
　池田　小枝先生、発達障害というの
は何か法律で決まったような区分はあ
りますか。
　小枝　医師が従来、発達障害と呼ん
でいたものと、国が定めた発達障害者
支援法という法律の定義で呼ばれてい
るものには、ちょっとずれがあります。
この質問はおそらく発達障害者支援法
で定義された子どもたちについてとい
うことではないかと思います。
　池田　どのようなものが支援法に入
っているのでしょうか。
　小枝　発達障害者支援法を見ていき
ますと、主なものとしては自閉症スペ
クトラム障害や注意欠陥多動性障害
（ADHD）、あるいは学習障害、こうい
ったものが主なものになるのですが、
定義をひもといていくと、チックです
とか、場面緘黙ですとか、遺尿、夜尿、

こういったものも発達障害に入ってし
まうのです。しかし、病院で見ること
が多い発達障害は、先ほど申し上げた
自閉症スペクトラム障害、ADHD、学
習障害、この３つが主なものではない
かと思っています。
　池田　夜尿まで入れるとあまりにも
広くなりますので、今回は自閉症スペ
クトラムとADHD、学習障害というこ
とでお話をいただきたいと思うのです
けれども、広く受けとめて、どのよう
な特性があるのでしょうか。
　小枝　自閉症スペクトラム障害は、
今は２つの軸で診断をしていきます。
１つは社会的なコミュニケーションが
取りにくいという特徴があること。も
う一つは、興味・関心が狭くて、どう
しても自分の興味や関心にこだわって
しまうということです。そういった２

つの軸で診断をしていきます。
　池田　それは、一つのものに興味が
あると、そのほかのものはどうでもよ
くなって、それにずっと興味を持ち続
けるということですか。
　小枝　そうですね。興味の偏りと、
逆に今度は興味がないものには無頓着
になる。この落差が非常に大きいです。
　池田　大きく乖離してしまうのです
ね。
　小枝　そうです。
　池田　ADHDはどうなのでしょうか。
　小枝　ADHDも２つの軸がありまし
て、１つは多動衝動性という、我々が
見てわかるような、落ち着きがないと
か、思いついたらぱっと行動してしま
うという症状で、見えやすい症状です。
もう一つはちょっと見えにくくて、集
中が短くて途切れがちという症状です。
ですから、話をしていて聞いているよ
うな顔をしているけれども、実は聞い
てなくて、「うん？　なに？」と聞き
返しが多かったりします。２つの症状
でADHDは診断していきます。
　池田　多動で、動き回って落ち着き
がないのはわかりやすいですけれども、
集中が短いというのはどのように判断
されるのですか。例えば話をしていて
判断していくのでしょうか。
　小枝　やはり聞き返しが多いですね。
「何々だね」と長く話をしているうち
に、ふっと考えが別のところにいくの
ですね、きっと。「どう？」と聞くと、 

「うん？」と聞き返してくる。これは
けっこうあります。
　池田　判断の仕方がなかなか難しい
ですね。
　小枝　非常に難しいと思います。
　池田　その２つが特徴ですけれども、
非常に診断は難しいですね。もう一つ
の学習障害、これは広い意味でとらえ
ると、診断から判断までがなかなか難
しいと思うのですが、どういう特性が
ありますか。
　小枝　学習障害が一番わかりにくい
といわれる発達障害で、よく間違われ
るのは、教科学習ができないことを学
習障害ととらえる方がいるのですけれ
ども、そうではないのです。学習する
ための基本的な能力に未熟さがあるの
が特徴で、一番中心になるのは読み書
き障害、ひらがななどを読んだり書い
たりするところに非常に困難がある。
そうすると、どの勉強も難しくなって
いくのです。もう一つ主なものは計算
障害、数の操作が苦手で、非常に基本
的な計算自体もできないというような
特徴があります。
　池田　基本的なところなのですね。
　小枝　そうです。理科とか社会とか
国語とか算数という教科の学習のでき
なさを学習障害と呼ぶのではなくて、
読む、書く、計算するという非常に基
本的な能力のところにつまずきがあっ
て、またこれが、医師が症状と呼ぶぐ
らいですから、ちょっとやそっとでは

国立成育医療研究センターこころの診療部部長
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　小児の発達障害について、それぞれの障害の特性および注意点についてご教
示ください。
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　池田　小枝先生、発達障害というの
は何か法律で決まったような区分はあ
りますか。
　小枝　医師が従来、発達障害と呼ん
でいたものと、国が定めた発達障害者
支援法という法律の定義で呼ばれてい
るものには、ちょっとずれがあります。
この質問はおそらく発達障害者支援法
で定義された子どもたちについてとい
うことではないかと思います。
　池田　どのようなものが支援法に入
っているのでしょうか。
　小枝　発達障害者支援法を見ていき
ますと、主なものとしては自閉症スペ
クトラム障害や注意欠陥多動性障害
（ADHD）、あるいは学習障害、こうい
ったものが主なものになるのですが、
定義をひもといていくと、チックです
とか、場面緘黙ですとか、遺尿、夜尿、

こういったものも発達障害に入ってし
まうのです。しかし、病院で見ること
が多い発達障害は、先ほど申し上げた
自閉症スペクトラム障害、ADHD、学
習障害、この３つが主なものではない
かと思っています。
　池田　夜尿まで入れるとあまりにも
広くなりますので、今回は自閉症スペ
クトラムとADHD、学習障害というこ
とでお話をいただきたいと思うのです
けれども、広く受けとめて、どのよう
な特性があるのでしょうか。
　小枝　自閉症スペクトラム障害は、
今は２つの軸で診断をしていきます。
１つは社会的なコミュニケーションが
取りにくいという特徴があること。も
う一つは、興味・関心が狭くて、どう
しても自分の興味や関心にこだわって
しまうということです。そういった２

つの軸で診断をしていきます。
　池田　それは、一つのものに興味が
あると、そのほかのものはどうでもよ
くなって、それにずっと興味を持ち続
けるということですか。
　小枝　そうですね。興味の偏りと、
逆に今度は興味がないものには無頓着
になる。この落差が非常に大きいです。
　池田　大きく乖離してしまうのです
ね。
　小枝　そうです。
　池田　ADHDはどうなのでしょうか。
　小枝　ADHDも２つの軸がありまし
て、１つは多動衝動性という、我々が
見てわかるような、落ち着きがないと
か、思いついたらぱっと行動してしま
うという症状で、見えやすい症状です。
もう一つはちょっと見えにくくて、集
中が短くて途切れがちという症状です。
ですから、話をしていて聞いているよ
うな顔をしているけれども、実は聞い
てなくて、「うん？　なに？」と聞き
返しが多かったりします。２つの症状
でADHDは診断していきます。
　池田　多動で、動き回って落ち着き
がないのはわかりやすいですけれども、
集中が短いというのはどのように判断
されるのですか。例えば話をしていて
判断していくのでしょうか。
　小枝　やはり聞き返しが多いですね。
「何々だね」と長く話をしているうち
に、ふっと考えが別のところにいくの
ですね、きっと。「どう？」と聞くと、 

「うん？」と聞き返してくる。これは
けっこうあります。
　池田　判断の仕方がなかなか難しい
ですね。
　小枝　非常に難しいと思います。
　池田　その２つが特徴ですけれども、
非常に診断は難しいですね。もう一つ
の学習障害、これは広い意味でとらえ
ると、診断から判断までがなかなか難
しいと思うのですが、どういう特性が
ありますか。
　小枝　学習障害が一番わかりにくい
といわれる発達障害で、よく間違われ
るのは、教科学習ができないことを学
習障害ととらえる方がいるのですけれ
ども、そうではないのです。学習する
ための基本的な能力に未熟さがあるの
が特徴で、一番中心になるのは読み書
き障害、ひらがななどを読んだり書い
たりするところに非常に困難がある。
そうすると、どの勉強も難しくなって
いくのです。もう一つ主なものは計算
障害、数の操作が苦手で、非常に基本
的な計算自体もできないというような
特徴があります。
　池田　基本的なところなのですね。
　小枝　そうです。理科とか社会とか
国語とか算数という教科の学習のでき
なさを学習障害と呼ぶのではなくて、
読む、書く、計算するという非常に基
本的な能力のところにつまずきがあっ
て、またこれが、医師が症状と呼ぶぐ
らいですから、ちょっとやそっとでは

国立成育医療研究センターこころの診療部部長
小　枝　達　也

（聞き手　池田志斈）

　小児の発達障害について、それぞれの障害の特性および注意点についてご教
示ください。

＜北海道開業医＞

小児の発達障害
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なかなかよくなっていかないのです。
　池田　例えば、英語はできないけれ
ども算数はできるとか、そんな話では
ないのですね。全般的な学習能力の低
下なのですね。
　小枝　そこが難しいところです。今
おっしゃられたように、読み書きは苦
手なのだけれども計算は得意だという
子はいるのです。逆に、読み書きは全
然問題ないのだけれども、とにかく数
の操作だけができない子も中にはいま
す。知的に遅れがないというのが最大
の特徴です。ですから、当然それに見
合った学力をみんな期待するのですけ
れども、それには追いついていかない。
なぜかというと、読むとか書くとか計
算するところに根本的な弱さがあるの
で、いわゆる学習として積み上がって
いきにくいのが特徴です。
　池田　非常に見えにくいですね。お
子さんが本当にそういった障害がある
のかどうか、おそらく親もわからない
状態ですね。
　小枝　はい。発達障害は随分研究が
進みまして、それぞれをきちんと診断
し、今は、治療などのかかわりができ
る、そういう段階になりました。
　池田　それはいいですね。早めに専
門の先生に診断していただいて、家族
も納得したうえでの対処方法を構築し
ていくことになるのですけれども、昔
からよく言われていたのは、そういっ
たことが環境によって起こるのか否か、

これは今どのような考え方になってい
るのでしょうか。
　小枝　発達障害は本人の脳の機能障
害、脳の機能の発達に大きなでこぼこ
があるのが原因ということになってい
ます。
　池田　ということは、以前から環境
によってこの子は発達障害になったの
ではなくて、ある意味で機能的な原因
が先にあって、それが環境によってか
なりの影響を受けるというかたちなの
でしょうか。
　小枝　そうですね。原因は持って生
まれた素因ですけれども、環境によっ
ては非常に症状が悪くもなりますし、
逆に今度は緩和されてくることも期待
できます。
　池田　それを以前は、環境によって
起こって、こんなに悪くなったという
ような、逆の解釈をされていたのです
ね。
　小枝　そうですね。気をつけなけれ
ばいけないことだと思います。
　池田　逆にそのお子さんの今後のこ
とも考えて、環境を整えてあげるのは
非常に大切なことですね。
　小枝　そう思います。
　池田　お子さんが少し大きくなって
きますと、学校に行くことになります
が、家庭ではどのような注意が必要な
のでしょうか。
　小枝　例えば、自閉症スペクトラム
障害では自分のペースでいろいろなこ

とをやりたいのです。興味、関心が独
特で、親はどうしても、親がいいと思
っていることをさせたがったり、周り
の子どもと同調することを強要したり
するのですけれども、それは逆効果の
ことが多いのです。ですから、本人が
やりたいことを尊重し、あまり追い詰
めないことが、実は自閉症の子に対し
てのかかわりとしては大事になってき
ます。親が追い詰めて悪くするという
側面が多分にあるのです。なので、早
く自閉症という診断を親が受け入れて、
その子に合わせた球を投げられるとい
う子育てに持っていくのが、医師の一
つの役割だと思います。
　池田　早期診断と早期介入というこ
とですね。
　小枝　まさにそのとおりだと思いま
す。
　池田　一方、ADHDはどのような対
処が行われるのでしょうか。
　小枝　この子たちは本当によく動く
し、飽きっぽかったりするので、つい
つい親御さんもつられて怒ったり、怒
鳴ったりということがあるのです。そ
れがまたあまりよくないのです。なの
で、うちの子は落ち着きがないという
事実をまず受け入れて、ADHDにはよ
く効く薬がありますから、薬物療法も
併用しながら、こまめな指示の出し方
をして、こまめに褒めていくやり方が
家庭ではいいのではないかと思います。
　池田　どのような薬なのでしょうか。

　小枝　今のところ、ADHDについて
は厚生労働省が認可して使える薬が２
種類あります。メチルフェニデートと
いう薬とアトモキセチンという、２種
類が出ています。
　池田　ADHDの本筋を治療するので
はないのですか。
　小枝　これは集中力がよくなってい
きますので、ADHDのお子さんについ
ては根本的な治療ととらえていいと思
います。
　池田　集中ができるようになると、
いろいろな動きも少なくなってくるの
ですね。
　小枝　はい。学習する力も上がって
いきます。
　池田　それはいいですね。あと学習
障害については何か指導のようなもの
をされるのでしょうか。
　小枝　学習障害もきちんと診断がで
きて、今、治療ができる段階に入りま
した。特に、読みが苦手な子どもたち
をディスレクシアと呼ぶのですけれど
も、これはきちんと診断する検査法が
できましたし、読むという脳の機能の
問題がわかってきましたので、それを
一つひとつ丁寧に読みの指導をしてい
くというやり方が開発されてきていま
す。
　池田　素晴らしいですね。今までで
すと、診断がつくと、家族の方も悲観
的になってしまいがちでしたけれども、
ADHDにしても、学習障害にしても、
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なかなかよくなっていかないのです。
　池田　例えば、英語はできないけれ
ども算数はできるとか、そんな話では
ないのですね。全般的な学習能力の低
下なのですね。
　小枝　そこが難しいところです。今
おっしゃられたように、読み書きは苦
手なのだけれども計算は得意だという
子はいるのです。逆に、読み書きは全
然問題ないのだけれども、とにかく数
の操作だけができない子も中にはいま
す。知的に遅れがないというのが最大
の特徴です。ですから、当然それに見
合った学力をみんな期待するのですけ
れども、それには追いついていかない。
なぜかというと、読むとか書くとか計
算するところに根本的な弱さがあるの
で、いわゆる学習として積み上がって
いきにくいのが特徴です。
　池田　非常に見えにくいですね。お
子さんが本当にそういった障害がある
のかどうか、おそらく親もわからない
状態ですね。
　小枝　はい。発達障害は随分研究が
進みまして、それぞれをきちんと診断
し、今は、治療などのかかわりができ
る、そういう段階になりました。
　池田　それはいいですね。早めに専
門の先生に診断していただいて、家族
も納得したうえでの対処方法を構築し
ていくことになるのですけれども、昔
からよく言われていたのは、そういっ
たことが環境によって起こるのか否か、

これは今どのような考え方になってい
るのでしょうか。
　小枝　発達障害は本人の脳の機能障
害、脳の機能の発達に大きなでこぼこ
があるのが原因ということになってい
ます。
　池田　ということは、以前から環境
によってこの子は発達障害になったの
ではなくて、ある意味で機能的な原因
が先にあって、それが環境によってか
なりの影響を受けるというかたちなの
でしょうか。
　小枝　そうですね。原因は持って生
まれた素因ですけれども、環境によっ
ては非常に症状が悪くもなりますし、
逆に今度は緩和されてくることも期待
できます。
　池田　それを以前は、環境によって
起こって、こんなに悪くなったという
ような、逆の解釈をされていたのです
ね。
　小枝　そうですね。気をつけなけれ
ばいけないことだと思います。
　池田　逆にそのお子さんの今後のこ
とも考えて、環境を整えてあげるのは
非常に大切なことですね。
　小枝　そう思います。
　池田　お子さんが少し大きくなって
きますと、学校に行くことになります
が、家庭ではどのような注意が必要な
のでしょうか。
　小枝　例えば、自閉症スペクトラム
障害では自分のペースでいろいろなこ

とをやりたいのです。興味、関心が独
特で、親はどうしても、親がいいと思
っていることをさせたがったり、周り
の子どもと同調することを強要したり
するのですけれども、それは逆効果の
ことが多いのです。ですから、本人が
やりたいことを尊重し、あまり追い詰
めないことが、実は自閉症の子に対し
てのかかわりとしては大事になってき
ます。親が追い詰めて悪くするという
側面が多分にあるのです。なので、早
く自閉症という診断を親が受け入れて、
その子に合わせた球を投げられるとい
う子育てに持っていくのが、医師の一
つの役割だと思います。
　池田　早期診断と早期介入というこ
とですね。
　小枝　まさにそのとおりだと思いま
す。
　池田　一方、ADHDはどのような対
処が行われるのでしょうか。
　小枝　この子たちは本当によく動く
し、飽きっぽかったりするので、つい
つい親御さんもつられて怒ったり、怒
鳴ったりということがあるのです。そ
れがまたあまりよくないのです。なの
で、うちの子は落ち着きがないという
事実をまず受け入れて、ADHDにはよ
く効く薬がありますから、薬物療法も
併用しながら、こまめな指示の出し方
をして、こまめに褒めていくやり方が
家庭ではいいのではないかと思います。
　池田　どのような薬なのでしょうか。

　小枝　今のところ、ADHDについて
は厚生労働省が認可して使える薬が２
種類あります。メチルフェニデートと
いう薬とアトモキセチンという、２種
類が出ています。
　池田　ADHDの本筋を治療するので
はないのですか。
　小枝　これは集中力がよくなってい
きますので、ADHDのお子さんについ
ては根本的な治療ととらえていいと思
います。
　池田　集中ができるようになると、
いろいろな動きも少なくなってくるの
ですね。
　小枝　はい。学習する力も上がって
いきます。
　池田　それはいいですね。あと学習
障害については何か指導のようなもの
をされるのでしょうか。
　小枝　学習障害もきちんと診断がで
きて、今、治療ができる段階に入りま
した。特に、読みが苦手な子どもたち
をディスレクシアと呼ぶのですけれど
も、これはきちんと診断する検査法が
できましたし、読むという脳の機能の
問題がわかってきましたので、それを
一つひとつ丁寧に読みの指導をしてい
くというやり方が開発されてきていま
す。
　池田　素晴らしいですね。今までで
すと、診断がつくと、家族の方も悲観
的になってしまいがちでしたけれども、
ADHDにしても、学習障害にしても、
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ある程度対策の方向が見えてきたので
すね。
　小枝　そうですね。
　池田　将来的にも非常に明るい展望
だと思うのですけれども、自閉症に関
しては薬とか、対処方法は見つかって
きているのでしょうか。
　小枝　自閉症については、中核的な
症状自体にかかわる薬はないのですが、
二次的に見られる行動の問題、例えば
こだわりが強いとか、強迫神経症のよ

うに非常に強迫的な行動を繰り返すと
か、暴言、暴力に走ってしまうといっ
た二次的な行動については、薬物療法
が非常に効くケースがあります。
　池田　自閉症スペクトラムの場合は、
本筋ではないけれども、二次的行動を
抑えることによって、ご本人と家庭内
の平安を保てるのですね。
　小枝　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　禁煙外来の現状と展望という
ことでうかがいます。
　喫煙率は下がってきてはいますけれ
ども、まだまだということですか。
　舘野　そうですね。ようやく20％を
切ってきてはいますけれども、ゼロま
でには遠いですし、中長期目標の12％
にもまだまだ遠いと思います。
　齊藤　とても高齢になると率は下が
りますけれども、60歳ぐらいまではけ
っこう吸っている人がいるのですね。
　舘野　そうですね。
　齊藤　先生は禁煙外来をいつごろか
ら始められたのですか。
　舘野　私は2007年12月から慶應病院
で禁煙外来を立ち上げまして、2008年
に現在のさいたま市立病院に移り、そ
ちらでまた禁煙外来を開始して、現在
に至っています。
　齊藤　禁煙の保険診療自体はもう少
し前からですか。
　舘野　そうですね。2006年からです
ので、ちょうど10年の節目を越えたと
ころです。

　齊藤　今、外来に禁煙で来る患者さ
んはどういう方が多いのですか。
　舘野　私たちがやっている病院の禁
煙外来ですと、何か余病を持たれた方
が一緒に受診されるとか、依頼でかか
られるとか、そういったことが多いと
思います。
　齊藤　年齢層はどうですか。
　舘野　クリニックなどの禁煙外来は、
30代、40代、50代などもけっこう多い
と思うのですが、我々のところでは30
代よりも60代のほうが多くなっていま
す。
　齊藤　健康意識が高いことと、病気
の合併症が多いからでしょうか。
　舘野　そうですね。あと、病院の禁
煙外来ですと予約外来になっています
ので、平日の日中に定期的にかかる必
要がありますので、そういうところも
影響があると思います。
　齊藤　ところで、禁煙外来では具体
的にどのような流れで治療を行うので
しょうか。
　舘野　12週間の間に５回受診してい

COPD・喘息の最新情報（Ⅱ）

さいたま市立病院内科科長
舘　野　博　喜

（聞き手　齊藤郁夫）

禁煙外来の現状と展望
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