
 

成  果  報  告  書 
【H26年度教育改革推進事業経費】 

 

所属部局 教育学部 代表者氏名 小野次朗 

事項名 
テレビ会議を通じたフォーラム配信による特別支援教育の普及・啓発 

―障害児者支援を共有する地域活性化を目指して 

当初計画に対する目標達成率           90％ 事業の終了時期 平成27年3月 

予算配分総額  1,195千円   経費使用総額 1,107,430円   

【事業の成果】※具体的に記入してください。 

事業計画の通り、テレビ会議システムによる、和歌山大学・みくまの支援学校・田辺BigU・きのかわ支援学校・岸和田サテライトを結んだフォーラム

を計5回実施することができた。各回のテーマは以下の通りである。１．小野次朗担当「保幼小連携から見える障害のある子どもの移行支援について」（

第53回6月25日）、２．江田裕介担当「ICTが開く教育の新たな可能性」（第54回8月29日）、３．武田鉄郎担当「発達障害の二次障害への対応」（第55

回9月24日）、４．山崎由可里担当「当事者が語る専攻科や専攻科型『自立訓練事業』の意味と意義」（第56回10月22日）、５．古井克憲担当「精神科っ

てどんなところ？：精神科通院・入院の基礎的知識」（第57回11月26日）。特に第２回は、和歌山県教育委員会と共同で、平成26年度和歌山県特別支援

教育啓発セミナーとして開催し、300人の参加があった。全５回のフォーラムの延べ参加人数は629名であった。障害のある子どもの幼少時から青年期に

わたる支援について、大学院生及び特別支援教育特別専攻科の学生を中心に、現職教員や地域の関係者が最新の知識を共有し、議論を深めた。 

【当初計画段階との対比】※上記目標達成率を判断した理由等 

 当初計画では1年間を通して1,000人程度の参加者を見込んだが結果的には629名となった。しかし、各回約50～100名（上記２.は300名）の参加があっ

たことから、大学院生や専攻科の学生のみならず、学校教員及び地域の障害児者支援関係者のニーズに応えたフォーラムを企画・開催できたと評価でき

る。このようなフォーラムは、中期計画にある「地域社会のニーズにあった教育・研究を拡充する」を体現した取り組みと考えられる。事業運営の面で

は、大学教員のみならず、非常勤事務職員が準備に携わり５会場との連絡調整を行ったため、またシステム情報学センターのご協力があったため、全5

回とも、大きなトラブルもなく、円滑にテレビ会議を進めることができた。さらに、単にフォーラムを実施しただけではなく、教員の指示のもと非常勤

職員にフォーラムを記録化してもらった。これは、障害児者支援に関する貴重な資料になると考える。さらに、フォーラムに関して、文書によるお知ら

せ、ブログによる広報も行ったため、和歌山大学教育学部特別支援教育学教室を広く地域の方にも知っていただくことになった。 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

フォーラムの内容面において、今年度は教員が各々専門とするテーマを設定することで成果があったが、今後は、1年間を通して同じテーマで企画する

ことや、各会場や参加者の提案に応じた企画を実施することも考えられる。それにより、院生や専攻科の学生の学習を深めることができ、かつ、参加者

のニーズに応じるフォーラムが開催でき、本事業が発展すると考える。 

 

○改善すべき事項 

事業運営の面において、非常勤職員による業務に対する給与及び、テレビ会議システムの接続を担うシステム工学部の学部生・院生への謝金、会場費

用が必要不可欠であるが、継続的に運営資金を調達することが困難である。 

 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

 教員各々が本フォーラムを各教員の教育・研究発表の場の1つとしており、現在、特別支援教育学教室5名全員が、科学研究費を取得あるいは交付内定

を受けている。今後、フォーラムのさらなる発展及び、教員が共通のテーマを設定することにより、競争的資金に申請することも考えられる。 

 

〇その他特筆すべき事項 

和歌山大学にはテレビ会議システムがあるものの、それを使用したフォーラムを実施しているのは、知る限り、本フォーラムのみである。そのため、

今後、テレビ会議システムを使用することを計画する他の事業の参考となる取り組みである。 

 

 

 

 

※ 事業内容・成果等がわかるポンチ絵（写真・挿絵など）や関係資料を添付してください。 



特別支援教育フォーラム 

第５３回コーディネーターフォーラム開催 
 

 
                

 

 

 

 

 

   講  演  内  容                           

「保幼小連携から見える障害のある子どもたちの移行支援について 

      ～和歌山県・大阪府４地域における取組を通して～」 
 
講師： 和歌山県教育委員会学校指導課特別支援班 指導主事  津村孝幸 
 平成 18年国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され、その後も様々な法改正が行

なわれている。平成 25年には、「障害者差別解消法」が施行された。それ以降、支援学校入学となっ

ていた学校教育法第 22条の 3に該当する児童について、本人、保護者、専門家の意見を最大限尊重し、

必要な支援について総合的に判断し入学校を決定している。 

 現在、紀の川市教育委員会を推進地域に指定し、早期支援連絡協議会を設置している。協議会では、

本人、保護者、各関係機関との情報共有システムの構築や、相談支援の充実等に取組んでいる。 

 
講師：  和歌山県紀の川市教育委員会学校教育課 指導主事  嘉本知子                    
紀の川市教育委員会は、早期からの教育相談、支援体制構築事業の推進地域に指定された。地域指定

による取組みとして、早期支援コーディネーターを配置し支援計画の作成や活用、幼・保職員の研修、

保護者向けリーフレットの作成を行っている。また、これまで保健師が出生時から関わり、就学相談や

学校見学に立ち会ってきたが、教育委員会 指導主事が関係機関と連携して就学支援を行い、今まで以

上に保護者の気持ちに寄り添う支援ができるよう取り組んでいる。  
 

講師：  和歌山県串本町教育委員会学校教育課  指導主事  山本隆介 
子育て支援室は、相談の場・交流の場・研修の場・つなぎの場の４つの場について取り組んでいる。

相談の場は、専門家による教育相談を受ける機会を設けるなど、学校や保護者のニーズに迅速に対応し

ている。交流の場は「あそびの広場」を開催し、保護者の悩みを聞き、乳幼児の様子を観察して早期支

援につなげている。研修の場は、保育士、幼小中の教員や保健師が、特別な支援を必要とする子どもの

事例検討を中心とした研修を行っている。つなぎの場は、関係機関と繋がり、子ども達の情報が入りや
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コーディネーターフォーラム事務局 
info-seforum@center.wakayama-u.ac.jp 

６月２５日(水)夜に、今年度初回の和歌山大学コーディネーターフ

ォーラムが、和歌山大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場、

岸和田会場の５会場をテレビ中継で結び開催されました。   
今回は、田辺会場から和歌山大学 小野先生、和歌山大学会場か

ら和歌山県教育委員会 津村先生、紀の川市教育委員会 嘉本先生、

新宮会場から串本町教育委員会 山本先生、岸和田会場から貝塚市

教育委員会 大西先生、熊取町社会福祉法人アトム共同福祉会 市

原先生が講演してくださいました。お忙しい中 94 名の方が出席して

下さり、各会場と活発な意見交換がされました。 
 



すくなった。 
今後課題として、相談内容も多岐にわたることから、適切な支援を行うため関係機関との連携をさら

に深める必要がある。また、未就園児から早期の支援体制を構築していきたい。 
 

講師：  大阪府貝塚市教育委員会人権教育課  指導主事  大西里可 
  大阪府貝塚市では、幼・小の子ども達が一緒に行事に参加し、子ども達や教員が交流する機会を

設けている。就学前の実態把握として、保育所は発達相談員の巡回、私立幼稚園は検診での気づき、

公立幼稚園はキンダーカウンセラーや先生の気づきにより、保護者の了解のもと気になる子の情報

提供を受けている。就学後は、保幼の先生が有効な支援の継続がされているか小学校へ参観する。

このように、子どもの様子を先生方が共有し話し合いの場を持つことで、よりよい支援の継続に取

り組んでいる。しかし、保護者の了解のない児童を、どのように支援継続するかが課題である。 
  
講師：大阪府熊取町社会福祉法人アトム共同福祉会  理事長  市原悟子 
 アトム保育園では、子どもの生きる力を育む・親育ち（親学習）に、特に取組み家族支援を行っ

ている。３歳になると、子どもの特性が明らかになる。アトムでは、職員が保護者に子どもの特性

を話し、保護者からも子どもの様子を聞く懇談会を設けている。そこで、保護者は子どもの特性を

理解し、他の保護者にも子どもの特性を話せる「自己開示力」をつけてもらうよう支援している。

他の保護者に子どもの特性を話し、家族同士が特性を理解すれば、トラブルが減ることも多い。 
よりよい支援を行うために専門職に求められることは、親に自己開示する力をつけること、専門

職機関の連携の強化が必要であると考える。 
熊取町の地域協働の取組みは、保育士、学校教員、学童指導員が訪問や電話連絡で日常的に連携

している。「児童家庭相談」や「次世代育成支援シンポジウム」を開催し各関係者と連携している。 

質疑応答 
 ☆小・中・高校までを見通した取組みをどのようにしているのか。 

A ・子育てのカルテを作成すればいいと思う。「きずなシート」を活用して繋げればいいと思う。（市

原先生） 
・岸和田市では、就学前から高校までのデータ「あゆみファイル」を作成している。現在は、高 

校まで繋がっている。しかし、親が開示するかが課題である。 
・きのかわ支援学校では、地域特別連絡委員会や療育施設などと連携している。地域コーディネ

ーター（幼少中）が話をして、地域の連携をとっている。 
・串本町では、義務教育段階までしか繋がっていない。高校まで繋げたほうがいいと思う。 
・紀の川市では、健康・福祉部分では、ファイルが揃っている。高校からの問い合わせが多い。

しかし、個人情報でひっかかることがあり、保護者の開示する力をつけることが大切だと思う。 

参加者の感想より 
・親子ともに、社会とうまく関わっていくため「自己開示力」 
は大切だと思った。 

・「ファイル」にすべての関係者の視点が記録されることで、 
支援からもれる子がなくなると思う。 

・各機関と繋ぐコーディネーターの役割が重要であると思う。 
・教科担任制である、中学・高校では、誰が中心になって 
繋げていくことができるかが課題だと思う。 

・幼少中へと連携を密にすることがいかに大切か、改めて 
わかりました。 



特別支援教育フォーラム 

第５４回コーディネーターフォーラム開催 
 
 
 
８月２９日(金)に、第５４回和歌山大学コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会場、新宮会場、

田辺会場、きのかわ会場、岸和田会場の５会場をテレビ中継で結び開催されました。今回は、和歌山県

教育委員会と共催のフォーラムでした。 
和歌山大学会場から、和歌山大学 江田裕介が講演し、さらに国立特別支援教育総合研究所 金森克

浩氏が講演を行いました。お忙しい中 331 名の方が出席して下さり、各会場と活発な意見交換がされま

した。  
 

講  演  内  容                           

「ICT が開く教育の新たな可能性～障がいのある児童生徒に対する 

                 合理的配慮としての支援技術～」     

                  
講演題名：「タブレット PC を教室で使ってみよう」 
講  師：国立特別支援教育総合研究所 教育情報部総括研究員  金森克浩 
 
 ICT 活用には、３つのポイントがある。①社会参加と自立。障がいが重くても ICT の活用が社会参加

の道具になり、その子なりの自立を促し、自分の力でできるという実感が豊かな生活につながる。②コ

ミュニケーションの支援。コミュニケーションには、自分の思いを伝え、まわりの人の思いを感じ取れ

ることが大切である。それらの「情報」は、障害の程度が違っても ICT を活用することで困難さを補う

ことができる。③学びの楽しさを知ること。ICT を活用し、分かりやすい情報が提供されると、学びや

すい形になり、楽しく学べることができる。 
  タブレット端末の魅力は、シンプルにつか 
えるソフトが多く、すぐ使えることである。 
また、学習の基礎である「読み・書き・計算」 
に困難のある子どもには、タブレットを使っ 
て学習内容に直接アクセスすることで基礎能 
力を補うことができる。 
 ITC 機器を活用するには、情報モラルに注 
意を払い、それを使わないときと比して子ど 
もたちの学びにどのよう変化があるを意識し 
て、障がいによる困難を支援するという視点 
を持って指導することが大切である。 
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講演題名：「障がい者の学習と社会参加を支えるアシスティブテクノロジー」 
講  師：和歌山大学教育学部         教 授      江田裕介  
                   
                          平成25年に障害者差別解消法が制定され、

「行政機関や事業者は、障がい者の活動や参

加を妨げる社会的な障壁の除去について必

要かつ合理的な配慮をするように努めなけ

ればならない」とある。合理的配慮とは、公

平性に基づき人権や自由を保障するために、

必要かつ適切な修正や調整を行うことであ

る。必要な配慮をしないということも差別の

１つになるが、障害者差別解消法においては、

「実施にともなう負担が過重でないときは

…」と記載されており、無理なこと不合理な

対応はしなくてもよいことになっている。 
前例がなく、過剰な負担が強いられると考

える場合がある。しかし、本当にそうであるか、アシスティブテクノロジーを理解し活用することで解

決する場合がある。 
例えば、全盲の大学生の入学希望があったとする。点訳、試験、校内移動、点字ブロックなどが必要

と考えられる。スクリーンリーダーでコンピューター画面上の文字を音声で読み上げ出力する。点字ピ

ンディスプレイでコンピューター画面上の文字を点字化し出力する。初期に学校内を手引きで案内し、

点字シールで場所を表示する。授業で必要なプリントやパワーポイントは、授業の前・後で電子ファイ

ルのコピーを提供することで、学生は点字や音声に変換して予習復習ができる。このように、アシステ

ィブテクノロジーを活用すれば簡単に支援できる。 
アシスティブテクノロジーは、障がいのある人たちの学習や社会参加を支える合理的配慮の１つであ

る。合理的配慮は、無理やりに課せられた義務ではなく、人々の思いやりと社会責任に基づく約束であ

る。 

参加者の感想より 
・これから教育現場で必須となってくる ICT の活用について、少しずつ私自身も勉強しながら子ど

もたちの「できる」「可能性」を引き出す支援ができればと思います。 
・タブレットを活用することで新しい可能性を見い出せたり、学習を支援できると強く感じた。 
・タブレットは、障がいの種別、程度に関係ないそうなので、学校でも、家庭でも早くスタンダー

ドになればいいなと思いました。 
・ICT 機器の活用について、様々な方法が 
あることを知りました。障害のある子ど 
もの支援の幅の広がりを感じました。 

・専門的な分野を研究されている先生方の 
お話が、遠方にいながらうかがえるとい 
うシステムは、大変すばらしいと思いま 
した。様々な分野の専門的なお話をもっ 
と聞いてみたいと思いました。 



特別支援教育フォーラム 

第５５回コーディネーターフォーラム開催 
 

 
                     

 

 

 

 

   講 演 内 容                           

『発達障害の二次障害への対応―認知行動療法を参考にした 

           「どんまいプログラム」の開発とその効用―』 
 
講師： 和歌山県発達障害者支援センターポラリス      山本美和子 
    和歌山県発達障害者支援センターポラリス      宇井 康介 
 
 ポラリスでの発達障害の相談者数は、平成 18 年度と平成 25 年度を比べると約 2.8 倍に増えている。

その中でも、中高生と成人期の方の相談件数は 5 倍以上になっている。主な相談内容は、「不適応行動

により発達障害ではないかと考えた」「精神的自立や社会参加の困難さがある」などである。青年期の

相談者は、今まで注意され続け、人に対する不信感を持っているため、助言や話しを受け止められなく

なっている。また、自己肯定感の低さも感じられる。このようなことから、柔軟性のある思春期に、「自

己理解し受け入れる」という自己理解や「気持ちを整理し言語化する」という感情調整をする必要性を

感じた。 
 和歌山どんまいプログラムは、「ある出来事」に対して①どう考えて（認知）②どう感じて（感情）

③どう対処するのか（行動）を「できごと～行動の流れシート」を使って振り返り、感情の前に考えが

あることを理解する。そのうえで、「毒と薬 仕分けシート」で自分の思考の隔たりや思い込みを、良

い方向に修正できるようにする。このワークシートは、同年齢の人とグループで行い、他人の思いや考

えを聞きことが感情や考えの整理になり、より一層の効果がある。 
このような認知行動療法は、スタッフが話をじっくり聞き共感することで、相談者は信頼感をもって

人と関わることができるようになる。また、継続して相談できる、安心安全な居場所をつくりも大切で

ある。 
 
講師： よつ葉福祉会                   辻本 貴俊 
 
 「みんなでつながっていく どんまいネット」を実施している。相談者は、初対面では緊張して

いるため、ﾌﾟログラム実施前に会う機会を作り、不安を取り除けるよう配慮している。初回は、雰

2014 年 9 月 24 日 
和歌山大学特別支援教育 
コーディネーターフォーラム事務局 
Info-seforum@center.wakayama-u.ac.jp 

９月２４日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラムが、

和歌山大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場、岸和田会場

の５会場をテレビ中継で結び開催されました。   
今回は、和歌山大学会場 和歌山大学 武田先生、和歌山県発達

支援センターポラリス 山本美知子氏、宇井康介氏、田辺会場 ふ

たば福祉会 内藤美汐氏、橋本会場 よつ葉福祉会 辻本貴俊氏が

講演してくださいました。お忙しい中 99 名の方が出席して下さり、

各会場と活発な意見交換がされました。 
 

 

 



囲気づくりを大切にして、３回目くらいから本人の事を話してもらえている。まず信頼関係を築き、

本人の課題に介入している。 
 事例として「怒りのシート」を活用し、校長先生にいじめのしんどさを伝えることができた。そ

れがきっかけで、表情が明るくなり、会にも楽しく参加できるようになった。 
 卒業後も同窓会の形で、グループワークを受けた仲間と、嬉しかったこと、しんどかったことを

話す機会を設けている。 
  
講師： ふた葉福祉会                   内藤 美汐 
 
 平成 23 年度から取り組んでいる。参加者は、初めての人のなかで緊張しているが、回を重ねる

ごとに安心できる場所だと気づき楽しんでいる。 
 事例として、クラブの練習に参加したいが、失敗してみんなに笑われるのを恐れ、参加できずに

いた。ユニホームをもらい、クラブの一員として認められていることに気づき、見学での参加がで

きるようになった。話すこと、相談することで気づけることがあるとわかり、最近では本人から相

談されることもある。 
 

質疑応答  

☆ 「どんまいプログラム」は、発達障害の子ども向けだと思われがちだが、すべての学校の子ども向

けにはならないのか。 
A ・地域の学校に在籍する子ども向けである。プログラムを行ううえで、言語理解や思考力が必要

な部分がある。不登校の子どもにも有効であるが、学校にはカリキュラムがあり、時間が取れ

ないのではないか。学校全体で取り組むのは難しいと思う。 
 

参加者の感想より 
・子どもの今後を思うと、課題から逃げず引っ張りあげることばかり考えてしまうが、本人が振り

返る時間、気付きを促す工夫をしなければいけないなと思いました。 
・このプログラムを発達障害の子どもだけでなく、地域の中、高校生に導入できたらいいと思った。 
・スタッフの方のあたたかい見方が、本人と保護者にとてもありがたく、接し方や話しかけがいつ

も参考になっています。 
・「行動の流れシート」も自分自身の気持ちを考えて文字に書くことで、自分自身についてわかるの

だと気づきました。書くことが大切だと思いました。 
・発達障害のある子どもにとって、環境を整えることが大切だと再認識できました。 
 



特別支援教育フォーラム 

第５６回コーディネーターフォーラム開催 
 

 
                     

 

 

 

 

   講 演 内 容                           

「当事者が語る専攻科や専攻科型『自立訓練事業』の意味と意義 

    ―発達のあゆみがゆっくりな青年たちの自分づくり・仲間づくり―』 
 
講師： 和歌山大学教育学部       教 授         山崎由可里 
    
 大学在学中から、支援学校の生徒の進学率の低さや、進路の選択肢が少ない事に疑問を感じていた。

ほとんどの子が就職し、進学するという選択肢がなかった。 
 養護学校義務制から 10 年後、高等部進学は 90％を超えた。高等部進学は当たり前になったが、大学

進学率（専門学校を含む）は 10％程度だ。地域の学生の進学率 80％とくらべると、はるかに少ない。

発達のあゆみがゆっくりな子どもには、教育年限の延長が長い人生の土台作りになる。高等部卒業後の

進学という選択肢が必要だと思われる。 
 その人なりの実状に合わせて、自立の在り方を獲得することができる、多様な自立支援が求められて

いる。例えば、規則正しい生活リズムを獲得する。ボランティアを通して、「人に感謝された」ことか

ら自尊感情の回復ができる。必ずしも就職だけが自立ではない。 
 
講師： きのかわ福祉会シャイン自立訓練事業所   所長     小林 正尚 
    きのかわ福祉会シャイン自立訓練事業所   支援員    池田 普子 
    きのかわ福祉会シャイン自立訓練事業所   支援員    小畑 耕作 
 
 支援学校在職時に「わが子を大学へ進学させたい」「専攻科卒業の明るい子どものように、なっ

てほしい」という保護者の願い、「すぐ働かないで、兄のようにもっと遊びたい」という子どもの

願いを聞いた。「他府県の専攻科卒業の子どもは、精神的ダメージを受けての離職率が少ない」と

いう報告があった。これらのことが、自立訓練事業を開いた理由である。 
 就労継続事業では、静かに集中して作業することが求められるが、自立訓練では自分の思いを伝

え仲間の話に耳を傾け、折り合いをつけることが求められる。ライフステージを見通したとき、こ

の２年の育ちが大きいと考える。 

2014 年 10 月 22 日 
和歌山大学特別支援教育 
コーディネーターフォーラム事務局 
Info-seforum@center.wakayama-u.ac.jp 

１０月２２日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラム

が、和歌山大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場、岸和田

会場の５会場をテレビ中継で結び開催されました。   
今回は、和歌山大学 山崎先生 きのかわ福祉会シャイン自立訓

練事業所 小林正尚氏、池田普子氏、小畑耕作氏が講演してくださ

いました。さらに、就労移行支援事業にチャレンジしている当事者 

坂口直杜氏、狭間直也氏、成川篤氏にお話しを伺いました。お忙し

い中 60 名の方が出席して下さり、各会場と活発な意見交換がされま

した。 
 



 自立訓練事業「シャイン」は、今年で設立５年になる。社会生活能力を身につけ、地域社会や他

人とのかかわり方を取得する。何事にも自信を持ち、意欲的・積極的に取り組める「自立した社会

人」を目指している。 
プログラムは、生活を豊かにする「教養」、衣食住など生活に関する「生活」、コミュニケーショ

ンや社会経済を学ぶ「基礎」、職場見学やテーマ研究を行う「特別」、社会生活に必要なマナーを学

ぶ「社会生活プログラム」がある。学校教育とは違い、プログラムが柔軟で融通がきき、利用者主

体のプログラムになっている。利用者は、地域の方と関わりをもち、仲間と共に様々な経験をし、

コミュニケーション能力、自己肯定感などを獲得し「自立した社会人」になる。 
 
当事者インタビュー  きのかわ福祉会シャイン自立訓練事業利用者  阪口 直杜 
            きのかわ共同作業所就労移行事業利用者    狭間 直也 
           きのかわ福祉会ふるさと村就労移行事業利用者 成川 篤 
 
質問① ：学校とシャインの違いは何ですか 
狭間さん：いろんな事を学べた。より社会に近づいた。 
成川さん：学校ではいじめや仲間はずれがあった。シャインではそれはなかった。もめる事はあっ

っても、一方的にいじめられることはなかった。安心できた。 
高等部では、予定が決まっていてやらされてる感があった。自由参加といっても、強制

的だった。シャインは自分達で決めるので、面倒だと思ったし仲間と揉めるのも嫌だっ

た。でも、大変だったけど達成感があった。 
 
質問② ：どのような「テーマ発表」をしましたか。 
狭間さん：自分が住んでいる地域を調べて、みんなを案内した。不安もあり緊張もしたが楽しかった。 
成川さん：金山寺味噌作り。実習先で作ったものを商品として、発表の時売ったら売り切れた。 
坂口さん：やしまで、１年の時にみかんについて、２年の時は自分の病気について発表した。今年は未

定。 

参加者の感想より 
・当事者の思いが聞けてよかったです。３人とも堂々と話している姿が印象的でした。 
・今の時代、障がいのない青年も大学院へ進む場合が多く、学びの期間が長くなっています。発達

がゆるやかな青年であればこそ、長い学びの 
期間が必要だと思う。 

・高等部卒業後は、すぐ就職とかりたてられて 
いる現状に疑問を感じています。3 人の青年 
のように生き生きと、自信たっぷりに自分の 
言葉で語る姿を、どの子にも保障できればい 
いと思う。 

・自立訓練でたくさんの事を体験し、学生時代 
になかった経験で、大きく成長できる事を再 
認識できました。 

・シャインのプログラムを、地域の小・中学 
校にも広めていく必要があると思う。 
引きこもりや不登校の子どもの数が、減る 
ことにつながるのではと考えます。 

  



 

特別支援教育フォーラム 

第５７回コーディネーターフォーラム開催 
 

 
    

 講  演  内  容                           

「精神科ってどんなところ？：精神科通院・入院の基礎的知識」 
 
講師： 和歌山大学教育学部      准教授        古井克憲 
  現在、教育現場では、心の問題を抱えた子どもへの対応や、保護者や教員のメンタルヘルスが問題

となっている。平成 23年度精神障害者数は、18歳未満で約 18万人、18歳以上で 301万人にのぼる。

また、教職員の 0.6%は精神疾患による休職であり、この 10年間で約 2倍になった。 

 精神障害や心の病のある人を支援するため、精神保健に関する知識が必要とされている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

講師：  こころの郷クリニック    精神保健福祉士    山本典秀  
                   
平成 23 年、精神疾患は５大疾病に加えられた。職場での「うつ病」の増加や、高齢化に伴う「認知

症」の増加等が理由である。 
「こころの郷クリニック」では、「薬物療法」「精神療法（医者と面談）」「心理療法（カウンセラーと

2014 年 11 月 26 日 
和歌山大学特別支援教育 
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１１月２６日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会場、新宮会場、

田辺会場、きのかわ会場、岸和田会場の５会場をテレビ中継で結び開催されました。   
今回は、きのかわ会場から、和歌山大学 古井先生、こころの郷クリニック 山本典秀氏が講演

してくださいました。お忙しい中 44 名の方が出席して下さり、各会場と活発な意見交換がされま

した。 
平成 26 年度、テレビ中継を使用したフォーラムは今回で終了です。延べ 630 名の方が、お忙し

い中ご参加下さいました。ありがとうございました。 
 
 
 



面談）」「精神科デイケア」「精神科訪問看護」の治療を行っている。他職種チーム医療を実践しており、

医師のみが治療の権限を持つのでなく、看護師・精神保健福祉士・心理療法士などの判断や情報を集約

してチームで治療を行う。このように、総合的に当事者と家族を支えていく体制をとっている。 
精神疾患を発症すると、当事者は「他者にはわかってもらえない」と絶望を感じ、敗北感・自信喪失

に陥る。家族は悩みを抱えこみ孤立し、将来に絶望を感じる。医療従事者は、当事者と家族の話しをじ

っくりと聞き、共に考えることが大切だ。また、孤立しないように他者と関わる場所の提供も必要であ

る。 
学校との関わりとして、医師が対象児や家族への関わり方、症状の説明などを行うケースが多い。ま

た、地域ネットワークの一員として児童生徒への予防啓発活動も行っている。 
精神患者への偏見は、まだ多く残されている。偏見や差別をなくすために、メディアや教育現場を通

じ、正しい知識を伝えることが大切である。 
 
 

質疑応答 
 ☆本人が来院を拒否している場合、家族の話しから病名等の判断をするのか。 

A 家族の話しを聞いて、医師のこれまでの経験で治療が必要か判断する。その後、家族が説得し 
本人が来院して、医師と面談し適切な治療をしていく。 
 

☆家族支援が重要とのことだが、どのように関わっているのか。 
A 医師は、本人との関わり方を指導する。療法士は、デイケアの中で家族と話しをすることがある。

「私だけ悩んでいるわけでない。他にも悩んでいる人がいる。」と知ることでホットする人もい

る。また、本人と家族が融合するような言葉掛けをするよう気をくばっている。 
 
 ☆14 歳の子の事例で、発達障害とは考えられなかったか。中学生の時の入院理由と治療方法を教えて

ほしい。 
 A だいぶん前の事例なので、今思うと発達障害だと考えられる。 
   保護者から、「イライラし寝むれないようだ」と受診。軽い薬物療法をし、一か月未満で退院。

保護者も精神疾患があったため、保護者と子どもの生活リズムの立て直しを行った。 
 
 

参加者の感想より 
・教育や福祉のように、医療でも当事者の方と「共に考える」ことが大切であると思った。 
・様々な立場の人がそれぞれの役割を担って、当事者の支援をすることが重要だと思った。 
・精神科医療や PSW について知ることができた。 
・診察や入院の時だけでなく、継続的に見守り 
支援する事は、重症化や最悪の状況にならない 
ためにも必要だと感じました。 

・当事者に対して、どのような言葉掛けや見守り 
等をして、接すればよいか知りたかった。 
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