
平成22年１１月１７日

ｸ暢訓罵語W･子供の〆:ﾝ2ﾀﾙﾍﾉﾙジズを考之る会･分舜【会(事物１鈴誠堕備芸;ノ

趣旨:第１回の全体会で､｢小規模の事例検討の会｣開催の要望が強かったことを踏まえ､部門ご

とに分かれての事例検討会を準備する。

→アンケート(資料l）

小規模とは､20～40人程度を想定｡部門ごととは､①教育関連､②福祉関連､に大別。

事例検討は､各部門から､事例を提示していただき､参加者で議論･検討を行う。

提示者は､現場の担当者？

①→教諭､ＳＣ

②→児童福祉司､心理士

参加者は？

２時間程度の予定→塁３例が妥当？

対応困難例､医療につながらない例､つながったが連携の困難な例…

模擬症例(小松崎先生･資料2）

参加部門は？

→前回参加名簿(資料3）

日程の決定

担当の候補

場所は湘南病院･会議室でよいか？

平日：18～２０時土曜:14～１６時

全体会(第２回)に関する意見

本日の参加部門

①教育

国立特別支援教育総合研究所

逗子市教育研究所

横須賀市走水小学校

横浜市立大学

②福祉

横須賀中央児童相談所

鎌倉三浦児童相談所

横須賀市療育相談センター

横須賀こども青少年支援課

逗子市福祉部子育て支援課



童魁_旦

事例検討模擬症例

【症例Ａ】１３歳中１男児

平成２２年１１月１７日（水）

神奈川県南部子どものメンタルヘルスを考える会・分科会

湘南病院精神神経科小松崎圭

主訴）学校での質問が理解できないパニック強迫的に細部にこだわる

生活リズムの乱れ不登校イライラ興奮

生育歴）４０週34569普通分娩にて出生。妊娠出産に特にトラブルなし。その後の発達は定

頚３ケ月、独歩１２ケ月、初語１歳３ケ月と順調、１歳半・３歳時健診も特に発達の遅れな

どは指摘されなかった。偏食や手先や体を動かすことが苦手などの不器用さが見られた。

ひとり遊びを好んだ。幼稚園は２年保育、カード遊びで位置を勝手に変えられるなど、自

らの意に沿わないと怒りだすことあり、集団遊びが苦手で友人を作るのが大変であった。

既往歴）特になしてんかん、瑞息、アレルギーの既往なし

家族歴）父：４２歳会社員本人への理解が乏しく折り合いが悪い母：４２歳パート

弟：１０歳妹：８歳父方祖父：７０歳父方祖母：６８歳と同居

現病歴）小学校入学後毎日出席し成績は中位程度、マイペースで友人があまりできず、い

じめにあうことが多かった。授業中は過緊張で、学校での質問の意味が理解できないと語

りパニックとなった。きっちりとノートをとり、自分でしっかり理解するまで勉強を切り

上げられない様子で、宿題にも時間を要した。学年が上がるにつれ対人トラブル増加し、

級友にしつこく付きまとう、胸ぐらをつかんで離さない、友人とけんかになり首を絞める

など興奮することも見られた。こども青少年支援課を経てＸ‐２年当科初診となった。

Ｘ年４月中学校入学後、サッカー部に入部、学習塾にも通い始めた。スケジュールが密

となり帰宅も遅く、宿題が夜遅くまで終わらないため、翌朝も寝坊し学校に遅刻するなど、

生活リズムの乱れが７月頃より見られ始めた。１０月より完全に不登校となってしまってい

る。学校からは、無理のない範囲での登校や部活への参加をアドバイスされた。

（大きな発達の遅れはなく、知能は標準～上位レベル｡）

現在の問題点と検討課題）

物事の優先順位など状況判断がうまくできない。

暖昧なアドバイスには混乱しやすい。

知的能力に比べ、実際の学力や現実対応能力は低い印象がある。

カツとなりすぐに暴力が出てしまう。（最近は主に家族に対して）

父は障害理解が乏しく本人を刺激する要因となってしまっている。

学校担任・部活顧問などの障害理解が乏しく連携に苦慮している。

今後、家庭や学校での対応の仕方をどうすればよいか？

』



画参加しやす

画今回の講演(前半)はいかがでしたか？

い

画参加しにく

亜満足

園普通

蕊不満

■今回の時間帯や曜日は参加しやすいですか？

■希望の曜日は？

』
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い

月
火
水
木
金
土
日

回
■
型
■
園
園
調

参加しやすい

8３

参加しにくい

３

月

７

火

７

水
９

木
８

金

９

土

5８

日

２１

満足

7８

普 通

1１

不満

０



茎例検討 講演会…
４５ ４９

■職種

医師 看護士
４ ８

l)グ､ループでの研究畠
1９

画事例検討

園講演会

蝋小グループで

の研究会

保健士 臨床心理士 ケースワーカー。『PSW 福祉職 教諭
８ 1９ 1３ 1４

園医師

■看護士

鵜保健士

鹿臨床心理士

彊ケースワーカーorPSW

劃福祉職

謹教諭

認その他

騨無回答

、

その他 無回答
６ 1０ ９
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ケースワーカーorPSW
地域の医療､教育､福祉､行政など一同に集まる機会があることは
とても心強いと思いました。

未回答

ケースワーカーorPSW

ケースワーカーorPSW

福初二職

保健士

保健士

ケースワーカーorPSW

保健士

その他

その他

その‘ Ｉロ

教諭

教諭

教諭

臨床心理士

臨床心理士

臨床心理士

臨床心理士

臨床心理士

その他

臨床心理士

臨床心理士

臨床心理士

発達障害がとても注目されてきていますが､反面軽度知的障害の非
行や問題行動も発達障害の特性のように捉えられがちのように思い
ます｡軽度知的障害の子どもの認知機能などについての研修なども
必要なのではないかと思います。

今後のネットワーク作りを期待しています。(子どものしえんんネット

ﾜｰｸが活発になることで成人期支援へのよい刺激になればと思い
ます)年1～２回といわず､少しでも多く会の開催存お願いしますへ

先生万が気さくで関係機関同士の敷居がより低くなった感じでよ

かつたです｡困難事例ほど関係機関の連携が必要なので､このよう
な会は大切だと思います。
全般的に艮かつたと思います。

活動しているところが増えてきていることを実感しました｡今後是非
連携をさせていただきたいと思います。

艮い会を立ち上げていただいて､ありがとうございます｡このような、
地域でのネットワークは以前からとても大切だと思っていました｡今
後も顔の見える関係での連携を充実させていきたいです。
個別の事＃ﾘなどで質問ができるとよいと思います。

初回なので今日のような講演会も艮いですが､顔の見える関係づく
りとしては小グループでの勉強会の方がみなさんと話しかけやすい
と思います。

このネットワーク(横のつながり)はとても大切であると思います｡学
校の中にも教育相談コーディネーターがおります｡学校の窓口として
この会合に参加できると良いです(次回は声を掛けたいと思います）

これだけみなさんが必要だと考えている会なのだと思いました｡みな
さんの連携が進んでいくことが見えてうれしくおもいました。
大変有意義でした｡ありがとうございました。

一つのテーマについてＭ･Ｅ｡Ｗそれぞれからの取り組みを発表し､協
議したらどうでしょう｡学校(教育)の人を取り込む方法も考えてみる
必要がありそうです｡今回は一回目ということで､顔合わせの会の
いいチャンスでした｡また参加したいです。

発達障害に関わる子どものケースは､学校において｢教員の対応の
あり方｣としても課題を持っていると感じています｡自身を振り返り、
勉強する機会を与えてくださってありがとうございました。

MEWの会のような会合が地元でできるのはとても今後期待されると
思います｡お互い顔の見える関係で連携できるようになるとよいなと
祈念しています。
病院の紹介も参考になりました。これからもよろしくお願いします‘，

地域の様々な機関､病院､施設などなどのお顔が見えてとてもよ

かったです｡このような会を立ち上げるにはとてもエネルギーのいる
ことだったと思います｡ありがとうございました｡積極的に参加させて
いただき､協力､連携させていただきたいと思っております‘,よろしく

晋段､字校の中で知った顔とのお付き合いのみで生活しております

ので､意を決してネットワークの中に出てきたものの､いきなり視野
が広がりどうしたらいいかとまどい､わからないまま終わってしまい
そうですが､こんな状態でも有用な情報をいくつもいただくことができ
ました｡本当にありがとうございました｡今後もどうぞよろしくお願い

この地域の医療情勢がよくわかり､参考になりました｡ありがとうご
ざいました。
大変有意義な時間でした｡ありがとうございました。

発達障害の小中高校生の療育､相談を行っていて､医療機関にご
紹介することが必要な場合もあり､各期間の具体的なお話を先生方
からうかがえて非常によかったと思います‘,ありがとうございました‐

講演は事例を通して関心の深い内容をドクターの立場からわかりや
すぐお話いただき､大変勉強になりました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします園



_－－４３ 臨床心理士

4４ 臨床心理士

4５ 臨床心理士

4６ 臨床心理士

4７ 臨床心理士

4８ 臨床心理士

4９ 保健士

5０ 保健士

5６ 医師

5８ 医師

6０ 看護士

6８ 看護士

7０ 福祉職

7５ 福祉職

7６ 福 祉 職

7７ 福祉職

7９ 福祉職

8４ その他

8５ 教諭

8６ ケースワーカーorPSW

8７ 未回答

9１ 未回答

軍迩､中字夜の相談至では保護者の問題がかなり重くなっていま

す｡_私自身は３月でSC退職しましたが､Ｓｃの研修に大人の問題も考
えていかないといけないと思ってぃ主す会

佃乗釧呆か上かつよつな浬撹の仕方の構造化ができるとよいと思っ
ています。

不ツドノークかあると､とても心強いです｡ぜひ連携させていただき
たいです。
地域に根付いたとてもいい会だと悪じました｡今後も参加したいで

なかなか病I屍について知る機会が無いので後半の施設紹介は日々
の業務(ｸﾘﾆｯｸや病院を相談者の方にご紹介することがありま
す)にも関わることで参考になりました
是弓F，今褒の参加を希望いたします

碩現頁にもはぐくみかありますが診断が出来てても軽度発達障害な
どのお子さんは幼稚園などで困っているケースなどがあり現場では
受け皿､お母さん方の支援に悩んでいます｡これからも､このような
機会が病為とおりがたいです_上スＬ〈港願いI圭寸‐

完達障害のキーワードでこのように多くの参加があったことがうれし
く思います｡ネットワークが可能！
地域の様々な機関の現状報告が階 きたい。

惰結の問題を含め広く発達障害を診断することは考え方としてはそ
う思えます｡児童精神科に携わるものとしては了解可能です｡ただ
大人の精神科では発達障害はかなり排除的な扱いを受けてしまうこ
とが多く､いったん発達障害と診断を受けていると何かもう精神科は
関わらなくてもいいというようなみもふたもない扱いを受けている｡治
療対象として扱われているという懸念がおり主す‐

頁疑応昔かもつと活発になされるとよかったのでは･･･サクラ？の準
備をしていいやすい雰囲気作りをしたらよかったのでI±…(皆閤葬

内谷わかりやすかったです｡他病院の一日の生活のようなどのよう
に遇ごきれてい為か？ＥｔＧ

もつと星己くこついつ千､の力､読っプー島上力､っかシ照I.、主１＊－‐

槙･＝圏域の目立支磯協議会の事務局を担当しています｡福祉特

に相談支援のネットワークは出来つつあります｡今後医療との連携
がはかれれば､ネットワークが重尽的に出来ると考えますので今後
一緒に協力していただければと思い主すへおりが上弓ごぎぃ圭L*-‐
特に萩ｦ干元 王のお話か興味深かったですへ

忌見ではこさいませんかこの６月１日より県より委託を受け発達障
害支援センターを開設いたしました｡対象は､横須賀･三浦半島を担
当させていただきますので､今後撞樵させていた挿什士一員ル願い圭

目公の傾回か強く氏同(NPO)の存在感がやっぱり薄いなという感じ
がしました｡不登校､引きこもり若者に対応しているNPO(法人)との
撞樵も是非*貝野に入れていた鍔'十f-畠腫1.1.Ｗ毒ま‐

とても身近に話を聞けました｡わからなかった用語は帰って調べて
みます穴おりがと弓言ぎい主Ｌ*-‐．

畢播局に多分野の万を入れて月に一回程度の会合を開くだけでも
ネットワークの基礎が作れるかもしれません｡人的な資源は十分に
ある地域ですので成功すること客期待しています曇

MEWの会のように本会が発展していくこと存心から頼っています。

医療と福祉と教育の浬麗を深めて行きたいと思います｡そのための
より具体的な情報共有が進められればと考えます‘、

大変意義のある活動かと思います｡先生方ご多忙の中貴重な時間
を設けていただき感謝致し主す,、

、



部署
逗子市教育研究所

逗子市教育委員会学校教育課
逗子中学校うるおい

逗子市立久木小
葉山町教育研究所
横須賀市立走水小
横須賀市立公郷中
横須賀市立北下浦中
横浜市立浦舟特別支援学校
横浜市立戸塚中
横浜市立本郷中
横浜市立大道中
横浜市立東永谷中
横浜市教育委員会(SC）
横浜市立金沢中
鎌倉市教育センター相談室
横浜市立大学
県立大楠高校

鎌倉三浦児童相談所
横須賀市中央児童相談所
横須賀市子ども育成部
横須賀市子ども青少年支援課
横須賀市療育相談センター
横須賀市南健康福祉センター
横浜市こころの健康相談センター
横浜市発達障害支援センター
横浜市南部児童相談所
横浜市中央児童相談所
金沢区保健福祉センター
葉山町子ども育成課
逗子市福祉部子育て支援課
三浦しらとり園
神奈川県発達障害支援センター

湘南の凪

フレンドリースペース金沢
パルSUC

第２シヤロームの家
ゆうゆうがくしや

参加者

ロ

部門

〆･ﾛ.利


