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■ 迎 春 ■ 

今年も一年いろいろお世話になりました。  

会員も現在１２５家族です。東風の会主催の講演会、しゃべり場、女子会、家族相談会に  

多数御出席いただき厚く御礼申し上げます。  

これから寒くなりますのでお身体に気を付けて下さい。  

来年も「みんなで考え、みんなで支える」スローガンのもと皆様と共に活動していきますので

よろしくお願いします。  

―烏山東風の会 役員 世話人一同― 

■平成 28 年度｢烏山病院公開講座｣に参加して(その１)■ 

 去る 11 月５日(土)午後２時から烏山病院内にて、研究や診察の成果を専門家が分かりやすく

説明する公開講座が開催されました。この講座はそれら成果を地域の皆さんに還元するととも

に、地域との交流を図ることを目的として毎年開講されています。 

 今回の演題①『成人期の発達障害について』と、演題②『発達障害のデイケア』についての

参加レポートを、世話人会のお二人に寄稿していただきました。(なお誌面の都合上、『発達障

害のデイケア』の報告は「その２」として当会報の次号、来年１月号にて掲載いたします) 

 

●演題①『成人期の発達障害について』 

演題①は、昭和大学附属烏山病院・発達障害医

療研究所精神科医師の太田晴久先生による、『成人

期の発達障害について』というテーマでした。  

💛 

初めに発達障害についての簡単な説明がありま

した。大きく『自閉症スペクトラム障害（ASD）』

『注意欠陥多動性障害（ADHD）』『学習障害』に

分かれ、幼少期より発達の遅れが生じるものとい

う定義です。ですから、発達障害は、大人になっ

て発症するものではありませんが、大人になって問題が発生して受診に至るケースが多くなっ

ています。特に就職等による環境の変化で躓きやすく、烏山病院の外来に通院する年齢は 20

歳代から 30 代前半がとても多くなっています。  

 今回の講演では、ASD と ADHD について、取り上げています。  

ASD と ADHD について以下のような特徴が説明されました。  

▲当日配布の講演会資料から 
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 A  S  D A D H D 

有病率 

1995 年 1 人 /500 人から 

2005 年 1 人 /110 人に増加 

近年、知的に高くても診断されるよう

になったことが影響している  

2007 年  成人期 ADHD の世界的有病率

3.4％  

日本では 1.65％と推定 

実際はもっと多いはず？  

症 状 

・社会性の障害 

（他者の感情や雰囲気を理解し、適切な

行動や態度をとることが苦手）  

・興味の限局性・常同性（こだわりが強

く、些細な変化も嫌がる）  

・不注意（注意力が欠如しているため気

が散りやすく、ミスや失敗を繰り返す） 

・多動・衝動性（動き回る・成人では体

を細かく動かす、自分の発言や行動の

抑制が利かない）  

成人期 

 の 

困 難 

・仕事で報告･連絡･相談ができない    

・状況判断が適切にできない  

・自分なりのやり方を押し通す 

（融通が利かない）  

・パニックになってしまう  

・友人関係が結べず孤立してしまう   

・仕事や家事でのミスが多い  

・約束や時間を守れない  

・転職・離婚を繰り返す  

・交通事故を頻繁に起こす  

・依存症（飲酒 /薬物 /買い物）になり易い 

優れた 

特 徴 

・論理的な思考にすぐれている  

・興味のあることへの記憶力が抜群  

・流行に左右されず、人が嫌がる仕事を

継続できる 

・発想力が豊か  

・先入観にとらわれない  

・行動力がある  

💛 

ASD と ADHD が併存している割合は 30～50％程度とみられています。診断のラインとまで

はいかないけれど、両者の特徴が表れている例が多いので、完全に独立しているわけではない

ようです。また、発達障害は脳の機能障害であり、その原因としては遺伝的要因が大きく、そ

の上で、環境因子も影響しています。が、影響する環境因子が特定されているわけではありま

せん。遺伝子レベルでの診断はまだできていないのが現状です。  

発達障害では、二次障害が問題となります。非難されたり、失敗することが多くなり、自己

評価が低下したり、いじめ、仕事場での低評価が原因となり、うつ病・フラッシュバック・不

安障害・アルコール依存などの精神症状を発することがあります。しかし、原因が環境要因だ

けとはいえず、もって生まれた脳の脆弱性が関係していると考えられます。  

このような二次障害を防ぐために、適切な対応が必要です。  

ASD≪具体的な対応の仕方≫  

社会性の障害 
・対人交渉を主とする業務はさける  

・用件は具体的に伝える  

興味や行動の常同性 
・ルーティンワークを重点的に割り振る  

・予定変更があるときは前もって知らせる  

情報処理能力の偏り 
・E-mail や図表を利用して情報伝達  

・仕事の依頼はひとつずつ段階を踏んで  

聴覚過敏 
・耳栓などをする  

・雑音が多い環境は避ける  
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ADHD≪具体的な対応の仕方≫  

不注意 

・必要なものは通り道に置いておく  

・スケジュール表は目につくところに貼る  

・作業に必要なもの以外を周囲に置かない  

多動・衝動性 
・発言する前に内容を書き出して吟味  

・クレジットカードは使用しない（衝動買い防止）  

薬物療法 

・コンサータ（一般名 メチルフェニデート：中枢神経刺激薬）  

・ストラテラ（一般名 アトモキセチン：選択的ノルアドレナリン

再取り込み阻害薬）  

 

障害の根本的な『改善』には限界があり、生活環境を本人の特性にあったものにしていくこ

とが必要です。それによって本人の能力が発揮でき、二次障害も防げます。  

また、精神障害者保健福祉手帳・自立支援制度・障害年金制度などの社会福祉制度の適切な

利用も、生きにくさの軽減につながります。  

💛 

烏山病院では、2014 年から『発達障害医療研究所』ができました。発達障害専門外来（医師）・

発達障害研究所（医師・研究者）・デイケア（心理・看護・PSW・OT）の機関が連携を取り合

って、急増する成人発達障害の課題に対し、臨床・研究両面での貢献を目指しています。  

ASD の診断に MRI を用い、脳活動のデータを治療にフィードバックして症状を軽減させる

研究・ASD の診断の材料として、視線計測装置の利用などの研究が進んでいます。  

今後の課題としては、女性の発達障害が増えていることで、これまで男性を基準に考えられて

いた診断基準を見直す必要性があるということ、発達障害はスペクトラム（連続体）であり、

グレーゾーンの人たちへの対応の必要があることが挙げられていました。  

💛 

 質疑応答の中で、日本の社会は『同調圧力』『個性が認められない』などという特性があり、

発達障害を持ちながらも個性を活かして生きていくことが難しい状況にあるという話が出まし

た。社会的な環境を整えていくこと・評価が正当にされるような社会にしていくことが大きな

課題です。  

 私も、息子が大学を卒業して次の段階に進もうとしたときに、彼の障害特性を問題視され、

次から次へと門前払いのような対応をされた経験があります。息子自身も「僕からその特徴を

取ったらもはや障害者じゃないし手帳も取っていない。」とぼやいていました。福祉的な機関で

もそうなのですから、一般社会では尚のことと思います。  

 一流大学を出ても障害者雇用だと給料が安い、などという話もありましたが、給料の額云々

はさておいて、まずは当人の「社会で働きたい」「社会の役に立ちたい」「得意なことを活かし

て働きたい」という意欲が反映される社会であってほしいと願います。  

 烏山東風の会も、社会を変えていく一役を担うために、どんな活動が考えられるか、常に念

頭に置いておきたい課題です。                                               (Y.S) 
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烏山東風の会ホームページは、 

随時更新しています。ホームページ

URL：http://www.kochinokai.com 

会員専用ページへのパスワードは、 

[karasuyama10]です。 

過去の会報・講演会資料等がダウンロー

ドできます。 

■「烏山東風の会」今後のスケジュール■ 
～何でもお話下さい。心の壁紙の色と模様を替えてみませんか～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■烏山東風の会 ホームページ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世 話 人 会  平成２９年１月１４日(土) 午後１時３０分～午後５時 

   平成２９年１月２８日(土) 午後１時３０分～午後５時 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

■家族相談会  平成２９年１月１９日(木) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 発達障害医療研究所セミナー室 

お問合せ：烏山東風の会携帯 080-3009-1200 

            kochinokai@softbank.ne.jp 

■女 子 会  平成２９年１月２８日(土) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

お問合せ：高柳 携帯 090-2565-5030 

デイケア写真館 

烏山地域障害者相談支援センター主催の障害者週間記念イベントが 12 月 9 日、10 日に

リハビリテーションセンターで行われました。  

1 日目は「当事者主権の時代から見えてくる、地域支援の充実とは」という堅いテーマ

で内容は柔らかかったシンポジウムが行われました。2 日目はプロの音響スタッフが入っ

たバリアフリーコンサートが行われました。コンサートには烏山病院デイケアバンド「マ

イフレンズ（現メンバーは 3 人とも発達障害）」、視力障害者のハンドベル（NPO 世田谷視

力障害者協会）、岩崎花奈絵さん、松井苑子 With Smirhythm Friends（ウィリアムス症候

群をサポートしている NPO 法人スマイリズムの子供たちも参加）、友情出演として元劇団

四季女優をされていた髙島田薫さん率いるユニット  

「Music Mail」のすばらしい演奏もありました。 

 コンサートでは 60 名近い参加者を前に堂々と演奏  

していました。どのような障害があるかにかかわらず 

多くの方々が自分の輝ける場所で、本人らしい生活を  

送る様子が垣間見えとても元気や希望の持てるイベント  

となりました。（K.K.） 


