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ここから学ぶ！

みんなで「一緒に」子育てをするという考え方。



バスケ好きの中学１年生

――バスケットボールが好きな男の子と聞いて

いました。バスケットボールのどんなところが

好きですか？
Sくん  これを話し出したら止まらないですよ。
刈谷のシーホース三河というチームが好きで、
特に桜木ジェイアールという選手が好きでたま
りません。ど

・

は
・

ま
・

り
・

しています。

――好きになったのはいつ頃からですか？
Sくん  小学校４年生の時に学校から無料招待券
をもらったのがきっかけです。たまたまその試
合を見に行ったら、はまってしまって。とくに
得点が入る瞬間が好きですね。
　桜木ジェイアール選手の体を使った、ゴリゴ
リに押して行きながらのシュートがしびれま
す。ファンサービスでも、１人ひとりにすごく
優しく接しているところにも惹かれています。
ホームの試合の日には、よく観戦して、アウェ
イの時でも電車を使って見に行っています。
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障がいがあってもみんなと同じような生活をしてほしい。

友達と一緒に学び、遊んでほしい。

障がいを理由に諦めないでほしい。

とりあえずチャレンジ。

ダメなら違う方法で。

あなたなりの人生を楽しんでほしい。

巻頭INTERVIEW

利 用 者：中学 1年生男児
疾 患 名：脳性まひ
家族構成：両親と弟と4人暮らし
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 特集｜発達障害①障害像を理解する

図2 　広汎性発達障害と自閉スペクトラム症

また、DSM-5では、「ディメンショナル」
という新たな概念が導入されている。こ
の考え方は精神医学分野で広まってきた
考え方で、「ディメンショナル」を日本
語に直訳すると「次元的」となる。ある
特徴（症状）をひとつの次元と捉え、そ
の特徴がどの程度かを評価することであ
る。たとえば、○○に関してはこの程度、
△△に関してはこの程度、□□に関して
はこの程度、と評価を行う（図1）。こ
のような評価を行うことにより、１人ひ
とりの発達の凸凹がより正確に把握でき
るようになる3）。 

なお、DSMの英語版の「disorder」と
いう単語は、これまでは「障害」と訳さ
れていたが、「障害」という訳語が強い
ショックを与える場合があるため、「症」

（複数形は症群）と訳することになった。
ただし、従来の訳語を禁止すると混乱が
生じるため、現時点では ｢症｣「障害」
のいずれを使用してもよいことになって
いる。なお、本稿では「症」を使用する。

⑵自閉スペクトラム症 （ASD） 
自閉スペクトラム症（Autism Spectrum 

Disorder：ASD）は従来の広汎性発達障
害に相当する診断分類である。

ただし、これまで設けられていた下位
分類（自閉性障害、アスペルガー障害、
レット障害、小児期崩壊性障害、特定不
能 の 広 汎 性 発 達 障 害 ） が 廃 止 さ れ、
ASDというひとつの分類になっている

（図２）。自閉的な特徴が、重症例から軽

○○に関しては、
どの程度か？

□□に関しては、
どの程度か？

△△に関しては、
どの程度か？

多軸で評価を行うことで、疾患の多様性を捉えることができる
図1 　ディメンショナル評価のイメージ図 

①自閉性障害
②アスペルガー障害
③レット障害
④小児期崩壊性障害
⑤特定不能の広汎性発達障害

自閉スペクトラム症

広汎性発達障害

定型発達

⑤

社会的コミュニケーション症？

④③

②

①

DSM-Ⅳの広汎性発達障害 DSM-5の自閉スペクトラム症

軽い

重い

3鷲見　聡：診断分類の
変遷．発達障害の謎を
解く．東京：日本評論
社；2015．p.114-126.
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若きセラピストへ
　あなたは「これまで障害児に対して漫然と行
われてきた受動的な機能訓練は、効果が認めら
れなかった」というシステマティックレビュー
が2013年に発表された1）のを知っているだろう
か？　世界中の医師やセラピストが衝撃を受
け、障害児に対するセラピーを根本から見つめ
なおす必要性に迫られている。
　そんななか、私は重症児施設のい

・

ち
・

小児科医
として、目の前のこどもたち、親御さん、介護
者にこれまで教えてもらったことを伝えたいと
思う。「目の前のこどもにとっての答え」にた
どり着くためには、こどものそばにいるすべて
の支援者が知恵を絞り合い、迷い、試行錯誤し
なければならないことを学んだ。そしてその過
程を経ることによってのみ、そのこどもを取り
囲む皆が「納得し、満足できる地点」にたどり
着けることを知った。今回のこの連載では、食

事支援をきっかけにして、見つけることができ
たこどもたちと家族の笑顔を伝えていきたい2）。

たった今からできる
最も大切なこと

　若いセラピストが今すぐできることは何だろ
う。それは目の前のこどもがその一口を苦痛な
く楽しく食べられることを願うこと。これは今
すぐにできることであり、こどもや家族は、そ
のことを一緒に願ってくれる存在を何よりも待
ち望んでいるのだ。
　楽しむことのできる一口からすべては始ま
る。苦しみながら頑張るだけの一口からは、じ
つは何も始まらない。
　私たちが手をつなぎ合い、こどもと家族と共
に喜び合える存在になれることを願う。

こどもの食事を知る

こどもにとっての食事の意義
　そこには食事を目の前にして、目をキラキラ
と輝かせ期待に満ちたこどもがいる。たとえ拒
食がある子であっても、家族や友達が楽しそう
に食事をする様子をチラっと見ており、心の中
に挑戦したい気持ちを持っている。この子たち
は成長していく存在であり、食事を楽しむ権利
を持っている。それを実現できるのかは、じつ
は私たちのかかわり方にかかっているのだ。
　そもそもこの子にとって、食事はどんな意味
を持つのだろう。そしてわが子を優しいまなざ
しで見つめる家族にとって、この子の食事はど

連載
伸びる力を信じる

～全3回～
こどもの

社会福祉法人 小羊学園 つばさ静岡
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①出会いと想い
　若者の創業支援プログラムの１つとして、今
から10年前に開始された「東海若手起業塾」※

があります。私は当初よりメンターとして９年
間関わらせていただき、３年前（2015年度）の
起業塾へエントリーしてきた生

なる

川
かわ

さんと出会い

ました。生川さんは絵本作家として活動しなが
ら「児童虐待防止」に関心をよせて、自ら小さ
な絵本を制作しています。その絵本を見せて頂
いた時、やわらかな色使いと優しいタッチで虐
待場面を描いてはいない絵本でしたが、なぜか
「嗚呼、子どもが一番しんどくてつらい場面だ」
とズンと感じたのを覚えています。
　また、30年前に日本で最初に24時間365日の
在宅福祉サービスを実践してきた経緯の中で、
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ＮＰＯ法人ケア・センターやわらぎ
社会福祉法人にんじんの会

石川はるえ

虐待よぼう推進事業
虐待のリスクは子育てに関わるすべての人にある

文字のない絵本を通じた
虐待防止の
一歩手前から

絵本「あそぼ　あっぷっぷ」

80 小児リハビリテーション｜2018.06｜vol.01｜

「児童虐待予防絵本」の誕生
石川はるえ


