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 今年は例年にない暑さ厳しい夏でしたが 皆様如何お過ごしでしたでしょうか。さて、世話

人会では日頃診て頂いている先生方に、当事者や家族に対して望んでいらっしゃること、新し

い医療情報などについての原稿をお願いできたらとの意見があがりました。そこで第一回目を 

太田先生にお願い致しました。先生は 2007 年から烏山病院の成人発達障害専門外来を御担当さ

れ、2 年間の UC Davis MIND Institute(アメリカの発達障害専門施設)への留学等を経て、2014

年にまた烏山病院に戻られましたので、ご存知の皆様も多いと思います。太田先生にはお忙し

い中御執筆頂き、心より感謝申し上げます。 

■ 医師が家族に望むこと■ 

昭和大学附属烏山病院 医師 太田晴久  

2007 年に昭和大学付属烏山病院にて成人発達障害専門外来が開設され、これまで４千人を超

える方が受診されています。成人になってから発達障害と診断されることは、当事者である本

人はもちろんのことながら、御家族にとっても大きな衝撃であったに違いありません。いわゆ

る大人の発達障害の存在について、我々精神科医も１０年程前までは想定していなかった状況

（これは日本の特殊事情ではなく、世界的な傾向であると思われます）を考えると、御家族が

障害の存在に気がつかなかったのは当然なのですが、「もっと早く気がついてやれれば」と御自

身を責めてしまったことがあるかもしれません。また、「うちの子（もしくは配偶者）は今後ど

うなってしまうのか」との不安が押し寄せてきたのかもしれません。様々な葛藤や不安はあり

ながらも、本人の困難をこれまで間近でみてきた経験から、最終的に

は診断を受け入れるに至ったのではないかと推察いたします。  

烏山病院に通院されている発達障害を持つ方は独身の 20〜30歳台が

中心です。烏山病院の成人発達障害専門外来に通院している ASD（自

閉スペクトラム症）の生活状況を調査したところ、結婚している人は

約 8%にすぎず、独居にて生活している人が約 22%、親兄弟と同居し

ている割合が圧倒的に多く約 68%という結果でした。また、初診時に職についている方はわず

か 35%にすぎませんでした。成人しているとはいえ、現実的には保護者としての役割を親御さ

んが担っていることが多いと思われます。ASD は自己認知能力に乏しい、言い換えると「自分

のことがわからない」という特徴があります。そのため、典型的であるほど必要な支援の具体

的な内容について理解することができず、支援を求める行動を起こせません。特に病院や支援

機関につなぐという点において、たとえ成人であっても親が果たしている役割は非常に大きい

ことを感じています。  

発達障害を持つ子供との接し方については様々な書籍などが出版されています。一方、成人
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例の発達障害に対して親がどのように接するべきかについて検討したものは非常に少ないのが

現状です。成人している我が子に対しての距離感に悩まれている親御さんは多く、「いい大人な

のだから」と自主性に任せたいという気持ちと、このままで大丈夫かという不安との間を揺れ

動いています。発達障害には実行機能が障害されていることがしばしばあります。実行機能と

は脳のマネージメント機能であり、動機付け（やろうと決心すること）、目標設定、計画立案、

優先順位付けなどと関係しています。実行機能が障害されていると、たとえ成人であっても自

主性に任せることには大きな限界があり、「手取り足取り」のサポートを必要とします。一方で

日常の細かな事象に対して口出しをすると、本人が反発して親子ゲンカに発展してしまうこと

もあります。「手取り足取り」については重要な案件に絞る、叱責というよりサポートをすると

いう意識を持つようにする、などのメリハリをつけていくほうが良いように思われます。また、

サポートをするためには、親御さんご自身の身体および精神の健康維持が基本となります。御

自身の体調にも気を使っていただいて、公的サービスや医療機関など親以外の支援者に徐々に

シフトしていくことも考えてください。  

 発達障害は生まれながらの脳の障害であり、その特性は基本的には持続すると考えられてい

ます。しかしながら、ちょっとした支援があれば十分社会に適応する可能性があることを我々

は感じています。外来受診の当初はひきこもり状態であった方が、困難を乗り越え、リクルー

トスーツで診察室に入ってくる姿には感動すら覚えます。たとえ障害の特性自体は持続してい

ても、自身に合った生活や職場の環境、自己肯定的な感情の育み、支援してくれる人との出会

いなどにより、社会に参加して活躍できることをこれまでに烏山病院に通院されている患者さ

ん自身が実証しているように思います。  

 

■ 東京都発達障害関連団体交流会に参加して■ 

6 月 14 日(木)、東京・大塚にある福祉財団ビルにて、東京都発達障害関連団体交流会が開催

されました。東京都は、面積は狭いものの、行政が区市町村で分かれていて、意外と横のつな

がりが薄いそうです。せっかく、たくさんの発達障害関連の団体があるので、お互いに情報を

共有できたらよいのではないか、という要望を受け、東京都自閉症協会が声をかけて年 1 回開

催されているものです。会の参加には特別な縛りなどはなく、とても緩やかなつながりです。

今年初めて、烏山東風の会も参加しました。  

参加団体は 20 団体ほど、団体の自己紹介で、会の半分の時間がかかりました。烏山東風の

会のような当事者の親の団体の他、当事者の団体や個人の当事者、学齢期の子どもを支援して

いる団体、烏山病院では私たちの大先輩であるあかね会が属している東京つくし会、行政側と

して世田谷区役所の福祉保健局の担当者も出席されていました。各団体はそれぞれの立場で熱

心に活動されていて、その様子を幅広く聞くことができ、励まされる思いがしました。  

また、東京都自閉症協会は東京都へ予算要望書を出す活動を行っており、会の後半はその対

話集会に向けての資料が配られ、広く意見を求められました。小さな団体が直接行政に物申す

ことは難しいですが、日頃困っていることや問題になっていることに対し、このような窓口が

あることは心強いことだと思いました。  

その中で話題になったことに、ペアレントメンターや 8050 問題がありました。  

ペアレントメンターについては、会報でも連載しましたが、やはりどの会も注目しているよ

うでした。三鷹市からは、独自のシステムで運営している団体が出席されていて、地域に密着

した活動についての紹介がありました。  
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8050 問題とは、介護や認知症の問題で、80 代の方がいる家庭に福祉が介入したら、実は 50

代の子の長年の引きこもりが発覚した、というような例に代表されるように、ひとつの家庭に

様々な支援が必要な状態で、複数の機関のネットワークが不可欠です。引きこもりの多くには

背景として発達障害が隠れているのではないかという指摘は、もはや新しいものではなくなっ

ていて、私たちにも大いに関係があるのではないでしょうか。  

このような、中身の濃い話し合いが活発に行われ、会の時間が短く感じられるほどでした。

各地にはいろいろな団体があり、それぞれ工夫して活動しています。会員の方々の中には、  

我が子の状態によって、烏山東風の会の他にも複数の会に所属している方も多いのではないか

と思います。筆者が暮らす川崎市でも、そういった会が緩やかにつながる連絡会が発足してい

ます。これからは、上部団体と下部団体といった縛りが強いものよりも、緩やかに情報交換で

きる場というものが注目されていくのかもしれないと思いました。  

                                 （Y. S）  

 

 

～ 世話人会 Ｑ and Ａ コーナ～  

お問合せ 東風の会 携帯 080-3009-1200 

 

Ans．以前、息子の診察に同行しているときは病院

の掲示板から情報を得たり、スタッフの方に声

をかけて頂いたりしていましたが、ある時期か

ら息子だけで病院へ行くようになり、時間の経

過とともに孤独で不安を感じるようになりま

した。私に世話人がやれるのか

自信はありませんでしたが思

い切って世話人会に参加させ

て頂きました。  

出席を重ねる内  皆様とも

打ち解け不安や孤独からも解

放され、本当に良かったと感じ

ています。  

■会費振込のお願い■ 

この会報誌は「烏山東風の会」に入会している方にお配りしています。10 月より下半期になり

ますので、下半期の会費をまだお支払いになっておられない方は、半年分３０００円を、以下

のいずれかの銀行口座にお振り込みいただくようお願い申し上げます。  

①三菱東京ＵＦＪ銀行 永福町支店  （普）０１０６５５０「烏山東風の会 会計 黒田邦夫」  

②ゆうちょ銀行 記号・番号：１００００－２９５７６５２１ 「烏山東風の会」  

＜ゆうちょ銀行同士の場合に、この記号・番号が使え、月１回に限り振込手数料はかかりません＞  

お問い合わせ：黒田邦夫 ０９０－４１７３－７６０４  

お久しぶりです！  

今日は世話人会に参

加して良かったと思

うことをお話しして

ください。 
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■「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～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

デイケア写真館 ―２０１８年 夏祭りー 

8 月 31 日にてデイケアで恒例の夏祭りが開催されました。 

猛暑続きでしたが、メンバーの皆さんも暑い中たくさん参加

してくださいました。色分け(かき氷のシロップ)チームに分か

れて、「海の生き物すごろく式お題ゲーム」では「○○の物マ

ネ」など笑いありで盛り上がり、その後にプロジェクトＫ＆デ

イケア向上委員会メンバー同士のコラボ作品のハンドメイド 

のゴージャスなお神輿が登場、そして生の太鼓ライブ付きで盆踊り大会

（東京音頭、炭坑節）。主催のプロＫメンバー達は赤いハッピを着て盛り

上げてくださいました。素敵な浴衣姿や仮装をして参加しているメンバー

もお祭り気分を盛り上げてくれました。 

その後のお茶会ではかき氷が振舞われ夏を満喫しながら談笑したり、表

彰式では涙あり。。。。主催のプロＫメンバー人数も少ない中、昼休みなど

に話合いをしたり、前日当日ギリギリまでイベントの準備をスタッフ 

と共に一生懸命に頑張っている姿を私も目にしていました。大変だ

ったと思います。プロＫ、向上委員会、スタッフの皆様、本当にお

疲れ様でした。 

2018 年の夏、最後の楽しい思い出の 1 ページになりました。 

10 月のスケジュール  

■世 話 人 会 10 月 6 日(土) 午後１時 30 分～午後 5 時 

10 月 20 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 10 月 18 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 

■しゃべり場  10 月 6 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 

11 月のスケジュール 

■世 話 人 会 11 月 10 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 11 月 15 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 
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