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No.1 ﾒﾝﾀﾙな問題の全体像  No.7 その他の問題 

No.2 ｽﾄﾚｽとその対処   7-1 統合失調症 

No.3 うつ（気分障害）   7-2 摂食障害 

No.4 軽度発達障害   7-3 解離性障害 

No.5 不安障害   7-4 心身症など（身体に出る障害） 

No.6 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題    

 

4.軽度発達障害 

4-1.軽度発達障害とは 

発達障害とは、本来は幼児期から

青年期までに診断される、おそらく

先天的な脳機能の逸脱によると思わ

れる障害を言い、代表的なものには

右図のように精神遅滞（昔は知的障

害と言っていたもの）や先天的な言

語障害、学習障害、広汎性発達障害、

ADHD などがあります。 

重度のこうした障害を持つ方は、

大体小学校までに発見され特別支援

教育などのｻﾎﾟｰﾄを受けられるので

すが、軽度な場合は青年期まで顕在

化せずに就学/就労し、高校や大学に

在学中や就労後に顕在化する場合があります。ここでは、特に就労後に問題となりやすいｱｽﾍﾟﾙ

ｶﾞｰ障害と ADHD/注意障害について詳しく説明していきます。 

 

4-2.ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害 

4-2-1.自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの中のｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害 

上図の中の広汎性発達障害は自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑとも呼ばれます。これは自閉症に類似した様々な

病態が連続的にｽﾍﾟｸﾄﾙのように存在するもので、その中心的な障害である自閉症は発見者の名前

からｶﾅｰﾀｲﾌﾟと呼ばれています。ｶﾅｰﾀｲﾌﾟの自閉症の方は、知的な問題を抱えていたり言語による

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが困難な場合が多く、周囲から見ると「自分の殻に閉じ籠る」といった印象を受ける

ため、このような名称がついたのだと思います。自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの特異な症状であるｻｳﾞｧﾝ症候群

の人達は、自閉症と似たｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの問題を持ちながら、瞬時に計算ができたり図書館の書物の

内容を全部記憶していたりといった常人には考えられない特異な能力を示しますが、ｶﾅｰﾀｲﾌﾟの

自閉症児にも似た能力の片鱗を見ることがあるようです。そして、自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの中で最も軽

度な障害がｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害です。この障害の場合は知能ﾚﾍﾞﾙが高い事も多く、一見言語によるｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝに問題は感じにくいのですが、それでもやはり後述するようにｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの問題を抱えてい

ます。これらの障害は何らかの脳の器質的な問題から生じている障害であることはわかっていま

すが、その具体的な内容は未だにはっきりしていません。 
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4-2-2.ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の特徴 

ここからは、話をｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害に絞って進めていきますが、先ずは代表的な事例から見ていき

ましょう。 

 

【事例 4-1：Mくん（29歳）】 

IT 企業の S 社に入社して 5 年目の M 君は、大学在学中に同級生との交流に苦痛に感じて休

学し、自宅に引きこもるようになりました。家族が、医師やｶｳﾝｾﾗｰの助言に従い、そっとし

て様子を見ていたところ、1 年ほどしてﾊﾞｲﾄに出るようになり、そこで社会に戻る勇気を育み、

無事復学し卒業と同時に就職できて 5 年経ちました。初期は対人関係を拒絶していましたが、

今では飲み会にも徐々に参加しています。 

 

M 君は病院でｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の診断を受けたわけではありませんが、おそらくｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の傾

向を持っていると思われます。そうした方達の特徴を列挙すると以下のようなものになります。

ただし、実際には、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの問題以外は個人差が大きく、個々の方の特徴は極めて多様です。 

 

・他者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとりにくい：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝできないのではなく、相手と気持ちを共有する

ことが難しく、結果的にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが苦手になります。 

・記憶が辞書的：経験を咀嚼しないまま溜めこむ傾向があり、それが辞書的に引き出せる感

じがあります。従って、特に軽度の方の場合、記憶力が異常に高く、試験に強

いので高学歴の方が多いのですが、発想や応用を求められると、記憶の DB に

ないので突然答えられなくなってしまいます。 

・こだわりが強い：衣服や飲食などの好みが著しく偏っていることが多く見られます。ｱﾆﾒ

やｹﾞｰﾑが好きで、あまり飽きることが無いのも特徴です。 

・音に過敏：普通、私たちは聴きたくない音や不必要な音は無視して生きています。ですか

ら、多少激しい騒音に対しても必要以上に不快になったり会話ができなくなる

ことはありません。しかし、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方の中には、そうしたことが苦手

で、ちょっとした騒音に過敏に反応する場合があります。 

・3 次元が苦手：地図を見て経路をｲﾒｰｼﾞしたり、街並みを想像することが苦手です。また、

3 次元的な認知が苦手だと、不器用に見えたり運動が苦手だったりします。 

 

4-2-3.ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の不適応の顕在化 

前述のような特徴は、その人が持つ本来の特異性であり、これを一次障害と言います。 

こうした特徴、とくにｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの困難さから、両親との間で祖語を生じ、それが幼い時から

延々と続く場合があります。また、多くの方が小学校から高校の間にいじめに遭います。これら

の結果として自尊心の傷つきが生じ、それを回避するために生じる障害を二次障害と言います。 

私の経験では、軽度で社会に出ている人の場合、不適応は一次障害そのもので生じるよりも二

次障害により生じる方が多いように思われます。 

M 君の場合には対人接触を避けるようになり、孤立し引き籠るようになりましたが、以下に、

その他の二つの事例を示します。 

 

【事例 4-2：Fさん（38歳）】 

F さんは「うつ」を治したいと言って相談に来られました。長年医療機関で「うつ」の治療

を受けていて治らず、Dr に投薬治療以外の方法を相談してｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを薦められたといいます。

詳しくお聞きすると、大学卒業後就職をせず、20 年近くずっと実家住まいでｱﾙﾊﾞｲﾄをしてこ

られたようです。小学生のころからずっといじめを受けていて、ご両親はｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害であ

ることに気づいていたようです。結果的に、F さんは今の生活を続けることを選択し、それと

ともに「うつ」の症状は消えました。 
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【事例 4-3：Cさん（50歳）】 

Cさんは一流企業の研究職の方ですが、奥さんが思い悩んで相談に来られました。 

二人の間には高校 2 年生の S くんというお子さんがいますが、C さんが S くんの大学入試に

過剰に干渉し、そのあまりの激しさに奥さんが耐え切れなくなったと言います。奥さんはｶｳﾝ

ｾﾘﾝｸﾞで気持ちを表現すると少し楽になり、奥さんの気持ちに余裕ができると、家族は一応の

安定を取り戻しました。 

 

F さんの場合は主に「うつ」として二次障害が顕在化していますが、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方は、自

ら自分の問題を他者に相談することが少なく、相談に来る場合も、このように「うつ」や体の不

調などを訴えて、誰かに促されて医師やｶｳﾝｾﾗｰを尋ねる事が多いようです。この場合、発達障害

に気づかないと不毛な治療を延々と続けることになります。 

C さんの場合は、主に家族への攻撃性として現れていますが、最近、こうしたご主人の攻撃性

や無関心に耐えかねて来談される奥さんが少なくありません。また、非常に軽度な男性のｱｽﾍﾟﾙ

ｶﾞｰ傾向の方が、社会では気づかれずに医者や研究者、技術者などとして 40 過ぎまで生きてこら

れ、管理職になって発想や応用力を求められて立ち往生してしまったり、こうした方が、原因不

明の自死を選択される場合もあります。 

 

4-2-4.ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の原因 

ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害を含む自閉症の原因は、先にも既述したように、実はまだわかっていませんが、

何らかの脳機能の逸脱ではないかと思われています。ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方に、ｳｪｸｽﾗｰ知能検査とい

検査を行うと、多様な脳機能の項目間のﾊﾞﾗﾂｷが一般的な人に比べて著しく大きいことがよくあ

るようです。どの項目が上下するかが結構多様ですが、結果として情報を認知する機能が普通と

は違ってくるのではないかと思われます。ひとつの仮説としては、ある組み合わせによって、顔

の表情の認知に遅れが生じると、正常なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが阻害されるのではないかということも言わ

れています。 

しかし、ここで重要なことは、こうした脳機能のﾊﾞﾗﾂｷは誰にでもあるものだということです。

ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害は、たまたま、それがｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに不都合な組み合わせになってしまっただけとい

っても過言ではありません。実際に、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害を持ちながら社会に出ていて相談に訪れる方

の IQ は平均以上（100 以上）であることの方が多い気がします。 

 

4-2-4.ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の対処法 

繰り返しますが、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方が、自分の問題を自覚して自ら支援を求めることはあまり

ありません。従って、周囲が相談を促したり、その人との関係性の中で対処していくことになり

ます。 

 

①.相談先 

幼少期のｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の対処法は随分研究が進んでいるようで、実際にいろいろな試みが行わ

れています。しかし、残念ながら問題が軽度であり大人になるまで顕在化しなかったｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障

害に関しては、現在のところ、ほとんど手がつけられていません。従って、多くの場合、事例

2：F さんのように、普通の精神科／心療内科では「うつですね」などといわれてしまいます。F

さんは、後に、発達障害を専門と謳っている医療機関で検査を受けましたが、検査ではその兆候

が見られるにも拘らず「問題なし」と診断を下され愕然としました。 

そこで、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害的な傾向が疑われる場合は、ｶｳﾝｾﾗｰに相談されることをお勧めします。ｶ

ｳﾝｾﾗｰに相談すると、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害であるかどうかということではなく、その人のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの問

題やその結果生じている二次障害について一緒に考えてくれると思います。 



4 

 

ここで「ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害かどうかの知りたい」というご本人や周囲の方のご希望が生じる場合が

あります。大人のｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害に関する書籍を読むと「調べて告知することで楽になる」といっ

たことが書かれている場合があります。しかし、実際に現場でそうした方と接していると、逆に

失望してしまったり、却って悩んでしまったりする場合もあり、必ずしもそうは言えないことを

最近強く感じます。従って、障害の有無をはっきりさせることについては、慎重に考えるべきだ

と考えます。 

 

②.職場での対応 

では、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害が疑われる方に対して、周囲の人間は具体的にどう対処したらよいのでし

ょうか？正解は無いと思います。以下は、私の意見だと思ってご覧にください。 

先ずは、周囲が情報を認知する機能、つまり感じ方が違うのだということを理解し、多様性の

ひとつのあり方だとして受け入れることです。大雑把な特徴としては、新しいことを発想し段取

りしたり、企画したりすることは苦手ですが、非常に記憶力は高く、定型的なことは驚くほどこ

つこつと粘り強く行い続けることができます。また、向上心とか意欲といった現在のﾋﾞｼﾞﾈｽ環境

では極めて重要な側面が著しく欠けていて、昇進や給与といったことに驚くほど無頓着な場合が

多いと思います。 

従って、こうした特徴に合った仕事の与えられ方をすれば、十分なﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを発揮する可能性

があります。現に、医師や研究者などの専門職として非常に優秀な方がたくさんおられます。た

だし、専門職としてその仕事について非常に優秀だからといって、急に仕事を変えたりﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

の仕事をさせると立ち往生する場合があるので注意が必要です。なお、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや発想力と言

った遅れた部分は、ゆっくりと育っていく場合もあります。 

次に、最も肝心なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関してですが、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方は、感情の表現が判り難く、特

に、強い二次障害が生じてしまっている場合にはｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを拒んでいるように見えることがあ

ります。しかし、決して本来の性格がﾈｶﾞﾃｨﾌﾞで攻撃的ということであったり感情自体が希薄な

のではなく、むしろ、多くの場合、普通の人以上に良質のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに飢えています。そこで、

先ずは 1：1 の関係を大切にしてください。彼（彼女）が一番信頼できやすそうな人（相性が良

さそうな人）が、彼（彼女）との信頼関係を強固なものにしてください。仮に無反応であったり

攻撃的であったりしても、それが二次障害であることを理解して、こちらが感情的にならないこ

とが大切です。その信頼関係が一度築かれると、彼（彼女）はその人の言うことには極めて素直

に対応するものです。そして、そこから、少しづつ周囲に信頼関係を広げていけ、それと共に二

次障害が消えていきます。よく、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の部下を持った熱血上司の方が、「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは経

験するしかない」といって、そうした部下を色々な場所に無理に連れまわすことがあります。し

かし、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ傾向の方は多くの人が集まる場は苦手であり、単に場数を踏んでも慣れることは

ありません。それどころか、ますます殻に閉じ籠ったり、周囲への反感を強めたりします。 

 

4-3. .ADHD／注意欠陥多動障害 

4-3-1. ADHD／注意欠陥多動障害とは？ 

先ずは代表的な事例から見ていきましょう。 

 

【事例 4-4：Kくん（27歳）】 

K くんは中学時代にいじめに遭う経験をしましたが、無事高校を卒業し、複数の仕事を経験

した後に今の職場に入りました。しかし、周囲に比べて著しく仕事の覚えが悪く、いろいろ

と調べたところ自分が発達障害ではないかと思うようになり、医療機関に相談に行ってｶｳﾝｾﾘ

ﾝｸﾞを勧められました。検査をしてみると、作動記憶という耳で聞いた情報を一時的に記憶す

る能力のみが他の能力に比べて著しく低く、聞き間違えたり、大勢が一緒に喋ると混乱する

理由がわかり、それに対処する工夫をしながら、今も仕事を続けられています。 

 



5 

 

ADHD（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder）とは、不注意と多動性が特徴の軽度発達

障害の一種です。不注意とは、目の前の刺激にすぐに反応してしまい、注意力が持続しづらいこ

とを言い、多動性とは、じっとしていることが困難で、絶えず動きまわっていることを言います。 

ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害と同様に、重症の場合は子どもの時に見つかり、小学校の教室で、他の子が課題

に興味を集中させて辛抱強く取り組んでいる中で、うろうろ動き回ったり、全然別なことをして

いたりします。しかし、成長するにつれて多動性は表面的には見えなくなっていき、注意障害の

みが残っているように見える場合が多いようです。ただ、実際に動き回らなくても、衝動性とし

ては残っていることも多く、衝動的な行動をしてしまい、周囲から不可解な行動が多いとみられ

る場合が結構あります。 

 

具体的な大人の注意障害の方の特徴としては、上記の K くんの事例に見られるように、聞き間

違いや勘違い、うっかり忘れが多く、「仕事が覚えられない」といった印象を自分も周囲も持つ

ことが多いようです。また、大勢の場所でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが苦手で、頭の中がﾊﾟﾆｯｸになって、何も

入って来なくなる感じがしたり、自分ひとり取り残される感じがしたりします。 

後述するように、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害と注意障害では、その本質がかなり違うのですが、両方ともｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝが最も大きな問題であり、その結果として、良く似た二次障害を生じますので時として混

同されることもあります。 

先のｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害との決定的な違いは、自分が何かおかしいと言う自覚があることが多く、従

ってｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害と違って、検査を受けておかしい所を正確に把握することが行いやすいといえ

ます。しかし、逆に言えば、自覚がある分傷つきやすいとも言えます。 

 

ここで、もう少し具体的な事例を見ていきましょう。 

 

【事例 4-5：Fさん（37歳）】 

F さんは製造業である L 社の研究部門に勤務する研究者です。やや子供っぽく興奮しやすい

面があり、勘違いや思い込みの問題はありましたが、本社の研究部門にいる間は陽気で親し

みやすい性格だったといいます。しかし、成長のためと思って異動した先の工場でうまく行

かなくなり、4 年後に研究部門に戻された時には、周囲の皆が自分を攻撃してくる感じがして、

そう感じると興奮して怒りを抑えられず、こうした自分を何とかしたいと相談に来られまし

た。 

 

【事例 4-6：Yさん（43歳）】 

製造業の管理職である Y さんは、たまたま心理療法関係のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加することになりま

したが、。そこで、自分の長年苦しんできた問題が ADHDの症状であることに気づきました。 

振り返ってみると、Y さんの幼少期には物忘れや勘違い、暴走のｴﾋﾟｿｰﾄﾞに溢れていますし、

新入社員の頃には、思いつきで仕事をして叱られたり、頭の中がぐちゃぐちゃになって仕事

が手につかなくなったりしたといいます。幸い、周囲や仕事に恵まれて、ここまで来ました

が、いろいろと悩んでいたことが軽い ADHD からくる注意障害であるとわかると、そういう自

分を笑えるようになったといいます。彼は望んで検査を受けてみましたが、今の彼には、明

確な知能のﾊﾞﾗﾂｷは見られませんでした。 

 

F さんの場合は、詳しい事はわかりませんが、ADHD を理解できない周囲の方から責められ続

け、かなり激しい二次障害を背負い込んでしまったようです。それは容易に解消できるものでは

なくなっていて、本人ばかりでなく周囲も大きな負担を強いられます。 

逆に Y さんの場合は、障害の程度が軽かったこともありますが、F さんのような無理解に長期

間遭遇することがなく、強い二次障害を持たなかったため、苦悩は最小限にとどまったように思

えます。 
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4-3-2. ADHD／注意欠陥多動障害の原因と症状 

ADHD／注意欠陥多動障害も本当の原因が明確に分かっているとは言い難いのですが、その器

質的な問題は、脳内のﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ代謝異常にあるのではないかと考えられています。 

そして、実際の症状の背景となっている機能面の障害は、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害では表情の認知と関連

した感情の交流の問題が考えられているのに対して、比較的重い注意障害の場合、K くんの事例

のように作動記憶の問題であることが多いように思います。もう少し具体的に言うと、耳で聞い

たことを一時的に記憶し、それを必要に応じて取り出して処理する部分が弱いと言うことです。

ただし、軽度な Y さんの場合のように、検査をしてもこうした結果が出ないこともありますの

で、他にも原因があると思われます。 

もし作動記憶に問題がある場合には、職場に適応できないほどの聞き間違いや聞き漏らし、口

頭の指示の忘れなどが頻発しますし、会話中に話の筋を見失ってしまいますので、会議や懇親会

が苦痛になります。特に多数でのｲﾝﾌｫｰﾏﾙな場面、つまり、白熱した会議や飲み会などの場面で

顕著になります。 

 

4-3-3. ADHD／注意欠陥多動障害の対処法 

ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害に比べて注意障害の方の場合、自分の問題を認識されている場合が多く、また、

器質的な問題も推測されてるため、一次障害つまり根本原因に対する対処の余地があります。 

特に、比較的重度で職場において著しい不適応を生じている場合は、医療を受診して投薬によ

る治療をしてみる価値があると思います。以前は、子どもの場合はﾘﾀﾘﾝが用いられていましたが、

最近は、より持続時間が長いｺﾝｻｰﾀなどの薬が用いられているようです。大人の注意障害の場合、

薬物使用は禁止されていましたが、2012 年からｽﾄﾗﾃﾗという薬が使用できるようになっています。 

職場での対処としては、言語情報の input の混乱を回避するためにﾒﾓ（視覚情報）を多用した

り、本人の聴き直しの習慣をつけたり、あるいは、上司が整理して要点の伝達を確認する習慣を

つけることなどが有効です。ADHD 系の方は刺激に反応して直観的に動きやすく、その分、自

分の考えや行動を言語化することが苦手ですので、指示された事や自分の考えとか行動する内容

を紙に書いたり復唱したりして繰り返し言語化することが一次障害克服の役に立つと思います。  

ADHD 系の方も、その特性への周囲の無理解から、無力感や無能感、疎外感を感じ続け、自尊

心が傷ついて、無気力や攻撃性といった二次障害が生じることが多々あります。この面に関して

は、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害と同様に、その特異性を理解し、特性に合った仕事のさせ方をし、基本となる

1：1 の人間関係を育てることが大切です。 

ただ、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害と ADHD 系では特徴がかなり異なります。ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害の方が、新しい

ことを発想し段取りしたり、企画したりすることは苦手な一方で、非常に記憶力が高く、定型的

なことは驚くほどこつこつと粘り強く行い続けるといった特徴があったのに対して、ADHD 系

の方は、物事を理屈ではなく直観的に理解する傾向があるので、とんでもない暴走をする一方で

普通の人が思いつかないことを発想したりします。従って、がちがちにﾙｰﾙを決めてﾐｽを矯正す

る手法で、標準的で効率の良い仕事をさせようとするとうまく行きません。むしろ、目的や目標

とﾘｽｸをきちんと実感させ、その人の意欲を煽ることと絶対に外せないﾙｰﾙだけを input すること

に重きを置いて、自由度の高い仕事をさせると予想外の能力を発揮する場合があります。 

 

4-4. 最後に 

この項では、職場における軽度な発達障害傾向の方について話を進めてきました。 

繰り返しになりますが、職場におられる発達障害傾向の方は、例外的な方を除けば、ほとんど

が高校や大学の入試をｸﾘｱでき、就職面接でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにも支障がなかった方達であり、医療の

次元では多くの場合障害とはみなされない非常に軽い障害の方達です。 

従って、大抵は障害そのもの（一次障害）よりも、障害の結果として生じる長期的な不適応に
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よる症状（二次障害）の方が重要です。これは治る症状なのですが、こじらせると大変なことに

なります。親が無理解だと回復が難しい症状を背負ってしまいますし、子どものころにいじめの

対象となることが多く、職場ではﾊﾗｽﾒﾝﾄの標的となることが多くなり、深い傷を負ってしまいま

す。 

職場における軽度な発達障害傾向の方について、その人の子ども時代を扱うことはできません

ので、この部分については、そうした背景を思いやることぐらいしかできません。しかし、ﾊﾗｽﾒ

ﾝﾄ的な対応を受けている方については、こうした発達障害傾向の可能性を疑い、もしそうであれ

ば何らかの対処をすることができます。もし、そうした懸念があれば、なるべく早期に産業医や

ｶｳﾝｾﾗｰにご相談ください。 

なお、余談ですが、子どもの発達障害については現在は非常に多用な支援があります。もし、

家族や身の回りで、こうした傾向やいじめを受けている兆候をみつけた時には、学校のｽｸｰﾙｶｳﾝｾ

ﾗｰへの相談をお勧めします。 

 


