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１　メンタルヘルスとは

　精神的健康の回復・保持・増進を扱う専門領域

の総称です。主な対象は精神疾患で，うつ病，統

合失調症，拒食症，PTSD 等であり，最近は発達

障害的なものが同じくらいの比重を占めています。

　心身症，虐待を生む家族の病理等の社会適応と

か精神発達に関しての問題，あるいは性に関する

問題，文化や社会の人間関係に関する問題等，非

常に広範囲な問題がメンタルヘルスの対象となっ

ています。

　メンタルヘルスは決して対処療法的な問題解決

ではなく，子どもの教育と毎日の安定した学校生

活の基盤をじっくりつくっていくものです。

　学校の役割は，子どもの人格の育成を教科学習

等を通じて実現するものですが，それを可能にす

るためには，養護教諭を中心とした学校保健の取

組みにおいて，心身の健康問題を担任教諭や学校

医も含めた組織的な活動によって行っていくこと

が重要であると思います。現在は，状況に応じて

地域の専門機関や社会を含めた，連携した取組の

構図がようやく認識されてきたのではないかと思

います。

２　学校保健の動向と現状

　近年の最も大きな動きとして，中央教育審議

会答申を受けて 50 年ぶりに学校保健法が改正さ

れ，「学校保健安全法」になりました。その中で，

養護教諭の位置付けも，非常に明確に示されたと

思っています。

　ここに至る過程に 1 つのエビデンスとして採用

されたのが，日本学校保健会によるメンタルに特

化した調査「子どものメンタルヘルスの理解とそ

の対応」です（小・中・高　各 470 校を対象）。そ

の調査結果では，養護教諭がメンタルヘルスに関

する問題で支援した子どもの数は，小学校で 5,684

名，中・高では 10,000 名を超える数となっており，

医療機関並みのケースを抱えているということが

わかります。また，その対応時間は平成 13 年度の

調査と比べると明らかに増加しています。

　また，その問題の主な背景は，小・中・高を問

わずメンタル面が多く，今や保健室機能の中心は

メンタル面への対応というのが改めて確認されま

した。

　その中で，医療機関への受診を促しているのは

小学校で 54％，中・高では 60％以上となっており，

メンタルの問題のうち 2/3 は医療機関を受診した

方が良いと判断されています。受診先でみますと，

小学校の場合は小児科が多いのが現状ですが，中

学で 450 名，高校になると 1000 名を超す者が精

神科関係を受診しており，年齢・校種が上がるに

つれて大人型の精神医療の問題に移行しているこ

とがわかります。しかも絶対数が多く，それ以外

にも精神保健センターあるいは児童福祉センター

の精神科に受診という状況となっています。

　受診の理由は，不登校の問題や人間関係でメ

ンタルの問題が起こっているケースが高校生では

3000 名で，発達障害系とほぼわかっているケー

スは，小学校で 500 名，中・高では 1000 名を

超えているという状況で，この３つは互いに関係
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しているという見方が多くなっています。

　結局，メンタルの問題の守備範囲は非常に広い

ということを最初に確認しましたが，調査結果か

らも，非常に範囲が広く，どちらかというと本格

的な医療的問題が小学校段階からかなりの割合で

入ってきていることがわかりました。

　メンタルの問題について大きく 3 タイプに分

類しますと，１つは心理環境的な問題です。家庭

での愛着関係が影響しているというもの，適応障

害（心因性のうつ病）等があげられます。2 つ目

は脳機能の変調の問題です。統合失調症，気分障

害（うつ病と躁うつ病の両方を含む），てんかん等，

心理環境的な要因がなくても発病してしまう問題

です。3 つ目は，体の問題です。心と体の相互の

影響には強いものがあり，例えば小児喘息とかア

トピーといった基礎疾患があり，その症状が主に

メンタルの問題で変動するものが心身症です。

　このように，心理社会的要因から起こる問題だ

けではなく，医学的すなわち生物学的な要因から

起こる問題がかかわりあっているということがい

えます。

　ここで，不登校について見てみると，以前不登

校は「心理社会的要因で学校に行きづらくなるん

だろう」，「心のエネルギーが切れてしまったんだ

ろう」という見方をしていたために，登校刺激を

しない方が良い，した方が良いといった議論が行

われていました。しかし，実際に私たちがここ数

年間で数百例の子どもを診て，その問題の背景を

辿っていくと，アスペルガー障害やアスペルガー

よりも目立ちにくいタイプの特定不能の広汎性発

達障害であるにもかかわらず，診断されずにいた

ケースがありました。この障害をキャッチしてあ

げないとケアが始まらないというのが，８割以上

でした（不登校の 8 割ではなく，不登校で様々

な相談を受けたが解決の糸口が見えなかった者の

8 割）。そのほかは，軽度知的障害や学習障害な

どがありました。かつては，学校で体力や知的能

力についてしっかりと調べていましたが，近年は

あまり行われていません。個々の体力とか知的能

力について適切に把握して教育を行うことは，メ

ンタルヘルスにとっても，非常に大切なことだと

思います。

　このように，不登校の要因として医療的問題が

かなりの割合を占めているのに，そこを抜きに解

決しようとしても，出口の見えない袋小路になっ

てしまうことが多いということです。

　次に非行という問題です。これもメンタルヘル

スの問題という見方ができます。環境要因の影響

について，アメリカで使われていた生育環境にお

ける逆境項目頻度（家庭での虐待，親の薬物中毒，

親の精神疾患，ネグレクト等の 9 項目）を調査し

た結果，一般学生ではほとんどが明らかな不遇は

なかったと回答しているのに対し，少年院にいる

子どもでは，不遇はなかったと回答した者が４割

しかありませんでした。不遇な生育環境が重なっ

ている子どもたちほど，非行によって少年院へ

入っているということが明らかとなっています。

　もう１つ，発達障害の傾向について自己記入式

のアンケート調査を行いました。一般の小・中・

高校では，学習障害（ＬＤ）の特徴とか注意欠陥

多動性障害（ADHD）とかいうのが 10％前後で

ありました。それに対して，少年院では，LD 傾

向が 50 ～ 60％，ＡＤＨＤに関しては 80％とい

う数字がでました。これはアンケートなので確定

診断とは違いますが，一般学生に比べて数倍の割

合でいるということです。

　LD，ADHD と非行の間には何の因果関係もあ

りませんが，本来ならきめ細かいケアを受けるべ

き子どもが，反対に不遇な環境が重なることで，

非行に走りやすくなっていることがデータで示さ

れています。

　学校保健安全法が施行されて，第９条に養護教

諭だけでなく他の先生方も日常的に健康観察をす

ると明記したことは，非常に重要なことだと思い

ます。どんな専門家が月に１回学校に行くよりも，

毎日子どもの顔を見ている先生方が異変をキャッ

－ 10 － － 11 －



チすることが，最高の支えになるのです。

　また保護者に対して必要な助言を行うよう明記

したことは非常に大切です。改正少年法でも，こ

れが謳われており，法的根拠ができたことで，保

護者に対しても助言や指導を行うことができると

いうことになります。

　そして，もう一つ，第 10 条に地域の医療機関

等と連携を図ることが明記されたことも非常に重

要なことです。これは，担任の先生や学校が単独

で抱えて解決できる問題は限られているというこ

とであり，医療的問題を抱えている場合には，関

係者が適切に連携をしていくことが必要であると

いうことです。連携をすることで先生方の負担が

減るとともに，主治医の立場からも，治療を行っ

ていく上で大変助かります。

　充実した法改正が行われ，学校もこれに対応す

るよう変わらなければなりません。それに伴う私

たちの意識改革というものが必要になってくると

思います。

３　精神症状の基礎知識

　子どもを観察する視点として，単に落ち着きの

なさとかイライラといった心理面だけではなく，

精神症状を捉える目というものが現場の先生方に

求められてきました。もっと簡単に言いますと，

先生方にミニ児童精神科医としての活躍を期待さ

れているという部分があるのではないかと思いま

す。これは時々話を聞くだけ，これはスクールカ

ウンセラーの方にお願いする，これは学校医・医

療機関の方に紹介するといった，判断・見立てを

することをお願いしたいと思います。

　始めに確認しておきたいこととして，症状名と

疾患名を誤解している方がいます。うつ状態は症

状で，インフルエンザでもうつ状態になる人もい

れば，統合失調症でも自閉症でもなる人はいます。

　また，精神疾患というのは，ほとんどの場合睡

眠障害を並存しています。睡眠障害のない精神疾

患というのは極めてまれですし，体の症状を伴う

ことが多いのです。

　そして，最後に言いたいのは，精神科的に見

て非常に重い症状でも，家族の方が非常に軽く

受け止めていることがあります。子どもが暴れる

ことなく静かにしていると，症状が重いと思って

もらえないこともありますので，それはこちらが

キャッチすることが大切だと思います。

　次に，精神症状の代表的なのものをいくつか

ピックアップして，精神症状の大枠の中で緊急性

の高いもの，これは，命には別段問題ないという

ように，５段階に分けてみました。

精神症状論：さまざまなレベル（緊急性）

（１）意識障害レベル

（２）精神病レベル

（３）行動制御レベル

（４）心理・感情レベル

（５）高次認知レベル

（１）意識障害レベル

　　意識の障害というのは，覚醒（目覚めの度合

い）や，いつもと違って注意が行きわたらない，

あるいは，反応が鈍い等の様子で気付かれます。

重症度からすると，一番重いのは意識がないと

いう状態であり，すぐにわかります。次が錯乱

です。子どもにはあまり関係ありませんが，高

齢者が夜間譫妄状態になる，あるいは，てんか

んの大きな発作がおきて意識がなくなった後の

朦朧状態とかが中等度の重さです。しかし，そ

こまでには至らない軽い意識混濁というものが

あります。ここに気づけるかどうかが実際の現

場ではポイントになってくると思います。軽い

意識障害というのは存在していて，場合によっ

ては，うつ状態に移るようなこともあります。

（２）精神病レベル

　　これは精神医療の中心を長い間占めてきたも

ので，精神病レベルの症状が出るということは

統合失調症の可能性を示唆するものです。幻覚

は，もともと五感の感覚に関して実在しないも

のを感じてしまうというものです。実際声はし

ていないのに死ねという声が聞こえるとか，炎

に包まれた動物が迫ってくるので石を投げる等，
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特殊な感覚と言うのもが結構多く見られます。

　　妄想に関しては，自分は狙われているといっ

た被害妄想，自分はキリストの生まれ変わりだ

という等の誇大妄想，それ以外にも，自分はど

うしてもガンだと思い込んだりする心気妄想が

あります。

　　こういう症状が出たときは，早急に薬物療法

を開始しなくてはなりません。放置して面談だ

けでやっていくと，ますます症状が固定化した

り急性増悪という形で夜間に錯乱状態に陥った

りすることもあります。幻覚・妄想については，

どんなに軽く見えても早急な医療による対応を

要します。

　　もう一つ，２大精神病と呼ばれているもの

が躁うつ病ですが，単なるハイな状態とか上機

嫌が本当の症状ではなく，躁状態というのは２

～３日寝なくてもまったく平気なことがありま

す。また，うつも単なる落ち込み状態ではあり

ません。

　　幻覚妄想とか明らかな躁うつ病以外でも，精

神病レベルだと思うのが，被害関係念慮という

症状です。周囲でおきていることがすべて自分

に関係しているように思うのです。自分が教室

に入っていくと，パッとみんながうつむいてし

まうと感じる等，物事を悪く解釈してしまいま

す。不適応を起こした発達障害の子どもによく

この症状が表れますが，統合失調症の初期症状

であることも多くあります。

　　独り言・一人笑い・自己臭妄想，あるいは醜

形恐怖（自分が見苦しい）と思い込んでしまう。

これは，よく観察していくと，統合失調症を発

症してしまう子どもと，反対に思春期の危機の

ように乗り越えていく子どもとがいますが，要

注意の現象です。

　　こういう症状が出たときは，あまり軽く扱わ

ないほうがいいと思います。すぐに医療機関受

診とまでは行かないでも，様子を見て，プラス

αの症状が出てきたら医療機関の受診や学校医

の先生への相談を行うのが良いと思います。

（３）行動制御レベル

　　代表的な強迫は，自分でも不合理だとわかっ

ていても，どうしてもそれを行わずにはいられ

ないというものです。外から帰ってきたら手を

20 分くらい洗ってしまう不潔恐怖というのが

子どもには多く見られます。強迫観念は誰にで

もあることですが，それがひどくなり生活が回

らなくなった場合は強迫性障害という診断にな

り，薬物療法と行動療法を併用しなければなり

ません。

　　それ以外の行動制御の問題では，刺激依存，

アルコール依存が大きな問題です。アルコール

を辞められないで飲んでいるうちに，人格が少

しずつ変わってきて，結局は家族（配偶者や子）

に症状が出始めてくる場合が多くあります。子

どもの不安定な背景に，親の依存症があったと

いうものが多く，子どもがカウンセリングを受

けたとしても，背後に抱えている問題に気が付

かないとアクセスのしようがなく，アプローチ

しづらくなってしまいます。

　　また，毛を抜くのが癖になる抜毛症とか，円

形脱毛症になりがちな自傷行為も最近多く見ら

れます。昔はリストカットというと自殺未遂と

いう感覚がありましたが，今の子どもは安定剤

の代わりにリストカットをして落ち着くなど，

その位置付けが変わってきています。しかし，

それらの刺激行動を繰り返していく背景に，生

育環境の問題を抱えていることが多いです。
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（４）心理・感情レベル

　　どんな人も疾患を持っていようが持っていま

いが，ある状況へ追い詰められると，不安・緊

張・イライラ・焦燥感から，不眠がおこってき

ます。

（５）高次認知レベル

　　ある特定の科目だけが遅れてしまう（例え

ば，文字がうまく読めない・書けない・発音で

きない，数の概念がどうしてもわからない等），

努力をしているのにできない。学習障害という

言い方もしますが，やはり特別な支援が必要に

なってきます。

　　子どもを守るという観点から，症状の重いも

のから順番に疑っていくというのが大事だと思

います。早急な対応が必要なのが，精神病・幻

覚妄想であり，それ以外は，じっくり落ち着い

て治療をしていくことです。

４　広汎性発達障害（ＰＤＤ）について

　発達障害に位置付けられている中で，学校教育

だけではなく，心理学，教育学，少年司法精神医

学までが新たで重大な問題として取り組んでいる

のが，広汎性発達障害です。

　広汎性発達障害については，近年，現場のキャッ

チする力が高まってきていると同時に，混乱も生

じています。混乱の原因は，自閉症や典型的なア

スペルガーほど特徴がはっきりしていなくても，

広汎性発達障害の場合があるためです

　広汎性発達障害にはＡブロック・B ブロックと

２つの特徴があります。Ａは「対人相互的反応の

質的障害の傾向」であり，生徒同士のやりとり，

先生の指示などに対する反応性，共通の話題を持

てるかどうかなどです。B は「限定され反復する

行動や興味の常同的様式」であり，同じことばか

りに過度に没頭したり，反復したりする傾向です。

社会適応に苦労する根本はＡですが，B の特徴も

持っていれば広汎性発達障害と考えてよいと言え

ます。

　Ａ・Ｂに加えて，さらに言語発達にまで遅れが

出ている場合は自閉症という診断を当てはめ，逆

にＡ・Ｂだけで言語発達上問題なく，かつ知的障

害もない場合に，アスペルガーとするのが現在の

約束事です。

　症状の見落としをしないために，相違点もある

ことを認識しておくことは重要です。

　　　　　　　　　　　

　一番対人性が重い（自閉しやすい）のは自閉症

の子どもです。その次に重いのはアスペルガー，

アスペルガーよりもっと目立ちにくい（気付かれ

にくい）のが特定不能広汎性発達障害（PDD －

NOS）です。

　子ども達は特別支援学校や普通学校の普通学級，

特別支援学級でケアを受けていますが，アスペル

ガーの人よりももう少し自閉性が見えないような，

あるいは社交性が目立つような子どもで PDD －

NOS の人はたくさんいるのですが，障害に気付か

ずに教育で難渋していることがあります。

　例えば，好きなおもちゃで繰り返し遊んでいる

行為に対して厳しい指導をすると，パニックを起

こしたり先生をたたいたりする。その行為によっ

て先生の指導がさらに厳しくなる，といった悪循

環を招く状況があります。

　ＰＤＤであると分かっていれば，スムーズに誘

導できたり適切な教材を与えたりできることで，

子どもは伸びていきますが，ＰＰＤと気付かれず

にいる子どもはまだまだたくさんいます。きちん

と気付いてあげることが，メンタルヘルスにとっ

て非常に重要です。

　次にＰＤＤの児童生徒の臨床像について解説し

ます。
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PDD の児童生徒の臨床像

A-1　対人相互的反応の障害

A-2　強迫的傾向

B　　随伴特性

C　　早期併存障害

D　　精神科合併症

A-1）対人相互的反応の障害

　　他人に対して注意を向けて意思疎通を交し

合って行動することができず，相互調整がうま

くいかないために，いろんな支障が出てきます。

　　年齢・精神発達とともに表れ方も変化します。

　　乳児期に人の顔をあまり見ずに壁の模様ばか

りを見る様子が見られます。幼児期になるとよ

く人見知りをしますが，ＰＤＤの子どもは誰か

れ構わず懐いてしまうか，いつまでたってもお

母さんの後ろから出てこないとか，どちらかの

形で表れやすくなります。

　　小学校ぐらいになると集団で統率の取れた行

動を要求されますが，どうしていいかわからな

くなります。学級集団に慣れても，体育祭等の

練習でさらに集団が大きくなると，全く気が動

転してしまうか欠席してしまうこともあります。

　　思春期になってきますと，感情を理解したり

社会的関係を理解したりすることが必要となり

ますが，先輩や上司に敬語を使う事等が理解で

きません。また，異性に対するアクセスの仕方

が極端になったり，距離感がわかりにくくなっ

たりして，相手に対する配慮やプライバシー

が守れない状況が表れるなど，各年代において

様々な課題を抱えております。

A-2）強迫的傾向

　　決まったものや手順しか受け付けない，同じ

事を際限なく反復する，例外や変更があると混

乱するといったことがあります。

　　また，過度な几帳面さや規則を守ろうとする

行為からトラブルとなることもあります。本当

に生真面目な人が多く，過度な真面目さが逆に

対人関係を壊す要因となってしまったというこ

ともあります。

B) 随伴特性

　　診断基準にはないのですが，パニックを起こ

しやすい，感覚・知覚が過敏，自律神経系が不

安定な方が多く学校保健での配慮が必要です。

C）早期併存障害

　　子どもに多症状が見られた場合は障害の併

存を疑います。実際そのようなケースが多く

て，１つ発達障害があると，発達性協調運動障

害（はさみがうまく使えない，三輪車をうまく

こげない）など，別の発達障害が併存しているこ

とが多くあります。これは，不器用さとして自閉

症の特徴に挙げられるケースがありますが，実際

は自閉症の併存障害を起こした場合の特徴です。

　　それ以外には学習障害を併せ持っているケー

スやてんかんがあります。特に知的障害を伴う

場合は 60 ～ 70％以上の割合で何らかの発作

があり，成人まで長引くケースもあります。

　　その他，チック障害など多様な症状を持って

おり，ストレスがかかると症状が顕在化しやす

いので注意が必要です。

D）精神科合併症

　　もう少し年令が上がってからの合併症として

一番多いのが，被害関係念慮です。アスペルガー

の子どもがいじめを受けていると，だんだん他

の人が怖く見えてきて，少し妄想化してくるこ

とがあります。人が自分を睨みつけてくるとか

学校に行くなと脅しをかけてくるなどと言い出

すと，被害関係念慮ということになります。こ

れは，かなり早期から出るサインであり，注意

は必要です。

　　厚生労働省の班研究で社会全体が注目を受け

るような重大な少年事件について調査したとこ

ろ，報道では勉強の出来は良かった，不登校で

なかったということを報道するのですが，関係

者から話を聞くと，「壁に一人で頭をぶつけて

いた」とか「他の生徒が怖い」と言っていたと

いう，被害関係念慮がほぼ発生しています。

　　不登校ではない，勉強が出来ている，という
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のは別の尺度であって，自閉症やアスペルガー

の子どもはストレスがかかっていても，勉強や

クラブなど決められたことは決められたとおり

にやるために，一見タフに見えます。こういう

ところを聞き取り，あるいは感じ取って，どう

して他の生徒を怖がるのかという背景を探るこ

とは大事だと思います。

　　それ以外では，不適応になるとうつ状態が表

れることがありますし，児童期にも双極性障害

（躁うつ病）があることがわかってきました。

大人の躁うつ病とはずいぶん違った症状が表れ

ることがわかっています。

　　解離症状というのは多重人格化するタイプ

で，強迫性障害とは，手洗いが何時間もかかる

といったようなケースです。

　　また，自閉症・アスペルガーの特徴を背景に

拒食症や緘黙症になることもあります。その場

合，場面緘黙だけに診断が止まっていることが

ありますが，アスペルガーの人が拒食症になる

と，独特の思考回路で拒食症になる人が多く，

治療法も変わってきます。

　　最後に，幻覚妄想という統合失調症の症状が

2 ～ 3％ぐらいの方に出ます。特に極度に追い

詰められると，幻聴で止まらずに幻視が出現す

るケースもあります。これは薬があまり効きま

せんが，逆にＰＤＤにしっかりと気付き，環境

を落ち着けると，症状が消えていくことがあり

ます。

　　このように，特別支援教育というものは，か

なり本格的な医療的問題が絡んできます。医療

と教育とがしっかり連携することが，スムーズ

な治療につながり，学校も先の見えた指導がで

きるわけで，今後のメンタルヘルスへの対応と

して非常に大切なことだと思います。

５　これからのケア

　不登校を例として考えてみると，小・中学校に

多いケースとして，典型的なアスペルガーの子ど

もが，授業中や休み時間に友達とトラブルを起こ

し，時にはパニックを起こして学校から飛び出す。

それを繰り返していくうちに学校へ行きたくない

というケースが３・4 年前までは多くありました。

　ところが最近では，特定不能の広汎性発達障害

の子どもが，小中学校までは不適応を起こさずに

登校できたが，高校に入った途端に学校へ行かな

くなるというケースが増えてきました。高校でい

じめ等があるわけではないのですが，校区のあっ

た小・中学校ではお互いが良く知っていて，自然

に配慮があった状況から，まったく新しい環境，

知り合いもあまりいない状況となって，自分の居

場所がないと感じて不登校になってしまうケース

が多く見られます。

　しかし，一般の不登校生徒だと葛藤が強い人が

いるのですが，割と平気で，クラスの行事にパッ

と顔を出すといった様子が見られ，診断を受けて

みると特定不能の広汎性発達障害であったという

パターンが間々見られます。

　そのような時に，どんな介入・ケアをするかで

すが，従来のように本人のやる気・エネルギーの

戻るのを待つという方法もありますが，これを全

員にやってしまうと，不登校状態を不要に固定化

させてしまう可能性があります。さらに，学習の

遅れが出て，ますます学校に行きにくくなります。

　家庭教育ではできない学校での集団における教

育というのは非常に重要です。対人相互性の障害

を持っている子どもに対して，そこに対するアプ

ローチをしてあげて，次の進学先に適応できるよ

うに，やがては社会で暮らしていけるように準備

をしてあげることが大事です。

　その際，いわゆる心理社会的要因で不登校に
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なっている人と同じようなタイプのカウンセリン

グを行ってしまうと，子どもはピンと来ないし，

保護者にも家庭に落ち度があって不登校になって

しまったと不要な罪悪感を生む危険性があり，家

庭を暗くしてしまったり，腫れ物に触るようにし

てしまったりして，かえってマイナスなることが

あります。きちんとした診断・見立てができると，

保護者と担任等とが話し合って一番良い方法を考

えていくことができます。登校刺激が良いとか悪

いという問題ではないのです。

　最終目標として学校に来るというのではなく，

まずは来れるようにして，さらに学校という場を

生かした社会適応性あるいは対人相互性を身につ

けていくというのが本来の対応だと思います。

　医療的視点，発達障害の視点を持ち込むことで，

子どもに対するサポートの考え方が変わってくる

ということが大事だと思います。

最後に２例ほど挙げさせてもらいます。

《小学校　第 4 学年男子　普通学級》

○　診断：アスペルガー障害

○　当面の問題

　＞不登校への懸念，他の児童とのトラブル

○　家庭での様子

　＞特にトラブルはない

○　教室で過ごせるか

　＞授業には抵抗はない

○　トラブルにつながる状況は

　＞教員や友達とのミスコミュニケーション

【対応】

　大切なのは，診断の意味することを親と教諭が

共通理解し，かかわる際に本人の言動の意味を理

解することです。本人に誤解されないような言い

方や指示の出し方が大事だと思います。トラブル

解決に対する処方せんを書かなくても，目標設定

を正しくできれば，自然にトラブルは解決してい

きます。

　例えば，いつもと違うパターンの学校内での動

きがある時は，その動きの構図がわかるように事

前説明する，場合によっては絵に描いて説明する

とわかりやすいと言われています。また，学級が

騒がしく落ち着かないと発達障害の子どもは混乱

しますので，統率の取れた学級運営が，特別支援

教育を行う上で非常に大事だと思います。

　また，1 日に 5 分でもいいので，1 対１で話す

時間を持つと，ものの捉え方や気持ちが理解でき，

子どもにも安心感がでてきます。

　さらに，子どもが大人になる準備をしていく上

で，将来の生活を見据えて，無理強いしないよう

であれば各行事にきちっと参加させることが大切

です。参加することである種の達成感が生まれ，

次に同じような境遇に出合った時の自信につなが

ります。大きな意味があることですし，学校でし

かできない支援だと思います。

《中学校　第２学年男子　総合支援学校》

○　診断：ＡＤＨＤ，自閉症，精神遅滞 ( 軽度 )

　　双極性障害（躁うつ病）

○　当面の問題

　＞双極性障害の治療

○　家庭での様子

　＞暴言，暴力がある

○　学校での様子

　＞おとなしいが授業中ずっと座っているこ

　　とはできない

【対応】 

　もともと ADHD で軽度の知的障害があり，思

春期の不安定な時期に急性精神病状態になったと

最初に診断されたが，きちんとアセスメントする

と，実は愛着行動が強く，オオム返しもある自閉

症の子どもでした。もう一つの行動の荒れとは，

実は双極性障害でした。児童期発症型の躁うつ病

に起因しており，理由もないのに急に暴れたり，

じっとしたりします。

　この診断結果がわかってから躁うつ病の治療

を開始し，学校は自閉症の特性を踏まえた教育を

行っていくと，ＡＤＨＤの薬を止めても多動は悪

化しませんでした。むしろ，躁うつが落ち着くこ
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とで多動がおさまっていき，授業中に座っている

ことができるようになりました。

　学校に期待することは，自閉症の特性に留意し

た家庭及び学校での療育と気分症状へのケアです。

再発の兆しがあったら，医療的にコントロールし

ていくことで，かなり安定した対応ができます。

　やはり医療的問題の存在に気がつくということ

が，非常に重要であると思います。

　これからのケアの基本的な考え方は，目前の問

題をどうするかばかりではなく，メンタルヘルス

の視点で子どもを安定させ，成長させることを重

視していくことです。

　障害に気が付かないと，良かれと思って行った

ことが，障害特性に逆行してしまうことにもなり

かねません。

　また，発達障害と診断されたからといって安心

せずに，併存障害や新たな合併障害への配慮を行

い，正確な見立てをすることが必要です。

　同時に，子どもが安心感・安全感をもてるとい

うことはすべての基本になるため，「いつでも保

健室に行けば大丈夫だ」「先生は話を聞いてくれ

る」といった環境をつくることです。このことが

できていないと，他の取組の効果が薄れます。

　最後は，目の前の問題だけではなく，長期的な

発達の視点をもつことです。やはり主治医の先生

を一人つくられて，何歳になっても一つの情報は

保たれているということが非常に大事だと思いま

す。

※学校保健法の改正を受けまして，文部科学省の

　委員会が組織され，冊子「教職員のための子ど

　もの健康観察の方法と問題への対応」ができま

　した。ホームページから無料でダウンロードで

　きます。この冊子は，最先端でやっておられる

　児童精神科の方が加わり，事例が３１あります。

　てんかん，アスペルガー障害，摂食障害，背景

　に何があったかを含めてピックアップしました。

　ぜひ手元においていただけたらと思います。
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