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事例から

①不登校・ひきこもりの青年

（広汎性発達障害）

（①は当人の意志によりネット非公開）

②障害者福祉サービスを受けていた青年

（軽度知的障害）



事例②

３０代、男性。軽度知的障害。

中学、高校と養護学校（特別支援学校）に。

知的障害者のための施設、グループホームへ。

幼児に対する性犯罪のために刑務所入所。

その後も、同様な犯罪で数回の刑務所入所。

２０代は、ほとんど（７年間）刑務所での生活。

自殺企図も経験。

平成１７年、刑務所出所後の対応等について、地元で
 関係者が集まって協議。



（生物学的には）

・精神遅滞（知的障害）、広汎性発達障害の疑い

・人とかかわるのが苦手、人とふれあうのが苦手（本人談）

（環境・社会的には）

・知的障害のための養護学校（特別支援学校）や施設や福

祉サービスの中での生活が続いていた

・過去の犯罪のため、地域の受け入れはよくない

（心理面では）

・人との交流が苦手で、知的障害もあるので通常の社会生

活はあきらめている

・罪の償いをして、知的障害者の施設で福祉サービスを受

けながら一生過ごすしかないとあきらめている



（医療）

・医療機関、精神保健福祉センター

（保健）

・地域の保健師による本人の地域生活の見守り

・障害特性を踏まえた支援計画の作成、実施

（福祉）

・作業所、授産施設、就労支援事業所

・知的障害者地域生活支援センター

（労働・就労）

・障害者職業センター、ハローワーク

・就労継続支援、就労移行支援事業所

・障害者就業・生活支援センター



（学童期・学生時代）

・軽度精神遅滞（知的障害）

・療育手帳取得

・知的障害のため、養護学校（特別支援学校）へ

（卒業後の社会生活）

・知的障害者の作業所、授産施設等へ

・知的障害者のグループホームに入所

（犯罪歴）

・幼少の女児への性犯罪で数回の逮捕歴、刑務所入所

最後の刑務所入所後、地元保健師がコーディネートして、

保護観察所、警察、福祉事務所、保健所、市町村職員、

知的障害者地域生活支援センター、精神保健福祉センター

等で、話し合い



（その後の経過）

・地元保健師のコーディネートによる支援の調整

（保健医療から、生活支援まで）

・精神保健福祉センターでの定期的な面接

・障害者自立支援法の枠内での福祉的支援

・障害者枠で、就労（医療機関の総合案内、駐車場案内等）

保健師、ジョブコーチ等が定期的にかかわる

・アパートを借りて、ひとりで生活を始める

・調理師学校（夜間）に入学

・ボランティア活動への積極的なかかわり

・既存の支援の枠ではなく、幅広い支援者のつながりから、

新たな人生のスタートへ



（本人のことばから）

・最後まで、あきらめずにつきあってくれる人がいてくれると

やっていける

・差別なく、やり直せる場があれば前向きに生きていける

・失敗することが出来ること。自立には自己責任を伴う。

・今までは、自分の全体をみてもらえなかった。それぞれの窓

口のところで出来ることしかしてもらえない。

・自分のやりたいことではなく、学校や福祉ができることしか見

せてもらえなかった。

・選択肢がひとつしかなかった。自分の夢をみることができな

かった。

・自分と同じ苦しみをしている人を支援する仕事をしたい。



気づき

つなぎ

つながり

連続し、継続した支援

・既存の障害者支援、福祉サービスや自治体サービス
 の中では限界がある。精神保健を含め、さまざまな角
 度から本人をみつめ、連携した支援をすることが重要。

・行政が責任をもって、地域保健の立場で住民支援をす
 ることが重要。



「ひきこもり」の変遷

自閉やひきこもりは、統合失調症の主たる症状の一つであった。

「社会的ひきこもり」への関心が高まる

広汎性発達障害（高機能自閉症、アスペルガー症候群）の現象
 

として注目されるようになってきた。また以前から、青年期モラト
 

リアム、ニート、アパシーなどさまざまな言葉が社会参加しない
 

（できない）青年たちをあらわす言葉として使われてきた。

病気や障害の程度の重いものから軽いものまで様々である。



青年期ひきこもりケースの精神医学的背景と治療・援助方針
 （近藤ほか、２００７）

 
から

＜第1群＞
統合失調症、気分障害、不安障害などを主診断とし、薬

 物療法などの生物学的治療が不可欠ないしはその有効
 性が期待されるもの。

＜第2群＞
広汎性発達障害や精神遅滞などの発達障害を主診断と

 し、発達特性に応じた心理療法的アプローチや生活・就
 労支援が中心となるもの。

＜第3群＞
パーソナリティ障害（傾向ｔｒａｉｔを含む）や同一性（アイデ

 ンティティ）の問題、身体表現性障害などを主診断とし、
 パーソナリティ特性や神経症的傾向に対する心理療法的

 アプローチや生活・就労支援が中心となるもの。



地域連携システムによるひきこもり支援と疫学的検討
 平成19年度

 

厚生労働科学研究「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精

 
神医学的治療・援助システムの構築に関する研究・分担研究（分担研究者：清田

 

晃生）

ひきこもりは一般人口の1～3％前後に生じる現象
開始年齢の平均は10代後半、中学年代以前に始
まるものも20～30％
不登校経験を持つ等の学校関連のものが40～
60％
半数で精神疾患が併存する

義務教育年代に適切な支援を受けた子どもは70～
80％が数年後には適応状態にあり、支援を継続す
ることが適応状態改善に有用である



ひきこもり地域支援センター

目的

本事業は、ひきこもり地域支援センターにおいて、医療・
 保健・福祉・教育・労働及び市町村等関係機関の連携の
 強化を図りながら、ひきこもり本人や家族等を支援するこ
 とにより、ひきこもり本人の自立を促進し、本人及び家族
 等の福祉の増進を図ることを目的とする。

業務内容

①ひきこもり本人又は家族等への支援

②連絡会議の開催

③研修会の実施

④情報発信

⑤居場所づくり支援



精神保健福祉センター

ひきこもり地域
 支援センター

教育
学校・教育委員会
心の教育センター

就労支援
若者サポートステーショ

 ン・若者自立塾・ハロー

 ワーク・ジョブカフェ・
障害者職業センター

親の会 医療

保健・福祉
児童相談所・福祉事務所・

 保健所・療育福祉センター
（発達支援センター）

市町村

本人・家族

相談 支援



知的障害

重度・中等度では幼少時期から気づく

…特別支援教育、福祉サービスへ
軽度の遅滞や境界域の場合

周囲・本人も、障害に気づきにくい

社会不適応を起こすことがある

本人の要求水準と現実能力の乖離

環境との関係で不適応行動を起こしやすい

特別支援教育、福祉サービスだけでは不十分？



社会的相互作用の質的障害

（社会性の障害）

意志伝達の質的障害

（コミュニケーションの障害）

行動、興味、活動の限定

（こだわりの強さ）

自閉性障害
 
（DSM-Ⅳ）



発達障害のある子ども・若者

他人とのコミュニケーションが苦手

他人の気持ちをくみ取ることが苦手

相互的・情緒的対人関係を作りにくい

通常の親子関係の持ち方（抱きしめることなど）
が通用しにくいこともある

地域生活や学校生活での問題を生じやすい（不
登校・ひきこもり・非行など）



アスペルガー症候群では、思春期以降、精神症状
を呈したり、突発的に問題行動をとることもある。
周囲との意思疎通不良から、疎外感・被害感情を
持つことがある

不登校、ひきこもり、家庭内暴力を引き起こした
りすることがある

統合失調症様症状、反社会的行動などもみられる

いじめの対象になったり、わがままで協調性がな
いことを教師等に叱られることも多い。そのために
自尊感情を損なったり、被害感情をもつこともある

こだわりの強さや疎外感・被害感情などから、思わ
ぬ犯罪行為を引きおこすこともある



○発達障害者支援センター運営事業

国

都道府県・指定都市

補助

委託（※社会福祉法人の場合）

○在宅支援

（相談支援、発達支援、就労支援）

○関係機関支援

（情報提供、研修）

○関係機関の連携

自閉症児

施設・

知的障害

児者施設

など

＜附置＞

（一般の）
知的障害児者
施設、保育所

など

在宅の
発達障害児者
及び家族

福祉事務所
児童相談所

 

更生相談所
養護学校

 

医療機関
保健所

 

職業安定所
地域療育等支援事業

関係機関等

専門的研修施設

国立秩父学園

相談

支援

相談

支援

連携

研修参加

情報提供

発達障害者支援センター



行為障害の精神医学

反社会的行動は、子どもの生まれつき持っている
要因（脆弱性）と環境要因との相互作用の中で生じ
てくる

治療と介入のためには、子ども・家族・学校の包括
的な評価が必要となる

治療と介入のためには、教育・福祉・司法など多領
域との連携が必要となる



行為障害、触法行為
 ー特に、発達障害を背景とするものー

性非行などがみられる

友人や異性への接近方法がわからず自分なりに
行動して犯罪となることがある

強いこだわり、全体的配慮にかける、形式的な反
省しかできないなどのため誤解されやすい

「発達障害は危険だ」というように誤解されないた
めに、社会性の獲得への支援はできないか？を
考えることが必要ではないか？

矯正・刑罰だけでない、多方面からの支援が必要
ではないか？



「ひきこもり」…からみえてきたもの
 ～社会の中で孤立する人々～

「統合失調症」、「知的障害」、「広汎性発達障害」

など、その要因・背景はさまざま。

社会的にも、「触れあわない」「あいまいな」関係で、
 多くの人が傷つきあわない距離にいる。そのため、

 「ひきこもり」でなくても人間関係が難しい時代。

医学的な診断がどうであれ、個人的な背景がどうで
 あれ、それぞれの抱える課題に、多方面からアプ
 ローチして支援できなければならない。



「ひきこもり」、「発達障害」…から
 子ども・若者支援を考える

子どもたちの「こころの発達」とは、そもそも何か？

・子どもたち誰もががつまずく「思春期」

・「依存」と「自立」のはざ間でもがく子どもたち

・社会の中で「生きづらさ」を抱える若者たち

障害のために、さらに「生きづらさ」を抱えてしまう

他者との人間関係・コミュニケーション、社会性獲得が
 苦手な子どもたちをどう支援するか？



社会生活を営むことが難しい人たち
 

（所謂「ひきこもり」、広汎性発達障害、社会不安障害
 知的障害、精神障害、パーソナリティ障害等）

障害等のために、「こころの発達」が不十分で、他
人との関係を作り難い人がいる。社会性・対人情緒
交流が難しい子ども～大人が存在する

無理に「他人との関係」をつくることよりも、苦手なと
 ころ（障害）をまず認め、支えることが大切

養育、教育から、医療、保健、福祉、就労支援まで、
障害特性に合わせた連携した支援が必要

既存の枠をこえた、支援のつながりが必要



（地元保健師の感想から）

“自分づくり”を深めていくためにも、必要な支援とは何かを
 事例を通して検討の必要があると考える。今ある施策は、

 知識の啓発が安易に行なわれているのが現状である。障
 害特性に合わせた専門的な技術だけでは支援は成立しな
 い。事例の実際を通した検討を重ねていく上で、専門職だ

 けでなく、地域あるいは社会で何を求めていくのかグローバ
 ルな視点からの検討も今後必要になってくるのではないか

 と考える。
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