を抑える、必要のない反応を抑えて必要な反応だけをする機能

21

学習障害

•基本的には全般的な知的発達に遅れはない

•聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定
のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すもの

•その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定さ
れる

•視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的
な要因が直接的な原因となるものではない

出典：「学習障害児に対する指導について（報告）」学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関す
る調査研究協力者会議 (1999) 
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では、どうすれば？

苦手としている部分へのアプローチ（対応）

23

対応具体例

１ 内容は明確に細かく（ルールを伝える）

×「また困ったら連絡ください」

→次の日に「困ったので相談したいのですが」

→自分から連絡できずに支援が途絶える

○「△月△日の□時から□時まで相談しましょう」

・日時、時間等明確に伝えること

24
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２ 内容を明確に伝え結果の確認を

・伝えたいことは１つに絞る。

・紙に書いて話を整理する。

・話し合いの結果決まったことや確認できた内容などを面接の最

後にフィードバック（確認）する。

・事前に、相談したい内容をメモ書きにしてきてもらう 等

25

３ 内容は必ずメモを取る

利点

•視覚的に理解できる。

振り返りがしやすい。

一貫性をもった支援ができる。

注意点

メモは本人の言葉通りに残す。違う表現になったときは、
聞き直して本人との間で訂正の確認をする。

メモをとる了解を得る。

26
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４ 話し言葉は丁寧に。短く。焦点を。

•短文でゆっくりポイントを伝える。

•主語、述語を明確に
×「それで？」「だから？」

○「誰と△△をしたいのですか？」

•肯定的な表現で
×「走らないで」

○「歩いて」

•具体的な質問や話しかけ
×「もう少し早く起きましょう」

○「今より10分早く起きるようにしましょう」

27

その他の特徴的な会話

a. あいまいな言葉は苦手

「調子はどうですか？」→「どう？」って、何が？

b. 字義どおりに解釈してしまう

「朝ごはんは何時に食べましたか？」

→「…」「…パンなので、ご飯は食べていません」

→「！！」

c. 話の内容ではなく特定の言葉に注意が向く

「今日は25回“ね”と言いましたよ」

28
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関わり方（の質問がありました）

• 声かけが苦手な人は、声を掛けないで他の方法を

⇒感覚過敏の問題：聴覚の過敏性

⇒イヤマフをしている人、耳を塞いで歩いている人、見かけたことありま
すか？

でも、発達障害（自閉症）があるからと言って、全員がそうではない

• アセスメント（事前情報評価・整理）から、得意・不得意を知ることが大切

→支援者が行動の特徴を知ること：個性として

• 「障害」を認めること。個性として認識して関わること。

29

理解のギャップ

120

100

70

50

この部分の理解の無さ
から苦しみます。
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２ 地域でできること、役割

31

相談事例

•８０歳のお父さんからの相談

５０歳の息子（アスペルガー症候群）が引きこもっている。４年
前に妻が亡くなり、それまでは大人しく引きこもっていたが、それ
からは私に対して攻撃的（口撃的）である。

「お前は何の役にも立っていない」（息子→お父さん）

「お前のせいで、俺は今こんな状態なんだ」（息子→お父さん）

困ったお父さんは、CASへ相談。訪問するが、生活しているとは言
えない状況。あまりにもひどい。

どうしてこうなったのだろう？ 32
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•本来であれば、もう８０歳を過ぎたのであれば、息子さんに
頼っても良い。

•このような状態でも、未だ、「自分がいなくなった後の事を考
えると、どうなってしまうのか、心配です。」と、お父さん。

•心配されているお父さんの身を考えると、皆さんは、どうお考
えになりますか？

33

•世の中に引きこもっていると言われている数

調査機関によって異なってはいるが、

２５万人～５４万人～７０万人

内、４分の１は発達障害という話もある

引きこもりには、理由があった

34
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『引きこもり』と言われる方のお話

学校に通っていたけれど、周りの人たちとは全く考え方や意見
が合わない。これじゃ、学校に行っていても仕方ない。

だから、私は家にいるようになった。

なのに周囲は私の事を、『引きこもり』だ、と言う。

35

•視点が違っていた

私たちは、一般的には『周囲とうまくできないから、引きこ
もった』と言うと思います。

ですが、本人目線だと、全く逆の視点となっているのです。

これを、どう考えれば、良いでしょうか。

いけないのは、誰？

そもそも、誰かいけないことをしたのか？

問題を考える時に、必要な事は、一方的な視点ではなく、双方
の考え方が、必要になるという事例です。

36
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•では、もし、この方が早く発達障害だという事が分かっていれ
ば、と考えると、何ができたのか。

•分かっていれば、何か変わったのか？

•支援の体制が整っていなければ、早くわかっても意味がないと
考えられる。

•今の体制は、整っているのか？

37

支援の第一歩は、早期発見・気づき

•各市町村でその形は異なっている

早期発見の仕組み １歳半・３歳児検診 さらに４歳・５歳児まで

早期発見したら、どこに繋ぐ？だれが繋ぐ？受け入れ先の体制は？

発達障害者支援法…市町村の役割について明記

•地域の支援体制は、どうなっている？

•政令市、中核市、小規模市、小規模町村それぞれ

•規模により方策は違っているとは思われるが

•知っておきたい、地域の実態 → どこまでの体制が取れているか

•ニーズの把握も必要

38
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様々な障壁

親の障害受容

少しだけ違っている 障害ではないと考える

本人の障害受容

周囲が違うのだ 私は障害者ではない

周囲の障害に対する考え方、地域の目

あの人、少し変わってない？

障がいは、悪？

39

相談でよくある内容

•同時に複数の作業をしていると全体的に処理速度が遅くなりミ
スが多発

•作業中に別の対応が求められると難しい

•一つの作業に集中すると周りが見えなくて、隣でやっている作
業に気づかず怒られたりする

•気持ちが傾くと過去の失敗を考え集中できない

•相手の話している内容を著しく勘違いする（理解できない）

•直前の会話や行動とを繋げて考えることが難しい

•冗談や裏の意味のある話や質問の意図がわからないことが多い。

40
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相談事例① 相談⇒他機関へ至った

• 幼少期から気が小さい、不器用、いじめられた

• 高校、入学式だけでいけなくなり中退

• 4年間ひきこもり⇒うつ状態から入院

• 退院後アルバイト

• 工事現場へ働きに行くが、1、2回で辞めてしまう

• 他のアルバイトも長くて3ケ月程度

• うまくいかずうつが再発⇒再入院⇒退院後デイケア⇒サポステ

• サポステで発達障害の話が出る

• 主治医に確認⇒発達検査⇒『発達障害』

• 就労支援事業所訓練中

41

相談事例② 通院から診断

•高校、不登校6ケ月 精神科へ通院

•高卒後1年間浪人後、大学入学するも、数週間で休学。

• 1年後復学、卒業⇒大学院 中退。

•アルバイト数か所

•地方自治体職員採用試験受験、一次試験は合格するも二次試験
で不合格。2年連続。

•「うつ」で病院に通院し、アスペルガー症候群と診断される。

42
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•仕事が効率的にできないため、工夫の仕方を教えて欲しい

•障害の受容ができないため、支援機会が得られない（家族）

•医療機関での診断を経て就労を考えたい（情報提供）

•障害者雇用枠で就職したいので手帳を取得したい（本人）

43

成人期の発達障害のある人の相談事例から

成人期の発達障害のある人の就労における相談事例から

•就職したいが面接を受けても何度も落ちてしまう

※コミュニケーション問題

•離転職を繰り返してしまう

※ジョブマッチングの問題

•就労への意欲がわかない・向いている仕事が分からない

※イメージの問題

•上司・同僚とのトラブルや対人関係の解決について

※社会性の問題

44
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成人期の発達障害のある人の就労における相談事例から

•障害認識が乏しい、又は無い

→面接での受け答え× →何度も不採用

→採用になっても短期で離職ケース多い

•うつ、引きこもり等『二次障害』

→就労支援以前の課題、医療機関への受診、生活面での支援からス
タート

45

障害特性に応じた向いている仕事・作業

できること、できないことを明確に

46
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支援事例①

ＡＤＨＤの診断（１１歳）

高校時代、家庭内暴力 母は顔に数針縫うケガ

家では生活できず、施設にて短期入所

ハローワークにて、障害者雇用にて求職活動、ゴルフ場のポーター
（荷物運搬）の求人があった。

やろうとしたが、漢字が読めなかった。

しかし、ハウス管理の仕事（風呂掃除、タオル洗濯、フロア掃除機掛
け等）を勧められ、就労に至った。

…しかし、情緒面での安定が図れず、６年で退職

その後、就労継続B型へ毎日通所し、現在は非常に安定している

47

支援事例②

高校・大学と順調

就職後、仕事内容についていけず、うつ病発症→休職

復職後、気性が激しくなり、上司に対して暴言 人が変わったよう

周囲へも配慮の無い言葉

保護者と面談 →アスペルガー症候群と過去に診断されていた

退職後、本人は引きこもっていたが、ＣＡＳに相談

障害受容について話をする

現在は、自身を受け入れて特例子会社に就労、安定している

48
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最後に

•医療連携

ちば医療ナビ では、検索キーワードを入れると、発達障害に
ついて診療する病院がヒットします。

49
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