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本書
の

特徴

■ ICF の概念枠組みに基づいた作業療法の展開を
基盤とした．
■子どもと家族中心，医療領域から地域生活支援へ
という視点で実践の過程を紹介．事例は臨床実習の
参考になるよう，主訴，評価，統合と解釈，治療計
画，結果，まとめの流れを提示した．
■脳性麻痺や重症心身障害などに加え，対象として
増えつつある学習障害，注意欠陥多動性障害，広汎
性発達障害についても，診断基準や発達特性，作業
療法介入について詳しく示した．

● 主 な 内 容 ●
第1章

発達障害に対する作業療法の理念と役割

第2章

評価・治療および援助の実践過程

第3章

発達過程の基礎知識と治療への応用

Ⅰ．人間発達の過程と発達課題／Ⅱ．生活機能の捉え方／
Ⅲ．発達障害とは／Ⅳ．作業療法の対象となる疾患・障害／
Ⅴ．治療の基本理念／Ⅵ．代表的な治療理論／
Ⅶ．作業療法士の役割と実施形態

Ⅰ．評価の目的と過程／Ⅱ．作業療法計画の立案／
Ⅲ．治療・援助方法／Ⅳ．記録／
Ⅴ．効果判定／Ⅵ．フォローアップ

Ⅰ．心身機能の発達／Ⅱ．活動・参加の発達

第4章

地域における発達支援（保健，医療，福祉，教育領域）

Ⅰ．地域における作業療法支援の考え方／

Ⅱ．地域の療育体制における作業療法士の存在／
Ⅲ．地域における発達支援の現状と対応／
Ⅳ．地域生活支援における作業療法技術について／
Ⅴ．地域生活支援を実施している施設に求められている内容と連携／
Ⅵ．事例

第5章

疾患・障害別作業療法の実際

第6章

発達障害に関わる支援制度

Ⅰ．脳性麻痺／Ⅱ．重症心身障害／
Ⅲ．神経筋疾患／Ⅳ．骨疾患（骨形成不全）／
Ⅴ．学習障害，注意欠陥多動性障害，広汎性発達障害等／
Ⅵ．知的障害／Ⅶ．その他（感覚障害，内部障害，情緒障害）

Ⅰ．児童福祉に関連する法律と諸制度／Ⅱ．特別支援教育制度／
Ⅲ．発達障害者支援法

各章の冒頭に 学習課題・キーワード・
概要 を提示

第1章

発達障害に対する作業療法の理念と役割

★ 巻末には各 キーワードの説明

2 章■
評価
対象者の生活機能を把握し，活動・参加の制限・制
約の原因を解明するための方法である．面接，観察，
人間発達
検査・測定などにより心身機能・身体構造や活動・
人間の器官や機能が形態的・量的・質的に変化する
参加，環境・個人因子について得られた情報を統合・
過程であり，社会の一員として必要な社会的・文化
解釈し，治療・援助方法につなげる．障害面だけで
的能力を身につけていく過程である．個体の変化と
なく生活機能に有利に作用する心身機能，環境・個
ともに環境も刻々と変化し，その相互作用の中で適
人因子を明らかにする．
応していく過程が発達といえる．
作業療法計画立案
発達課題
評価によって得られた情報を統合・解釈し，対象者
発達過程の各時期特有に獲得する課題．Havighurst
の生活機能の改善に最も効果的な治療・援助の方法
や Erikson が示しており，例えば，幼児期には身辺
を作業療法計画として立案する．作業療法目標およ
処理，学童期は基礎的学習能力，青年期にはアイデ
び目標を達成するための作業療法内容を示した作業
ンティティの獲得などがある．それらは，作業療法
療法プログラムが含まれる．
において治療目標となる．
治療・援助方法
発達障害
1 直接的に対象児の心身機能にアプローチする方法
胎生期から 18 歳頃までに受けた障害が個人の一生
（機能改善）
， 2 自助具，福祉用具などの適応，代償・
涯にわたって様々な能力に影響を及ぼすものをいう．
代替方法の指導（機能代償）， 3 家庭・学校・地域
developmental disabilities は，米国において「発達
の人的・物理的・社会的環境に働きかける方法（環
障害サービスと施設建設法」で法律用語として用い
1 人間発達とは何を指すのか説明しなさい．
境調整）がある．障害の特性や発達時期などによっ
られたのが始まりである．この用語は，発達期に発
2症した様々な医学的診断をもつ人たちを漏れなくカ
Gesell，Piaget，Erikson の発達理論と作業療法の関連について説明しなさい．
て重点が置かれる方法は違ってくる．
機能改善
DSM で
3バーするために作られたものである．一方
発達障害とはどのような障害なのか説明しなさい．
心身機能の改善に対して神経発達学，神経生理学，発
は，developmental disorders として，中枢神経系の
4 どのようなことを発達障害作業療法の基本理念とするのか説明しなさい．
達心理学などを基盤とした治療・援助方法が適応さ
高次機能の障害が発達期に生じたものを指し，主と
5して，
発達支援における作業療法士の役割を説明しなさい．
れる．作業療法では，対象児にとって意味のある作
1 知的障害， 2 広汎性発達障害， 3 特異的
業活動を用いて心身機能の改善と同時に作業遂行過
発達障害（学習障害等）， 4 注意欠陥多動性障害の
程にも働きかける．
4 種に分類される．一方，日本における発達障害者
機能代償
支援法では，上記の定義から知的障害をはずして定
代償の方法として， 1 福祉用具の適応・改良，自助
義されている．
具の作製，用具の改良， 2 代償動作，代替法の指導，
子どもと家族中心
3 課題の調整がある．日常生活，学校生活の遂行に
COPM の考え方で「クライアント中心」を発達分野
活用していく．これらの方法が単に代償手段で終わ
の対象者に置き換えた．医療者主導ではなく，当事
らず心身機能や活動の発達を促す手段ともなる．
者である子どもや家族が望む生活，すなわち QOL
環境調整
を追求する．家族が子どもの障害を理解し，その上
人的・物理的・社会的環境の調整を行うことで適応
で子どもと家族の生活スタイルを作り上げていくよ
的に生活できるようにする．特に小児期の発達には
う作業療法においては子どもと家族の両者に支援を
養育，教育環境の影響は大きく，家族や医療・保健・
行う．
福祉の療育関係機関，学校との連携およびコンサル
地域生活
テーション的役割が必要となる．
子どもは年齢とともに，家庭から近隣および保育所・
記録
幼稚園，学校，職場などの地域社会の中で生活し，育
最低限，初回評価記録，経過記録，終了時記録が必
てられていく．作業療法においても生活の場である
要である．記録には作業療法実践における問題解決
地域の状況を把握し働きかけていく．
の思考過程が示され，作業療法内容を「残す，伝え
関連機関との連携
る，共有する」役割がある．診療報酬上の記載の定
作業療法士は主に医療領域において直接的な働きか
めや保管方法・期間について留意する．
けをしているが，子どもの地域生活の場の変化に伴
効果判定
い福祉，教育，労働機関との連携が必要となる．こ
効率よく最大の効果（作業療法目標の達成）が得ら
れまでの情報交換といった連携から，コンサルテー
れるよう，毎回の作業療法実施の中で子どもの反応
ション的役割をとるようになってきている．
を考察することが基本である．効果判定の方法には，
初回評価と再評価の比較や目標達成の指標となる行
■第

キーワード説明

学習課題

1. 発達障害作業療法の理念を人間発達から説明できる．

■第

2. 子どもの生活機能について，作業遂行課題と作業遂行要素との関係および ICF を用い
て説明できる．

3. 発達障害の定義と範囲を説明できる．
4. 主な治療理論を説明できる．
5. わが国の発達障害作業療法の発展を説明できる．
6. 発達障害作業療法の基本理念，役割，臨床形態を説明できる．
キーワード
人間発達

発達課題

発達障害

子どもと家族中心

地域生活

関連機関との連携

1 章■

★ 章末には 演習問題 を提示
演習問題

この章の概要
発達障害は，作業療法の中でも小児期（胎生期から 18 歳まで）に発生した障害や疾患
のある子どもに対して，独自の専門領域として発展してきている．発達障害という用語
が厚生労働省の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に登場するようになったの
は，1990 年の改正時においてであり，それ以降，作業治療学のひとつとして，発達障害
作業療法学がカリキュラムに組み込まれた．作業療法としての基本的な枠組みや治療理
論は『第 1 巻 作業療法概論』において示されている．それを受けて発達障害の作業療
法では，特に人間の一生涯における発達過程と各発達段階での「作業」の役割と意義（発
達課題）の理解，それぞれの過程で生じる疾患と障害の成り立ちや回復過程の基本的知

ことで，生活機能と障害が示され，以下の問題点

るようになった．

直接的に後方から抱っこして手遊びを行え

いぐりかいぐり」などの手遊びで大きな肩
の動きを楽しめるようになった．

・全身の反り返りが出現しなくなったところ
で，後方の羽枕を外し，作業療法士がより

でなでおろす遊びから，
「一本橋コチョ
コチョ」
，ジャラジャラ鳴る・光る鎖を

・鎖を腕に絡めるように，
「糸巻きの歌」
「か

現していたため，反り返りを抑制する

目的で，前方で手を保持しつづける．
・自分の肩から手の甲までを対側の手掌
として受け止める．

手で鎖をマット上に圧迫しながら，全身を揺
らすことで，すぐに全身の筋緊張は整った．

3 触覚刺激を快刺激

発達を促す．それによりその感覚特性に応じ

が抽出される．

た手の使い方を引き出す．
1 周囲の人や音に強く興味を示し，頭頸部の伸
a．バイブレーターは振動覚を受容しやすい手背
展，左回旋が出現し全身の伸展パターンに結
尺側から当て，屈筋過緊張が緩んできたら手
びつき非対称性が強まる．そのため，食事時
の中にゆっくり滑り込ませその感覚を楽しま
にむせ，誤嚥の危険性が高まる．
せる（図 5.10）．

図 5.14

（図 5.11）．

名前呼びに手を挙げる

c．手指，手掌の感覚受容や把握調整の準備がで

枕
羽枕

触る遊びへと段階づけた．

・前の段階から前方に柔らかい三角マッ
トを置き，上肢を体幹前方で使用する

きたら，屈筋群の過緊張状態に固定されない
ように，作業療法士はチェーンをゆっくり手

第 5b
章．手掌面の感覚受容が準備できたら，画用紙
疾患・障害別作業療法の実際 111

掌内で動かし，知覚変化に適応する中間的な

の表面の凹凸を知覚するよう手指を伸展さ

筋緊張への調整をはかる．次には，チェーン

せて指腹で探索するよう，作業療法士は画

を把握しながら腕全体を動かすようにし，物

用紙を前後左右にゆっくり動かし誘導する

を把持しても引き込まない肘，肩の運動学習

104

三角マット

枕
羽枕

羽枕

工夫

1 以下のような物品を用い，手指・手掌の触覚

2

評価結果を ICF の構成図（図 5.20）に整理する

事例（3 歳，男児）の治療経過

はかる．
個人因子
（＋）・周囲の人と関わることが好き．
・話しかけられると喜び，反応する．
3）段階 3：上肢機能を向上させる遊びと関わりの

過敏や過緊張を軽減し，触覚探索，触知覚の

4）問題点

母親の顔を見て触る

うにし，注視点移行を促し焦点距離の拡大も

ICF 構成図による問題点の整理

やすい．

・大きく柔らかい羽枕で全身が丸くなる

図 5.20

図 5.13

把握時の筋緊張の調整

・全身的な反り返りを

環境因子

指腹面の感覚受容の準備

図 5.12

表 5.12

図 5.11

（＋）・自分用の車いすがある．
・家族関係良好，担当看護師が協力的．
（−）・車いすが日常的に使用されていない．
移乗，設定に時間を要し，収納場所も遠く不便．
手押し位置が低く，介助者が押しにくい．
・職員が事例と関わる時間が少ない．

ように設定．
・快を「笑顔・過開口・反り返り」で表

参加
図 5.10 手掌面の感覚受容の準備
（＋）・人の中にいること，
散歩が好き．
・受身的だが表情によ
りコミュニケーショ
ン可能．
（−）・ベッド上とデイルー
ムで背臥位にて過ご
すことが多い．

方法

活動
（＋）・興味のあることに頭部を動か
すことが可能．
・食べることが好き．
（−）・食事時周囲の音に反応し集中
できず，むせや誤嚥の危険性
が高まる．
・安定して車いすに乗れない．
・浅い呼吸．
・姿勢に多様性がなく体幹・下
肢の変形が進行する危険性あ
り．

目的

心身機能・身体構造
（＋）・頭部の随意性が高い．
・対称姿勢に近いほうが，呼吸，
摂食機能が安定する．
（−）・随意動作時，頭頸部の過伸展，
左回旋が出現し，全身の伸展
パターンに結びつき非対称性
が強まる．
・後頸部短縮，体幹過伸展・左凸
の側彎，両下肢左に風に吹か
れた股関節が出現している．
・誤嚥の危険や呼吸器疾患の既往
がありリスクが高い．
・四肢は細く，変形拘縮のため介
助困難で骨折に要注意．
・注意散漫

もと楽しめるようになった．

CP（重度痙直型四肢麻痺），MR（重度）

肢の分離運動を促す．

健康状態

・ジャラジャラの鎖は，初めは不快がり，過
度の反り返りと伸筋スパズムスが出現した．

図 5.19 1 日の流れ

上肢を前方で使用する
ことによって
1 反り返りの抑制，
2 正中軸の獲得，

看護師

が拡大した．

＊食事時30°
上体挙上

看護師・保育士・他患

・手掌で顔面を圧迫しながら覆い，その後離
す「いない，いない，ばぁ」遊びが誘導の

夕食 歯磨き

1

看護師・保育士

21
就寝

ベッド

背臥位

人

20

には過敏性の出現によって反り返った．圧
迫によって順応をはかることで触れる範囲

自由時間

19

されて自己身体各部をリラックスしながら
触れるようになる．初めて顔面に触れた際

18

おむつ交換

ける手遊びをし，さらに自分の手で末
梢から中枢に向かって触れていく．上

17

の統合をはかる．
・手遊び歌に合わせて四肢を正中に近づ

16

を楽しんでいた．反り返りはまだ残存して
いた．

入浴（週2）昼食

デイルーム

15

・上肢帯の伸筋スパズムス減弱に伴い，誘導

14

おむつ交換 テレビ

左右へ揺れながら前庭覚・固有受容覚

13

テレビ

弱させる．

姿勢

12

・全身を包み込み，揺れながら前庭覚・固有
受容覚の統合をはかった場面では揺れ自体

歯磨き

ベッド

11

療育活動

ごと包み込むように抱っこする．
・歌に合わせて，坐骨を支点として前後・

10

・坐骨で体重支持するように重心の位置
を調整し，作業療法士は後方から羽枕

朝食
空間

9

に触れることによっ
て触覚の過敏性を減

8

おむつ交換

得する．
・自分の手で自己身体

7

結果

6
起床

ように包み込む．

5

抑制し，正中軸を獲

時間

ら反り返ることがあった．

くのご要望に，可能な限り応えました．

・初期には伸筋スパズムスが出現し，頭部か

ICFの概念に準じてほしい，理論と実践・評価と治療のつながりをよ
りわかりやすくしてほしい，社会全体での位置づけや制度面もわか
るようにしてほしい，図表を増やして見やすく…など，第 2 版へ寄せられた多
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