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２２２２．．．．序序序序    論論論論 

 

 

前置前置前置前置きききき 

 

この報告書は、自閉症児のための早期介入サービスのレビューの結果と提言を示すものである。このレビ

ューは 2005 年 6 月 16 日にキャンベラの国会議事堂で開催された全国自閉症フォーラムが起動力となっ

ている。フォーラムは自閉症児とその療育者のニーズと課題を特定し、議論することを目的にオーストラリ

ア保健・高齢化省が開催したものである。フォーラムに集まったのは政府代表者だけでなく、オーストラリ

ア各地の自閉症スペクトラムに関与するグループの代表者たちで、全国レベルで自閉症に対する療育の

改善を推進することで合意し、フォーラムは終了した。 

フォーラムを受けて、保健・高齢化省政務次官クリストファー・ペイン氏は、自閉症児の早期介入サービス

に最良の療育基準を定めるための研究プロジェクトとその関連事業に、総額 5 万ドルを投じることを決定

した。 ジャクリーン・ロバーツ博士とマーゴット・プライア教授がこの研究調査を実施すること、また、親や

専門家、そして政府関連機関（自閉症児のためのエビデンスに基づく訓練プログラムを評価し、またそれ

を受ける機会を提供する機関）のために国の適切なガイドラインを作成することを契約した。エビデンスに

基づく治療ガイドラインは自閉症の分野では特に重要である。と言うのもこの分野では様々な治療法（中

にはかなり普及はしているものの、それらの有効性について科学的根拠に欠けるものもある）の有効性を

めぐってかなりの論争が行なわれてきたからである。親や専門家は、成功を主張する治療法、特に治療

者が自閉症児を「治した」、あるいは治ると断言しているような治療法を検討するのに役立つ情報を必要と

している。これらの介入は子どもに有益かも知れないが、逆に無効であるか、さらには有害でさえあるかも

知れない。これらの主張に対処する研究が必要とされている。少数の治療プログラムについてはその有

効性を支持するある程度のエビデンスがある。しかしほとんどの治療法は適切に評価されておらず、中に

は全く評価されていないものもある。したがって、親や専門家が、自閉症児への介入について決断を下す

際に、それぞれの治療法の有効性について慎重に鑑定する必要がある。このレビューの他に、他国でも

自閉症児の治療法に関する研究についてのレビューが行われている。付録 B にそれらの一覧を載せて

いる。 

  

自閉症自閉症自閉症自閉症にににに対対対対するするするする治療治療治療治療やややや介入介入介入介入のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、「「「「回復回復回復回復」」」」やややや「「「「治癒治癒治癒治癒」」」」がががが生生生生じるというじるというじるというじるという、、、、確確確確かなかなかなかな証拠証拠証拠証拠はないはないはないはない。。。。しかしなしかしなしかしなしかしな

ががががらららら、、、、適切適切適切適切なななな介入介入介入介入のののの下下下下でででで、、、、自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児がががが成長成長成長成長をををを続続続続けけけけ、、、、生活生活生活生活にとってにとってにとってにとって有用有用有用有用なななな行動行動行動行動をををを学学学学びびびび続続続続けるけるけるける、、、、ということはということはということはということは

明明明明らかでありらかでありらかでありらかであり、、、、エビデンスエビデンスエビデンスエビデンスによってよくによってよくによってよくによってよく裏付裏付裏付裏付けられているけられているけられているけられている。。。。 

 



 10 

著著著著者者者者のののの紹介紹介紹介紹介 

 

ジャクリジャクリジャクリジャクリーーーーンンンン・・・・ロバーツロバーツロバーツロバーツ氏氏氏氏、、、、名誉文学士名誉文学士名誉文学士名誉文学士、、、、教員免許教員免許教員免許教員免許、、、、応用科学学士応用科学学士応用科学学士応用科学学士（（（（言語病理学言語病理学言語病理学言語病理学））））、、、、博士博士博士博士 

シドニー大学の研究員であり、自閉症スペクトラムを専門とするコンサルタント。ニューサウスウェールズ州

自閉症協会（現在の「オーストラリア自閉症スペクトラム(ASPECT)」）で、教師、言語聴覚士、学校長、そし

て協会が提供する専門的サービスに全体的な責任を負うサービス責任者として、20 年間務めた。講師ま

たは教師として、オーストラリアだけでなく海外でも、自閉症に特化したプログラムとともに、特殊教育や言

語病理学における一般的訓練について幅広く講義してきた。シドニーにあるマッコーリー大学で言語学

博士号を得ている。シドニー大学教育・社会福祉学部早期介入センターの研究者であり、大学院生のス

ーパーバイザーでもある。また、シドニー大学保健科学部大学院発達障害研究科で自閉症の講座を担

当している。マッコーリー大学の国語・言語学部、及び特別支援教育センター（MUSEC）で名誉職を保持

している。 

 

ママママーーーーゴットゴットゴットゴット・・・・プライアプライアプライアプライア教授教授教授教授、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア二等勲士二等勲士二等勲士二等勲士、、、、文学士文学士文学士文学士、、、、博士博士博士博士、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア社会科学社会科学社会科学社会科学アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー会会会会

員員員員 

メルボルン大学心理学教授。モナッシュ大学、ラ・トローブ大学、メルボルン大学で、自閉症、学習障害、

行為・情緒障害の子どもの理解と援助に焦点をあてて、家族と児童発達の分野で講義、臨床、研究を行

ってきた。1994 年から 2002 年の間、メルボルン国立子ども病院で教授兼心理所長を務めた。「幼年期か

ら青年期までの道のり（Pathways from Infancy to Adolescence）」「特異的学習障害の理解（Understanding 

Specific Learning Difficulties ） 」 「 多 動 性 障 害 － 診 断 と 対 処 － （ Hyperactivity: Diagnosis and 

Management）」「アスペルガー症候群における学習と行動の問題（Learning and Behavior Problems in 

Asperger Syndrome）」など、７冊の書籍の執筆と編集を手がけ、200 件以上もの学術論文を発表している。

自閉症スペクトラムのエキスパートとして国際的な評判を得ている。「オーストラリア人気質プロジェクト」と

題して、20 年間に渡ってオーストラリア児童を縦断的に研究してきた。ヴィクトリア子育てセンターと国立

子ども病院学習障害センターの創設者。オーストラリアユネスコ国内委員会の社会科学代表。近年、心理

学への多大な貢献を賞してオーストラリア心理学会賞を受賞した。 

 

調査調査調査調査アシスタントアシスタントアシスタントアシスタント：：：：デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド・・・・トレンバストレンバストレンバストレンバス、、、、応用科学修士応用科学修士応用科学修士応用科学修士、、、、応用科学学士応用科学学士応用科学学士応用科学学士（（（（言語病理学言語病理学言語病理学言語病理学）））） 

現在、シドニー大学でコミュニケーションと恒久的障害についての講師兼研究員。オーストラリア自閉症ス

ペクトラム（ASPECT）加齢障害・在宅介護局及びシドニー大学コミュニケーション障害治療研究クリニック

で言語聴覚士として勤務してきた。就学前の自閉症児に対して、ピア（友達）を介した自然的教育と会話

補助装置についての効果を検証した研究で、2005 年に修士を取得した。自閉症、拡大代替コミュニケー

ション（AAC）や他の恒久的障害の分野に研究的興味を持っている。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

近年、自閉症スペクトラム障害の「流行」が示唆されている。その理由は、低年齢で診断を受ける子どもた

ちが多くなったことや、アスペルガー症候群と診断される子どもたちが増加してきたことで顕著にその患者

数の増加が見られるからである。このますます大集団化する子どもたちは極めて特殊な援助を必要として

おり、特に社会へのより効果的な統合と生涯を通じての自立能力向上に資するスキル習得のために有益

な早期介入が必要である。自閉症児に特に重要な分野は、社会性とコミュニケーション能力の発達、問

題行動の予防と治療、そして実社会に参加することを可能にする適応能力の発達である。 

 

自閉症児を持つ家族への支援ニーズもまた、懸案事項である。家族が診断・評価を経験する上で手助け

となる戦略を同定すること、そして、利用可能な治療情報を提供する最も効果的な方法を見出すことが求

められている。包括的なサービス提供は、家族内での個人の特殊なニーズを認め、社会への家族の参加

を促進する戦略を含む、家族に焦点を当てた療法を必要としている。 

 

世界各国の主要な論文や調査プロジェクトに関する本レビューは、以下の情報を提供する。 

・ 自閉症スペクトラム障害の定義 

・ 早期介入を強調するさまざまな治療介入モデルを支持するエビデンスの比較、例えば、集中的行動

介入、自然主義的な戦略、折衷的な療法、親教育プログラムなど 

・ 介入の集中度、期間、短期結果と長期効用の観点における介入のコスト・ベネフィット 

・ 診断・評価（情報提供を含む）時の家族支援における最良の実践モデルを支持するエビデンス 

・ 自閉症スペクトラム障害の子どもと青年を持つ家族が体験するであろうストレスを軽減し、地域活動へ

の参加を促進するための包括的援助の性質についての概観 

・ 自閉症児の教育上の配置 

・ この論文が発表された時点での、オーストラリアの州・特別地域で入手できる自閉症プログラムの調

査結果(訳注：この部分は省略した) 

 

自閉症自閉症自閉症自閉症スペクトラムスペクトラムスペクトラムスペクトラム障害障害障害障害のののの定義定義定義定義 

 

自閉症は原因不明の生涯にわたる神経発達障害である（Volkmar,1998）。病態生理学の観点から、自閉

症は皮質性あるいは皮質下性のある程度の脳機能障害によって引き起こされることが一般的に認められ

ている。脳の先天異常を示す位置は未だに特定されていない（Bristol et al.,1996） が、過去10年の間、

遺伝子が関与するという証拠が増えている。自閉症の診断基準は、1940年代にレオ・カナー（Kanner, 

1943）によって自閉症が発見されて以来、数十年、比較的安定している。ラター（Rutter, 1996）は「自閉症

の診断基準には大多数の意見の一致があり、診断分類としての自閉症の妥当性には一貫した根拠があ

る」と示唆している。 

 

現在、用いられている診断体系には主に２つのものがある。それらは共通して、社会的相互作用の障害、

コミュニケーションの障害、そして思考と行動の柔軟性の欠如という三つ組の障害を基礎に据えている。
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その診断体系とは、米国精神医学会による「精神疾患に関する診断と統計マニュアル（第４版）」（DSM-

Ⅳ）(1994)と、世界保健機関(WHO)による「国際疾病分類（第10版）」（ICD-10）(1992)である。「自閉症」と

いう用語は「自閉症スペクトラム障害（ASD）（Wing, 1996）と同義に扱われ、DSM-Ⅳでは広汎性発達障

害（PDD）の範疇に入る。自閉症スペクトラムは異なった診断規準を持つ多くの病態を対象としているが、

三つ組の機能障害に起因する発達上の困難を共通して持つことで一致している。自閉症スペクトラム障

害またはDSM-Ⅳで定義された広汎性発達障害は、次のものを含む。 

・ 自閉性障害（古典的またはカナータイプ自閉症とも言われる。知的及び言語的に正常域にある自閉

性障害者を高機能自閉症（HFA）とも呼ぶ） 

・ アスペﾙガー症候群（アスペﾙガー障害としても知られる）。アスペルガー症候群（AS）とHFAを区別す

ることの妥当性について、かなりの議論がある。最近の研究では、どの重要な特徴に基づいても、確

実に区別することが不可能であると示唆されている。Wing（1996）はHFAとアスペルガー症候群とは、

相違点より類似点の方が多く、それらを教育上異なって扱うことは、根拠もないし、有益でもない、と

主張している。 

・ レット症候群 

・ 小児崩壊性障害 

・ 特定不能の広汎性発達障害（PDD-NOS）。非定型自閉症とも言われる。 

 

自閉症スペクトラム障害の診断は、三つ組をなす以下の３領域における行動観察に基づく。 

・ 社会的行動 

・ コミュニケーション行動 

・ 反復的または儀式的行動と変化への抵抗 

自閉症の存在を正確に示す生理学に基づいた確定的な検査は存在しない。また、ある特定の行動によ

って自閉症と確定的に診断されることもない。診断は、三つ組で説明されるそれぞれの特徴の行動観察

とともに、自閉症の早期徴候を示す生育歴を基礎に置く。 

 

発生率発生率発生率発生率とととと有病率有病率有病率有病率：：：：自閉症自閉症自閉症自閉症はどれくらいはどれくらいはどれくらいはどれくらい一般的一般的一般的一般的かかかか。。。。 

自閉症の有病率や発生率は、研究者やサービス提供者の間で論争の争点となり続けている。有病率

(prevalence rate)はある特定の地域に住む、特定の年齢層の自閉症者数を意味する。出生有病率(birth 

prevalence)はある地域で特定の条件を持って生まれた出生児数を意味する。ダウン症の出生有病率を

明らかにすることが可能であるからといって、同じ方法で自閉症の出生有病率を明らかにするのは困難で

ある（Williams,2003）。なぜなら自閉症の生物学的マーカーは今まで明らかになっていないからである。

発生数(incidence)は特定人口の中で新新新新たにたにたにたに診断された患者数を意味する。発生率(incidence rate)もまた、

自閉症については調査が難しい。と言うのも研究者によって基準が様々であるからである。例えば、アス

ペルガー症候群を含む調査は自閉性障害のみを調べたものに比べて発生率は高くなる可能性がある。 

 

研究文献によって報告されている、自閉症の推定有病率にはかなりの幅がある。包括的な見直しを行っ

た英国医学研究審議会（Medical Research Council, MRC）（2001）は、自閉症スペクトラム障害は 8 歳未

満の子ども 1 万人のうちおよそ 60 人に発現すると見ている。MRC によるこれらの率は Chakrabarti and 

Fombonne(2005)によって裏付けられた。最近の国際研究では平均有病率を 175 人に 1 人としている

（Insel,2006）。MRC レビューの著者たちは、文献やメディアで報告される率の違いは、諸研究間の方法



 13 

上の相違、診断方法の変化、専門家や一般市民の間での自閉症への関心の高まりなどの諸要因の結果

と見ている。障害の有病率が実際に増加しているのかどうか、そしてもし増加しているのなら、すでに述べ

た要因はその増加を説明するに足るものかどうか、明らかでない（Prior, 2003 参照）。Fombonne（2003)に

よると、自閉症者の 70％前後が知的障害を併せ持ち、男性により多く発現する（男女比 4.3：１）。 

現在のところ、自閉症と自閉症スペクトラム障害を単独で引き起こす要因は知られていない。ほとんどの

専門家は、発達途上の脳に影響を及ぼす様々な病因の結果、自閉症状が現れると見ている(Gillberg & 

Peeters, 1999）。自閉症には遺伝的要素があること（Medical Research Council,2001）は既知のことだが、

そのメカニズムはまだ解明されていない。遺伝的な罹患性と環境的な要因がどのように関わっているのか

も知られていない。 

 

自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児へのへのへのへの介入介入介入介入をををを見直見直見直見直すにあたってすにあたってすにあたってすにあたって考慮考慮考慮考慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項 

 

文化的認識文化的認識文化的認識文化的認識 

介入の結果について議論する際には、自閉症についての文化的認識の持つ影響力を考慮する必要が

ある。それぞれの障害は社会にそれぞれ異なった受け止め方をされる。異なった文化は、所与の障害に

異なった定義を与え、異なった関わり方をする。ある障害とその障害特性の社会的定義は、特定の介入

に影響を与えるかも知れないし、違った社会の信念と価値感を反映するかも知れない。例えばオーストラ

リア社会では、個人が表すアイコンタクトの量と型式は、その人と文化的背景を反映することが多い。多く

の自閉症児にみられるアイコンタクトの欠如やアイコンタクトの質の異常は、ある家庭には文化的に適応

すると見なされるかも知れないが、別の家庭には文化的に不適応と見なされるだろう。自閉症についての

一つの見解は、自閉症を正常な生物学的変異（進化上の利点と同時に欠点も併せ持つだろう変異）の特

徴と考える（Jordan, 2001）。多くの自閉症の大人たちが、彼らの社会生活に非自閉症的な、彼らの言葉に

よると「神経学的に正常な」基準、態度、判断を押し付けることの正当性に疑問を呈している。 

 

多元的枠組多元的枠組多元的枠組多元的枠組みみみみのののの必要性必要性必要性必要性 

自閉症は定義、診断、教育そしてケアの点において多くの異なる専門領域にまたがる。したがって多元

的な取り組みが最善である(Jordan, 2001)。自閉症児の評価と介入を考えるとき、我々の自閉症の理解は

生態学的概念に基づくことが必要不可欠である。専門家は異なる分野に従事する者を巻き込む多元的

な枠組みを導入する必要があり、介入の戦略は親、教師、友達、自閉症者そして他の専門家を包括しな

ければならない。 

 

介入と治療計画を立てる全ての試みは、科学、信念、文化、そして子どもや家族の個別のニーズ

の間の隔たりを埋める必要性を常に留意しながら、専門家と家族との間に密接な協力関係を築く

ことを含むべきである（Schulman, Zimin, & Mishori,２001，p233）。 

 

個人差個人差個人差個人差 

自閉症スペクトラムの範囲の広さと症状の個人差は重要な問題である。Jordan（2001）は、自閉症は人の

考え、感情、理解や行動の行方に広範囲な影響を及ぼすが、その影響は均一ではないと述べている。自

閉症が幅広い年齢層と能力差を含んでおり、しばしば顕著な自閉症児の個人差を反映すると考えると、
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あるあるあるある単一単一単一単一のののの介入介入介入介入がががが全全全全てのてのてのての子子子子どもやどもやどもやどもや家族家族家族家族にににに適応適応適応適応することはありそうにすることはありそうにすることはありそうにすることはありそうにないないないない。。。。 

 

「「「「治癒治癒治癒治癒」」」」およびおよびおよびおよび「「「「回復回復回復回復」」」」のののの主張主張主張主張 

自閉症は生涯にわたる広範囲な発達上の障害ではあるが、自閉症に治癒をもたらすと主張する治療プロ

グラムは存在する。Howlin（1998）は、そういうプログラムとして抱っこ療法、オプションアプローチまたはサ

ンライズプログラム、聴覚統合療法やファシリテーティッド・コミュニケーションなどを挙げている。それらの

療法やそれらに関連する主張は、公表された証言、インターネット記事、逸話的な説明や調査研究など

の題材にはなっているものの、適切適切適切適切なななな調査研究によって裏付けられたものはない（Howlin, 1998）。親に

利用可能な治療法が数多くあり、その提唱者によって様々な主張がなされているにも関わらず、これらの

治療プログラムの結果を評価する科学的に確かな研究は、不足している。 

 

親親親親にににに与与与与えるえるえるえる負担負担負担負担 

近年、自閉症への介入方法、特に幼児を対象とするものは非常に多い。そしてそれらの中には治癒や回

復について根拠のない主張を伴っているものもある。これらの介入はしばしば金銭面や時間の面で非常

に高コストである。それに加えて両親はできるだけ早期に集中的な介入を施すことに、多大なプレッシャ

ーを感じている。それはもし彼らが正しい早期介入を子どもに十分に提供してこなかったと考えている場

合には、罪の意識を伴う。 

 

成果成果成果成果をををを評価評価評価評価するにあたってのするにあたってのするにあたってのするにあたっての内在的内在的内在的内在的なななな課題課題課題課題 

プログラムの主張と実証的に裏付けられたされた結果との間に隔たりが生じるのは、優良な科学的基準は

厳密な実験的手法に基づいており、治療群と非治療群とを無作為に割り当て、それぞれの変数（ある特

定の介入評価以外に結果に作用する可能性のある変数）を厳重に統制しているからである。ある介入の

効果についての説得力のある証拠を示すためには、多くの科学的基準が満たされなければならない。し

かしながら、介入プログラムはいつもそのような基準を満たせるとは限らない。例えば、被験者を治療群あ

るいは比較検討される非治療群に無作為に割り振ることは、実現不可能なだけでなく、違法である可能

性もある。また、治療を施す人間（教師など）と子どもとの関係のような複雑な変数は簡単には統制し得な

い。しかし介入を評価する調査なしには、好成績の主張は立証されることはできない。介入の結果を評価

するために、科学的に厳密な調査研究を組み立てることは、困難であるとしても可能である。しっかりした

調査基準がどの程度満たされているか（特に異なる調査者によって研究結果が再現されているか）は、そ

の結果を信頼できるかどうかの指標になる。残念ながら自閉症の分野では、介入の主張を立証するため

に使用される証拠の選択と解釈に重要な誤りを含む傾向にある。あるいは事例によっては、「甚だしい曲

解あるいは証拠の無視」をもって主張がなされているものもある（Schopler, Yirmiya, Shulman & Marcus, 

2001, p13）。 

 

歴史的に、自閉症児とその家族にとっての治療状況は、数十年もの間、有効性を支持する実証的な証拠

のないまま行われてきた心理療法によって曇らされてきた。今日、家族は一連の介入（それは評価されて

おらず、自閉症児を害するリスクすらある）に多大な時間と資金を費やしている。例えばファシリテーティッ

ド・コミュニケーションの研究では、ファシリテイターの存在が子どもをより受身的にし、コミュニケーションを

自発する可能性をより低くしている、という事実を明らかにしている。さらに、米国の数多くの学校や学校

区では、広範囲な教育課程を犠牲にしてファシリテーティッド・コミュニケーションへ資源を集中させること
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が行われた。そして子どもは「ファシリテートされて」書いたとされるすばらしいタイプ原稿に基づいて普通

クラスに移され、子どもには非現実的な期待が与えられ、その結果、関係者全員に多大なストレスをもたら

した（Howlin, 1997）。わずかな証拠しかなく、潜在的なリスクも存在するため推奨できない生物学的治療

や自然療法による治療も同じことである（Perry & Condillac, 2003）。これらにはビタミンB6やマグネシウム

を相当量投与するものも含む。この治療結果のレビューで、Pfeiffer, Norton and Shott（1995）は、5％の治

験者に感覚性ニューロパシー、頭痛、うつ、嘔吐、光過敏性の副作用が現われたと報告している。 

 

介入の結果を評価する調査者にとっての重要な課題は、それらの結果報告で被験者の自閉症スペクトラ

ム障害の性質の叙述が千差万別であったり、正確さを欠いていること、そして結果を測定するテストがまた

多様であるため、異なる治療の比較を困難なものにしていることである。このレビューで取り組まれる課題

は、入手できる調査エビデンスを要約し、そのエビデンスがどの程度健全なものであるかを考慮すること

にあり、さらに可能であればそれらのエビデンスがどの程度、オーストラリアで自閉症児とその家族が利用

可能なプログラムに関連するかを示唆することにある。このレビューの焦点は、自閉症の幼児とその家族

のための「早期介入」についてである。それは自閉症児の治療と処遇に関する研究がどこまで行われてき

たか、についての理解を促進し、家族と専門家に知識を与えるためにより健全な実証的研究が必要であ

ることに注意を喚起することを目的とする。 

 

介入介入介入介入のののの分類分類分類分類 

一連の利用可能な自閉症への介入は広範囲に及んでおり、異なる著者によるいくつかの異なった方法

での分類がある。Mesibov, Adams & Klinger（1997）は、介入方法を3つの主要グループに分類している。 

・ 生物学的 

・ 精神力動的、そして 

・ 教育的 

 

このレビューでは、生物学的、精神力動的治療を簡潔に取り扱い、教育的介入に焦点を合わせる。教育

的介入が我々の主要な報告対象ではあるが、精神力動的、生物学的方法に関する調査のレビューも含

まれる。なぜなら、家族は二つ以上の方法を、しばしば同時に追求する傾向にあるからである。例えばオ

ーストラリアの多くの子どもたちが、教育的プログラムに登録されていると同時にまた、一つあるいはそれ

以上の生物学的介入（薬物治療、食事療法、あるいは重金属中毒に対する治療など）を受けている。多く

のしばしば高価な、時には子どもに侵襲性のある治療選択肢に、特にそれら介入の効能についての科学

的証拠が見出せないままで直面する家族のジレンマについて留意することが重要である。 

 

教育的介入はスキル（技能）の発達と対人関係の発達に焦点を合わせた介入である。それらは、スキル

発達に焦点を合わせている行動的介入、対人関係の発達に焦点を合わせた発達的介入、コミュニケー

ションあるいは感覚運動（これらのプログラムは通常、他のプログラムと併用で実施される）などの特定の

領域に焦点を合わせた療法的介入、親が子どものスキルおよび対人関係の発達を促すことを可能にする

ことに焦点を合わせた家族的介入、あるいは上記の一つまたはそれ以上を組み合わせた複合的介入に

分類できる。 

 


