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｢発達障害｣について

＜参照＞
政府広報オンライン ｢発達障害って、なんだろう ｣

発達障害は、脳機能の発達が関係する障害です。コミュニケーションや対人関係が苦手で、その行
動や態度から｢自分勝手｣｢変わった人｣と誤解されたり、敬遠されることも少なくありません。
ここでは主な発達障害と、基本的なポイントについて紹介します。

主な障害の特性
【自閉症スペクトラム (自閉症･広汎性発達障害･アスペルガー症候群 ) 】
＜自閉症＞

＜アスペルガー症候群＞

・言葉の発達の遅れ

・基本的に、言葉の発達の遅れはない

・コミュニケーションの障害

・コミュニケーションの障害

知的な遅れを

・対人関係や社会性の障害

・対人関係や社会性の障害

伴うことも

・パターン化した行動、こだわり

・パターン化した行動、興味や関心の偏り

あります

・言語発達に比べて不器用

【学習障害 LD】

【注意欠陥多動性障害 AD/HD】

｢ 読む ｣ ｢ 書く｣ ｢ 計算する｣ などの能力が、

・不注意 (集中できない )

全体的な知的発達に比べて極端に苦手

・多動や多弁 (じっとしていられない )
・衝動的に行動する (考えるよりも先に動く)

※この他、トゥレット症候群や吃音なども含まれます。

気になる行動・反応に気づく
＜人との関わり方＞

＜感覚＞

・一人遊びが多い、一方的でやりとりしにくい

・騒がしい音に敏感で耳を塞ぐ、雷や大きな音が苦手

・おとなしすぎる、常に受動的

・揺れている所を極端に怖がる、狭い所を好む

＜コミュニケーション＞

＜運動＞

・話上手で難しいことを知っているが、一方的に話

・極端に不器用、絵やひらがなを書く時に筆圧が弱い

すことが多い
・話を聞かなければならない場面で話を聞いていな
い、離席が多い

＜イマジネーション･ 想像性＞
・相手にとって失礼なことや、相手が傷つくことを
言ってしまう
・急な予定変更時に不安や混乱した様子が見られる

＜注意･ 集中＞
・一つの事に没頭すると、話しかけても聞いていない
・毎日の事でも支度や片付けができず、忘れ物が多い

・運動の調整が苦手で乱暴に思われてしまう

＜学習＞
・話が流ちょうで、頭の回転の速さに
比べて作業が極端に遅い
・難しい漢字を読む事ができる一方で、
簡単なひらがなが書けない

＜情緒・感情＞
・些細な事でも注意されるとカッとなりやすい、思い
通りにならないとパニックになる
・一度感情が高まると、なかなか興奮が治まらない

接する時の配慮
＜できた事を褒める･ できない事を叱らない＞
他の人が簡単にできる事でも、上手くできない事が
あります。できない事や失敗した事を責めたり叱っ

＜安心できる環境を整える＞

たりすると、｢ 自分はダメだ ｣ と落ち込んでしまった

人込み ･ 大きな音 ･ 光などの刺激が苦手な人がいま

り、他人や社会のせいにして批判的 ･攻撃的･反社会

す。そのような刺激による不快感を大きくしない

的行動傾向が強まってしまったりしてしまいます。

よう、安心できる環境を作ってあげましょう。

注意をする場合は、努力している点や上手くいって

＜善悪やルールをハッキリと教える＞

いる点を褒めた上で、どのようにすればもっと良く

暗黙の了解や社会のルールが分からないことがあ

なるかを肯定的 ･ 具体的に伝えましょう。

ります。いけない事や迷惑なことはハッキリ教え

＜視覚的な情報を提示して説明する＞

ましょう。注意したり叱ったりするだけではどう

言葉で言われるよりも、目で見て分かる情報の方が

したら良いのか分からないので、具体的にどうす

理解しやすいと言われています。その人が理解して

れば良いかを伝えましょう。

いる言葉を使い、写真や絵などを添えて説明してあ

＜温かく見守る＞

げると理解しやすくなります。

騒いだりパニックを起こしたりしている時に、い

＜説明や指示は短い文で、順を追って具体的に＞

ら立つ場面があるかもしれません。しかし、中に

あいまいな表現を理解することが苦手です。言葉で

は少しの時間待つ事で、早く混乱から抜け出せる

説明する時は、短い文で一つずつ順を追って具体的

事もあります。周囲の人にこうした知識がある事

にするよう配慮すると、話を理解しやすくなります。

で、本人も周囲の人も楽になれます。

相談・支援
早めに障害に気付くことで、社会に適応する能力を身につけ、様々な能力を

伸ばしていくことができます。気になることがある時は下記の機関などで、
情報収集･ 相談 ･ 支援などを受けることができます。
＜発達障害者支援センター＞
・福岡市発達障がい者支援センター ｢ゆうゆうセンター｣
・福岡県発達障がい者 (児)支援センター (福岡地域) ｢Life ｣

＜発達障害情報･ 支援センター＞
http://www.rehab.go.jp/ddis

発達障害は｢脳のタイプの違い｣

など

＜発達障害教育推進センター＞
http://icedd_new.nise.go.jp

精神保健指定医

前場 珠子 医師

｢ 発達障害 ｣ と聞くと、ネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実は ｢ 良い ･ 悪い ｣ で

判断される特性ではなく、｢ 脳のタイプの違い ｣ によって生じる違いであり、右利き ･ 左利きの違いの
ようなものです。脳のタイプを知らずに努力だけで乗り切ろうとすると、様々な困難が生じてしまい
ます。そのため私の外来では、患者さんと共にそれぞれの脳のタイプに合わせた工夫を探しながら、
無理の無い生活が送れるようにお手伝いをしていきたいと考えています。

松の植樹祭
当院の周辺にある奈多松原で、松の植樹祭が 2 / 23 に
開催されました。好天に恵まれ、地域の方や行政の
方など約 350 名が参加され、当院からは、職員とそ
の家族23名が参加しました。

今回は約 1,000 本の苗が植えられました。長年の植
樹により、松林は少しずつ昔の姿を取り戻していて、
植樹祭は今回で最後になるそうです。少し寂しい気
もしますが、喜ばしいことです。当院は今後も、様
々な形で地域に貢献していければと考えています。

診療報酬が改定されました
診療報酬の改定が行われ、4 / 1より新しい診療報酬
に基づいて、医療費の請求を行っています。そのた
め、これまでの支払額と若干異なる場合があります。

受診される患者さんやご家族の方々にはご迷惑をお
かけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。

日記な
後記
作業療法課
長瀬 妙子

最近はコロナウィルスのニュースばかり流れる日々が
続いていますね。学校や諸施設の閉鎖、マスクや消毒
液の不足など、社会に大きな影響を与えています。個
人的には、好きなアーティストのライブが中止や延期
になり、楽しみが徐々に遠のいていきます。
楽しみにしていた事がなくなると、精神的にも暗く
なってしまいがちですが、そんな生活の中から楽しみ
を見つけることが出来ればいいなと思います。
私は最近、姪っ子の写真や動画を見て癒しをもらって

います。この騒動が落ち着いて、早く一緒に遊びにい
けるようになりたいです。いつでも見られるように、
姪っ子の写真を携帯電話の待ち受け画面にしているの
で、見たい人はいつでも声をかけてください。

｢かけはし ｣に関するご意見やご感想などを、
メール・Facebook・職員・右記 QR にお願いいたします。

連携医療機関の紹介

心のクリニック 新しい風

Vol.13

山本 和範 院長

＜診療科＞
心療内科・精神科
＜診療時間＞
火～ 金曜
9:30 ∼ 13:00 15:00 ∼ 19:00
土曜

9:30 ∼ 13:00 15:00 ∼ 18:00
月･日･祝日

休診

＜アクセス･リンク＞
福岡市中央区天神4ｰ4ｰ26

092 ｰ674 ｰ2211
http://atarashiikaze.com/

クリニック HP

院長ブログ

山本院長より
心のクリニック 新しい風は、平成19年10月に開院しました。閉

何のために生まれてきたのか

塞した人の心や社会状況に対して、新しい風を吹き込みたいと

何のために生きているのか

いう願いを持って ｢新しい風｣と命名しました。

それは

これまでの体験を活かして、少しでも精神的な苦しみの中にあ

そして味わい尽くすため

る人の同伴者になれればと思っています。私が治療するという

逆境

障害

困難

よりは、お話を傾聴しつつ、患者さん自身で自分の現状や問題

不安

迷い

後悔

点に気付いていくという感じが望ましいと考えています。また、

苦痛

かなしみ

私の気持ちの一部を、右記の詩で提示します。

重圧

絶望

希望

郷愁

確信

よろこび

出会い

関わり

背負い

孤独

感動

｢時｣に包み抱かれるこれら一切によって
人は人となってゆく
この一瞬一瞬が私たちを彫刻する
魂よ

装いせよ

その無限の連打によって
内なる唯一の観音を彫り続けるために
出典 ｢千年の風｣ 高橋 佳子 著：三法出版

雁の巣病院には常日頃より大変お世話になっており、心より感
謝しています。当院はクリニックなので入院施設が無く、外来
業務が中心です。しかし患者さんの中には、ひどい不調に悩ま
され、一時的な入院加療を必要とされる方もいます。雁の巣病
院は施設も綺麗で、スタッフも揃っています。加えて、24 時間
体制で患者さんの対応が出来るスーパー救急というシステムが
あり、いつも非常に助けられています。背景に常にいて、支え
てくれている存在かな …と、とにかく感謝しています。

納得のいく医療
患者・家族の皆様、そして私たちが
納得のいく医療の実践に努めます
精神科・心療内科
内科・リハビリテーション科・歯科
293 床（ 精神病床 264 床 , 一般病床 29 床 ）
〒 811 - 0206
福岡県福岡市東区雁の巣1丁目 26 番 1 号
TEL 092 - 606 - 2861

FAX 092 - 607 -2211
http : // www. gannosu . org

関連施設

診療時間
平日

9:00 ～ 17:00

土曜日

9:00 ～ 12:00

日・祝祭日

休診

医療法人優なぎ会

訪問看護ステーションがんのす
〒 811 - 0206 福岡市東区雁の巣 1 丁目 26 番 1 号
TEL : 092 - 609 - 9119
医療法人優なぎ会

外来受診は予約制となっております。

もりもと病院

ただし、急患の際はこの限りではございません。

〒 847 - 0056 佐賀県唐津市坊主町 441
TEL : 0955 - 72 - 5176

24 時間 365日、ソーシャルワーカーがご相談を
お受けします。まずはお電話にてご相談ください。

医療法人共和会

小倉リハビリテーション病院
〒 803 - 0861 北九州市小倉北区篠崎 1 丁目 5 - 1
TEL : 093 - 588 - 0668

面会時間

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム

9:00 ～ 19:00

アクセス
【車でお見えになる方】
・高速道路利用
九州自動車道 古賀インターから約20 分
・都市高速道路利用
福岡都市高速道路･香椎浜ランプから約10 分
【西鉄バスをご利用の方】
系統：21 A番, 21 番, 210 番, 220 番
バス停｢雁の巣｣ 下車 徒歩 約2 分
【JR九州をご利用の方】
香椎線(鹿児島本線 香椎駅で乗り換え)
雁ノ巣駅 下車 徒歩 約 5 分
※ 時刻･料金などのお問い合わせ
西鉄テレホンセンター
092 - 733 - 3333
JR香椎駅
092 - 681 - 7186

こくらの郷

〒 803 - 0275 北九州市小倉南区高野 4 - 12 - 11
TEL : 093 - 453 - 1100

