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◆12月13日（日）　[4号館ホール]
会場 4号館ホール 4号館ホール 4号館ホール 4号館ホール
時間 10:20-11:10 11:10-12:00 13:00-14:00 14:00-16:00
分野 講演　1 講演　2 講演 3 討論

演題名

発達障害のある方々への支援を考える
〜生活障害としての視点から〜

これからの特別支援教育の方向と課題 発達障害と裁判員裁判
－魔女裁判にしないためにしなければな
らないことー

どうする！「これからの発達障害者施
策」

出演者　
田中　康雄（北海道大学大学院・教授） 上野　一彦　（日本ＬＤ学会・理事長） 辻川圭乃　（弁護士） 国会議員数名　（未定）

概要

私は，最近『発達障害』の根本課題は『生活を営
む上での困難さと，それへの対処の手詰まり感』
の有無ではないかと考えています。その意味で発
達障害という，あたかも『発達』という成長・発展過
程の『躓き』が示唆されるような表現は不適切であ
り，生活障害と呼ぶべきであろうと考えます。その
ため，われわれが目指す支援とは，かれらの営む
生活そのものの質の向上や，豊かさの提供といっ
た環境調整にあるといえないでしょうか。

2007年度から特別支援教育が全国で開始され
た。その進展ぶりは目をみはるばかりである。各
地で意欲的な試みが広がると同時に、ひとりひと
りの支援ニーズに十分応えきれない現実もまだま
だ多い。早期の気づきから学校での相談・指導・
進路・・・解決すべき課題はたくさんあるが、インク
ルーシブな教育を目指しながら、どのような手順
によって、子どもたちの自立と社会参加を実現し
ていけばよいのかを、今、整理し、考えてみたい。

発達障害のある人に犯罪傾向が高いという医学
的・統計的根拠はありません。しかし、被疑者・被
告人の中での発達障害のある人が占める割合
は、発生率よりはるかに高いことが知られていま
す。この実態を明らかにするとともに、その理由は
何なのかを探っていきます。また、裁判員裁判制
度が始まりましたが、裁判員裁判でどのような問
題がでてくるのか、発達障害のある被告人が適正
な裁判をうけるためにはどうしたらいいのかを考え
ます。

本年は、障害者自立支援法の見直し、国連の
障害者権利条約への批准、障害者虐待防止法
の議論、障害者基本法の見直し等、障害者問
題に関する重要事項の検討が相次いで行われ
ている。
8月の総選挙では、政権与党が代わり障害者施
策も見直しが行われることが予想される。　そこ
で、与野党で障害者施策に関わっておられる国
会議員の方に登壇いただき、今後の発達障害
者支援施策、障害施策について討論を行うも
の。

会場 4号館ホール 4号館ホール
時間 16:15-17:05 17:05-18:00
分野 講演 4 講演 5

演題名
対人コミュニケーションの障害について最
新の脳科学からの理解

発達障害児者との豊かなコミュニケーショ
ン・人間関係を築くために

出演者　
山末 英典　（東京大学大学院医学系研究科
精神医学分野・准教授）

長崎　勤　（筑波大学大学院人間総合科学研
究科・教授）

概要

自閉症について脳の発達障害を背景とするとの
認識が定まりつつも、病態も原因も多くは未解明
である。一方でmm単位・秒単位で脳の構造や働
きを捉える脳画像技術が飛躍的に進歩し、近年で
は対人交渉や共感など極めて高次の精神活動で
も脳における基盤が同定されつつある。本講演で
は、自閉症の対人コミュニケーションの障害につ
いて最新の脳科学による理解と、研究段階にある
その原因や治療法について最新の知見の解説を
試みる。

発達障害児者の特性を理解した上で、どのように
したら、豊かなコミュ二ヶーションや人間関係を築
いてゆくことができるのだろうか？この間に行って
きた、前言語期から会話、ナラティブに至る発達研
究と支援研究を通して、子どもも変わるが、関わる
大人の関わり方も変わることで、新たなコミュニ
ケーションスタイル・人間関係＝共有世界が構築
されてゆくプロセスについて紹介したい。

第5回年次大会プログラムの概要  (13日、「オープン講習を含む」)
研修（オープン講習）への参加は事前に申し込みが必要です。各々の企画団体経由でお申し込みください。
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◆12月13日（日）　[3号館101号]
会場 3号館101号 3号館101号
時間 10:00-12:30 13:00-14:30

分野
言語聴覚士協会・研修（オープン講習）
　＜要：事前申込＞

大会企画

演題名

発達障害と話しことばの問題
－発達障害と吃音・構音障害のある子ど
もの特性に応じた支援を考える－

我が国の特別支援教育と世界の動向

出演者　

前新 直志 (国際医療福祉大学　保健医療学
部　言語聴覚学科　准教授)

コーディネーター:柘植雅義　(兵庫教育大学
大学院・教授)
話題提供:牟田悦子(成蹊大学文学部・教授)、
中澤惠江 (国立特別支援教育総合研究所・
上席総括研究員)、笹森洋樹 (国立特別支援
教育総合研究所・総括研究員)

概要

発達障害は認知・言語コミュニケーション能力と密
接に関係していますが、同時に話しことばへの影
響も少なくないと思います。今回は、話しことばを
主要に扱う視点から、発達障害と吃音・構音障害
を有する症例の臨床特徴をご紹介いたします。発
達障害を伴う話しことばの問題への支援を考える
上での一助になれば幸いです。

これまでの特殊教育から特別支援教育への転換
がなされ、全国各地の自治体、学校、教室で新た
な取組が進んできている。このような状況のもと、
現時点で、我が国の特別支援教育が、諸外国と
比較して、その特徴や可能性、そして問題点や課
題はいかなるものかを明らかにすることを試みる
時期に来ているのではないかと考える。そこで、北
欧地域、米国などの先進地域、アジア・太平洋地
域の国々の取り組みの特徴や課題と比較すること
で、そのような問題意識に迫っていきたい。

◆12月13日（日）　[3号館303号]
会場 3号館303号 3号館303号 3号館303号
時間 10:00-12:00 13:00-14:30 14:40-18:00

分野
日本臨床心理士会・研修（オープン講習）
　＜要：事前申込＞

自主企画 大会企画(会員討論)

演題名

「アセスメントを支援にどう活かすか？」
～WISC-Ⅲプロフィールの読み取り方を、
保護者とともに考える～

発達障害者のライフステージを支える＝
作業療法士の視点＝

徹底討論！JDDネットがめざすべきもの

出演者　

講師:水野　薫 (Space Zero　PDD心理・教育
研究所    (前福島大学大学院))、岡田　智
(共立女子大学)

進行：中路純子　（日本作業療法士協会保健
福祉部員特別支援教育担当）
講師：辛島千恵子（名古屋大学医学部保健
学科作業療法学専攻・教授）

コーディネーター:藤坂龍司 (NPO法人つみき
の会・代表)  出演:田中康雄 (ＪＤＤネット・代
表)、市川宏伸 (ＪＤＤネット・副代表)、倭文真
知子 (ＪＤＤネット・副代表)　他理事

概要

発達障害のある子どもの支援において、発達や特
性に関するアセスメントのニーズは高まっていま
す。臨床心理士としてアセスメントにその力を発揮
することはもちろん、結果をどう活かすかということ
もまた重要です。今回アセスメントに利用されるこ
との多いWISC-Ⅲを取り上げ、検査結果から支援
につなぐ情報をどう読み取るか、そこから何をどの
ように保護者に伝えるべきかについて、両方の立
場に立ち考えてみるべく企画しました。

_ ＪＤＤネットは多くのエリア会員やサポート会員に
支えられていますが、その運営や活動方針につい
て、日ごろ、エリア会員やサポート会員が正会員と
意見を交換し合う機会はあまりありません。そこで
このフォーラムでは、全国のエリア会員、サポート
会員が一堂に集まって、ＪＤＤネットの運営の在り
方や今後、どのような活動を行っていくべきか、に
ついて、代表や理事を交えて、自由に意見を交換
したいと思います。

第5回年次大会プログラムの概要  (13日、「オープン講習を含む」)
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◆12月13日（日）　[3号館304号]
会場 3号館304号 3号館304号 3号館304号
時間 9:30-12:30 13:00-14:30 14:40-16:20

分野
日本臨床発達心理士会・研修
（オープン講習）＜要：事前申込＞

自主企画 自主企画

演題名

自閉症児への発達論的アプローチの最
前線
～社会性・人間関係の形成を中心に

ＬＤ等の発達障害のある人の教育から就
業への移行支援　－ＬＤ親の会の実践か
ら－

トゥレット症候群を取り巻く現状と対応

出演者　

話題提供者：中西　郁 (東京都教育庁指導
部)、長崎　勤・吉田仰希・仲野真史 (筑波大
学人間総合科学研究科)、中村 晋・若井広太
郎・吉井勘人 (筑波大学附属大塚特別支援
学校)
指定討論者：太田昌孝(心の発達研究所)

話題提供： 内藤　孝子 (ＮＰＯ法人全国ＬＤ親
の会　理事長)、新堀　和子 (ＬＤ親の会「けや
き」　副代表)、 沼田　夏子 (新潟いなほの会
代表)
指定討論 松為　信雄 (神奈川県立保健福祉
大学　教授)

高木道人 (NPO法人日本トゥレット協会会
長)、金生由紀子 (東京大学准教授)、有澤直
人 (小学校教諭)

概要

近年、自閉症児の情動調整や共同注意、心の理
論障害などの社会的認知障害への注目が高ま
り、発達初期からの「社会性」「人間関係」の支援
の必要性が指摘されている。近年、これらの知見
を生かした様々な支援方法が開発されてきてい
る。
シンポジウムでは、自閉症研究における発達的ア
プローチの現状、アメリカで開発された包括的発
達アセスメント・支援プログラムのSCERTSモデ
ル、「意図の共有」による協同活動などの社会性
支援プログラムについて紹介していただき、自閉
症児における発達論的アプローチの最前線と今
後の展開と可能性を探ることとしたい。

全国ＬＤ親の会では、18歳以上（高卒相当）の子ど
もを持つ会員を対象に会員調査を実施し、その結
果を「教育から就業への移行実態調査報告書Ⅱ
（全国ＬＤ親の会の会員調査）」（2008年12月）にま
とめた。ＬＤ等の発達障害のある人の就業の状
況、諸制度の利用状況などから困難な実態が明
らかになった。本シンポジウムでは、その結果報
告とＬＤ親の会（東京、新潟）がとりくんでいるキャ
リア教育の実践について紹介し、ＬＤ等の発達障
害のある人の就業にむけての支援ニーズ、効果
的な支援のあり方について討論を行う。

　　トゥレット症候群は運動チックと音声チックを主
症状とする小児期に発症する病気であり，強迫性
障害，注意欠陥多動性障害，学習障害，自閉症
等を高頻度に併発している．このように発達障害
のデパ－トのようなトゥレット症候群について，医
療・教育それぞれの第一線に携わる専門家から，
この病気の概要，治療，学校生活における問題
点，対応について話を聞くと共に，フロア－の参加
者を交えて現実的な解決法を模索する．

◆12月13日（日）　[5号館101号]
会場 5号館101号 5号館101号 5号館101号 5号館101号
時間 10:30-12:00 13:00-14:30 14:40-16:20 16:30-18:00
分野 大会企画(発達障害施策) 大会企画(発達障害施策) 大会企画(発達障害施策) 大会企画(発達障害施策)

演題名
特別支援教育：地方分権下でのユニーク
な取り組みと格差

行政トーク:発達障害者支援の現状と国
の取り組みについて

講演:発達障害児者の今後の支援につい
て

対談:今後の障害者福祉はどうあるべ
きか？

出演者　

コーディネーター・話題提供:柘植　雅義（兵庫
教育大学大学院・教授）
話題提供:菅原　幸信(東京都渋谷区教育委
員会・課長)、北上　玲子(兵庫県猪名川町教
育員会・室長)

福田　祐典(厚生労働省精神･障害保健課
長）、奈尾　基弘(厚生労働省・障害者雇用対
策課長）、斎藤　尚樹（文部科学省・特別支援
教育課長）
司会:山岡修(JDDネット・副代表)

大塚　晃（上智大学総合人間科学部社会福
祉学科・教授）

野沢　和弘（毎日新聞・論説委員）、
田中　正博（NPO法人全国地域生活支援
ネットワーク・理事長）
コーディネーター:大塚晃、山岡修

概要

特別支援教育が全国各地で推進されている。特
に、2000年施行の地方分権一括法などにより、地
方分権型国家へ軸足を移し、その方向に向かうと
いう状況下で、特殊教育から特別支援教育への
転換がなされた。これにより、全国各地の自治体
では、ユニークな取り組み、主体的な取り組みが
相次いでいる。その一方で、意識改革やシステム
改革が十分には進まず、苦慮している自治体（学
校）も見られ、いわゆる自治体間（学校間）の格差
が問題となっている。そこで、ユニークな取り組み
をしている市町村は、なぜ上手くいっているのか
を、明らかにするとともに、格差をどのように考え
るのか、格差にどのように取り組んだら良いのか、
について考えていきたい

発達障害者支援に関する国の取り組みについ
て、厚生労働省、文部科学省から解説をいただ
き、後半は質疑を行い、今後の発達障害者支援
の方向性について討議します。

障害者自立支援法等の一部を改正する法律案に
おいては、発達障害児者が自立支援法のサービ
スをより受けやすくする観点から、発達障害者が
障害者の範囲に含まれることを法律上明記すると
されている。また、発達障害児については、早期
の発見、適切な早期の発達支援や家族支援を
「児童発達支援センター」で行うこととされている。
発達障害者支援法、障害者自立支援法、児童福
祉法における、今後の発達障害児者の支援を考
える。

８月の総選挙では政権が交代し、障害者施策
が大幅に見直されることが予想される。
障害者自立支援法、発達障害者支援法や国連
の障害者権利条約等がどうなっていくのか注目
される。
　それらを踏まえ、今回は野沢和弘氏、田中正
博氏のお二人の論客をお迎えし、わが国の今
後の障害者施策の方向性について討論する場
を設けた。
　１．障害者自立支援法の課題と改正の方向性
２．障害者の権利条約の批准に向けて
　３．（新たな政権における）発達障害者支援施
策の方向性

第5回年次大会プログラムの概要  (13日、「オープン講習を含む」)
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◆12月13日（日）　[5号館102号]
会場 5号館102号 5号館102号 5号館102号 5号館102号
時間 10:30-12:00 13:00-14:30 14:40-16:20 16:30-18:00
分野 _ 大会企画(対談) 大会企画(本人トーク) 大会企画(発達障害情報)

演題名
_ 専門家が語る－発達障害のある人たち

から教わったこと
当事者が語る－サバイバル・ライフのす
すめ

発達障害に関する２つの情報センター
から

出演者　

_ 上野　一彦(日本ＬＤ学会・理事長)、
竹田　契一（特別支援教育士資格認定協会・
代表理事）
コーディネーター：高山　恵子 (ＮＰＯ法人　え
じそんくらぶ　代表)、尾崎　ミオ (ＮＰＯ法人東
京都自閉症協会　理事)

コメンテーター：高森　明 (ＮＰＯ法人東京都
自閉症協会)、神山　忠 (岐阜県立関特別支
援学校教諭)、嘉村　賢州(NPO法人 場とつな
がりラボhome's vi　理事)
コーディネーター：高山　恵子、尾崎　ミオ

深津玲子(発達障害情報センター・センター
長)、渥美義賢 (発達障害教育情報セン
ター・センター長)

概要

_ お二人の先生が見て来られた発達障害のある人
の魅力的な世界をご紹介いただきます。
また、お二人の先生の「当事者指数度」について
探ります。

発達障害だからこそ、山あり、谷あり、急降下、急
上昇、エンスト、沈没、なんでもアリのドラマティッ
クな日々を過ごすことができるのかもしれません。
数奇な運命をたどってきた、発達障害ライフの達
人たちに、その奇想天外かつ型破りな冒険の日々
を、お聞きします。そして、常識の枠にとらわれ
ず、いかに発達障害ライフを生き抜くか……。サ
バイバルの極意を探ってみたいと思っています。

発達障害情報センター、発達障害教育情報セ
ンターの２つの情報センターの各々センター長
から、情報センターの状況や今後の取り組みに
ついて紹介します。

◆12月13日（日）　[5号館201号]
会場 5号館201号 5号館201号 5号館201号 5号館201号
時間 10:30-12:00 13:00-14:30 14:40-16:00 16:15-18:00
分野 教育講演１：発達障害者支援 教育講演２：特別支援教育 教育講演３：疑似体験 教育講演４：発達障害と就労

演題名
発達障害者支援施策の概要 特別支援教育を支え、広げるために今で

きること
「発達障害」の疑似体験　－「発達障害」
の世界にふれてみよう－

発達障害のある人の就労における課
題と支援

出演者　
日詰　正文 (厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部 精神・障害保健課　発達障害対策
専門官)

緒方　明子（明治学院大学心理学部教授） 鳥居　深雪（植草学園大学発達教育学部准
教授）

小川　浩（大妻女子大学人間関係学部・教
授）

概要

発達障害者の日常生活上の困難さや能力発揮の
可能性について、社会全体が理解し対応するため
に、国ではどのような事業を行い展望を持ってい
るのか紹介します。

１．特別支援教育の現状について、
２．通常の学級における特別な支援を必要とする
子どもたち、
３．コーディネートの意義と課題、
４．校内委員会の意義と課題、
５．個別の指導計画の意義、
６．機関間の連携と協働について、
７．特別支援教育を充実させるために今できること

「発達障害」があることが問題なのではなく、情報
のとらえ方や処理の仕方が違うことによって軋轢
や葛藤が生じることがたいへんなのだ。さまざまな
疑似体験を通じて、発達障害の世界にふれてみよ
う。それぞれの体験について、脳内の情報処理の
仕方も解説する。今日の体験を通じて、定型発達
者と発達障害者は「それぞれ別の世界にいる特別
な誰か」ではなく、「違いはあっても互いに隣人な
のだ」、と感じていただければ幸いである。

本講演では発達障害のある人の就労実態を整
理し、職場でどのような問題が生じるのか、就
労上の課題を整理する。障害者雇用制度の基
礎、障害者雇用のメリット・デメリット、発達障害
者が活用できる就労支援制度について説明す
る。

第5回年次大会プログラムの概要  (13日、「オープン講習を含む」)


