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■烏山東風の会総会議案書への集計結果■

例年６月に行われていた烏山東風の会総会に代わるものとして、７月末に総会議案書を郵

送しましたが、その返信が 90 通（138 通送付）ありました。提案された議案への採否は

1. 同意する 72 通、 2. 同意しない 0 通、 3. 会長に一任する 18 通

上記結果より、会長一任も含め今回の議案書について提案通り承認されたことを報告いたし

ます。

コメント欄には、コロナ禍の中で多くの方々から会報を心待ちしているとの言葉がありま

した。世話人会でも大変力づけられております。ありがとうございます。（10 月号で詳報）

その他、相談はどうしたらいいかとのご質問がありました。東風の会では電話による相談

を受け付けておりますのでご活用ください（080-3009-1200）。また、当事者支援の資源化を

図ったらとのご意見もありました。今後とも新たな視点でのご意見は活動の中で検討してい

きたいと思います。世話人会は開かれた会ですので、皆様の自由な参加を心待ちにしており

ます。

■烏山東風の会新会長挨拶■

下斗米 敬

新型コロナ（COVID-19）が発生してから約１年半経過しました。現在コロナの変異型が

猛威を振るってきています。皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回、規約に則り役員改選が行われ、５代目の会長として就任した「下斗米敬（シモトマ

イタカシ）」と申します。今まではホームページの作成や講演会の企画等の広報を担当してお

りました。今後２年間皆様のご協力を頂きながら努めていきたいと思います。

東風の会は、平成 11年の準備会発足から数えると早いもので 10 年たちました。この間、

発達障害の社会的認知も広まってきたかなと思いますが、個々の皆様の生活では毎日当事者

とどのように対応したらいいかと悩んでいることは変わらないと思います。そのために当家

族会としても、病院との連携を図りつつ会員相互間の情報を共有化することで少しでも皆様

が過ごしやすい情報を提供できればと思っております。

このコロナ禍の終息がまだ見えていませんので、講演会/女子会/相談会等の東風の会として

の正常な活動に戻るにはもう暫く時間がかかると思います。皆様コロナには充分注意をされ

皆様と再びお会いできることを期待してやみません。

今後とも宜しくお願いいたします。
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■ 発達障害の最新知見（MRI 画像研究の現状）■

昭和大学発達障害医療研究所准教授 太田晴久

●ASD 特性をもたらす主要な仮説●

発達障害は生まれつきの脳の障害といわれています。発達障害の脳については、世界中で

活発に研究され、特に 2000 年代初頭から自閉スペクトラム症（以下、ASD）の脳画像研究

が本格的にはじまりました。ASD の特性をもたらす要因として様々な仮説があります。

初期には ASD の「顔表情認知の障害」が注目されました。ASD では他人の顔、表情を見分

けることが苦手で、社会性の障害を構成する要因と考えられています。人の顔を見分ける脳

の部位として、紡錘状回（側頭葉の下部）というところが中心的な役割を果たしていること

が知られています。ASD を対象とした研究で、その紡錘状回等の異常を示す結果が複数報告

され、ASD の原因の一つとして注目されました。

また、「こころの理論」に関わる脳活動が調べられました。心の理論とは、他者が心を持つ

存在だと認識し、その心の状態の推測から他者の行動を理解する能力のことです。心の理論

は脳の内側前頭前野（前頭葉の内側）などの部位が関係していると考えられていて、ASD で

もその脳部位の問題が複数報告されています。

近年では、ASD と「ミラーニューロン・システム」との関係が注目を集めています。動物

実験において、自分で物をつまむときに活動する脳の部位が、他者が物をつまむのを見るだ

けで活動することが報告されました。この神経細胞の働きは、「模倣」と関係していることが

想定され、ミラーニューロンと名付けられました。ASD の人たちは模倣が苦手で、他者の動

作・行動の理解や社会性の学習に困難があります。このことから、ASD の人たちの脳ではミ

ラーニューロンの機能が障害されているのではないかと推測されるようになり、関連する部

位の異常が報告されています。

これらの主要な仮説に基づく研究に加えて、発達障害医療研究所では様々な側面から、ASD
特性をもたらす要因について研究しています。最近、客員教授である橋本龍一郎先生が、興

味深い研究成果を報告しています。ASD では「自分のことがわからない」という特徴があり

ます。これは、自身を客観視できない、つまり他者視点がわからないことと関係しています。

性格・特性を表す形容詞(例えば「親切な」)を提示し、この形容詞が自分にどれくらい良く

あてはまるかを自分で判断させるという課題を、自己視点（例：私は私のことを…と思って

いる）と他者視点（例：母親は私のことを…と思っている）に分けておこない、それぞれの

脳活動を検討しました。その結果、脳正中部構造やミラーニューロン・システムなどの機能

的繋がりの異常が、ASD における他者視点取得の困難さと関係している可能性が見出されま

した。

●安静時の脳活動、機能的連結●

近年では、上記のような仮説に基づかない、「安静時」の脳活動についての研究が盛んに行

われるようになっています。安静時であっても脳は活動しています。そして、その安静時の

脳活動における脳部位間の繋がり（機能的連結）の異常は、ASD 特性と関係している可能性

が高いです。ただ、ASD では安静時の脳の機能的連結が弱いとする報告や、逆に機能的連結

が強すぎるといった報告があり、詳細については未だ結論がでていません。おそらく機能的

連結が強い、弱いといった単純なものではなく、ある部位間では強く、ある部位間では弱い

というような、より複雑な形で問題が存在していると考えられます。

●AI により ASD と定型発達を脳活動から判別●

そのため機械学習という人工知能（AI）と関係する計算を用いた手法で、ASD と定型発達

を判別する脳機能の特徴（バイオマーカー）を抽出することが試みられています。ATR（国
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際電気通信基礎技術研究所）、東京大学、発達障害医療研究所では、高機能の成人 ASD 74 名、

定型発達 107 名の安静時の脳活動について MRI を用いて測定しました。それを、機械学習

アルゴリズムを用いて判別器を作成したところ、精度 85%の ASD 判別器を得たことを報告

しています。さらに、米国の多施設で収集された ASD 安静時 fMRI（※１）のデータセット

(ABIDE)（※２）に対し、日本国内で作成された判別器を適用したところ、75%の高精度な判

別成績を維持していました。この結果を踏まえ、発達障害医療研究所では、訓練により ASD
に関係した脳活動を修正する MRI 研究（ニューロフィードバック）を開始しています。 MRI
を診断だけでなく、ASD の治療にも活用しようとする試みです。

※１ fMRI ： 機能的核磁気共鳴画像

※２ ABIDE : 自閉症スペクトラム障害（ASD）患者と対照群から得られた機能的および構造的脳イメージング

データのデータベース

●臨床応用を目指して…ASD の診断方法の問題●

画像技術の進展により、ASD の脳機能ネットワークの臨床応用が近づいてきているのは事

実です。しかし、なかなかゴール（臨床応用）にたどり着きません。その理由はなんでしょ

うか？ASD を診断する方法に根本的な問題があります。ASD に限らず、精神疾患、発達障害

の診断は、主観的な体験や行動観察をもとになされます。しかし、その背景にある、「脳」の

問題は多種多様なのです。つまり、ASD は似通った行動特性を示すカテゴリーではあります

が、脳の観点からみると、一つの原因で説明するのがそもそも困難なのです。ASD はいくつ

かの脳障害の集合体とも言い換えられます。そこで、研究分野においては、診断カテゴリー

にとらわれず、症状ベースで原因を追求するべきではないかとの考えも出ています。

●ASD と ADHD に共通する脳の問題●

発達障害においては、ASD と ADHD は異なる障害とされています。しかしながら、両障

害の特性を併せ持つ人も珍しくありません。現状の診断分類の妥当性についても、脳の構造

や機能の観点から検証していくことが求められています。ASD と ADHD に共通してみられ

る代表的な症状として、感覚過敏を中心とする感覚の異常が挙げられます。ASD では診断基

準にも含まれていますが、ADHD でも同様に存在し、当事者に大きな苦痛をもたらします。

それでは ASD と ADHD でみられる感覚異常の原因は両障害で異なるのでしょうか？

我々は成人の ASD（105 名）、ADHD（55 名）および定型発達者（58 名）に対して、MRI
を用いて脳白質神経線維の走行を測定しました。脳白質には脳の部位間を繋ぐ役割があり、

発達障害の特性をもたらす要因として注目されています。結果、ASD と ADHD では脳白質

神経線維走行が障害されている部位が共通している（脳梁）ことが明らかとなりました。更

に、それらの部位（脳梁）における脳白質神経線維走行の障害の程度と感覚異常の重症度と

の関係性は ASD と ADHD で類似していることが示されました。これらのことは、ASD と

ADHD は脳白質神経線維走行に関して共通した脳梁における問題を抱えており、感覚異常の

原因も類似している可能性を表しています。感覚異常をはじめとする発達障害特性の原因に

ついて、少なくとも脳内結合の観点からは、診断カテゴリーにとらわれずに究明していくこ

とを示したものです。

● 御礼 ●

発達障害医療研究所では、脳画像、TMS（※３）、デイケアプログラム、アンケート調査な

ど発達障害に関する研究を様々おこなっています。また、研究所は共同研究拠点として文部

科学省より認可されており、他施設に所属している研究者も参画しています。これらの研究

は当事者およびご家族のご協力がなくては成立しません。これまで研究にご参加いただいた

方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

※３ TMS ： 経頭蓋磁気刺激
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「烏山東風の会」では、新型コロナ対策対応の為、充分な活動が出来ていません。

世話人会の見学・参加、ご意見等は下記にご連絡ください

●携帯電話 080-3009-1200
●メールアドレス kochinokai@au.com

各種、お問い合わせ、ご相談もお受けしております。

「烏山東風の会」ホームページでも、情報を発信しています。

●「烏山東風の会」ホームページアドレス https://www.kochinokai.com/

■ 「烏山東風の会」今後のスケジュール ■

■ 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」

なお、ご自身の会費納入実績、そのほか会費にかかわるお問い合わせなどありましたら、

以下にご連絡ください。：黒田邦夫 ０９０－４１７３－７６０4

デイケア写真館

夏祭りイベント

9 月に入り、朝夕に涼しさを感じられる日が増えてきたように思います。

ワクチンの予防接種が進み、世間では様々なイベントが感染対策のもと開催され始めている

中、デイケアでは 8 月 16 日に向上委員会主催の夏祭りイベントが開催されました。

夏祭りイベントでは、東京音頭や東京五輪音頭を和太鼓を囲んで踊ったり、豪華景品を懸け

てビンゴ大会やじゃんけん大会を行ったりしました。提灯の飾りつけや浴衣で参加してくれ

たメンバーのおかげで、イベントは本物さながらの夏祭りとなりました。

中でも東京音頭と東京五輪音頭はメンバーだけでなく、振り付けを練習してきたスタッフさ

んも一緒に踊ったので、短い間ではありましたが物凄く一体感のある盆踊りになったと思い

ます。

これから肌寒い季節となりますが、皆様お体にお気を付けください。(H ・ H)
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