
帝京大学教職大学院年報　創刊：043−052 平成22年（2010年）10月

−　43　−

「平成21年度　教育と医療の連携フォーラム～子どもを見つめて～」報告
　

藤 井 靖 史
帝京大学教職大学院（帝京大学医学部小児科）

１．フォーラムの概要

帝京大学教職大学院主催の「教育と医療の連携
フォーラム～子どもを見つめて」が、「発達障害児
─医師の目・親の目・教師の目─」をテーマに、平
成22年２月27日に板橋キャンパスの臨床大講堂にて
開催されました。開催当日は、肌寒い雨にも関わら
ず、東京都や神奈川県の近隣のみならず、山形県や
福島県、香川県など遠方からも参加して頂き、参加
者は250名を超えました。

フォーラムは冲永佳史学長の挨拶から始まりまし
た。冒頭で、今回のフォーラムを後援して頂けた東
京都教育委員会、神奈川県教育委員会、板橋区教育
委員会に対して謝意が述べられました。教育現場の
問題を解決するのに学問的知見が求められる時代に
あって、帝京大学教職大学院は、医学部を併設する
大学の特徴を踏まえて、医学的な見方にも理解のあ
る教員を育てることを使命と捉えていることが示さ
れました。そして、今回のフォーラムが学内での教
育と医療の連携に留まらず、学校現場での教育と医
療の連携において重要なツールになることを望まれ
ている旨について話されました。続いて教職大学院
教授である岡田守弘氏の司会で、パネルディスカッ
ションが進行しました。まず教職大学院と医学部小
児科を兼務する藤井が基調講演「発達障害の理解の
ために」を行いました。続いて、多摩市立東愛宕中
学校主幹教諭で帝京大学教職大学院生の中谷愛氏よ
り、発達障害児の保護者、教師、医師を対象とした
アンケートによる意識調査・実態調査の報告が行わ
れました。続いてパネリスト３名に、それぞれの立
場からお話をして頂きました。まず初めに、新宿区
立四谷小学校主幹教諭で同じく帝京大学教職大学院
生の高山直也氏が学校現場における取り組みについ

て実践例を通して発表されました。次に、IJの会の
野坂久美子氏からは、お子様の成長・発達過程の中
での親としての苦悩や、親だから気づく子どもの困
り感についてお話を頂きました。そして最後に、東
京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課統括
指導主事の山中ともえ氏から、特別支援教育に関す
る教育行政の取り組みを分かりやすく解説して頂き
ました。休憩時間に参加者にアンケートを実施し、
パネリストへの質問や意見を収集致しました。そし
て後半は、指定発言として、板橋区教育委員会統括
指導主事の菊地俊一氏から、板橋区の特別支援教育
の現状についてお話を頂きました。引き続き、教職
大学院教授で特別支援教育の専門家である吉田昌義
氏からは、教育と医療の連携に関連する課題とし
て、個人情報保護と障害の告知という２点が提示さ
れました。そして、休憩時間に収集した参加者から
の質問や意見と指定発言で示された課題に関して、
パネリストが各々の立場から発言する形態で討論が
進行しました。最後に教職大学院研究科長の市川博
氏が挨拶を行い、発達障害のある子どもの支援に関
わる全ての人たちが、それぞれの立場での子どもの
見方を理解し補完し合うことの大切さと、垣根を越
えて行動する勇気の大切さを改めて強調し、閉会と
なりました。

前述の発表内容のポイントとそれに対する参加者
の意見、そして将来に向けた展望を順次述べてみた
いと思います。

２．講演と発表内容

２-１．基調講演

まず私の基調講演では、発達障害の子どもの診療
が増えている状況を説明した後に、広汎性発達障害
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の特徴と診断について説明をしました。そして、主
治医として学校を訪問し、授業中の子どもの様子を
観察することで気づくことと、保護者と教師と三者
面談をすることで得られる情報について経験を踏ま
えてお話しました。子どもが授業を楽しんでいる
か？気が削がれるような環境ではないか？先生との
関係はどうか？友人との関係はどうか？などは実際
に現場を見て判断できることでもあります。三者会
談では、教師の指導の意図を直接聞くことが出来ま
す。保護者同席の場でそのような教育方針や先生の
意見を聞くことで、診察室での診療のみでは得られ
ない貴重な情報が得られます。それらは、また診療
現場での保護者へのアドバイスに還元されていきま
す。事例として、宿題の量が多くて母子ともに苦労
しているときに、宿題を忘れずにやってくることで
子ども自身の自信と、クラスメートからの信頼を得
ている事実を担当教師から伝えられ、子どもに対す
る見方において異なる視点があることを理解した経
験をお話しました。

２-２．調査報告

次に、調査報告についてです。アンケートには、
保護者31名、教師556名、医師12名の総数599名から
回答を頂きました。まず教育現場と医療現場の連携
については、三者とも７～８割が連携すべきと回答
しています。そのなかで教師は、可能ならば連携す
べきと答えている比率がやや高く、教育現場は医療
現場に連携を求めることの難しさを実感しているの
かも知れません。

それぞれの立場の現状についてです。まず医師に
ついてです。医師で実際に学校に出向いた経験は３
名25％に留まりました。学校に対しては、文書で、
もしくは来院して子どもの学校での様子を知らせて
欲しいという希望が高かったです。しかしながら、
教師も忙しく、また指定の時間に来院することの難
しさを考えれば、なかなか現実的な解決法とは言え
ません。そして学校現場への懸念としては、十分に
連携が取れていないと、診断名ばかりが独り歩きを
してしまうことが挙げられています。学校への要望
として、子どもへの対応について、もう少し個に応

じたものを期待するという意見が出されています
が、医師が学校の対応の全体像をもう少し知る必要
があるのではないかとも感じます。その意味では、
フォーラムに参加した医師から、学校での対応を知
ることが出来て良かったという感想を頂けたこと
は、フォーラム開催の意義にもつながるものと嬉し
く思いました。

次に、保護者へのアンケート結果からです。回答
された全ての保護者が医師の話を全て、または一部
を学校に伝えていました。しかしながら、医師の話
を十分理解していると答えた方は30％弱でした。
ディスカッションの中でも指摘されていましたが、
この事実は、医師も教師も知っておくべきことだと
思います。これは保護者の責任ではなく、教育と医
療の連携の架け橋的な役割を担っている保護者の苦
悩と捉えるべきではないでしょうか。また、医師に
対しては、相談したいときに診察の予約が取れない
などのことから重要なことは相談できないという意
見がありました。これは、医師個人の問題というよ
りも医療体制の課題ととらえたいところです。さら
に医師に対しては、教師への啓蒙活動を期待する声
があがっておりました。次に教師に対しての要望と
意見です。とても良く子どもを理解してくれて必要
な支援をしてくれるという意見から、子どもの障害
の特性を分かってもらえないという意見まで様々な
ものが寄せられました。特別支援教育が施行されて
間もないため、学校現場では、担任の技量や管理職
者の力量に負うところが多い現状が垣間見えます。
また、保護者が学校に求めることは、学習環境を整
えること、進路指導をきめ細かく行うことや、友人
関係に目配りすることなどが挙げられています。保
護者の学校に対する期待の大きさが表れていると思
います。

教師へのアンケートは、通常の学級の担任、養護
教諭、特別支援コーディネーター、管理職に分けて
行われました。通常の学級の担任に対して行われた
アンケートからは、担任教諭は、発達障害の子ども
の学習指導と、交友関係の確立について悩んでいる
ことが分かりました。担任教諭としては、発達障害
の子どもが安心して学校生活を送るためには、授業
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の改善が最も大切であると考えているようです。保
護者に対する悩みは約半数にみられています。内容
で最多なのは、保護者が特別支援を必要としていな
い、というものでした。保護者が認めていない、
従って診療も受けていない、しかし、学校としては
特別支援が必要と考えている子どもたちが少なから
ず存在します。今回は、そのような子どもと家族の
実態は明らかにされていませんが、保護者の子ども
を見る目と、教師の子どもを見る目が異なるからで
しょうか。そのような子どもの支援を考えることは
大切ですが、その前に何故そのような子どもがいる
のか、立場の異なる大人の視点の違いに目を向ける
必要があるように思います。学級の担任の75％は、
何らかの形で医師との連携を取っていますが、その
半分以上は、保護者や子どもを通じて医師の話を聞
くというものでした。先の保護者に対するアンケー
トでもありましたように、必ずしも保護者は医師の
話の全てを理解しているわけではありません。保護
者の話をもとに理解を深めようとする教師の苦しい
状況が想像されます。しかし、医師との連携を通じ
て子どもの理解が深まったという意見は多数寄せら
れており、この点からも、如何に効率よく教師と医
師の連携をとっていくかが重要な課題であると認識
されます。次に養護教諭についてです。医師との連
携の比率は、ある意味当然のことながら、学級担任
を超えるものではありませんでした。養護教諭の意
見の中に、直接教員が医師に連絡を取っていない場
合、学校での子どもの様子や本人の困り感と、保護
者の理解がずれている場合があり、その結果として
医師のアドバイスを生かすことができないというも
のがありました。現実として、医師も教師も保護者
を介して其々の話を聞くことが多くなるのは、止む
を得ません。しかし、その中で、立場の違いによる
見方の違いを意識する必要が改めて思い起こされま
す。そして次は、特別支援コーディネーターに対す
るアンケート結果です。学校においては、特別支援
コーディネーターが特別支援教育の中核的役割を果
たすことが求められています。担任を受け持たない
養護教諭が特別支援コーディネーターを兼ねている
場合を多く見受けます。そして特別支援コーディ

ネーターは、担任よりも発達障害に対する造詣が深
く、担任をサポートすることが求められます。その
活動として、校内委員会を年間に５回以上開催して
いると回答した教員が60%、また保護者に子どもを
医療機関に受診することを勧めたことがあると回答
した教員が50％でした。最後に校長等の管理職者に
対するアンケート結果です。管理職者の90％弱が、
発達障害児への特別支援教育の研修を受けていると
回答されました。多くの管理職者が、スクールカウ
ンセラーや、心の相談員、臨床心理士を目指す大学
院生、補助員を確保するなどして校内体制を整える
努力をしている状況も明らかにされました。

このような保護者、教師、医師の三者に対して行
われたアンケートから、その三者に共通する思い
と、意識の違いが明らかになりました。教師が子ど
もと関わる上で最も大切なことは、三者ともが子ど
もの理解と回答しています。相互に異なることとし
ては、発達障害児の子どもに関して気になることは
何かという質問に対する回答があげられます。すな
わち、保護者は人間関係が上手く築けないことをあ
げているのに対して、教師は学習面での困難さとい
う回答でした。また、医師に一番に求めることは、
保護者と教師ともに、学校と家庭における生活に対
するアドバイスでした。発達障害に関わる医師に
は、診断や投薬だけでなく、そうしたアドバイスを
的確に行うことが求められています。学校生活の現
状を理解せずに、正しく学校生活のアドバイスをす
ることは出来ません。そのためにも、三者の連携が
不可欠であることは言うまでもありません。

２-３．教育現場から「医師　保護者とつながる　

～実際の事例から見えてくること～」

新宿区立四谷小学校主幹教諭の高山直也氏が、教
育現場から医師との連携において成功した例と失敗
した例をあげて、医師との連携の取り方について提
言しました。成功例では、教師が子どもをよく理解
し行動を観察できることが、子どもが服用した薬剤
の効果を正しく判定することにつながり、そのこと
から、教師と保護者、医師との間で子どもに対する
共通理解に結びついたというものです。一方で失敗
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例として挙げられたのは、教師が子どもの理解が不
十分な状況で、子どもの学習面の困難さや集団行動
上の課題などへの対応策を医師に求めることに終始
したために、子どもの理解がおろそかになり、結果
的に保護者からの不信感を募ってしまったというも
のでした。まとめとして、教師と医師との間で保護
者を板挟みにしないことが重要で、自然な形で三者
の連携ができることが望ましいことを強調された高
山氏の発言に共感する方は多かったのではないかと
思います。

２-４．保護者の立場から「発達障害の子どもの親

として」

つぎにIJの会の野坂久美子氏の発表です。発達障
害のある子どもの保護者としての苦悩と努力を赤
裸々にお話しして頂きました。病院を受診してか
ら、お子様の診断がされるまでの苦悩の時間は、診
断の難しさという側面の他に、医師の役割について
考えさせられました。医師がよく使う「様子を見ま
しょう」という言葉の曖昧さは、保護者の不安を募
らせるだけであることを、医師は真摯に受け止める
必要があります。お子様が学校のトイレに行かれな
かったときに、初めは先生が、その後はクラスメー
トが一緒に行ってくれることで少しずつ慣れていっ
たことや、先生がトイレのドアを本人が好きな色に
塗ってくれたことは、子どもの立場に立たなければ
出来ない支援の実例であると思います。一方で、教
師やクラスメートの何気ない一言に翻弄されてしま
うことで、母子ともに必要以上の苦労を重ねたこと
は、おそらくお話しされた何倍もの事実があったの
ではないかと思われます。「自分で考えろ」は、自
分を拒絶する言葉として捉えてしまい、自分の言葉
で上手に説明できない状況で受ける叱責は、ますま
す焦りを生んでパニックに落ちいってしまう、その
ようなことは、相手にとっては「そんなつもりはな
い」ことなのかも知れなません。しかし、その状況
を、本人が理解し納得できるまでに、母子が費やし
た時間と労力は、本来は全ての人が共有すべきもの
と思われます。何気ない一言を発したクラスメート
の保護者に理解と協力を求めた野坂氏の勇気で、解

決された事例も話されました。自慢でも憤懣でもな
く、必要なことをしただけというように話された姿
に重要なメッセージが含まれていたように思いまし
た。保護者と教師の連携を深めるためには、普段か
ら教師と連絡を取り合っておくことの重要性につい
ても述べられました。連絡帳は活用するけれども、
細かいニュアンスが伝わらないことがあるために、
なるべく直接会って話をつくることを心がけたと話
されました。忙しい教師に対して無理して時間を作
ることを強要せずに、いつでも時間のある時に短い
時間でも会話をすることを求めたという気遣いが、
教師との間での信頼関係の構築に重要であったと言
われましたが、自己主張の一辺倒ではいけないこと
はどの立場の人にも当てはまる「連携」のキーワー
ドであると思いました。

お子様の困り感、母親として子を思う気持ちの清
らかさと強さ、ご家族のたゆまぬ努力が参加者全て
の方々の心を打ったことと思われます。それは、
フォーラム終了後に回収した参加者へのアンケート
に、野坂氏への感謝の声がたくさん寄せられていた
ことからも明らかです。本当に貴重なお話をお聞き
することが出来、深く感謝申し上げます。

２-５．教育行政から「教育と医療の連携」

東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課
の山中ともえ氏からは、教育行政の立場から発表し
て頂きました。特別支援教育についての法制度が
整ったのが平成19年であり、現在急速に教育制度そ
のものが整いつつある現況が示されました。まず、
子どもの支援を生涯に亘って行うための「個別の支
援計画」と学校での指導をより細部に亘って実施す
るための「個別指導計画」について説明がなされま
した。「個別の支援計画」は、就学・進級・進学を
通じて引き継がれるものですが、平成20年東京都の
学校単位での作成は47％に留まっており、引き続き
その作成を奨励しているとのことです。この「個別
の支援計画」では、医療・療育・福祉などの関係機
関との支援会議の実施を含めた連携が謳われていま
す。他方、「個別指導計画」の作成については、小
学校中学校の学習指導要領の総則に初めて明記さ
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れ、教員が学習指導要領を根拠として作成するもの
です。しかし、まだ校種間連携などに課題があるこ
とが指摘されました。次に東京都主導による教育の
専門性の向上に関する様々な研修が実施されている
ことを示されました。そうした研修を通じて、通常
の学級担任の基礎的な発達障害の理解は一通りの成
果が上がっていると認識されていることが述べられ
ました。現在、研修の焦点は、学級の中でどのよう
な指導の工夫が出来るかという実践的なことに移っ
てきているとのことです。また高等学校での状況に
ついても説明され、全ての都立高校に特別支援コー
ディネーターの設置が義務付けられた段階とのこと
です。続いて、今年度の研究開発のテーマ「通級学
級における自立活動の指導の在り方」「特別支援学
級におけるキャリア教育の在り方」「自閉症教育の
推進」について説明されました。そして最後に資源
の活動について言及されました。その中では、「特
別支援教育における特別支援学校のセンター的機
能」、「地域の関連機関との連携」、市区町村レベル
に設置する専門家チームなどの「専門家の活用」、
教員ではない人が通常の学級での支援を行う「支援
員等の活用」の重要性について説明されました。こ
うした東京都教育庁の姿勢と活動について一つずつ
丁寧に解説して頂けたために、特別支援教育制度の
確立が包括的に考えられていることを理解すること
ができました。

２-６．指定発言と総合ディスカッション

まず指定発言として、板橋区教育委員会統括指導
主事の菊地俊一氏から、研修会として板橋区独自の
特別支援コーディネーターに対する研修会を実施し
ていることなど板橋区の特別支援教育の実践につい
てご説明を頂きました。特別支援学級を併設してい
る学校において、通常の学級の担任に支援級での授
業を見学してもらうことなどを行っているが、通常
学級の担任に対する特別支援教育の実践のトレーニ
ングをする場が少ないことが課題であると述べられ
ました。さらに、帝京大学教職大学院教授で特別支
援教育の専門家である吉田昌義氏からは、医師には

「学校医に対する発達障害に関する研修の有無」、学

校現場には「就学や進級、進学に伴う児童生徒の情
報を伝達するときの問題点」、そして行政に対して
は「行政の中での所謂縦割りではなく関連機関を連
携した部署や活動の有無」について、質疑が出され
ました。さらには、共通の課題として、機関を超え
た連携における個人情報の守秘義務をどのように捉
えるかについてと、障害の告知について質問されま
した。参加者からパネリストへの質問としては、「医
師が学校を訪問することで校長と話すことで得られ
ることは何か？」「医師による家庭訪問の意義は？」

「地域との連携についてどのように考えているか？」
「保護者が気づいていない、もしくは必要性を認め
ない特別支援が必要と思われる子どもへの対応をど
うするか」「実際に互いに多忙な教師と医師とが連
携をとることが可能なのか、あるいはどのようにす
べきなのか」といった内容が出されました。以下に
其々の論点に関して討論の内容を述べることにしま
す。

まずは、校医に関する課題についてです。実際に
校医の研修で発達障害が取り上げられることはあり
ますが、校医の発達障害に対する問題意識の温度差
は個人個人で大いに異なっているように思われま
す。この点に関しては、参加者（教員）の中から、
校医に発達障害に関する校内研修を依頼することで
校医自身が勉強をし、課題意識が高まった経験が披
露されました。

就学や進級、進学時の子どもの状況の伝達に関し
ては、高山氏からは、学校現場としては保護者との
懇談を基に慎重に時間をかけて行うことを心がけて
いることが示されました。保護者の立場で、野坂氏
も、学年が替わり担任が替わる度にわが子の成長発
達過程を繰り返し話さなければならないことの苦痛
を述べられています。しかし一方では保護者には、
新しい担任に対して、情報に囚われ過ぎずに新鮮な
眼で子どもを見てほしいという希望があるようにも
思います。正しい情報であれば、あって困ることは
なく、その使用方法が問題なのだと思います。そう
した子どもの支援を円滑に引き継ぐ目的で作成され
る個別支援計画が、形式的で義務的なものでならな
いように、より現実的に子ども支援に役立てるよう
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なものにするためにさらなる改変が必要なことも指
摘されました。さらには施設間での情報の共有に
は、個人情報の守秘義務の問題が関わってきます。
本人や保護者にとって施設間の連携は有益であるこ
とは確かですが、情報を誰が管理するのかというこ
とも含めて、今後も考えていかなければならない課
題と思われます。このことに関連して、教育委員会
が主導で行える幼小の連携、例えば東京都が作成し
た就学支援シートの活用が、公立の幼稚園から公立
の小学校への連携に限られるということがありま
す。すなわち現況では保育園や私立の幼稚園から小
学校への情報提供の道筋を行政主体でつくることが
難しいということです。しかし、本来は、保育園や
私立幼稚園も含めた幼小連携が望まれることは問わ
れるまでもありません。参加者からは、市区町村長
が保育園や私立幼稚園に直接出向いて、公立幼稚園
と同じように就学支援シートを用いることを要請す
ることで、高い成果をあげている状況も報告されて
おり、そのような地道な活動から制度化されること
への希望が見えました。

障害の告知に関する問題について、野坂氏はご自
身の経験を話されました。お子様から自分のことに
ついて尋ねられた時、その時が話すタイミングと考
えて母からお話をされたということです。そうした
ピンポイントのタイミングで対応するというのは、
家庭でしか出来ないことかも知れません。多くの医
師に意見を聞きたいところではありますが、私自身
は、私が本人に対して初めて障害について話すとい
うことはほとんど経験していません。就学後に保護
者と子どもが病院を受診される際に、「本人がいる
と気にするから」という保護者の心配に応えるため
に、保護者とのみ話し合いをすることがあります。
しかし、その時が、話をするタイミングなのかもし
れません。クラスメートに障害をどのように伝える
かということも含めて、告知についても、保護者と
医師、教師とで連携し合うことが必要な課題と思わ
れます。

吉田氏の質疑「行政の中での所謂縦割りではなく
関連機関を連携した部署や活動の有無」に対する山
中氏の答弁では、東京都の場合は、教育庁と福祉促

進局、産業労働局との連合会議が行われていて就学
前から就労後までのライフスパンでの対応を協議し
ているという現況の説明がありました。また数年前
から指定地域において施行しているモデル事業で
も、「他部署との連携を持って」特別支援教育を実
施する旨の文言が入っているけれども、一般市区町
村レベルでのそうした連合を勧めるような指導的な
ことは行っていないとのことでした。発達障害児・
者に対する教育と医療の連携は、学校と病院という
現場レベルだけではなく厚生労働省と文部科学省な
ど関連省庁レベル、行政レベルでの連携が求められ
ると思います。

通常の学級の担任教諭が特別支援教育を実践で学
ぶ機会が足りないことに関しては、通級教室を併設
している学校では、通常の学級の担任教諭にも通級
教室での授業を担当できるように取り組んでいる学
校の事例について参加者からの報告がありました。
特別支援教育については、特別支援学校にセンター
的な役割が与えられていて、通常の学級への支援も
任務に含まれていますが、実際に現場で教員の技能
を向上させる仕組みの充実も求められているように
感じます。

他に、参加者から問われた質問に対するパネリス
トの返答についてです。まず、主治医が学校長との
面談で得られることですが、私自身の経験でお話を
しますと、校長から担任と同様に、時には担任以上
に当該児童生徒のことを詳しくお話頂けると、学校
体制として特別支援教育がなされていることを強く
感じて安心できることがあげられます。特別支援教
育は、現在は学校担任の知識と経験、そして意欲に
多くの部分を依存していると思います。その中で、
管理者の理解と援助が担任を支えていると実感しま
すし、翻って子どもの支援に重要な影響をもたらす
ものであると考えるからです。これは担任教員の負
担を認識する保護者の方からのご意見にも同じよう
なものがありました。次に、医師による家庭訪問の
是非についてですが、私自身に経験はありません
が、これも意味のあることと考えます。教師による
家庭訪問と同じ目的があるように思いますが、近
年、教師による学校訪問にもプライバシーの保護な
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どから様相が変化しているという話も聞きます。請
われて、医師が家庭訪問をすることは可能でしょう
が、制度としてというのは難しいと思います。次に、
地域との連携についてですが、発達障害は所謂治癒
が期待されるものではありません。従って、東京都
の取り組みにもあるように、就学前から卒業後、就
労と自立を目指してライフスパンでの取り組みが必
要です。その意味で、地域での理解や支援が重要と
考えます。発達障害の子どもを支える組織として、
医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理
士、ケースワーカーや教育関係者の他に保護者、地
域支援に関わるNPO関係者などから構成される地
域密着型の発達センターが創られることを望みたい
と思います。
「保護者が気づいていない、もしくは必要性を認

めない特別支援が必要と思われる子どもへの対応を
どうするか」というテーマも大きな課題と考えられ
ます。クラスの中にいる発達障害と思われる、もし
くは特別支援を必要とすると思われる子どもの中
で、病院を受診していない子どもがいることは学校
関係者からよく聞きます。そして今回の調査でも、
養護教諭へのアンケートの中で「医師の診断までに
行けない親子は、その間、関係機関も含め悩み苦し
み、周りとの関係もイメージもマイナス評価となり
がちである（医療との連携に至るまでが難しい）」
という意見が出されました。高山氏からは、医師を
含めた巡回チームの派遣を教育委員会に依頼し、そ
の見立てを校長から保護者に説明をしてもらい、十
分な話し合いの後に医療機関との連携を確立した事
例が提示されました。保護者の方針なり、尊重され
る部分はあると思いますが、保護者が子どもの学校
生活や困り感に気づいていないこともあると思いま
す。また、発達障害に対する誤った理解があるのか
も知れません。その場合に、損をするのは子ども自
身ということになるのではないでしょうか。恐ら
く、学校・教師と家庭・保護者との間の信頼感、教
育現場と医療現場との間の信頼感の確立が保護者の
心を動かす原動力になるのではないかと考えます。
この状況で、一つヒントになることとして、野坂氏
が、病院を受診する際に保育士が同席されたことで

安心できたこと心強かったことを述べられたことが
挙げられるように思います。こうしたことがどんな
状況でも可能かと言えば、これもまた確かではあり
ませんが、学校で気づかれる発達障害の子どもの医
療機関受診に対する一形態なのかも知れません。

最後に、上に述べた課題とも直接関係があります
が、「学校と病院」「教師と医師」の連携をどのよう
に築いていくかという問題です。教師も医師も多忙
であることは、保護者の方々も含めて皆が共有して
いる実感です。フォーラムには、東京都心身障害児
総合医療療育センターの外来療育部の医師である米
山明氏が参加されました。そこで、この課題につい
て米山氏から発達障害外来診療の実際と保健医療制
度についてご説明頂きました。病院での外来勤務状
況は大変に忙しく、予約診療でありながら、夕方７
時頃まで診療することがしばしばであるというのが
現実です。従って、電話による相談を受ける時間的
な余裕はありません。また、発達障害の診療は、患
者さん一人当たりにかかる診療時間は、30分から１
時間です。多くの患者さんを診療できないため、保
健医療制度では、30分程度の診療に対して5000円く
らいのカウンセリング料が請求できることになって
います。これ以外には、医師が学校に出向いて学校
の相談に応じる場合に療育支援事業費というのが使
われるのですが予算は十分ではありません。このよ
うな状況では、医師の立場としては、教員に保護者
とともに来院してもらうことを期待するのは止むを
得ないと言えると思います。このことは、病院に勤
務する医師であれば全て同じ状況と考えられます。
私自身は、主治医が学校での子どもの生活を確認す
ることの大切さを実感しているのですが、これは現
状では特別な立場にある医師にしか容易ではありま
せん。行政に大きな視点の転換がなければ、主治医
が学校に赴くことが容易にはならないと考えます。
しかし、米山氏も述べられていましたが、まずは、
保護者と教師、医師が直接顔を合わせて相談できる
ことが何より大切なのではないかと考えます。先に
高山氏が述べた、教育委員会に対して専門家チーム
の派遣を要請し子どもの見立てを行い、保護者と協
議を重ねた結果、病院受診につながったという事例
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の中でも、誰が最初に行動を起こすかが問題なので
はなく、誰かが行動を起こすことが重要であるとい
う主張を改めて思い起こす必要があると思います。

３．まとめに代えて

ところで、改めて今回のテーマ「発達障害児─医
師の目・親の目・教師の目」についてですが、研究
科長の挨拶にもありましたように、「発達障害の子
どもの見かたは、子どもに関わる全ての人々のそれ
ぞれの立場に応じて異なることをまずは自覚する必
要がある。違いがあって当たり前、相手の立場を知
らなければその見方も分からない」ことを確認する
ことから始めよう、という意図で設定しました。し
かしながら、ディスカッションの方向性は、保護者

（家庭）と教師（教育）、医師（医療）の連携をどの
ようにすすめるかという点に一足飛びに発展してし
まったようにも感じました。そのような観点から改
めて発表と討論を見直してみますと、当然ながら医
師は病気に関する知識はありますが、一人ひとりの
子どもの生活が見えにくいことを意識する必要があ
り、教師は診断名で子どもをみるのではなく、一人
ひとりの子どもの特性を見極める必要があると思い
ます。時には教師の見立てが医師による診断を変え
ることがあるのが発達障害であることも理解して頂
きたいと思います。また、保護者を代表されてご発
表頂いた野坂氏のお話からは、保護者こそが子ども
の成長過程を最も身近で見て、最も支援ができる存
在であるということを改めて気づかされました。子
どもが感覚的に好きなこと、嫌いなことなどは特殊
な状況においては気づかれにくいことがあります。
どれだけ保護者の気づきに耳を傾けることができる
か、これは医師や教師に求められることではないで
しょうか。一方で、学校現場は、集団生活の場であ
り、そこでの子どもの生活に関わっているのは教師
です。従って、集団生活の中で示される子どもの何
気ない仕草に気づくのは教師であり、その意見には
医師も保護者も傾聴する必要があると思いました。
それぞれの立場での子どもの見方について、実例を
もっと取り上げながらもう少し深めたいという希望

はありますが、貴重な報告や活発な意見交換を通じ
て、今回のフォーラムがその第一歩になったという
実感を得ることができました。

４．お礼と反省と、そして次回へ

多くの参加者に感謝申し上げますとともに、発達
障害に関する社会的関心の高さに、改めてこのよう
なフォーラムを開催した意義を考えさせられまし
た。フォーラム終了後に回収されたアンケートは
120名分に及びました。多くは、大学としてこのよ
うな課題に取り組む姿勢を示したことへの好意的な
ご意見でした。それぞれのパネリストが概念的な話
に終始せずに、事例を交えて話をして頂けたため
に、有益であったとの感想も頂きました。また調査
報告は非常に膨大な内容となりましたが、保護者、
教師、医師のそれぞれの立場での子どもの見方や課
題が提示されたことで、相互理解に非常に役にたっ
たと評価して頂けました。さらには、教育委員会の
代表者が参加されたことの意義や重要性についても
ご意見を頂きました。しかしながら、全体としては、
内容が多岐にわたり、掘り下げた討論までには至ら
なかったことを指摘される意見も少なからず頂いて
います。次回開催の際には、もう少し内容を絞って
深いディスカッションが出来るように心がけたいと
思います。また、発達障害の子ども自身の声が聞か
れなかったことが残念であったとの感想も頂きまし
た。重要なご指摘と思います。次回以降に子どもの
生の声を取り上げることも検討したいと思います。
また今後、テーマとして取り上げて欲しいこととし
ては、広汎性発達障害以外の発達障害の解説、薬物
療法の実際、Social Skill TrainingやParent Training
の実際、診断に関する課題、心理士の役割、就学前
の発達障害児に対する支援、幼小連携、学級におけ
る障害児の支援、授業の工夫、学校における支援体
制つくり、小中連携、重症児に対する支援、自立と
就労支援など、様々なご意見を頂きました。次回開
催にあたっては、これらのご意見を参考にテーマを
設定したいと考えております。さらに、アンケート
にお答え頂いた方の中で、次回開催時に案内送付を
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希望されるという方は、90名を数えました。フォー
ラムは、企画する我々大学人と参加して下さる方々
の共同作業で成り立ちます。次回以降も参加して頂
けた方に取りまして有益な内容になることを目指
し、ますます多くの方々と意見交流が出来る場にし
ていきたいと考えています。

今回のフォーラムは教職大学院の教員と学生が一
体となって企画運営を行いました。しかしながら大
学内外の多くの方々のご協力なしではこのような形
での開催は出来なかったと思います。東京都教育委
員会、板橋区教育委員会、神奈川県教育委員会、IJ
の会、大学近隣と関連の療育センターには特別なご
支援とご鞭撻を頂きました。感謝申し上げます。そ
して膨大な事務仕事を引き受けて頂きました大学事
務の方々にも、改めてお礼申し上げます。
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