
 
 
 

令和４年度鹿児島県発達障害者支援地域協議会 議事要旨 

 

１ 開催日時 

  令和４年10月12日（水）10：00～12：00  

 

２ 場所 

  県庁18階特別会議室，オンライン 

 

３ 出席者 

 ・ 委  員 27名中24名（内オンライン参加22名） 

 ・ 事 務 局  障害福祉課長，障害福祉課長補佐ほか 

 

４ 議事録（協議事項） 

・ 発達障害を診療できる医療機関について 

 ・ 発達障害関係者スキルアップ研修について 

 

【事務局】 

 （発達障害を診療できる医療機関についての説明） 

 

【A委員】 

発達障害で現在対応が必要な人数は，医療的ニーズがある方だけではなく，診断がつか 

ない方も生活上のニーズがあり，全体で非常に大きなニーズで，人口比15％程度と言われ 

ている。 

決して程度が軽くても，医療的ニーズがゼロになるわけではないため，医療的なニーズ 

があるかどうかを，どこの場面でトリアージできるかがすごく大事だと思っている。 

こども総合療育センターは，ケースワーカー，教員，保育士及び心理士がいる支援部地 

域支援課があり，地域支援に特化している。発達障害の診療は，初診だけでも1時間半程度 

を要しており，小児科の通常の外来と発達障害診療の診療報酬を比較し，経営上困難があ 

ることがよく言われている。そのため，医療機関の機能によって適切な役割分担を考える 

必要がある。 

医療的ニーズだけではなく，生活面のニーズの多い子たちの方が大多数を占めるので， 

医療機関で対応するのが必要な子とそうじゃない子をうまくトリアージしていくシステム 

が必要と思っている。そのために教育福祉との連携できるシステムがどうしても必要と思 

っている。 

母集団の多さと多様性のある発達障害児者支援体制整備について，困っていることは， 

発達障害児者の支援の基本は医療というよりは生活面での支援を支えるものであり，基本 

的には教育と福祉が担うものかなと思っている。地域の中で教育と福祉，医療の適切な資 

源につなぐトリアージのできる場がないとは言わないが，非常に少ないように思ってい 

る。昨年度までは，a市にいた教育委員会の指導主事が，a市の中で非常にスムーズなト 

リアージを行って，医療と教育と福祉の連携が非常にスムーズにできていたと思っている。 

可能であるなら，認知症支援のように地域の包括支援センターが欲しいと思っている。 

発達障害支援の場合，基幹相談支援センターというのがあるが，それも総合支援法による 

地域生活支援事業に規定されており，大体50万から10万人2ヶ所程度というふうに言われて 

おり，非常に広い地域で，生活の地域のレベルとは違うと思っている。 

こども総合療育センターの対応年齢は15歳までだが，15歳以降の移行に苦慮している。 

投薬等の場合はスムーズに移行できるが，医療的介入のそこまで明確ではないケース，今 

後環境との不適応で二次障害のリスクがあると感じるようなケース，生活面での支援の必 

要なケースの移行先は，外来から見つけにくい。精神科のニーズがあると思っても，つな 

ぐときに苦慮しているケースがある。 

生活面の継続的な支援を行い，必要時に精神科などと連携できる相談支援事業所の仕組 

みが必要と思っている。 



 
 
幼児期から成人期までの切れ目ない支援を実施するために，小児期・成人期両方の相談 

支援事業所と療育センターなどを含めた連絡会の設置と効果的な運用をしていく中で，医 

療と教育，福祉，福祉，保健が繋がる仕組みを作ると，先ほどのリストのような医療機関 

と，適切なサービスをつなぐことができるのではないかと思っている。 

 

【会長】 

適切なトリアージをどうしていくか，成人期に移行するにあたって，スムーズな連携をど

のように考えていくかというところで，相談事業所を何らかの形で展開していければいいの

かなというお話。既存の中にそういう部門を拡張して作っていく等そういう形で対応してい

くイメージか。 

 

【A委員】 

実は，過去3年間a市で指導主事が対応したやり方があるが，療育センターで使っている紹

介票，聞き取り表の仕組みを上手に利用して，地域の保育所・幼稚園を見て回りながら，ニ

ーズのあるケースを拾い出して，それを診断の必要なケースは医療機関に，社会的な支援が

必要なケースは何らかの福祉施設に繋いでいくというトリアージを上手に行うことができた。

市の人口とその人のアクティビティ等がうまくマッチしたと思っている。 

何か箱を作るのではなくて，そのような機能的な仕組みをつくれたらと思っている。福祉

制度の運用と医療機関とのリンクができる相談支援事業所が，やはりその役割の一端を担う

必要があると思っているが，相談支援事業所の中でも，様々なケースを扱っているので，地

域の活発に動いている支援者と相談支援専門員がうまくリンクすることで，適切な支援の場

所にニーズのある人たちをトリアージしていく機能が必要で，そのための連絡会とか，話し

合いの場を地域ごとにつくり，かつ，中心でそういう人たちとの，また，調整会議みたいの

をする，そういう会議を上手に地域と中央で作ることで，地域ごとに対応していく。 

医療と生活が結びつけられるようになって医療機関のリストが役立つのではないかと考え

ている。 

 

【会長】 

小児科から成人期に入ったところでの，スムーズな移行について，相談の場所は，現状ど

うなっているか。 

 

【A委員】 

相談支援事業所が，相談を受け付ける窓口になっていると思うが，相談支援専門員が非常

にいろいろなところに散らばっていて，なかなか把握できないので，そこと上手にリンクす

るために，何らかの仕組みが必要と思っている。 

 

【会長】 

小児科からの移行について，精神保健福祉センターの利用はどのような形になっているの

か。 

 

【B委員】 

もともと発達障害で小児科に小学生の頃まで行ってたけれども，中学生・高校生になった

らその小児科の病院では見れないということで，センターに家族等が相談に来られることは

よくある。 

そのあとどう振り分けるかということは，このセンターが出している発達障害に対応でき

る病院のリストがあるので，それに基づいた情報提供をしているところまでが現実的なとこ

ろ。これが令和元年12月末時点で，新しくリニューアルする必要があるが。 

 

【会長】 

精神保健福祉センターでかなりのケースに対応しているという問題点としては，受け入れ

先の状況が少しわかりにくい等の問題点があると思う。 

精神保健福祉センターに相談に来られるケースは，比較的スムーズに移行できているのか。 

 



 
 
【B委員】 

情報提供までが多いのが現状。 

あと，発達障害がメインではなく，二次的な鬱等の精神症状が主体になることが多いと思

うので，外岡先生がおっしゃったみたいに生活的な部分の支援というところも，一緒に情報

提供していかないといけないと思った。 

 

【会長】 

精神保健福祉センターに相談に来るケースは二次障害がかなり強いケース，精神症状をメ

インとした症候として持っている方等が多いと思うが，小児科でうまくコントロールできて

いるケースだが，成人に移行するにあたってどうするかとか，精神保健福祉センターの方に

はそういう相談はあるか。 

 

【B委員】 

小児科で断られてどうしたらいいですか，ということでセンターに来ることがある。 

小児科と精神科がもうちょっと繋がりがあったり，もしくは小児科の方からつなげること

ができたり，もしくはその小児科からセンターの方に直接相談してもらえるといいと思う。 

もうちょっと連携するために，A委員がおっしゃった会議とか顔の見える関係とかがあると

もうちょっとつなげられるかなと思った。 

 

【会長】 

スムーズな連携というところで，精神科のスタンスとしては，思春期から成人に移行する

にあたって様々なストレスが降りかかってくるので，症状が出てしまってからではなく，も

う少し早く紹介してくれればよかったのにというケースもそれなりにあると思っている。ス

ムーズな移行ができないからこそ，そういう問題も生じているのかなというふうに感じてい

る。 

 

【C委員】 

小児科の立場からお話させていただく。小児科でいうと1歳半健診，3歳児健診が一つのス

クリーニングの場となっている。それから，保護者が気になって相談に来る場合もあり，そ

ういうところで，少しずつスクリーニングされている。 

ところが，そこでスクリーニングされて，そのあとどうするっていう話が，地域，自治体

ではあると思うが，何か統一したものが見えてきていないというのが，小児科医の立場から

言いたいこと。 

だから，医療機関，療育センターに来る前に，そこを整理するシステムが必要だと思って

いる。 

おそらく地域であるかもしれないが，例えば保健所でひっかかった子供たちをどういうふ

うに整理していくかという流れを一つのモデルを定義して，それをもとに各地域で支援相談

委員を中心として，流れを構築していければと思っている。子供たちにとっては，医療と生

活支援，それから療育，生活訓練等が必要になると思うが，そういう一人一人の子供たちに

何が必要なのか，どこに行けばそれをちゃんと受けられるのか，指導してもらえるのか等，

そういうところの流れをある程度示してもらえればありがたい。 

そしてもう一つ小児科医として困ることは，生活支援等そういう療育の支援をしてもらい

たいと思ったときに，児童発達支援事業所や放課後デイケアが乱立している。そういう施設

を評価する指標があると，紹介しやすいし，流れも少しスムーズにいくのかなと思っている。 

 

【会長】 

検診等でひっかかったお子さんをそのあとどこにどうすればいいかという一つ機関を設け

るべきではないかというご意見と，あとは診療の中で，放課後デイケアを含めて紹介したい

んだけれども，今たくさんそういう施設ができていて，どこを選んでどう紹介していけばい

いかというお話。 

相談支援事業所に関してスムーズな紹介ができるような仕組みづくり，あとは保健所健診

等で引っかかったお子さんたちがどう動けばいいかというところの相談窓口，それと，放課

後デイケア等含めた，いろいろ療育支援的な施設が乱立している状況をどう整理していくか，



 
 
それと，小児科から精神科に移行するところの，相談事業に関する情報をどうスムーズに取

り扱うかということ。この辺が整理できれば，今以上にもっと，当事者の方々が，医療に関

してスムーズに移行できるのかなという印象を持った。 

 

【A委員】 

乳幼児健診から引き続いて通常の保育の中で見ていただけるのが一番いいんだろうなと思

っている。 

通常の保育の中で見ていきながら，相談支援事業所と関連する何らかの心理士さんとかが

サポートしながら，特別なニーズのある子たちをピックアップして，児童発達支援事業所，

放課後等デイサービスに繋いでいく流れが必要だと思っている。なので，そういう意味でも，

保育所幼稚園等の，通常の保育，教育の中での支援力の向上と，そこをトリアージしていく

力がすごく大事。 

それから，鹿児島県では児童デイサービスを，無料で受けられるというのは非常にハード

ルが下がるということで素晴らしいことと思うが，他の地域からは，ただリストだけ見せて

家族に選ばせるのは無責任だという声も聞こえているのも事実。本来であれば，経済的な面

で，補助の必要な人には補助をして，ある程度有料にするというようなこと等は色々な専門

家から，鹿児島県のいろいろな話をしたときに意見として聞こえてくる。 

それから，小児科から精神科医のつなぎでも，発達障害の特徴は環境とうまく適応できな

いと，診断とかと全然関係ないような軽い子が，いきなり明らかな自閉症のような症状を，

顕在化させてくる等変化の大きい部分でもあるので，医療機関だけではなくて生活場面でも

フォローできるような仕組みも必要と思っている。 

 

【D委員】 

一歳半健診，三歳児健診そして療育の流れは非常に重要で，療育を受けてきたお子さんは，

その後の適応が本当にいいなと実感している。 

ところが，発達障害の特性が明らかでも療育などを受けていないお子さんの場合，小学校

ではそれなりに適応がよくても，中学校になると，さまざまな問題がバーッと出てくるパタ

ーンも見られる。なかには，親御さんの発達障害を認めたくないお気持ちが強い人も結構い

らっしゃって，学校現場では，親御さんの抵抗やためらいをどう理解し支援に結びつけるか

という問題が非常に大きいので，そのあたりを緩和するような方法も必要ではないか。 

また，中学生，高校生になると，発達障害以外の２次障害が絡み合って，そのお子さんの

本質的な問題がわからない思春期青年期の人も珍しくないので，やはり早期支援は本当に重

要と考える。他方，支援側の姿勢としてのプラスアルファで，1歳半健診，3歳児健診で，発

達障害と名前がついてしまうことへのさまざまなスティグマを緩和していくことも，併行し

て必要と考える。 

そのような場面で，親御さんをきちんと見立てて，サポートする人材，心理士等が関わっ

ていくのは，今後も重要だと思った。 

 

【会長】 

環境変化に対応していく，特に思春期に移行するときに不安定になる子供たちと，こんな

はずじゃないはずないのに，という親の思いであるとか，入口の段階，スクリーニングの段

階でも親の気持ち，スティグマの問題等，様々な問題を対応するような窓口みたいなものも

充実させていかないと，全体の流れもスムーズにいかないのかなと思った。 

 

【A委員】 

乳幼児期の問題から家族をそこに繋いでいくということは大事なことだと思っていて，そ

のためにも，検診とか保育，保育所の状況を家族と心理士さんとかそういう支援者を繋いで

いくような枠組みがどうしても必要だと思っている。だからこそ，相談支援専門員とか地域

の生活の場にそういう，保育所とかそういう学校とか，心理士さんとかとネットワークを持

った地域ごとの，機能的なまとまりが必要だと思う。 

それから，例えば，思春期青年期になってくると，それこそ発達障害なのか，なんなのか

わからなくなるような状況も多いと思う。その時に，例えば言葉の発語が2歳を過ぎていた，

指さしがなかった等，発達障害を疑う事実みたいなものが，きちんと受け継がれていくこと



 
 
は，そのあと思春期とか青年期になって，その子の支援とか診断の判断をする材料としてす

ごく大事だと思う。 

そのためにはそういう情報をどうやって切れ目なく継続させていくことが必要で，医療的

なニーズがない子たちは意外とその情報が切れてしまう。そういう子たちの情報が漏れてし

まわないように，医療とプラスアルファ，生活面での継続した情報の伝達，支援を考える軸

のようなものを作っておく必要があると思う。 

 

【会長】 

情報のスムーズなシームレスな繋がりの中で，途切れてしまう情報をいかに，維持してい

くかということも大切な一つ。 

 

【D委員】 

思春期になって，やはり連携の問題が引っかかってくることが少なくないので，何かしら

記録に残るようなものがあると，情報や支援体制が途切れなくなるのではないかと思う。 

 

【事務局】 

（発達障害関係者スキルアップ研修についての説明） 

 

【D委員】 

質の向上は非常に大事なことだと思う。 

その前に，放課後等デイサービス等の施設を開設するにあたって，行政側として，その申

請が出てきたときに許可をするが，簡単に許可しているように見える。施設側から，小児科

医院と連携したいと言ってくるが，その施設の基準，レベルが判断できない。 

鹿児島の場合は，非常に数が多いので，質を上げるためにはその入口のところで，質を上

げるような手順を踏んでいかないといけないと思っている。 

 

【会長】 

施設を建てるときの条件等どういった形で許認可しているのか。 

 

【事務局】 

県の条例で，そういった施設の設置基準について定めているところ。 

 

【会長】 

その基準の中に，例えば，研修を必須で受けることやある程度スキルを持っていること等，

そういう項目はあるのか。 

 

【事務局】 

施設としての基準や人の配置の基準，資格を持った方の配置が必要等，そういった人の配

置の基準も含めて定めているところ。 

 

【会長】 

医療法でもそうだが，何かを開設するときは，人数がどれだけそろっているか等が基準に

なっていて，実際の施設のスキルがどうなのかというところが見えてこないところがある。 

いろんな施設がしっかりと研修を受け，スキルアップを図り，どこに紹介しても安心して

任せられるような状況を作るのが理想的と思う。 

このスキルアップ研修は，年に何回は出ることが必要等，そういった要件があるか。 

 

【事務局】 

必ず受けないといけないというような必須のものではないところ。 

 

【会長】 

各施設が研修にどのぐらい参加している等そういったデータが，医療機関側にあると，紹

介しやすくなる。 



 
 
どこの施設がこの研修受けているか，医療側に公開できるものか。 

 

【事務局】 

どこの施設のどの方が受けたかということについて，直接的にご提供できるという状況で

はないと思う。ご提供するとすれば，研修を受けた方々それぞれに，確認した上でご提供さ

せていただくという，段階を踏む必要があると思う。 

 

【会長】 

仕組みの一つとして，誰がどういう研修受けたか，研修に出席した人の一覧，施設の一覧

を医療，各施設等に提供できたら，非常に良くなると感じた。 

 

【E委員】 

私の地域は，b市の一番南部で，実は1ヶ所しか放デイがない状況。そうすると，どうして

も見れる子供が少なくなるので，放デイをやむを得ずお断りするという状況が続いていると

いうことを耳にしている。そちらに通わせたい保護者さん，通いたい子供さんは，小学校の

放課後お預かり等に行かざるをえない状況。そういったところの先生方は，ちょっと厳しめ

の方が多くて，ちょっと騒がしいからもう来なくていい，と言われたりして，迷惑掛けるん

だったらもういけないね，とかいう声も聞く。 

市の中心部などには，放デイはたくさんできていると聞いている。ただ，質とかになると，

テレビを見せているだけのところもあると聞いたりする。ただ，その箱があるだけでも，す

ごくうらやましいこと。 

b市，他の自治体もそうですけど，例えばそういった申請があったときに，放デイを作りた

いという申請があったときに，事業者さんのご都合もあるので，難しいと思うが，こういっ

た地域が今少ないので，こちらではどうですかとか，例えば，送迎ができる等，何か柔軟な

対応ができれば，ゆくゆくは切れ目ない支援に繋がったり，子供の育ちを見守れるんじゃな

いかなと常々感じている。 

その放デイのスタッフの方も，少ない人数で回さなきゃいけないっていうことも，すごく

大変なことだと思う。ただ，地域のそういった放課後の預かりのところに行くと，周りの子

とトラブルが多かったり，先生から叱責を受けたりすることが多いようで，また，その地域

の先生方も，すごく心を痛めている。 

その辺のソフト面とハード面のそういった声もあるということをちょっとお見知りおきい

ただければと思う。 

 

【会長】 

施設の数や施設のばらつきがあるところの調整は今後の大きな課題。医療機関もそうだが，

医療過疎地域があったり，地域に色々な問題がある。 

そして，放課後デイサービス等で，専門の職員が対応しているときはうまくいっても，そ

うではない人達が対応すると，環境変化で崩れてしまう子供たちがかなりいて，そういうと

きに，心が傷ついてしまう子供たちも多いし，送った側の職員も，ちょっと後悔するような

状況ができてしまうという現場の切実な思いが伝わってきた。 

 

【F委員】 

基本的に放課後等デイサービスの方は，児童発達支援管理者という管理者の方が，5年以上

の実務経験と基礎研修並びに実践研修を修了後に，その管理者の資格を持っている。 

今，実態として，施設が乱立していて，よく療育をされるとこもあれば，ただお預かりに

終わっているところもあるときいている。 

児童発達支援管理者の資格を持ってらっしゃる方は，しっかりした研修を受けてらっしゃ

るにもかかわらず，そういった事業所があるということは，そのあとのフォローアップの部

分に少し問題があるのかなと思う。 

c市では市の運営する「発達サポートセンターあゆみ」という部署があり，そこでは発達支

援の学習会を毎年開催している。その中で，親の団体等がお話をさせていただいているが，

そういったお話はいくらでもできるところはあると思うので，ぜひ活用していただければと

思う。 



 
 
あと，発達障害の子供たちは，環境変化に弱い子がほとんどで，その環境が変わってしま

うと重症になる，いわゆる二次障害三次障害を引き起こしてしまう方々も，本当にたくさん

いる。強度になって強度行動障害を発してしまう，いわゆる自傷，他害，物に当たったり，

壊してしまう等，そういったところまで悪化してしまう方々もおられるので，そこの環境調

整をしていくために，連携が大切。 

教育，福祉だけでなく，親御さんもやっぱり勉強していかないといけないと思っている。 

どんなに福祉，教育の現場で，手厚い療育等の支援体制を受けられたとしても，例えば，

家庭で虐待をしてしまう等で，また元の状態に戻ってしまうというところも，少なからずあ

る。そこの支援体制を今後作っていかないといけないと思っているが，なかなかそのところ

まで進んでいないような状況で，すごく心苦しい思いをしている。 

 

【会長】 

そもそも放課後等デイサービスを含めて，児童支援発達管理者の研修を受けているという

ことで，一定のスキルを持った上で開設しているんだけれども，実際は能力に差が出てしま

うというところがあって，フォローアップ研修を受けさす仕組みが必要ではないかというご

意見や当事者の方々含めて研修には協力をしていただけるということで，研修の中に取り入

れていくと，支援のスキルアップに繋がるのではないかと感じた。 

あと親御さんの勉強の機会も実は必要で，そこら辺は，またいろんな研修の機会を設けて

いかないといけないかなと思った。 

 

【G委員】 

1点だけ質問なんですが，5年度以降に，このスキルアップ研修が未実施の地域について，

実施する予定があるか。 

 

【事務局】 

今後の実施場所については，また講師の先生ともご相談しながら，検討させていただく。 

 

【A委員】 

児童発達支援事業所のことについてなんですけど，b市では公開療育を児童発達支援センタ

ーに義務づけていたと思う。そういう支援技術等を学ぶという場は，確か定期的にあると思

うので，公開療育とかそういう研修を受ける等を義務づけることは，すごく大切なことと思

った。 

3年前に，H先生に鹿児島に来ていただいて，保育士向きの研修をした。そこで感じたのは，

保育士さんたちが，専門的な用語は使わないけれど，発達障害の子供たちへの対応する力が

すごくあると感じた。鹿児島で見ていると，保育士さんたちが若干自信がなくて，ちょっと

気になるとすぐ児童発達支援事業所にお願いしてしまう傾向もあるように感じる時がある。

発達障害って，1か0かとか白か黒とかそういうものではなく，かなりスペクトラムと言われ

るぐらいに幅のあるものなので，保育所，幼稚園で通常の保育士さんたちが対応できる範囲

と児童発達支援事業所まで行かなきゃいけない範囲に幅があると思うので，その地域の心理

士や学校の指導主事等，様々な職種の人たちが保育士さんたちのスキルをバックアップして，

保育士さんたちに自信をつけていただくような取り組みをしていくことをできれば，通常の

保育の中で関われる部分が増えていき，児童発達支援事業所の数を抑制できるのではないか

と感じるときがある。 

そういう意味でも，当初から言っている相談支援専門員等の地域の生活に根差した何らか

の窓口を作りながらそこに，関連する支援者が結びつく形で，ニーズがあるところにそうい

う支援者を渡していくというようなそのような仕組みがすごく大切と思っている。 

 

【会長】 

例えば医療であれば，医師会が研修会を開いて点数がついて，モチベーションを持って研

修を受けるということもあるわけで，そんな仕組みもたくさん作って，よりよいスキルアッ

プにつなげるような体制を構築する必要があると思った。 

 

【I委員】 



 
 
やはり発達障害のある子供たちの支援となると，学校教育の役割が大きいと考えている。

現在，特別支援学校がセンター的機能として，地域の幼稚園，保育園，小中学校等への支援

を継続している。保育園に特別支援学校の教員が行って，保育士の先生方に情報提供や相談

に乗る仕組みもずっと継続しているところである。 

学校教育，医療，福祉の連携のシステムはあるが，それをより機能化していく必要がある

と実感している。人的資源が必要となる部分もあるが，1人の子供を中心としたこうミニマム

な連携体制みたいなところも今後検討していただけるとありがたい。 

 

【J委員】 

d市の方では，昨年度より地域生活支援事業の巡回支援専門員整備事業を実施しているとこ

ろ。 

内容としては，発達段階が気になるお子さんたちが通われる療育保育施設の方に，定期的

な巡回を行うことで，支援者の療育的なスキルを高める事業になっている。 

地域の児童発達支援センターの方に業務の委託を行いまして，d市内に療育保育施設が約70

ヶ所あり，そちらに年に2，3回程度，巡回を行い，保育士さんたちに児童への関わり方をコ

ーチングしている。 

これによる成果として，2年間して体感化しているのが，安易に児童通所サービスに繋がる

のが抑えられ，地域の保育園等で過ごせる時間が増えたんじゃないかと感じている。 

あわせて，保育士等の自分たちがしている保育はこれで合っているんだろうかというとこ

ろについても，間違ってなかったんだという意見もいただいているところ。財源的な部分，

社会資源の数等も考えて，有効な事業と思っている。あと，保育所等訪問支援事業や障害児

等療育支援事業の方も活用しており，今後もそこら辺を考えて事業の展開をしたいと考えて

いる。 

 

【会長】 

巡回事業みたいな形で保育士の方にコーチングを行い，それによる効果が出ているという

ことで，各地域もやはりこういう取り組みを参考にしていくべきだと思うので，こういう仕

組みがよかったというような，取り組みはご紹介していただけたらと思う。 

 

【A委員】 

うちのセンターで，今使っている紹介票と聞き取り表のシステムというのは，厚生労働省

の初診待機解消事業のモデルとされた事業で，全国的にもある程度認められて，効果がある

というふうに言われている事業。 

紹介票と聞き取り表を使って，うちのセンターに家族から直接紹介をしていただくのでは

なく，支援者から紹介票を出していただくことで，地域の生活している場でその子供と家族

を支援する支援者と，ある程度支援の仕組みができ上がっている子供たちから，うちのセン

ターに受入れるような仕組みを作っている。 

それは，初診という受け入れの流れを作るためのツールだが，同時に，地域支援体制を作

るというそのような機能も持っていて，実はその聞き取り表を使うと，地域の支援者がどの

ような支援をしているか等その力も見えてくるというような側面がある。それから，紹介票

とか聞き取り表の項目をしっかり書き込むことで，聞かなきゃいけないことやちゃんと着目

すべき点を明確にすることができ，支援者のスキルのばらつきをカバーすることができるか

なと考えている。 

一昨年昨年とa市の指導主事の先生といろいろ話をしたら，a市の中ではこの紹介票の仕組

みを上手に地域の中で使って，医療と教育と福祉の連携ができていたときいたところ。保育

所等を回り，ニーズを確認しながら，適切な支援の場につなぐことができていた。これが，a

市のモデルということになるが，トリアージをできるスタッフがいて，それを学校の中での

様々な支援に結びつけ，紹介票を出してもらって医療機関とつなげるというようなそのよう

な仕組みができていた。 

紹介するときに，今までは保育所，幼稚園や児童発達支援事業所の情報まで確認していた

ものを，どの相談支援専門員を使っているかというところまで確認することで，うちのセン

ターに受診をするときに，相談支援専門員まで紐づけて受診をしていただくような仕組みを

つくれないかと考えている。 



 
 
このようにすることで，子供たちが生活をしている場で，医療と生活の支援をするところ

が連携して支援ができるような仕組みづくりに繋がるのではないかと思っている。 

もちろん，相談支援専門員にすべてのことをしていただいたら，多分パンクしてしまうの

で，相談支援専門員を核として，地域の中で活躍している支援者の情報を地域ごとに持って

いただいて，地域の中で必要な支援者に子供たちをつなぐ，或いは，保育所幼稚園の支援或

いは学校の支援も教育と連携していくというようなそのような有機的な仕組みを作っていく

と，地域の中でできることが多くなるのではないかと考えている。 

私たちが今まで培ってきた紹介票とか聞き取り表とかのその具体的なツールも，生かして

いきながら，新たな支援体制を構築できればと考えているところ。 

 

【会長】 

紹介票を活用して，支援の連続性があったらいいなと感じた。 

その紹介票は，現在，療育センターの入口で使っていると思うが，それを，小児科から精

神科への移行であるとか，その他節目で，何かアップデートしていくということか。 

 

【A委員】 

今そのアップデートをしようとしているところ。 

当初紹介票を導入したときは，交通整理のツールとして導入した。しかし，使っているう

ちに，交通整理のツールだけではなく，支援者を支援できる，ニーズを把握できる，地域の

ネットワークづくりに資する等，様々な副次的な効果を感じることができた。それで，何よ

りいいところは，そういう支援があると，誰が責任をとるのかとか等そういうようなことが

常に出てきてしまうが，そういうシステムがあれば，何か問題があってもシステムのせいに

できるということがあって，あまりその支援者個人が責められるのではなくて，そういうシ

ステムの中で支援が担保できるのではないかなと思う。 

今まで15年ぐらいこの仕事をやってきて，地域を見ていると，とても素晴らしい支援者が

いるときは素晴らしくなるが，その先生が異動すると，どうしても下火になってしまうとい

うことがある。こういうプラスアルファのシステムがあると，恒常的に同じような支援がで

きる仕組みがつくれるのではないかと思って，この紹介票のシステムを，今後取り組めたら

いいなと思っている。 

 

【会長】 

情報の共有はすごく大切で，支援していく上ですごく役に立つツールになるとは思うが，

一方で，個人情報という問題も実ははらんでるんではないかということで，個人情報の保護

という観点で見た場合はどうか。 

 

【A委員】 

センターでは，紹介票の中に同意書を一緒に印刷していて，センターで情報を共有する時

にその同意書にサインをしていただく形をとっている。それから，うちのセンターの連絡協

議会の中に，弁護士さんに入っていただいていて，それで，個人情報の保護に関する検討会

を必ずしている。 

 

【会長】 

何かそこで問題が生じたケースはあるか。 

 

【A委員】 

ある。その場合はもう仕方ないので，家族から伝えていただくというような対応をとって

いる。虐待がある等はっきりしたものがある場合等そういうケースは別になるが，そこの同

意書を遵守するという形をとっている。 

 

【会長】 

医療機関だと守秘義務というものがあるが，そういう意識というものが，いろんな連携を

取っていく上で，実はグレーになってしまっているところも，機関によってはあるのかなと

思う。弁護士が入ってそこは大丈夫という法的な裏付けはしてあるという認識でいいか。 



 
 
 

【A委員】 

うちのセンターに紹介票を出していただくときに，そこに支援者のサインをいただくが，

家族のサインも必ずいただくことになっている。家族と支援者の両方が目を通して，サイン

をしていただいているところで，それでインフォームドコンセントが成り立っているかなと

思っている。 

あと，伝える支援者の範囲についても家族にきちんと確認することになっている。 

 

【会長】 

何年か経って，あの時は同意したけど，子供も成長し本人の意思が出てきて，その情報は

もう広げてほしくない等，そこら辺も含めて対応しているか。 

 

【A委員】 

今のところ，非常に時間がたってから言われたケースは経験していないが，連絡協議会の

中で弁護士さんも含めてそこは検討していきたいと思っている。 

 

【会長】 

情報の共有がすごく大切なんだけれども，拡散することによる弊害というものも含めて，

きちっと法的にも，整理していかないといけないのかなと感じたところ。 

 

【D委員】 

療育が重要な一方で，スクールカウンセラー先などで，療育をちゃんと受けてきたお子さ

んたちの中には，私から見ても学校の先生から見ても問題ないお子さんたちが，「自分は，

いつまで発達障害なんだろう」と悩みをお話されたりすることもある。一度診断がついてし

まうと，「発達障害」という診断をどう受け入れていくかが特に軽度のお子さんたちの課題

になることを感じている。 

例えば，「東大は4人に1人は発達障害だから」というのはよく知られているが，うまく社

会に適用できていれば名前もいらずにすむことを実感する。適切な診断や療育が必要である

ことは言うまでもないが，当事者やご家族にとっては，診断という名前がついてしまったこ

とへのスティグマもあることを，私たちは専門家として知っておく必要があると思う。 

あと，もう一つは，私は心理アセスメントも専門にしているが，最近特に子どものウィス

クがまた改定版がでているが，改定の頻度が高過ぎることも問題だと思っている。また，現

場で，その検査を実施する場合，基本項目だけやればいい，知能だけ出せばいいという考え

方では，本当に必要な支援の要素が見えなくなってくる等の問題が散見されるので，知能検

査や発達検査を実施する場合は，時間が掛かりすぎる問題はあるにせよ，なんとかフルバー

ジョンでやる工夫をしていただきたい。 

この改訂の繰り返される問題についてA委員など，どういうふうにお考えかぜひ教えていた

だきたい。 

 

【A委員】 

その改定が早いことは何ともコメントできないが，先生が言われた通り，診断だけつけれ

ばいいということではないということと，知能検査のＩＱだけ伝えればいいわけではないこ

とは，大きくうなずくところ。発達障害の特性というのはすべての人間が持っているもので，

要因があって，環境と適用できないと問題として顕在化してくると言われる先生もいるが，

まさにその通りだと思っている。 

うちに来て検査を受けている子供たちについても，自閉症に伴うこだわりとか感覚過敏と

かコミュニケーションの問題とかそういうものと，それから，周囲の状況等一つ一つの特性

についてしっかりアセスメントして，そのアセスメントをできるだけ現場で使えるように，

提供していく努力を私たちはしているつもり。 

それから，知能検査も，うちでやっているが，IQだけでうのみにするのは非常に危険なん

だろうなと思っている。なので，自分で子供たちに接した印象と，様々な検査を総合して，

その子達を特定の診断に絞るのではなく，その得意苦手等をきちんとアセスメントして，現

場で生かせるようにつなぐ。 



 
 
そのためにはやっぱり，私自身が現場に全部伝えることは不可能なので，その辺をきちん

と伝えられるような，人とか仕組みが必要なんだろうなと思っている。 

 

【会長】 

やはり心理検査を受ける子供達は，平常の状態で受けているかどうかは大事。 

二次障害で鬱が出ている，興奮している子どもにウィスクとか，心理検査をすると変な数

字になってしまって，その子本来の能力を反映できてないことが，精神科の領域では多々あ

る。 

刺激があったときないとき，環境が整ってるとき整っていないときで全然違うという認識

は，みんなで共有していた方がいいのかなと感じた。 

 

【B委員】 

今センターで，小児以外に，就労の問題に関して関係各所と連携をしながら，発達障害，

もしくはグレーの方の対応についてもいろいろ協議をしているところ。 

小児科と精神科の連携の仕方を，就労の方でもシームレスに大人になってもできるといい

なと思った。ひきこもりの問題等も小児から成人で就労の支援までできるようになればいい

なと思った。 

 

【会長】 

まさにおっしゃる通りで，生まれてから，就労に至るまで，繋がりがスムーズにいくと，

支援としては一番理想的で，各部署での連携が大切ということを，強く感じた。 

いろいろとご意見を伺ってきたが，窓口として相談支援専門事業所等の関連をうまく活用

していくかというところで，高齢者の地域包括支援センターのような仕組みがつくれるのが

一番理想的なのかなと感じているところ。 

いろんなキーワードが出てきたと思うが，情報の共有を含めて相談支援事業所，専門員含

めてどのような形で，今後，利用していくか等考えながら，スムーズな支援ができたらいい

のかなと思った。 

事務局におかれましては，そのような本日の協議会で上がって意見について整理するとと

もに，関係各所と協力しながら，今後の事業の活用していただきたいと思う。 


