
第２節 若者の抱える問題（コンプレックスニーズを持つ若者の理解のために）

１ 不登校，高校中退  １ 不登校，高校中退  

（１）はじめに 

不登校はその病態水準や発現様式，元来の性格傾向，経過，環境要因，年齢，性別などのさまざ

まな観点から理解すべき異種性の高い概念である。不登校児童生徒と関わるには，こうした諸要因

を念頭に個別の支援を考えていく必要がある。齊藤（2007）は表３－３のような多軸評価システム

を提唱している。本稿では多軸評価システムに基づく不登校の理解，不登校や高校中退の現状，関

連する問題について概説する。 

 

表３－３ 不登校の多軸評価 

第１軸 背景疾患の診断 

第２軸 発達障害の診断 

第３軸 不登校出現様式による下位分類の評価 

第４軸 不登校の経過に関する評価 

第５軸 環境の評価 

 

（２）不登校の多軸評価システム 

多軸評価は多方面からアセスメント（評価）を試みるものであって，原因を何かに帰属させよう

とするのではない。不登校は多因子が関与するため，単純な原因－結果論では説明できないことが

一般的である。そのことを念頭に置くことは重要である。 

第１軸はその児童生徒が持つ背景疾患の診断である。不登校を症状の一つとする子どもの精神状

態が病理的であるのか，どの疾患概念が適用されるのかを評価し，それを医学診断として明確にす

る。また不登校児童生徒では種々の身体症状が見られるが，その評価も行う必要がある。背景疾患

が存在する場合には，その疾患への治療が優先されることになる。 

第２軸は発達障害の診断で，第１軸の精神疾患とは別に発達障害が認められる場合も少なくない。

その主たるものは，注意欠陥／多動性障害やアスペルガー症候群，軽度の精神遅滞（境界知能を含

む。）である。支援を考えるときに，特に対人関係において発達障害の特性を考慮することが重要

であるため，第２軸として設定している。 

第３軸は不登校出現様式による下位分類の評価である。不登校開始までの学校や友人関係におけ

る対処法や適応様式を考慮したもので，表３－４には五つの下位分類を示している。過剰適応型不

登校は，プライドが高く弱音を吐かずに強がる傾向があり，そうした姿勢の挫折として不登校が発

現する。受動型不登校は，萎縮し不安に満ちた性格傾向を有し，いわば学校や仲間集団から圧倒さ

れて不登校に陥ったと理解される。受動型に類似したように見える受動攻撃型不登校は，大人の過



剰な干渉に対して努力を放棄するという形で不満や怒りを密かに表出しているタイプといえる。衝

動統制未熟型不登校は，発達障害などの体質的に衝動性が高いものや，保護者や親しい友人などか

らの見捨てられ不安が強く対人場面で情動不安定になるため，仲間集団から孤立し不登校に至った

ものである。混合型は以上のいずれにも分類されないものとしている。この評価軸は，その児童生

徒のパーソナリティ特性に応じた援助システムを検討する際に有用となる。 

 

表３－４ 出現様式による不登校下位分類 

過剰適応型不登校 
受動型不登校 

受動攻撃型不登校 

衝動統制未熟型不登校 

混合型（あるいは未分化型） 

 

第４軸は不登校の経過に関する評価である。不登校の経過には一般に図３－12のような諸段階が

あるが，段階に応じて周囲の関わり方を変えていくことが大切である。不登校準備段階では，児童

生徒が抱える葛藤はまだ潜在的であり，身体症状が前景に立つことが多く，周囲が認識しにくい。

不登校開始段階では，激しい葛藤が顕在化し，家庭内での暴言や暴力，いさかいなどの不安定さが

目立ちはじめる。休養が必要な状態であることを理解し，指示し過ぎないような方針が原則である。

ひきこもり段階では，外界からの回避と退行が前景に出てくる中で，徐々に余裕を回復しつつ自ら

の葛藤を解決しようとする変化が生じる。焦らず見守ることを心掛ける。その後，社会との再会段

階に入っていくが，この段階の端緒を敏感に察知し，外界への関心をデリケートに育むように心掛

ける。ここでの焦りは禁物である。 

 

図３－12 不登校経過の諸段階 

 

 



最後に第５軸で環境を評価する。不登校の児童生徒の援助に関わるとき，彼らを取り巻く環境の

質や問題点を正確に評価しようとする姿勢を持つことは，大きな意味を持つ。家族機能，ライフイ

ベント，学校の特徴，いじめの有無，地域の支援体制などが含まれる。環境要因は，不登校の治療

や援助の最も基礎的な部分であり，最初に介入の対象となることが多い。 

以上のような多軸評価を念頭に置くことによって，精神医学的にも心理社会的にも偏り過ぎず，

総合的に評価することが可能になると考えられる。  

 

（３）不登校，高校中退の現状（文部科学省，2006） 

平成17年度の不登校児童生徒数は，小学校22,709名，中学校99,546名，高校は59,419名で，在籍

者数に占める割合はそれぞれ0.32％，2.75％，1.65％となっている。小中学校は４年連続の減少で

ある。小中学校では学年が進むにつれて人数は増加し，中学３年生が最多である。高校では減少に

転じるように見えるが，不登校生徒のうち中途退学になった者が37％，留年（原級留置）が11％で

あり，半数近くは不登校の改善が困難であったと考えられる。中退率（年度当初の在籍者数に占め

る割合）は2.1％で，第１学年での中退率が3.4％と最も高い。著者らが行った義務教育年代に入院

治療を受けた子どもの予後調査では，退院後の経過で改善を示すものでは治療を継続的に受けてい

た者が多いことが明らかになった。こうしたことを考えると，中途退学者に対して何らかの方法で

継続的に支援していくことが重要と思われる。 

不登校のきっかけ（誘因）を図３－13に示すが，性格傾向など本人に起因すると考えられる割合

は小学校，中学校，高校で大きな変化はないものの，環境要因である家庭と学校のウエートは次第

に変化し，成長につれて親子関係の割合が低下する。一方で友人との関係や成績の比重が高まって

おり，児童生徒が直面する発達課題や精神的成熟の違いを反映しているといえよう。 

 

（４）不登校の年齢別特徴（清田・齊藤，2006） 

 

図３－13 平成17年度不登校状態となった直接のきっかけ（文部科学省，2006） 

 

 



臨床的には，思春期の開始前後を境界として，不登校の発症機転や特徴について違いがある。齊

藤（1987）に従って年少型と思春期型に二分し，精神療法的視点を中心に説明する。 

ア 年少型（幼稚園児及び小学校低学年の年代） 

年少型不登校の多くは，母親や家から離れることへの分離不安の直接的な表現として理解する

ことができる。こうした子どもは幼い頃から受動的で消極的な姿勢を見せることが多く，もとも

との不安レベルの高さを予感させる。 

対応として，まず親に子どもの成長を見守る余裕を回復してもらうことが大切である。親は戸

惑いや不安，悲しみ，怒りなどの入り交じった複雑な感情を経験するため，丁寧な心理教育が必

須である。子どもは親の感情に敏感であるから，親の精神的安定は重要である。また担任教師を

中心に学校側との共同作業として治療を考える。親との同伴登校や保健室・相談室の利用，給食

時間や休み時間における友人との交流など，脱感作療法的な意味を持つ段階的なチャレンジが学

校復帰の一つのモデルとして考えられる。言語能力が未発達なこの年代では，遊戯療法や描画療

法などの非言語的な関わりが有益な場合は少なくない。 

イ 思春期型（小学校高学年から中高校生の年代） 

思春期型の不登校では，不登校状態に加えて身体症状，不安，焦燥感，強迫症状，家庭内暴力，

摂食障害，ひきこもりなどの諸現象をともなうものが多く，状態像の把握が複雑になる。親への

反発などのため，子どもが受診を拒み，親ガイダンスだけが続く場合もある。親との面接では，

親の心情に共感しながら，親が子どもの状態を冷静に理解できるように混乱した状態を整理して

いく。子どもが初めて姿を見せる時は，初回から明確な支持的介入を行うことが大切である。ま

た不登校を全く意に介さない，あるいは投げやりな態度を示す子どもであっても，一部の事例を

除き，本心ではどこか漠然とした不安や自尊感情の低下を感じている場合が多い。 

思春期型では，形式的な登校にこだわらず，自我の確立という思春期中期の発達課題を念頭に，

子どもの価値観や意思の成長を促すような援助を心掛けたい。必要とあれば学校を迂回した人生

の可能性を子どもと共に探していくような柔軟性を持っていなければならない。不登校の子ども

において最も深刻に疎外されているのが仲問集団の体験である。したがって，治療の進行につれ

て回復してくる仲間集団への関心を治療者は最大限に支持すべきである。 

 

（５）発達障害と不登校 

発達障害の中で注意欠陥／多動性障害やアスペルガー症候群では，就学前後になり問題行動を顕

在化させることがある。その多くは多動や衝動性，社会性の障害による他児とのトラブルや，授業

中の態度や忘れ物などの生活面での困難さである。そのことに対して度重なる叱責や注意を受けた

り，他児からからかわれたり避けられたりすることがあると，学校への拒否感を持ち，あるいは教

師や同級生への怒りから不登校が生じる。特に彼らの障害がそれと気づかれていない場合にはリス

クが大きい。 

思春期になると，彼らなりに他者の感情を理解するようになると同時に，対人欲求を見せ始める



子どももいる。しかし小学校高学年から始まる対人関係の小集団化の時期では，彼らの独特な認知

構造や対人交流の持ち方，かたくなな思考などが周囲にとって異質に見え，次第に疎外されるよう

になる。結果として周囲に対して被害感情を持ち，不適応状態に至る場合もある。彼らの被害感情

に理解を示しながら，何とか現実的な対応策を受け入れてもらえるように時間をかけて話し合うこ

とが支援においては必要である。そのためにも平時からの信頼関係を構築していくことが肝要で，

家族はもちろん学校関係者が発達障害の一般的特性や本人の特徴を理解し，適切に関わっていくこ

とが重要となる。 
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２ 若者のひきこもり  

（１）はじめに 

近年，わが国では自宅や自室にひきこもり，社会活動に参加できない若者の増加が指摘されてい

る。本稿では，若者のひきこもりという問題について，そして，ひきこもりケースにみられる家族

状況，家族支援の考え方などについて述べてみたい。なお，ここでは「ひきこもり」，「社会的ひ

きこもり」という用語を，「対人関係を回避して孤立している状態，あるいは，社会生活の範囲が

著しく限定されている状態」を指して用いることとする。 

 

（２）ひきこもりケースの概況 

近藤らの研究（近藤・宮沢・境・清田・北端・黒田・黒澤・宮田，2007）では，平成19年11月現在，

５か所の精神保健福祉センター・こころの健康センターで受け付けていた相談ケースのうち，初回相談

の時点で６か月以上の「社会的ひきこもり」がみられていた16歳から35歳までのケースは181件であっ

た。男女比は男性139件，女性42件，平均年齢24.6歳，ひきこもり始めた年齢は平均20.2歳，ひきこも

りの期間は平均5.0年であった。最終学歴は中学校卒57件（高校中退を含む。），高校卒78件（大学中

退を含む。），専門学校・大学卒45件，就労経験「あり」が87件，「なし」が94件であった。 

 



（３）社会的ひきこもりの精神医学的背景と治療・援助方針 

上記181件のうち，相談・支援の経過中，本人が１回以上来談したケースは97件であった。これ

らを精神医学的診断と治療・援助方針によって３群（近藤・岩崎・小林・宮沢，2007）に分類した。

情報不足のために診断が保留されたものは97件のうち19件で，それ以外の事例はこの３群のいずれ

かに分類された。 

＜第１群＞主診断は統合失調症，気分障害，不安障害などである（例：幻聴や被害妄想などの精神

病症状によって対人関係からひきこもっている，生活全般にわたって意欲や活力が著しく低下し

ている，不安や緊張，恐怖感のために社会的活動が著しく制限されているなど）。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できる。また，生物学的治療に加えて，病

状や障害に応じた心理療法的アプローチや福祉的な生活支援も重視され，精神科医療機関のほか，

障害者自立支援法に基づく福祉システムなどが治療・支援の主体となることが多い。この群に分

類されたのは，上記97件のうち25件であった。 

＜第２群＞主診断は精神遅滞や広汎性発達障害などで，適応障害（心因反応）や社会恐怖（対人恐

怖）などの二次的な精神医学的問題を併せて生じている場合もある（例：学力や社会性などの面

でもともと同年代の仲間についていけないところがあり，青年期に相応の社会的機能水準に及ば

ない，あるいは，外傷的な体験が重なったことで自己評価の低下や被害感などの二次障害をきた

し，社会参加が困難になっているなど）。個々の発達特性に応じた心理療法的アプローチや社会

技能訓練（SST），生活・就労支援が中心となり，発達障害者支援センターや精神保健福祉セン

ター，障害者職業センターなどの相談支援機関でフォローされていることが多いようである。併

存障害（うつ状態や不安感，被害感など）に対する精神医学的治療が必要な場合もある。民間支

援団体が運営するサークル活動や就労支援などの役割にも期待したいが，個々の発達水準・特性

を踏まえた支援が必須であり，発達障害について的確な診断・評価を受けることが望ましい。こ

の２群に分類されたのは，97件のうち22件であった。 

＜第３群＞何らかのパーソナリティ特性や神経症的傾向がひきこもりの中心的なメカニズムと

なっている（例：何とかしなければと思っているが，失敗を恐れる気持ちが強過ぎて行動に移せ

ない，自尊心が傷つくことに敏感で，あらゆることに対して回避的である，外出や就労を迫られ

ると，動悸や呼吸苦，消化器症状などの身体症状が起きる，厭世的
えんせいてき

で万能的な感覚が強い一方，

依存的・他罰的な傾向が強く，自ら問題を解決しようとする動機づけはあいまいであるなど）。

診断としては，パーソナリティ障害（ないしは傾向）や身体表現性障害，同一性（アイデンティ

ティ）の問題などのほか，気分障害や不安障害のうち薬物療法の効果が乏しいケースもこの群に

含む。治療・援助としては，心理療法的アプローチや生活・就労支援が中心となる。精神保健福

祉センターなどの公的支援機関や心理療法・カウンセリング機関のほか，サークル活動や就労支

援に取り組んでいる民間支援活動の役割も大きい。上記97件のうち31件がこの群に分類された。 

 



（４）社会的ひきこもりの文化・社会的背景 

ひきこもりの問題は，上記のような個人の“脳と心の要因”だけでなく，時代や文化，社会的状

況とも深く関連しているものと考えられる。たとえば，若者の自立・自活やモラトリアムに対する

意識・価値観，経済状況との関連，過剰な競争社会や勝つことを諦めた若者の無気力，親世代の経

済的余裕と子世代の働くことの価値観の相対化，インターネットの普及や子どもの遊び方が変化し

たことなどによる社会的（対人関係）技能の低下，社会参加につまずいた青年を対象とする就労支

援システムの不備などが指摘されている。今後，こうした文化・社会的な要因についても議論が深

められ，実際の支援に結びついていくことが期待される。 

 

（５）ひきこもりと家族 

ひきこもる若者と家族との関係は，しばしば緊張に満ちたものである。親への暴力や粗暴行為が

みられる事例も少なくない。そして同時に，今日的なひきこもり問題の多くは，家族との生活ない

しは家族の支援なくしては成立し得ない問題でもある。ひきこもる本人と家族との間にどのような

事態が生じているのか，また，思春期・青年期に至った子どもを自立させるための家族機能とはど

のようなものなのかを考えてみる必要がある。 

思春期・青年期の子どもを持つ養育者には，子どもを社会に送り出していくために個人と社会と

の間に介在する“橋渡しシステム”としての機能が求められている。このシステムが適切に機能し

ていないとき，家族の中では以下のようなことが起きているかもしれない。たとえば，家族全体が

社会や地域から孤立している，両親間の葛藤に子どもが巻き込まれて自立の機会を失っている，親

が子どもとの間で心理的な距離がとれず，子どもを一方的に叱咤激励してしまう，子どもに心理的

負荷をかけることに対する親の不安が強い，子どもの自立にともなう心理的な分離や喪失感に親が

耐えられないなどのために，親が子どもを必要以上に抱え込んでしまったり，無意識的に子どもの

自立的な行動を抑制してしまうといった事態である。 

このほか，ひきこもりという事態や本人の体験に関して全く理解・想像・共感が及ばない，ある

いは，これまでの子どもとの関係を振り返ってみたり，新たに関わり方を工夫してみるなどの創造

性・柔軟性に著しく乏しいために，本人と家族との間で深刻な“悪循環”が固定化しているケース

もあり，こうした場合には，本人への支援以前に家族に対する支援が優先課題となる（近藤，2001）。 

 

（６）家族支援の基本的な考え方 

近年，家族を対象にした相談活動や心理教育プログラム，親の会など，家族支援の試みが全国的

に展開されるようになっている。これらに共通する基本的な理念は，「過去の原因を究明しようと

するよりも，現在から未来を指向した問題解決を念頭に置くこと」，「問題解決のための新たな行

動選択の可能性を発見するために，家族が希望や意欲，自信を回復すること」である。 

しかし，本人が治療・相談に訪れることなく，家族だけが相談を続けているケースに対する介入

に困難を感じている援助者は多く，大きな実践的課題となっている。山梨県立精神保健福祉セン



ターでは，①まずは，今後の人生について話し合える親子関係を取り戻すことを目標とする，②そ

れが実現しそうもなければ，期限を切ったうえで本人に，今の生活を変えるための努力を始めるか，

そうでなければ自らが相談・受診するなどの選択を促す，③上記のような働きかけがいずれも無効

である場合には，とにかくいったんは家から出す，あるいは離れて暮らす，といった段階的な目標

を設定し，家族が“橋渡しシステム”としての機能を取り戻すための支援（近藤，2001）を試みて

いるが，精神保健福祉センターの相談ケースを本人が来談するケース（来談群）と来談しないケー

ス（非来談群）とを比較・検討した場合，非来談群の方が回避傾向や社会適応能力などの点で，よ

り深刻なケースを多く含むことが分かってきている（近藤・岩崎・小林・宮沢，2007）。家族支援

だけでは限界を感じることも多く，こうしたケースへの介入として，自宅への訪問についても積極

的に検討することが必要であろうと思われる（第４章第10節参照）。 

 

（７）若者の自立を支えること 

ひきこもる若者の支援を論じようとすると，議論はしばしば「分かってあげることや受け入れる

ことが大切」という立場と「甘やかしてはいけない」という立場，あるいは｢大人や社会の責任｣を

強調する立場と，「若者の不甲斐なさ」を追及するような立場とに二極化していきやすい。おそら

く，どちらもが正解であり，どちらかに偏り過ぎてもいけないのであろう。“子どもの自立を支え

る”とはどういうことなのか，その本質が問われている。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------●  山梨県立精神保健福祉センター所長 近藤直司  



３ 薬物依存（麻薬，覚せい剤，向精神薬，アルコール等）  

（１）薬物依存とは 

依存性薬物の乱用を繰り返すうちに，「その薬物の使用をやめようとしても，容易にやめること

ができない生体の状態」を薬物依存という。薬物依存は，精神依存と身体依存の二つのタイプに分

類されている（図３－14）。依存性薬物に共通した特徴としては，精神依存が形成される点であり，

薬物依存の本質は精神依存である。依存性薬物を摂取すると，脳内のドパミン（A10）神経系が活

性化されることによって，非常に強力な陶酔感や多幸感を感じる。繰り返し摂取することで，脳内

の神経機能に異常が生じ，この感覚が忘れられなくなり，精神依存に陥ると考えられている。精神

依存状態では，その薬物の効果が減弱，消失しても手のふるえ等の身体的な不調は原則的には現れ

ないが，薬物に対する強烈な摂取欲求が生じる。精神依存状態で生じる薬物に対する摂取欲求を「渇

望」といい，これが原因となって薬物の使用を容易にやめることができなくなる。「何としても薬

物を入手したい。」，こうした欲求から薬物入手に固執する行動を「薬物探索行動」といい，喫煙

者が常にタバコを切らさないよう振舞う場合等が身近な例である。一方，身体依存性を有する薬物

を繰り返し使用すると，薬物の効果が減弱，消失すると渇望が生じるのと同時に，手のふるえや下

痢等の離脱症状が発現する。この苦痛及び不快な状態から逃れるために，薬物摂取の渇望が増強さ

れてしまう。したがって，身体依存は，薬物依存の本質である精神依存を強める効果があると考え

られている。 

 

図３－14 薬物依存とは 

 

 



乱用される危険性を有する薬物は，主に脳に作用し精神活動に影響を与える作用を持っており，

中枢神経系を興奮させたり抑制することにより，陶酔感，多幸感，酩酊，不安の除去，幻覚などを

もたらす働きがある。各種薬物の精神依存性と身体依存性に関する特性を表３－５に示した。覚せ

い剤やコカインなどの中枢興奮作用が強力な薬物は精神依存の形成のみであり，ヘロインなどの中

枢抑制作用を示す薬物は身体及び精神依存を形成する作用を有する。麻薬及び向精神薬取締法（麻

向法）により規制される薬物は「麻薬」及び「向精神薬」であり，以下，覚せい剤（覚せい剤取締

法）及び有機溶剤類（毒物及び劇物取締法）など，取締りの根拠になる法規により分類が異なる。

違法ドラッグは，「これらの規制薬物と類似の中枢作用を有し，乱用されるもの」であり，指定薬

物もしくは未規制の化学物質の総称である。違法ドラッグのうち天然物由来成分では，サイロシン

及びサイロシビンを含有する通称「マジックマッシュルーム」の乱用による健康被害が発生し，わ

が国において，初めて違法ドラッグ（当時は合法ドラッグ）の乱用が表面化した。また，違法ドラッ

グのうち合成化合物は「デザイナードラッグ」とも呼ばれ，麻薬や覚せい剤の類縁化合物が存在し

ており，現在，その乱用拡大は深刻な問題である。一方，「麻薬」及び「向精神薬」の中には，医

薬品として流通している薬物も含まれており，合法的に医薬品を入手し，それを乱用するため，薬

物問題が表面化しにくい場合もある。そのため，乱用される危険性のある薬物に関する基本的な作

用，症状を理解することが重要である。 

 

   表３－５ 薬物の依存性と主な作用の特徴 

法律上の分類 中枢作用 薬物のタイプ 精神依存 身体依存 乱用時の主な症状 

抑制 
あへん類（ヘロイン・モル

ヒネ等） 
＋＋＋ ＋＋＋ 

鎮痛，縮瞳，便秘， 

呼吸抑制，血圧低下 
麻薬 

（麻薬及び向精神

薬取締法：麻向法） 興奮 
コカイン，合成麻薬 

（ＭＤＭＡ） 
＋＋＋ ― 

瞳孔散大，血圧上昇，興奮，

不眠，食欲低下 

覚せい剤 

（覚せい剤取締法） 
興奮 

アンフェタミン類 

（メタンフェタミン等） 
＋＋＋ ― 

瞳孔散大，血圧上昇，興奮，

不眠，食欲低下 

大麻 

（大麻取締法） 
抑制 

大麻（マリファナ，ハシッ

シ等） 
＋ ± 

眼球充血，感覚変容，情動

の変化 

毒物劇物（毒物及

び劇物取締法） 
抑制 

有機溶剤（トルエン，シン

ナー等） 
＋ ± 酩酊，運動失調 

― 興奮 ニコチン（たばこ） ＋＋ ± 発揚，食欲低下 

― 抑制 アルコール（お酒，ビール） ＋＋ ＋＋ 酩酊，運動失調 

指定薬物 

（違法ドラッグ） 
抑制 

セロトニン系，フェネチル

アミン系化合物（麻薬や覚

せい剤の類縁化合物） 

＋ ± 幻覚，筋弛緩，運動失調 

 ＋－：有無及び相対的な強さを表す 

 

（２）薬物依存と慢性中毒 

薬物を単回で大量に摂取すると，その薬物の強力な作用が発現したり，場合によっては意識不明や

昏睡状態等の生命の危機に直面するケースがある。これは，薬物乱用による急性中毒症状であり，薬

物依存状態の有無は問題とはならず，適切に処置することで回復が期待できる。一方，薬物依存状態

に陥っている人が薬物乱用を繰り返した場合，薬物の使用を中止しても，身体的及び精神的な不調を



呈するようになる。これが，薬物慢性中毒の症状である（図３－14）。その例としては，覚せい剤の

繰り返し使用では，幻覚や妄想などの症状を呈するようになる覚せい剤精神病がある。こうした，不

調は３か月程度の治療により，ある程度の治療が期待できるが，幻覚や妄想が消えたとしても，それ

は薬物依存自体が治療できたわけではない。すなわち，薬物慢性中毒の症状が治まった時点から，薬

物依存の治療と回復へのステップへ進むわけである。このように，薬物依存と薬物慢性中毒の違いを

理解し，見極めることは非常に重要である。薬物依存と薬物慢性中毒の治療については，本人の同意

のもと速やかに薬物問題を扱う地域の関係機関（医療機関・精神保健福祉センター・保健所・リハビ

リ施設など）と連携をとり，状態に応じた援助活動を行うことが重要である。 

 

（３）若者のさまざまな問題行動の影に潜む薬物問題 

薬物を乱用するきっかけは，好奇心や仲間からの誘いによるものが多いと考えられる。最近では，

インターネット等の普及にともない，薬物に関する情報入手が容易になり，「やせられる」，「自

信がつく」，「気分爽快になる」などの文句に魅せられ，危険な薬物であることを知らずに，薬物

依存に陥るケースも少なくない。さらに，インターネット等の情報ツールの普及にともない，薬物

の入手可能性が高まっている。したがって，従来のように非行少年タイプに特有の問題ではなく，

どのような若者にとっても経験する可能性があるごく一般的な問題になりつつある。そのため，青

少年や若者に対して何らかの支援を行う者にとって，薬物乱用や依存に関する基礎的な知識を学ん

でおくことは非常に重要である。 

薬物問題はなかなか表面化せず，問題を内に秘めたまま徐々に深刻化していくことが多い。このよ

うな場合は，薬物乱用が引き起こす結果として，まず，生活態度全般の乱れ，就業困難，借金などが

問題として表れてくるのが通常である。これらは一見して，自立につまづいた若者にありがちな一時

的な問題行動にすぎないように思えるが，背後に薬物問題がある場合は，その視点を含めた支援が不

可欠となる。表面化している問題の多くは，その人の薬物乱用によって引き起こされている，いわば

二次的症状であり，薬物問題に着手しない限り根本的な解決が難しいからである。したがって，若者

に対する支援を行う者は，さまざまな問題の背後に薬物問題が潜んでいないか常に注意を配り，問題

があると認めた場合は，早期にその解決に向け適切な支援につなぐことが求められる。 

 

（４）薬物依存症治療の流れ 

薬物依存症治療の概略を図３－15に示す。まず，薬物による精神及び身体症状が顕著な場合は，

医療機関でその治療を行う必要がある。これらの症状が治まってから，薬物依存症の治療が始まる。

残念ながら，薬物摂取に対する渇望を抑制する医薬品（薬物依存症の治療薬）は未開発であるため，

薬をやめ続けることが重要となり，そのための薬物依存症からの回復プログラムへの参加が必要で

ある。長期的な回復のためには，依存症に関する正しい知識の習得，薬物を使用しないで生活して

いくためのスキルの獲得，依存症の回復を目指す先行く仲間との関係構築，生活一般の諸問題（家

族関係，借金問題など）の解決等，再発防止に向けた種々の取組が必要となる。医療機関によって

プログラムの内容やその充実度は異なるが，これらのすべてを医療の枠組みの中で行うことは困難

であることから，長期的な回復を支える場所として，自助グループなどの地域資源を積極的に利用



することが望ましい。 

 

図３－15 薬物依存症治療の流れ 

 

 

薬物依存症者及びその家族を対象とした主な地域資源について，その機関名及び主な役割，活動

内容を示す。①精神保健福祉センター：主な役割または活動内容としては，依存症・治療機関に関

する情報提供及びケースワーク，家族のための教育プログラム，依存症者本人や家族に対する個別

相談，依存症に関連する研修や勉強会などである。②リハビリ施設：依存症者本人のための回復施

設（入所・通所），当事者（依存症の経験を持つ仲間）がスタッフとして後続の仲間の回復を支援，

プログラムの中心は「12ステップ」2) を用いたグループ・ミーティングである。③自助グループ：

当事者による自助組織であり，アルコール依存症者→AA（Alcoholics Anonymous），断酒会，薬

物依存症者→NA（Narcotics Anonymous）などがある。全国各地で「12ステップ」を用いたグルー

プ・ミーティングを実施している場合が多い。また，依存症者の家族を対象にしたグループとして

は，アルコール依存症者の家族のためには（Al－Anon），薬物依存症者の家族のためには（Nar

－Anon）などが活動している。④民間相談機関：依存症・治療機関に関する情報提供，ケースワー

ク並びに依存症者本人及び家族を対象とした個別相談，各種集団療法などが行われている。⑤福祉

事務所：生活保護に関する相談を行う。 

 

（５）家族への働きかけの重要性 

薬物依存症者は，その人のみならず家族に対してもさまざまな悪い影響を及ぼす。初期段階では，

家族は「好奇心から使用しているので，いつかやめるであろう。」という楽観的な態度を示す傾向

 
                                                                                                                                                                     
2）  12ステップ：アルコール依存症者のための自助グループの創始者たちが自らの経験から生み出しテキストにまとめあげた，
シラフで生きてゆく方法を身に付けるための 12段階のプログラムのこと。1930年代後半に米国で発行され，わが国でもアルコールに
限らず薬物，ギャンブルなど多くの依存症者の回復に役立っている。 



があるが，依存症の進行とともに，依存症者は自らの力で薬物をやめることができなくなり，やが

て，借金，事故，事件などの問題を引き起こすようになる。家族は，依存症者が引き起こすさまざ

まな問題の後始末に奔走するうち，心身ともに疲弊してしまい，次第に，冷静な判断や適切な行動

をとることが困難になっていく。混乱した家族は，目の前の問題を解決して依存症者を助けようと

必死になるが，皮肉なことに，その家族の努力自体が，かえって依存症者の薬物使用を助ける結果

になってしまっていることが少なくない。たとえば，家族が借金の肩代わりをした結果，依存症者

は再度借金が可能になり，薬物使用を継続することなどが一例として挙げられよう。薬物使用をな

んとかやめさせようとしながら，結果的には依存症者の薬物使用を支えてしまうような家族の一連

の行動を「イネイブリング行動」という。 

このように，薬物依存症は「家族の病」とも言われており，その回復に家族が果たす役割が非常

に大きいことから，家族が回復のための有効な資源として機能できるよう援助していくことが極め

て重要である。 

薬物乱用・依存症者に対する支援を行うとき，本人がなかなか薬物問題を認めようとしなかった

り，仮に認めたとしても，最初はそのための援助を拒否するということが頻繁に起きてくる。その

ような場合でも，まずは家族を適切な資源につなげることによって，家族自身が回復のための積極

的な働きを行えるようになり，その結果，解決に向けた動きが展開していくものと期待できる。 
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４ 非行  ・  犯罪  

子どもは，一つずつ負因という重い荷物を背負わされ，荷物が一つ増えるたびに，その重荷に耐え切

れなくなり，社会適応から脱落していく。子どもを，非行リスクから守っているバッファー3) が一つず

つはがれ，排除的な社会のありように，吹きさらしになるほど，非行行為を行いやすくなっているといっ

てもよい。こうした負因は，本人，家庭，地域などの分野ごとに，さまざまな領域に存在している。最

も問題が深化した状態にある，少年院の子どもたちを中心に，非行の抱える問題を見ていこう。 

 

（１）日本の非行少年の抱える問題 

ア 本人・学校 

現在の社会において，子どもを非行へと向かわせる最大のリスク要因は，学校不適応であり，

その背後にある学力不振である。 

表３－６に示すように，少年院の子どもたちの知能指数は，男子の場合は90から99，女子の場

合は80から89をピークとし，本来の平均より低めに位置している。女子の場合は，障害者に位置

づけうる70未満の層が10％を超え，その弱者性は際立っている。素因として知能指数が低い子ど

もは，その他の負因とあいまって，学業に困難を抱えやすい。また，LD・ADHDについても，

適切に対処されないと，学力不振や学校不適応に結びつきやすいことが知られている。 

 

 
                                                                                                                                                                     
3） 非行リスクから守っているバッファー：非行リスクによる，少年に対する非行化の影響を和らげる緩衝。たとえば，さまざ

まな社会制度（家庭，学校，職場など）との良好な関係。 



表３－６ 少年院在院者の知能指数（平成16年） 

区分 男子 女子 
総数 4772 100.0% 528 100.0% 
120以上 213 4.5% ３ 0.6% 
110－119 463 9.7% 20 3.8% 
100－109 1081 22.7% 77 14.6% 
90－99 1366 28.6% 129 24.4% 
80－89 867 18.2% 141 26.7% 
70－79 503 10.5% 90 17.0% 
60－69 134 2.8% 44 8.3% 
59以下 81 1.7% 17 3.2% 
不詳 64 1.3% 7 1.3% 

法務総合研究所，2005，『平成17年度版 犯罪白書』より 

 

図３－16に少年院在院者の学歴を示す。中学在学者を除き，（高校中退者を含め）中卒の学歴の

者の比率が男女とも８割を超える。非行を行う子どもたちは，人生の早期に低学歴という大きなハ

ンディキャップを背負っており，これを取り返すには，就労の役割が大きい。 

 

図３－16 少年院在院者の学歴（平成20年） 
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法務総合研究所，2009，『平成21年版 犯罪白書』より 

 

イ 家族 

このような素因を背負った子どもたちを支えるべき家庭が，むしろ，本人たちの足を引っ張っ

ている状況がある。松浦（2006）は，表３－７に示す，ACE（Adverse Childhood Experiences 

逆境的小児期体験）に関する調査を三つの少年院で行い，表３－８の結果を得ている。 

 

中学在学 中学卒業 高校在学 高校中退 高校卒業・その他



表３－７ ACE調査の項目 

身体虐待 くりかえし身体的な暴力を受けていた（なぐられる，けられる，など）。 
心理虐待 くりかえし，心理的な暴力を受けていた（暴力的な言葉で痛めつけられる，など）。

性的虐待 性的な暴力を受けていた。 
酒薬物 アルコールや薬物乱用者が家族にいた。 
母親暴力 母親が暴力を受けていた。 

精神疾患 家族に慢性的なうつ病の人がいたり，精神病をわずらっている人がいたり，自殺
の危険がある人がいた。 

家庭欠損 両親のうち，どちらもあるいはどちらかがいなかった。 
服役 家族に服役中の人がいた。 
ネグレクト 親に無視されていた（学校に行かせてもらえない，食事を作ってもらえない，など）。

松浦直己，2006，「少年院生における，非行化の危険因子に関する累積的相互作用の検討－発達的， 
小児期逆境的，家族的特性の調査－」，第1回日本矯正教育・発達医学研究大会発表 より 

 

表３－８ ACE調査の結果 

 少年院A 少年院B 少年院C 高校生 
身 体 虐 待 25% 19.5% 19.8% 1% 
心 理 虐 待 9.1% 11.9% 8.6% 1% 
性 的 虐 待 0% 0.5% 0% 0% 
酒 薬 物 20.5% 22.2% 21.6% 2% 
母 親 暴 力 20.5% 14.1% 19.8% 2% 
精 神 疾 患 4.5% 8.1% 13.8% 3% 
家 庭 欠 損 50% 56.8% 44% 7.1% 
服 役 9.1% 9.7% 9.5% 0% 
ネグレクト 3.8% 4.9% 4.3% 1% 

松浦直己，2006，「少年院生における，非行化の危険因子に関する累積的相互作用の検討－発達的， 
小児期逆境的，家族的特性の調査－」，第1回日本矯正教育・発達医学研究大会発表 より 

 

一般高校生の家庭に比して，少年院にやってくる子どもたちの育ってきた家庭が，離婚や離散な

どによる家庭欠損に加え，虐待，DV，問題行動（物質乱用や服役），精神疾患といった，家族機

能に負荷のかかる問題に苛
さいな

まれていることは，一見して明らかである。 

図３－17に見るように，複数の問題を抱える子どもは，高校生には皆無と言ってよいのに，少年

院の子どもたちでは，およそ３分の１を数える。こうした問題が貧困と関連していることは広く知

られており，少年院に入る子どもたちの家庭の２割近くが貧困家庭とされている。 

 



図３－17 ACE得点の比較 

 

松浦直己，2006，「少年院生における，非行化の危険因子に関する累積的相互作用の検討－発達的， 
小児期逆境的，家族的特性の調査－」，第1回日本矯正教育・発達医学研究大会発表 より 

 

さまざまな素因のために，学校適応に困難を抱えやすい子どもたちが，むしろ不適切な養育環境

に置かれ，足を引っ張られていると言ってよい。 

 

ウ 地域 

こうした非行を行う子どもにとっては，地域が支えである。図３－18は，地域サポート（「地域

の人は，私をあたたかく見守ってくれている。」と「地域の人は，困ったときに力になってくれる。」

という二つの文章への同意度を得点化したもの）と非行との関係を，親子の絆の強さごとに見たも

のである。明らかに，地域サポートが小さいほど，非行頻度が高い。また，その関係は，親子の絆

の弱い家庭ほど，明瞭である。つまり，非行を行う子どもたちは，（結果としてみれば）十分な地

域サポートを受けていない。アメリカの非行研究が，シカゴの地域ごとの非行者比率の研究に出発

したことを思い起こせば，社会的に不利な条件の集積した地域における非行の集積は，犯罪学の常

識と言ってよい。 

 

図３－18 親子の絆の強さごとに見た，地域サポートと非行の関係（男子） 

 

小林寿一，2003，「我が国の地域社会における非行統制機能について」，『犯罪社会学研究』 28: 39-54. より 



 

エ 就労 

学歴の低さに加え，家庭や地域の支えを欠いた子どもたちは，容易に仕事に就くことはできない。

図３－19に示すように，無職の者は，女子では半数を超え，男子でも40％に近い。学生生徒を除け

ば，無職の者は，女子では76％，男子では50％に達する。 

 

図３－19 少年院入院者の就労・就学状況（平成20年） 
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法務総合研究所，2009，『平成21年度版 犯罪白書』より 

 

 しかも，図３－20に示すように，ここ数年の景気の回復にもかかわらず，出院時点での就職先決定率

は下がり続けている。平成16年の入院者のうち有職ないし学校生徒は54％で，過半数が社会制度に帰属

しているのに対し，彼らの多くが出院する平成17年の出院者のうち，就職先・復学決定者の合計は40％

にも達せず，少年院入院が，再統合を妨げていることが分かる。こうした動向の背景には，少年犯罪の

凶悪化や犯罪不安をあおる，排除型社会の進行があるように思われる。 

 



図３－20 少年院出院者の進路動向 
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法務省，2009，『少年矯正統計調査』より 

 

（２）欧米の非行少年が抱える問題 

計量的な予測研究が積み上げられてきた欧米の研究成果として，非行少年の中でも最も非行深度の

深い，早期非行少年の非行要因を，表３－９に示す（表３－９には，非行化を防ぐ要因である保護要

因も示した。）。わが国の少年院に在院している少年とほぼ同様の問題を，海外の非行少年が抱えて

いることは明らかである。これらの非行要因については，次の４点が指摘されている。 

ア コミュニティ（地域），家族，学校，友人，本人といった多様な領域にまたがっている。 

イ より多くの数の非行要因にさらされることで，非行を行う確率が急激に高くなる。 

ウ 発達の時期によって，どの非行要因が影響力を持つかは異なる。 

エ 非行のみならず，物質乱用（喫煙など），10代の妊娠，学校中退，暴力といったさまざまな問

題の要因となっている。 



表３－９ 早期非行化少年の非行要因（Loeber and Farrington, 2001） 

 領 域 非行要因 

コミュニティ 

コミュニティの不利な状況と貧困 

コミュニティの崩壊 

銃の入手可能性 

メディアによる暴力描写 

家族 

家庭崩壊（異なる保護者が連続すること） 

親の反社会的行動 

親の薬物乱用 

母親のうつ 

児童虐待及びネグレクト 

親の監督不足（銃への接近の許容） 

母親の喫煙 

10代の親による出産 

学校 

学業不振 

学校への愛着の不足 

進学意欲の不足 

勉学意欲の不足 

学校の崩壊 

友人 
問題行動を行う友人との交友 

友人からの拒絶 

リ
ス
ク
要
因 

本人 

出産時の問題 

鉛への暴露 

過活動 

衝動性 

刺激追求 

気難しさ 

保
護
要
因 

 

女性であること 

幼稚園時の向社会的行動 

知的能力の高さ 

Rolf Loeber and David P. Farrington  2001  The Significance of Child 
Delinquency  In Rolf Lorber and David P. Farrington (eds.)  Child 
Delinquents.  Sage. 

 

 （３）立ち直り支援 

非行を行う子どもたちは，このように多様な問題を背負っている。その立ち直り支援は，これら

の問題のうち，変容が可能なものをターゲットにして行われる。 

このような介入モデルを，「リスク要因防止モデル risk factor prevention model」という。そ

れは，＜介入 → リスク要因 → 非行＞という，介入によってリスク要因を減少させ，それをもっ

て非行／予防を減少させようという考え方である。 

予防的な介入として，すでにその効果が示されているものとしては，ハイリスク（通常10代で，

収入の低い。）の初産の妊婦を対象とし，看護師が，妊娠前から出産後２年間，家庭訪問をし，妊

婦自身のヘルスケア，子育て，本人の将来（次の出産，教育，雇用）を支援する，Nurse-Family 

Relationshipや，貧しい黒人家族の子どもに対し，３歳から４歳の時に良質の早期幼児教育を与え

ることで学校適応を促進し，もって非行化を予防するHigh/Scope Perry Preschool Projectがある。



やや非行化しつつある若者を対象としたものとしては，少年本人と１対１で接するボランティア

（メンター）が，週に３～５時間，少年と一緒にいろいろな活動をすることによって将来展望を開

かせるBig Brothers Big Sisters of Americaのプログラム，一般の家庭を募集して研修し，その家

族が預かった少年に対して，家庭，学校，地域において，集中的な指導を行う短期的里親プログラ

ムである，Multidimensional Treatment Foster Careなどがある。要は，これらのプログラムは，

社会適応の促進，つまり社会的包摂を狙うものにほかならない。 

図３－21に示すように，非行少年の保護処分取消率（再非行・再犯により，保護処分が取消され

た率）は，職場という社会制度に包摂されているかどうかによって大きく異なる。非行少年の再犯

防止の本質が道徳的非難ではなく，自立支援であることは明らかである。 

 

図３－21 非行少年の再犯率 
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法務総合研究所，2009，『平成21年度版 犯罪白書』より 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------●  静岡県立大学国際関係学部准教授 津富宏  



５ 摂食障害，自傷行為，自殺行動  

（１）摂食障害 

摂食障害とは，不食や過食などの食行動異常を呈する心の病気であり，その背景には，「痩せた

い」（痩せ願望）や「太るのが怖い」（肥満恐怖）といった，正常でも見られる願望が，ほとんど

「妄想的」といってよいほど頑固な信念となって生活を縛っている。この病気は，周囲の視線や自

分の容姿に対する自意識が高まる思春期・青年期に好発するという意味で，青少年特有の問題と言

え，今日の「痩せていることが良い」という社会・文化的プレッシャーにさらされている女性に多

いという点で，現代特有の問題と言うことができる。 

摂食障害には，「神経性無食欲症（通称，拒食症）」や「神経性大食症（通称，過食症）」という二

つの病態がある。「食べなさ過ぎるか，食べ過ぎるか。」という点では，両者はあたかも正反対の病態

のように思えるが，実際には，長期的な経過の中では相互に移行することが多く，むしろ同じ病態の異

なる側面ととらえた方が実際的である。また，摂食障害の患者は，体型・体重によって自己評価が著明

に影響される。すなわち，拒食の時期には過活動・気分の昂揚・援助者への反発・拒否が，過食の時期

には社会的にひきこもり，抑うつ気分，援助者へのしがみつきが見られ，食行動の相（拒食や過食）の

めまぐるしい交代に合わせて，あたかも躁うつ病のような気分の変化が見られることが特徴的である。 

ア 神経性無食欲症 

思春期・青年期の女性の0.5～1.0％に認められ，好発年齢は13～20歳である。 

原因の詳細についてはまだ不明な点が多いが，多くの症例で家族内病理は無視できない。しば

しば見られるのは，過干渉で支配的な養育者の存在，あるいは両親の不和や飲酒問題，中には虐

待やネグレクトといった深刻な家族内病理が存在することもある。こうした環境は自己評価の低

い子どもを生み出す傾向があるが，神経性無食欲症の患者の場合には，自信のなさを完璧主義的

かつ強迫的な努力で補い，そうした「つま先立ち」した生き方を，周囲から「がんばり屋」と評

されていた者が少なくない。そしてある時思春期・青年期特有のさまざまなイベント─学業の

挫折，いじめ被害，失恋など─に遭遇して，そのストレスから食欲不振になったり，あるいは

ダイエットを開始したりする。すると間もなく，彼らの完璧主義的な努力は，食行動の不自然な

コントロールというあらぬ方向へと屈折し，発病へと至るというパターンが多い。 

拒食による著しい低体重は無月経をもたらす。痩せ願望はしばしば否認され，本人は「太りた

いのに食べられない。」と訴えることもあるが，実際には頑固な痩せ願望と肥満恐怖が存在して

いる。自身の身体状況に危機感を抱き，食事をとろうと決意した場合でも，「いったん食べ始め

ると食欲がコントロールできなくなるのではないか。」という不安から，食事摂取に強い恐怖感

を抱き，不食を続けている場合も少なくない。最も特徴的なのは，周囲の人間から見ると「気味

が悪いほど」痩せているにもかかわらず，「自分は太っている。」と思い込むような，身体に対

する著しい認知の歪み（ボディ・イメージの障害）である。なお，神経性無食欲症の一部には，

過食と排出行為（自己誘発嘔吐，緩下剤・利尿剤乱用）を呈する一群が存在するが，これらの症



状が併発した場合には，病態は慢性化する傾向がある。 

低体重及び排出行為によってさまざまな身体合併症が引き起こされる。飢餓反応によって甲状

腺機能低下，基礎代謝の低下，体温低下，徐脈，浮腫などを生じることが少なくない。また，自

己誘発嘔吐によって，歯牙エナメル質の侵食によるう歯，唾液腺炎・膵炎
すいえん

，さらに重篤な事例で

は，電解質の異常から不整脈やけいれん発作を呈することがある。 

イ 神経性大食症 

思春期・青年期の女性の１～３％に認められ，好発時期は17～20歳代前半というように，神経

性無食欲症よりも発病年齢は若干遅い。 

原因については神経性無食欲症と同様，家族内要因と個人要因が複雑に関与して発病すると考

えられるが，あえて相違点を言えば，強迫的性格の持ち主が多い神経性無食欲症患者に対して，

神経性大食症の患者では衝動的な性格の持ち主が目立つという印象がある。いずれにしても，家

族や友人・恋人との葛藤・喪失のストレスを抱える状況下で，しばしばダイエットの失敗に引き

続いて，あるいは，神経性無食欲症から移行するかたちで，発病する者が多い。 

神経性大食症の患者は，肥満恐怖と痩せ願望を強く抱きながらも過食するという，いわば「食

行動のコントロール喪失」を呈している。彼らは，体重増加を防ぐために，自己誘発嘔吐や緩下

剤・利尿剤の乱用などの排出行為（排出型）を用いたり，絶食や過剰な運動（非排出型）を行っ

たりするが，こうした体重コントロールのための涙ぐましい努力をすればするほど，過食は悪化

して病状は深みにはまっていく。一部の患者では，過食衝動から食物の万引きや盗食をしたり，

嘔吐物によってトイレや浴室の排水管を詰まらせたりする者もいる。なお，過食行動にもかかわ

らず，体重は排出型では正常範囲内か，もしくは，それよりやや低いことが通常であり，また，

神経性無食欲症のようなボディ・イメージの障害は認められない。 

神経性大食症では，神経性無食欲症に比べて，気分障害や不安障害を併発する者が多い。また，

自傷行為や過量服薬，アルコール・薬物乱用，窃盗癖，爆発性暴力，援助交際や性的逸脱行動な

どの衝動的な問題行動を持つ者が少なくなく，境界性パーソナリティ障害の重複診断が可能な者

もいる。一方で，身体的には，排出行動による電解質異常がないかぎり，身体的衰弱は比較的ま

れである。なお，長期間にわたって自己誘発嘔吐をしている症例では，手指・手甲に，歯牙との

頻回の接触によってできる「吐きダコ」が観察されることがある。 

神経性大食症は慢性的な経過をたどることが多いが，必ずしも社会的な予後は悪くはなく，症

状を呈しながらも，精神科医療を受けずに一定の社会適応を果たしている者も少なくない。ただ

し，アルコールや薬物の乱用をともなう場合，あるいは，パーソナリティ障害や非行・反社会的

行動をともなう場合には，社会的な適応は不良となり，症状も遷延する傾向がある。 

ウ 摂食障害の長期経過と病態の変遷 

すでに述べたように，摂食障害は経過の中でその病態がさまざまに変遷する。多くの場合，不食・

拒食のみを呈する病型から始まり，この段階で治療を行えば，一般に予後は良好である。しかし，

拒食からの回復期に通常見られる過食傾向を無理にコントロールしようとしたり，あるいは，排出



行動を行うようになると，一気に慢性化の傾向をたどってしまう。そして，罹病期間の長期化に従っ

て，ますます治療は困難となる。これに加えて，アルコール・薬物乱用を併発すると，事態はいっ

そう複雑化の様相を呈してしまう。逆に言えば，病型にかかわらず，「毎日３食を食べること」，

「過食はしてもいいから，排出行動を止めること」，「アルコール・薬物乱用を止めること」を達

成することが，摂食障害からの回復の前提になるとも言うことができるであろう。 

 

（２）自傷行為 

ア 自傷行為の理解 

自傷行為は，うつ病，摂食障害，パニック障害，解離性障害，外傷後ストレス障害，境界性パー

ソナリティ障害，行為障害，アルコール・薬物乱用など，さまざまな心の問題で見られる。しか

しその一方で，一般の中学生・高校生の約１割に自傷行為の経験があり，その意味では，青少年

によく見られる現象でもある。 

（ア）自傷行為はリストカットだけではない：自傷行為とは，身体に対して意図的かつ直接的に非致

死的な損傷を加える行為であり，通常，自殺の意図はなく，行為の致死性も予測したうえで行わ

れる。この定義は，リストカットだけが自傷行為ではないことを意味している。手首や腕を切る

のをやめた人が，その後，他の身体部位を切る，皮膚を掻きむしる，硬い壁を殴る，壁に頭をぶ

つける，火のついた煙草を皮膚に押しつけるというように，形を変えて自分を傷つけ続けるとい

う現象はよくあることである。リストカットだけに目を奪われていては，問題の本質を見誤る可

能性がある。 

ちなみに，アルコール・薬物乱用，拒食や過食などの摂食障害，避妊しない性交渉や援助交際

も，自傷行為に併発することが多い行動である。いずれも広義の自傷と言えなくもないが，身体

への弊害は蓄積によって生じるという意味で，間接的な損傷である。また，医薬品を過量服薬す

るのは，致死性の予測が難しいという点で，自殺企図に近い行動である。 

（イ）自傷行為は失敗した自殺企図ではない：自傷行為は，多くの場合，怒り，恥辱感，孤立感，不

安・緊張などの不快感情に対処するための方法である。すなわち，自傷者の多くは，行為に際し

て自殺を意図していない。彼らは，自傷する理由としてしばしば，「心の痛みを抑えている。」，

「自傷は安定剤。」，「生きるために必要。」と語る。これらは，自傷行為そのものは，失敗し

た自殺企図ではないことを意味している。 

（ウ）自傷行為は自殺関連行動である：しかし，矛盾するようであるが，自傷行為は自殺と密接に関

係する行為でもある。過去１回でも非致死的な自傷行為をした人は，全く自傷経験のない人に比

べると，自殺既遂のリスクが数百倍高いという報告がある。すなわち，自傷行為は，将来におけ

る自殺企図の危険因子なのである。 

自傷と自殺の間には連続的な関係がある。非致死的な自傷を繰り返すうちにエスカレートして

制御困難に陥った末に，自殺の意図がないのに重篤で致死的な自傷に発展することがある。また，

死ぬために自傷することは少ないが，自傷していない時に漠然とした消極的な自殺願望（彼らは



これを「消えたい」という言葉で表現することが多い。）にとらわれている者が多い。そしてあ

る時，いつもとは別の方法（たとえば，過量服薬，縊死
い し

，飛び降り）で自殺を試みることがある。 
（エ）自傷行為は操作的・演技的行動ではない：その非致死性を理解しながら意図的に行っていると

いう理由から，自傷行為はしばしば操作的・演技的行動と誤解される。しかし，自傷を始めたば

かりの時期は，ほとんどの者は，家族や友人に隠れて自傷を行い，そのことを誰にも言わない。

多くの自傷行為は，他人の視線の届かないところで開始される行動なのである。もちろん，操作

的・演技的な自傷行為がないわけではない。しかし，そうした性質は，孤独な自傷行為を繰り返

す中で偶然にもその周囲への影響力を発見してしまうことで，二次的に生じてくるものである。 

（オ）自傷行為中に解離している者もいる ： 自傷の最中に「痛みを感じない。」，「記憶があいま

い。」と述べる者は少なくない。彼らは，平常より痛みに鈍感であるが，怒りや恥の感覚などの

不快な感情を体験した場合には，いっそう痛みに鈍くなる傾向がある。解離によって「何も感じ

なくなる」ことで意識を苦痛から遠ざけていると考えられる。このことは，自傷する者の多くが，

虐待やいじめの被害者であったり，両親の不和による緊張した家庭に生育したことと関係がある。

彼らは，苛酷な環境を解離しながら生き延びてきた可能性が高い。 

だが，不快感情が過ぎ去った後にいつまでも無感覚状態が続いていると，今度は自分が「生き

ているのか，死んでいるのかさえ分からない」状態に陥り，不安になってしまう。自傷行為―正

確には，自傷による身体的な痛みや鮮やかな血液の色―は，こうした状態からの回復に効果的で

ある。「切っているうちに徐々に痛みを感じてきて，ふと流れている血を見ると，『あ，生きて

いる。』と思ってホッとする」。このように語る自傷者は少なくない。そして，解離から回復し

たときには不快感情は消失し，まるで何事もなかったかのように心はリセットされている。自分

が何に傷つき，怒りを覚えたのかを忘れてしまうこともある。このようにして，彼らは虐待やい

じめのような理不尽に苛酷な状況に過剰適応してしまうのである。 

イ 自傷行為をする青少年の援助 

青少年が自傷したことを告白したり，相談に来たり，傷の手当てを求めてやって来た場合，「よ

く来たね。」，「よく言えたね。」とその行動を肯定的に評価する必要がある。自傷をした青少

年の約９割は，そのことを誰にも相談せず，医療機関にも受診しないと言われている。実は自傷

行為とは，たんに自分の身体を切ることだけを指しているのではなく，切った後に感染の危険も

顧みず，傷がケロイド状の瘢痕
はんこん

となって残ることも厭
いと

わない態度も含めた行動を意味するのであ

る。したがって，自傷について相談し，医学的治療を求めることは，それをしないよりははるか

に自分を大切にする行動と言える。このとき援助者が自傷行為を頭ごなしに否定したり，叱責や

説教をすれば，「人に助けを求め，つらい気持ちを隠さずに表現するのはいけないことなのだ」

というメッセージを伝えることとなり，ますます不快感情に対処するために自傷行為が手放せな

くなってしまう。 

自傷行為が問題なのは，その身体損傷ゆえではない。心理的苦痛を言葉で表現せずに自傷がもた

らす身体的な痛みで押さえ込むうちに，「つらい」，「悲しい」，「さみしい」といった感情語が



退化し，ますます言語的な感情表現が困難となってしまう点が問題である。こうした状況では，自

傷が持つ苦痛緩和効果は徐々に減弱し，頻度や損傷の程度がエスカレートしてしまう。最終的にい

くら切っても不快な感情が切りかわらない状態に陥ると，自殺の危険が急激に高まる。その意味で

は，「生きるため」の自傷を続ける中で，皮肉にも少しずつ「死」をたぐり寄せていると言える。 

いずれにしても，自傷行為に対する援助は，それをしなくなることではなく，苛酷な状況に過

剰適応せずにつらさを言葉で表現できるようになることを目標にすべきである。それには，彼ら

がしばしば抱いている，「誰も信じられない」，「誰も助けてくれない」という信念が，「助け

を求めてもいい」，「信じられる人もいる」というものへと変化する必要がある。具体的には，

彼らと友好的な関係の中で，自傷行為の肯定的側面と否定的な側面について話し合い，その誘因

と対処方法を一緒に模索し，言語的な感情表現を促す働きかけが必要である。併せて，家族への

介入も望まれる。 

注意すべき点としては，摂食障害や重篤な解離をともなう者は自殺行動の危険が高く，精神科

医療機関への受診が必要であること，並びに，処方薬やさまざまな市販薬，さらにはアルコール

の乱用に注意することが挙げられる。また，集団生活においては周囲への「伝染」のリスクを抑

えるために，個別的な支援・相談を継続する一方で，自傷の傷跡は長袖シャツやサポーターなど

で隠させるように指導することが望ましい。 

 

（３）自殺行動 

ア なぜ青少年の自殺予防が重要なのか？ 

平成10年以降，わが国の自殺者数は年間３万人を超え，以後９年間この状態が高止まりのまま

続いているが，その多くが中高年男性であり，未成年は，全自殺者数の２％を占めるにすぎない。

しかし，未成年者の死亡原因として自殺は非常に大きな割合を占めており，将来ある青少年が自

殺によって命を失うことは，家族だけでなく，地域や国全体からみても深刻な損失である。 

また，思春期・青年期は周囲の影響を受けやすい時期であることを考慮すべきである。同世代

の青少年の自殺は，自殺した青少年と同じ境遇で苦しむ者の自殺行動を引き起こし，容易に群発

自殺と呼ばれる状況を作り出してしまう。さらに，未成年期に友人などの身近な者の自殺に遭遇

する体験は，その青少年が成人後の将来，自殺行動をとる危険を高めてしまうことも知られてい

る。その意味で，青少年の自殺行動を予防することは，きわめて重要な課題であると言えよう。 

イ 自殺の警告兆候 

以下に，青少年の自殺の警告兆候のリストを掲げる。これらの中には，一見すると，自殺より

も，むしろ非行をはじめとする問題行動と思ってしまいそうな項目も含まれていることに注意さ

れたい。いずれも，これがあれば切迫した自殺の危険があるというわけではないが，以下のリス

トに該当する問題が明らかになった場合には，その都度，青少年と「今，どのようなことを考え

ているのか。」を率直に話し合ってみるべきである。 

（ア）行動の目立った変化：学校をさぼるようになる。家出をする。夜遊びをする。ひきこもる。食



行動の変化（拒食・過食・自己誘発嘔吐）。アルコール・薬物乱用。非行化傾向。暴力的行動や

無謀な行動。自殺の意図からではなく不快感情に対処するための自傷行為。 

（イ）話し方・考え方の変化：死について口にする。哲学に興味を持つ。死をほのめかす文章を書い

たり，絵を描いたりする。 

（ウ）心理的変化 ： 集中力がなくなる。投げやりな態度。自尊心の低下。気分の変動。 

（エ）身体的愁訴 ： 腹痛や頭痛の訴え。嘔
おう

気
き

。睡眠障害。 
（オ）家族内の状況 ：  

a 最近の喪失体験 ： 両親の離婚，近親者の死。 

b 暴力への曝露：身体的・性的・心理的虐待の被害，家族同士の暴力場面への曝露，家族の

自己破壊的行動の目撃。 

c 家族内に自殺者がいる。 

（カ）現実に切迫した危険を示す行動 ： 薬をため込む。凶器となり得る物を所持する。 

ウ 自殺念慮を抱える青少年の援助 

（ア）自殺念慮について率直に尋ねる。：上のリストの問題を抱える青少年がいたら，自殺念慮につ

いて率直に質問すべきである。「そんなことを質問したら，寝た子を覚ましてしまう。」という

意見をよく聞くが，それは間違っている。自殺を考える段階では，人はあらゆることに自信を失

い，「誰も真剣に話を聞いてくれないだろう。」，「自分を分かってくれる人などいない。」と

思い込んでいる。けれども，誰かが自殺念慮に気づいてくれれば，逆にそのことが一縷
い ち る

の「生き

る望み」を与えることがある。 

（イ）自殺念慮への対応：本人が自殺念慮を認めたり，あるいは，自分から自殺念慮を訴えてきた場

合，決して叱責や説教をしてはならない。告白に対して感謝を示したうえで，本人の話を静かに

傾聴し，どのような問題がそこまで本人を追い詰めているのか，介入できる余地はないのかを検

討する。自殺の手段（刃物や薬）を所持していれば，その手段を取り除く努力をすべきである。 

（ウ）守秘の原則には従わない。：通常の個別相談では，面接者は本人に対して守秘義務を負ってい

るが，自殺の危険は例外であり，家族などに連絡し，安全を確保する必要がある。 

（エ）未遂者への対応：当然のことであるが，身体的治療の終了後，精神医学的評価，並びに精神医

学的・心理学的な支援が継続される必要がある。特に未遂後１年間は再企図率が非常に高いこと

から，この期間には密度の高い支援が求められる。また，いかに身体的損傷が軽症であったとし

ても，本人が自殺の意図からした行動であれば，深刻に受け止める必要がある。 

（オ）自殺傾向を持つ子どもの親の支援：親は，子どもの自殺行動を心配し，激しく自責する一方で，

子どもの自殺念慮を矮小化し，否認しようとすることがある。こうした状況は，親自身がどのよ

うに対応してよいのか混乱している証拠であり，支援に関する具体的な助言とともに，親の苦労

をねぎらう支援者が必要である。また，「自殺傾向を持つ子どもの背後には，自殺傾向を持つ親

がいる。」と言われており，親自身に精神保健的支援が必要な場合も少なくない。 

エ 青少年に対する自殺予防教育 



自殺傾向を呈する青少年は，悩みを打ち明けられる友人や信頼できる大人が周囲にいないこと

が多く，しかも，自殺念慮に関して，自分から親や教師，カウンセラーに相談する者はほとんど

いないと言われている。こうした傾向は特に男性で顕著である。その意味で，自殺予防教育では，

「つらいときに人に相談できることが強さである。」というメッセージが繰り返し強調される必

要がある。また，そんな彼らが，最も相談しやすいと感じるのが友人である。したがって，自殺

予防教育においては，「友人から自殺したいという気持ちを打ち明けられたら，どうすべきか。」，

「友人が先生にも内緒にしてほしいと言った場合，内緒にしておくことが本当の友情なのか。」

といったテーマに関して生徒に議論させることには，一定の意義があると考えられる。 
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６ HIV感染症  

（１）HIV感染症の特徴 

HIV感染症は初めてその存在が報告された1981年から今日に至るまで，「一度感染したら，絶対

に治らない感染症」であることに残念ながら変わりない。しかし世界中の患者さん，医師，研究者

の協力によって，HIV感染症を「早期に感染が判明し，適切な時期に治療を導入することができれ

ば，健康な状態をより長く保つことができ，糖尿病や高血圧と同様に生涯にわたって治療を必要と

する慢性疾患である」という状況にまで予後を改善させることが可能になってきている。しかし最

も重要な点は，この疾患が「適切な予防を用いることによって未然に防ぐことができる」というこ

とである。 

（２）日本国内でのHIV感染の蔓延 

日本でHIV/AIDSが注目を集めたのは1992年の「ストップエイズキャンペーン」であったが，そ

の盛り上がりは一時的であり，逆に多くの人々に「HIV感染症は“あの時に問題になっていたけど，

今は，もうない”」という誤った印象を残してしまう結果となった。昨年も厚生労働省のエイズ動

向委員会へ届け出られた新規感染者の数は1,300人を超え，累積感染者数は12,000人を超えている。

しかもこの人数は動向委員会へ届け出られたものに限られており，実際にはこの何倍もの「自分が

HIVに感染していることを知らずに過ごしている」人々が日本にいるという残念な事実がある。 

（３）自分を守る 

HIV感染症はすでに「すぐに死に至る病」ではなくなったが，「一度感染すると絶対に治らない」

側面は変わらず，「確実に予防できる疾患である」ことを鑑みれば，“将来のリスクグループ”と

して青少年にこの疾患についての基礎的な知識を持ってもらうことは，この国のみならず世界の公

衆衛生の立場からも極めて有用である。ユース指導の第一線で活躍する人々から「自分を守る」た

めにHIVについて学ぶ必要性をぜひ伝えていただきたいと切望する。 

 

（４）HIV感染症の経路 

HIV感染の経路は①性的接触，②母子感染，③注射器を用いる麻薬の乱用，④HIVが混入した血

液製剤，⑤医療行為を通じての医療従事者への感染，の五つに大別できる。 

ア 性的接触によるHIV感染症 

HIV感染症について語る際に，「性的接触」は極めて広い行為を意味する。HIV感染症はヒト

免疫不全ウィルス（Human Immunodeficiency Virus）感染症の略であるが，このウィルスはいっ

たん体内に入ると血液，粘液などの体液，母乳，臓器など体内の隅々にまで侵入する。ヒトの皮

膚は頑丈にできており，HIVが接触しても体内への侵入を食い止めることができる。しかし，粘

膜はもっと脆弱な構造をしており，粘膜と粘膜との濃厚な接触があれば，HIVに感染しているヒ

トの粘液に含まれたウィルスは，粘膜を通じてヒトからヒトへ感染を成立させる。口腔内も，直

腸も，膣も，ペニスの先端も，粘膜で覆われており，よく知られている一般的な性交や肛門を用



いた性交だけでなく，いわゆるオーラルセックスもHIVを感染させる危険行為である。 

また，口内炎や口腔内・性器周囲のヘルペス感染症などによって粘膜に炎症や潰瘍ができてい

る場合には，粘膜の防御機能は更に弱まり，感染の確率はますます高まる。HIV感染症は性行為

感染症の一つだが，他の性行為感染症と混在することによって，ますます感染の危険は高まる。

近年10代から20代の女性のクラミジア有病率が問題となっているが，クラミジアに感染している

ことは，HIV感染を含むその他の性行為感染症の危険にすでに直面しているのと同じ意味を持つ。 

イ 母子感染 

HIVに感染している母親から生まれる子どもは，HIVに感染している可能性がある。母子感染

成立のタイミングは三つある。一つめは妊娠中に経胎盤による感染，二つめは分娩中に産道を通

る際に成立する感染，三つめは出産後授乳を通じての感染である。しかし，母親がHIVに感染し

ていれば子どもはすべてHIVに感染するという訳ではない。母親がHIVの治療を全くしておらず，

経腟分娩で子どもを産み，母乳を用いて育てた場合にHIVの母子感染を起こす確率は先進国では

約25％と言われている。さらに，HIVに感染している女性が，妊娠前から十分な治療を行い，人

工受精によって妊娠し（これはパートナーへの感染のリスクがあるため），帝王切開によって出

産し，母乳を与えないで育てれば，子への感染の危険性を極めて低くすることができる。このた

め，妊婦に対するHIV抗体検査は次世代への感染を防ぐためにも極めて有効である。 

ウ 注射器を用いる麻薬の乱用 

静脈に注入する麻薬の乱用は注射器の回し打ちをともなうことが多く，HIV感染の危険の高い

行為である。近年，麻薬乱用者の低年齢化，一般市民への浸透が顕著であり，B型・C型肝炎や

HIV感染はこれに付随する問題となってきている。 

エ HIVが混入した血液製剤 

HIVに感染している人から提供された血液を元に製造された血液製剤には，HIVが混入してい

る可能性があり，このような血液製剤を用いた治療を受けた場合に，HIVに感染する。これはい

わゆる血友病患者での「薬害エイズ」として広く知られている。 

オ 針刺し事故 

HIVに感染している患者に医療行為を行う場合に誤って治療で用いた針や手術器具で自らを

傷つけ感染する，医療従事者の針刺し事故も感染の経路となり得る。 

（５）エントリードラッグとしての脱法ドラッグの蔓延 

最近の若いHIV感染症の患者さんの傾向として，簡単に街で手に入り，服用することで多幸感な

どのトリップ気分を味わえる，いわゆる脱法ドラッグの経験者が多いことがある。多幸感を生む薬

の利用の怖い点は，性衝動への影響があることのみならず，覚せい剤などのより依存性が高く，肉

体的・精神的影響のより大きな薬へ移行する可能性が大きくなることである。「自分を守る」点か

らもこのような薬に手を出すことの危険性を強調しておきたい。 

 

（６）女性の感染者の増加 



平成18年の日本人のHIV感染者の男女比は９：１で，日本人HIV感染者の９割は男性である。男

性の多くは同性との性行為を通じて感染した男性同性愛者だが，これは1980年代の米国でも同じ傾

向であった。性的接触を通じて広がる病気であるHIVは，米国ではまずゲイの男性に，そしてバイ

セクシャルの男性を通して女性へと瞬く間に広がった。20年後の現在では米国のHIV感染者の３分

の１は女性である。女性の感染者の増加は母子感染と直結し，次世代のHIVの蔓延につながる。つ

まり日本の女性感染者の増加を食い止めることは，次の世代の健康を守るためにも非常に大切な取

組となる。一昨年のエイズ予防財団のポスターのコピーは「カレシの元カノの元カレを知っていま

すか。」というものであった。性的接触とは自分の目の前の相手を通じて，自分が見も知らない人

が持っている感染症を受け取る可能性のある行為なのだ，ということを女性に訴えたものである。

「自分を守る」大切さをぜひ若年女性に強く伝える必要がある。 

 

（７）まず，検査を受けてみる 

HIV感染症は，インフルエンザなどとは違い，感染したことを自覚できる症状はあまりなく，体

内の免疫機能が破壊され，日和見感染と呼ばれるさまざまな感染症が起こって初めてHIVに感染し

ていることが判明することが多い。判明する時期が遅ければ命を落とす場合もあり得る。過去に性

的な接触を持ったことがある人は誰でもHIV検査を受ける十分な理由がある。HIV検査は，少量の

血液を採取して調べるもので，各地域の保健所では無料・匿名で検査を受けることが可能である。

危険行為と思われる行為があってから体内にHIVの抗体ができるまでは時間がかかるので，心配な

行為があった場合には，それから３か月以内に再度検査を受けることが望ましい。 

 

（８）HIVは適切な予防を用いることによって，未然に防ぐことができる 

以上，現在のHIV感染症について紹介したが，最も大切なことは冒頭に述べたように予防である。

粘膜と粘膜の濃厚な接触を防ぐことでHIVは防げる感染症であり，コンドームの有効性とその重要

性を青少年に強く訴える必要がある。 
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７ 身体障害  

身体障害とは身体機能に何らかの障害があることを言い，身体障害者福祉法により障害の範囲と

程度が規定されている。身体障害と認定された者は身体障害者手帳の交付を受け，障害者自立支援

法等の各種サービスを利用することができる。本稿では主な身体障害の特徴と身体障害を持つ若者

の悩み，具体的な支援方法等について説明する。なお，身体障害者福祉法による障害程度等級には

記載されていないが，近年クローズアップされている高次脳機能障害を主な身体障害の特徴の中に

追加している。 

 

（１）主な身体障害の特徴 

ア 肢体不自由 

身体障害の中で，四肢体幹に永続的な障害があるものを肢体不自由という。身体障害者障害程

度等級表に示されるように範囲はさまざまで，部分的なものから全身に至るものまである。障害

原因としては，脳性まひ，脳血管障害，脊髄性疾患，骨関節疾患，進行性筋萎縮性疾患や脊髄損

傷，切断，頭部外傷などの疾病または外傷によるものがあり，障害の発生時期も先天性・後天性

による別がある。先天性や幼児期に発生した場合，発達の状況も障害に影響することがある。 

障害内容は，上肢の機能障害，下肢の機能障害，体幹機能障害，不随意運動や失調，片まひ，

四肢麻痺等があり，他の身体障害（視覚障害，聴覚・言語機能障害，内部障害）や知的障害，発

達障害，精神障害が重複する場合もある。 

併せて，障害と合併して発生する疾病状況についても把握する必要がある。たとえば，てんか

ん発作や体温調節機能の障害，進行性疾病による障害の重度化などがあり，服薬管理を行ってい

ることもあるため，健康管理面の確認も重要である。対象となる若者の個々の障害状況を的確に

把握し，支援することが大切である。 

さらに障害状況及び程度によって，車椅子や杖，装具等の補装具を使用する場合が多い。その

他の主な補装具として，義肢（義手・義足），歩行器，座位保持装置，意思伝達装置などがあり，

それぞれの使用方法や対応方法についての知識も必須である。 

 



イ 視覚障害 

視覚障害とは，生まれつき（先天性）あるいは人生の半ば（中途）で，病気や怪我などにより

視力や視野といった「眼で物を見る力」が，低下（弱視）あるいは完全にない（全盲）状況のこ

とを指す。人間が得る情報の８割は視覚に頼るものであると言われるほど，眼で物を見ることは

人間の生活にとって重要であり，個人の乳幼児期から成長期には事象の概念形成に，また青年か

ら中年期には自立した社会生活力の形成に障害の有無が大きく影響を及ぼす。したがって支援に

当たっては，まず本人の視覚の状況（どのような見え方なのか）と障害を負った時期を把握する

ことが，本人の行動特性を理解するうえで重要である。 

また，一般的に視覚障害者は聴覚や触覚，臭覚といった感覚器官を視覚の代償手段として活用

しているが，さらに白杖や盲導犬，点字，音声ガイドの付いた家電，音声や点字でパソコン画面

を表現する機器環境等，個人に合った道具を日常生活に取り入れることにより，自立した社会生

活を実現している場合が多い。このような道具の紹介や必要な訓練を受ける場所については，地

域にある点字図書館や市区町村役場にて情報を得ることが望ましい。 

より積極的な社会参加を目指す視覚障害者にとって，情報技術の発展は大きな支えとなってい

るが，その一方で家庭や地域等の諸事情により在宅生活を送らざるを得ないケースや，一般就職

を希望しても職業選択の幅が狭く，個人の夢をなかなか実現できずに生活しているケースも少な

くないのが現状である。     

 

ウ 聴覚障害 

聴覚障害者とは，聴感覚に何らかの障害があるため「全く聞こえない」，あるいは「聞こえにくい」

状態である方々の総称である。聴覚障害の特性（聞こえの状態）から，「ろう者」，「難聴者」，「中

途失聴者」と一般的に区別しているが，実際には，その方の聞こえなくなった背景や時期，自己認識，

家庭環境，教育環境等によって，個々の状況はさまざまであるということを十分認識しておくことが

重要である。さらに，聴覚障害は，「聞こえない，あるいは，聞こえにくいから不便」という側面だ

けではない。聞こえないことによる次のような二次的障害こそが本当の意味での聴覚障害と言える。 

 ①言語習得の遅れ   

 ②コミュニケーションの障害   

 ③情報の障害 

通常の音声言語の概念を習得する時期は2～3歳と言われている。その時期に，耳から生の言葉

を十分に聞くことができないという状況は，音声言語習得のマイナス要因となり，いわゆる「言

葉の遅れ」につながる（①）。結果として，音声言語を介して円滑に行われるコミュニケーショ

ンの側面から見れば，人間関係を構築していくうえで非常に深刻な障害となる（②）。また，情

報保障の面から見ると，日常生活において，「聞こえ」の問題に由来する制限や制約は多々存在

する。たとえば，電車事故時の車内放送が聞こえないために，適切な対処方法が分からず無駄な

時間や労力を費やしてしまうなど不利益を被るような事態が生ずることは多い。これは，単に聞



こえるかどうかの問題にとどまらず，情報が十分に保障されていないが故の障害と言える（③）。

また，聴覚障害者は，音声言語だけでなく，手話や指文字，筆談や口話（読話・発語）といった

コミュニケーション手段をさまざまな場面や相手に応じて，使い分けたり併用したりすることで

総合的に活用している。したがって，支援の際に注意すべきは，聴覚障害者だからこの方法でと

固定的に考えるのではなく，相手の状況に合わせ柔軟に工夫する配慮が必要である。 

 

エ 内部障害 

内部障害は，心臓機能障害，腎臓機能障害，呼吸器機能障害，膀胱または直腸機能障害，小腸

機能障害，ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害に分類することができる。それぞれの機能

は生命を維持していく重要な機能であり，外見上は障害が見えにくいため誤解を受けたり，治療

のため服薬している薬の副作用の影響を受けることも少なくない。また，長期間にわたって治療

を継続している方が多く，学校生活や職業生活において，精神的，社会的にもハンディキャップ

を負っている。 

したがって，重要なことは，それぞれの機能障害に対しての理解を深め，一人ひとりの抱えて

いる制限や問題点等の状況を適切に把握することである。そのためには本人のみならずご家族，

主治医の意見を十分聞くことである。そして，安心して学校生活や職業生活を送ることができる

ように，たとえば通院や体調面の配慮等関係機関，並びに関係職員との環境調整が必要である。 

 

オ 高次脳機能障害 

高次脳機能障害は，交通事故等による外傷や脳血管障害等による脳の損傷によって，記憶・注

意・遂行機能，社会的行動など日常生活や社会生活を送るうえで重要な機能に影響が生じた状態

である。たとえば，新しいことを覚えられない，物事に集中できずミスが多くなったり，計画的

かつ効率的に作業を遂行できない場合や感情や行動を抑制することが困難になり，対人技能で問

題となる場合もある。そのため，受傷前と受傷後の大きな変化により，本人，ご家族，周囲の人

間が戸惑い途方に暮れることも少なくない。 

交通事故等により高次脳機能障害となった若年者の方が，学校生活や職業生活の維持，新規就

労をするためには多くの支援が必要になる。しかし，評価や検査により障害を正しく把握し，障

害特性に合った代償手段を獲得，環境調整等を行うことにより，学校生活や職業生活を維持する

ことも可能である。まずは高次脳機能障害支援拠点施設等の専門機関に相談し，適切なリハビリ

テーションを受け，各種制度を活用することである。さらには，ご家族が一番の支援者になるた

め，同じような悩みを抱えているご家族や当事者で構成されている家族会等が各地域で活動して

いるので，家族会等を活用するとよい。 

 

（２）身体障害を持つ若者の悩み 

障害を持つ若者は，障害に起因する悩みから，健常者の若者と同様の悩みまでを持っている。ま



た，身体障害によりさまざまな制約を受け経験不足により自分に対して自信を持てないでいる若者

も多い。その悩みに傾聴するとともに共感し，潜在的な若者のニーズを掘り起こし，時間をかけな

がらも自信が持てるよう支援を行う。下記に障害を持つ若者の悩みの一例を示す。 

 

・障害の進行や重度化に対する不安。 

・自分の障害を受け入れることができない。 

・自分のアイデンティティーが見つからない。 

・服薬による副作用，通院等疾病に対する不安。 

・介助者の確保など介助者についての不安。 

・ハード面（エレベータがなかったり，段差が多いなど）や交通機関の利用の不安。 

・コミュニケーションがとれない，人と接することの不安。 

・進学や将来的な仕事の不安。 

・就職できない，収入が低いなど生活費等経済的な不安。 

・自分に自信が持てない，出会いがないなど結婚できるかどうかといった不安。 

・性に関する悩み。 

 

（３）具体的な支援方法 

ア 支援計画 

まずは，障害の有無に関わらず，支援対象となる若者，一個人として接する姿勢が大切である。

人と人とのつながり（信頼関係）を築けなければ良い支援はできない。その上で，障害を持つ若

者のニーズ，障害及び疾病の状況，ADL（日常生活動作）の状況，生育歴，家庭・社会環境等を

十分に把握し，必要な支援につなげることが重要である。注意するべきこととして，自立を阻害

する恐れがあるため，障害を持つ若者にとって必要のないことまで支援する必要はない。若者の

声をしっかりと聴いて，表面上の悩みの解決だけではなく，潜在するニーズに対して，将来性も

踏まえた上での支援計画を立てることが大切である。 

イ 地域のネットワークの構築 

障害を持つ若者への支援はライフステージに沿って継続する必要がある。地域のネットワーク

を活用し，専門機関にスムーズにつなげられるよう市町村の障害福祉関連部署，出身の特別支援

学校，障害者支援施設，社会福祉協議会，就業・生活支援センター等の就労や生活に関わる支援

団体等とネットワークを構築することが大切である。 
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８ 知的障害・発達障害  

精神医学的にはWHOの定めた疾病分類であるICD－10や米国精神医学会の定めたDSM－Ⅳに記

載されているように，知的障害と発達障害，それにここで精神障害と表現している狭義の精神障害を

すべて含めた多彩な障害を精神障害と呼ぶのが一般的であるが，ここではわが国の行政的な体系にし

たがって発達障害，知的障害，精神障害と各々独立したものとして扱っているのはすでに述べたとお

りである。ここでいう知的障害と発達障害であるが，これらは行政の枠を越えて考えれば，いずれも

胎生期及び出生直後までの期間に生じた生物学的な脳機能の障害を背景にしており，幼児期の早い段

階から何らかの症状は出現しており，基本的に障害は大きな変化がなく，生涯にわたって持続すると

いう条件を満たしており，広義の発達障害は知的障害と狭義の発達障害を合わせたものと考えてよい

だろう。さて，広義の発達障害はすでに述べたように途中で加わる障害ではなく，持って生まれた障

害であり，「病気」というイメージよりは，人間の「タイプ」あるいは人間の「器」の特徴の一つと

とらえるほうが理解しやすい。障害と呼べるほど極端であり，ハンディキャップといえるほど適応上

の欠陥をもたらしている場合に知的障害や発達障害とされるということを忘れてはならない。 

知的障害と発達障害を考えるとき，忘れてならないことはこれらの障害が併存障害（合併してい

る他の精神障害）を多彩に持つことである。特に若者の年代で見出されるものとしては反社会的行

動（しばしば犯罪行為）を繰り返す行為障害，ひきこもりがちな社会不安障害，儀式行動に縛られ

る強迫性障害，うつ病性障害や双極性障害を含む気分障害などが比較的よく出会う併存障害である。

子ども時代の不従順から続く受動攻撃的な反抗の遷延したひきこもりも発達障害の若者にときど

き表れる。また，併存障害として思春期の後半からヤングアダルトにかけて境界性人格障害，回避

性人格障害，反社会性人格障害などの人格障害が表れてくる場合も比較的多いという意見もある。

こうした多彩な併存障害のいずれかを持つ発達障害は，知的障害や発達障害の特性よりも併存精神

障害の特徴が前面に出るために，本来の発達障害などのハンディキャップを見逃されることが生じ

やすいので注意する必要がある。クライアントの評価に当たっては，一度は知的障害や発達障害の

有無について意識してみるべきだろう。なお本章では多数の障害名が出てくるため，わが国でも障

害名としてすでに普及しており，定義も了解しやすいDSM－Ⅳ－TRの概念を採用する。 

 

（１）知的障害 

知的障害は行動や思考の深さや複雑さなどの点で年齢相応の能力を持っていないと考えられる，

すなわち知的能力の水準が同年代の平均的水準と比べて著しく未熟であることを特徴とする障害

であるが，確定診断のためには知能テストの結果から得られた知能指数（IQ）や下位検査の得点プ

ロフィールなどの客観的な数値から判断する必要がある。知的障害は軽度（IQ50以上70以下），

中等度（IQ35以上50未満），重度（IQ20以上35未満），最重度（IQ20未満）の４段階に分類され

ており，知能指数などから判断できる。ただしこの数字はあくまで目安にすぎず，生活能力全般を

見ながら判断すべきである。 



さて，知的障害であることで抱えやすいメンタルヘルス上の問題は，特に軽度ないし中等度の知的障

害の若者が，周囲から求められるさまざまな要求や指示を十分に理解できないことに強い不安と劣等感

を持ちやすく，それに対処すべく過剰に背伸びしたり，あるいは圧倒されて萎縮したりする結果，さま

ざまな精神障害への親和性や脆弱性が増加するということである。逆に，非行や犯罪，あるいは精神障

害としての行為障害を示している若者の中に，軽度の知的障害である者が意外なほど多いといわれてい

る。その一方で，知的障害の若者には周囲に圧倒されやすく，不安が強く引っ込み思案となっている者

もかなり多いとされており，不安障害や転換性障害，あるいはうつ病や統合失調症といった多様な精神

障害が併存障害として表れる。こうした傾向は知的水準が下がるほど軽くなるとされており，軽度知的

障害以上に非行や精神障害に脆弱性の高いのは，自分が他者からどう見られているかを切実に認知でき

る能力を持つ境界知能児であるとされる。境界知能と呼ばれるのはおおむねIQ71以上85未満のもので

あるが，境界知能の知的水準の若者はストレスへの脆弱性が強いことで知られており，軽度知的障害の

若者に対する場合と共通の配慮が求められる場合が多いとされている。いうまでもなく境界知能は障害

とは見なされないが，境界知能者の自信の失いやすさと心の傷つきやすさについては若者の相談に乗る

立場にある者は十分承知していなければならない。 

 

（２）発達障害 

発達障害者支援法が定義する発達障害の中心的な障害は，注意欠陥／多動性障害（ICD－10では

「多動性障害」と呼ぶが，ここではDSM－IV－TRにしたがって本名称を用い，以下「ADHD」と

いう。），広汎性発達障害（以下「PDD」という。），会話などの言語能力や書字・読字をはじめ

とする学習能力の特異的な障害などわが国で広く学習障害と呼ばれてきた障害群（以下「LD」と

いう。）の３障害である。知的障害を含む広義の発達障害は生来的な脳機能障害に基づく障害とさ

れており，これに含まれる諸障害の相互関係は図３－22に示したとおりである。PDDの半分近くは

知的障害の水準にあり，ADHDでは知的障害に含まれるものは少ない。LDはADHDやPDDと合併

する場合が多く，特に前者との併存はADHDの30％強に及ぶとされている。またADHDとPDDの

関係について，DSM－Ⅳ－TRやICD－10のような国際分類では現在のところPDDを上位に置いて，

PDDの診断が可能ならADHDの症状がいかに明確でもPDDと診断することが定められている。 

 

図３－22 知的障害と各発達障害の相互関係 

 



ア ADHD 

ADHDは，注意の集中が難しくケアレスミスが多いという「不注意」，常に体を動かし落ち着

かない「多動性」，唐突な行動で人を驚かす「衝動性」の三種類の主症状の存在によって診断さ

れる。しかし，これらの主症状は必ずしもADHD固有の症状とはいえず，ADHD以外の多くの要

因によって類似の状態像が生じうることが知られている。ADHDと診断すべき基本的な疾患概念

は生来的な脳機能障害を背景として発現するもののことであり，DSM－Ⅳ－TRに沿った診断に

当たって鑑別診断が重要である。第１に鑑別すべき障害は児童虐待を受けた子どもの衝動性や不

注意であり，詳細な養育環境の査定と，誰彼かまわず過剰に甘えるといった反応性愛着障害の有

無に注目すべきである。第２の障害はPDDであり，PDDの子どもの多動や衝動性をADHDのそ

れと間違えてはならないが，実際にはその鑑別はかなり微妙で困難な面がある。第３の障害は統

合失調症，双極性気分障害，うつ病性障害，不安障害などの精神障害で，精神障害そのものの症

状として不注意や衝動性が惹起される場合のあることが知られている。第４の障害はてんかん，

脳腫瘍，副腎白質ジストロフィーなどの代謝疾患などの中枢神経系の身体疾患であり，可能な限

り速やかに発見し，疾患固有の治療に着手すべき疾患群である。 

ADHDは成人に達しても半数以上は依然として不注意をはじめとする臨床水準の主症状を残して

いるとされており，多彩な併存精神障害の存在とあいまって診断に苦労する事例も多いとされる。し

たがって，ADHDの若者を診断･評価する際には併存障害の評価は必須である。ADHDの若者の併存

障害には，多くは学童期の反抗挑戦性障害から始まる行為障害や反社会性人格障害（常習的犯罪者に

多い。）のような反社会的なベクトルが優勢な外在化障害と，強迫性障害や社会不安障害，あるいは

うつ病性障害のような情緒・情動分野の症状を主とする内在化障害が大半であるが，あるいは慢性で

重症のチック障害であるトゥーレット障害（ICD－10では「トゥーレット症候群」）もときどき見ら

れることがあり，さらには広義の学習障害のいくつかがADHDに併存することが知られている。 

ADHDの若者で支援が必要になるのはひきこもりの遷延，反社会性の展開，自尊心の極端な低下

などの併存障害によるハンディキャップであることが多い。そのような場合には，まずは事態がそ

こまで至ってしまったADHDの若者の苦悩を理解し，親身になってくれる支援者が必要である。 

 



図３－23 広汎性発達障害（DSM－IV－TR） 

 

イ 広汎性発達障害 

1943年に米国のカナーが提唱したことで知られる自閉性障害（ICD－10では「自閉症」）は，

①場面に応じた適切な行動がとれないなどの対人関係（社会性）の障害，②言語とそれに関連す

る手段を通じたコミュニケーションの障害，③常同行動，こだわり，あるいは想像力の障害とい

う３領域の障害で定義された障害群である。症状が典型的になってくるのは３歳前後であるとさ

れるが，母親の話を注意深く聞きなおすと０歳児から人見知りをしない，泣かない，視線が合わ

ないなどの何らかの相互交流の異常に気づかれている場合も多い。図３－23に示したようにPDD

はこの自閉性障害を中心に，より重症な障害として女児に限局して見出され，特有な手洗いのよ

うな常同運動が特徴的なレット障害（ICD－10では「レット症候群」），２年間以上の正常発達

の後に発達退行が生じ，重症の自閉性障害様の状態に陥る小児期崩壊性障害があり，より軽症な

ものとして言語の発達の障害がないPDDとされるアスペルガー障害（ICD－10では「アスペル

ガー症候群」）と，アスペルガー障害よりもっとPDD症状が軽度である特定不能のPDD（PDDNOS，

これはICD－10では「非定型自閉症」と「特定不能の広汎性発達障害」を合わせたものととらえ

られる。）が分布している。しかしユースアドバイザーが関わるPDDは主としてアスペルガー障

害とPDDNOSであるので，以下ではその一つアスペルガー障害について述べていく。 

アスペルガー障害の概念は，カナーと相前後した時期にカナーの自閉症とよく似た障害（アス

ペルガーは自閉性精神病質と名づけた。）の報告を行ったオーストリアのアスペルガーの再評価

を，英国のウィングが1980年代初頭に行ったことに始まる。アスペルガー障害は，ウィングが三

つ組みの紐にたとえたような①対人的相互交流の障害，②対人的コミュニケーションの障害，③

社会的想像力，柔軟な思考，ごっこ遊びの障害の3種類の症状群から定義された障害である。な

お，DSM－Ⅳ－TRではアスペルガー障害の言語機能には，始語の遅れのような大きな発達遅延

はないと定義されており，始語が遅れ交流手段としての言語使用に重大な障害が持続する自閉性

障害とは区別されている。三つ組みの第１症状である社会性の障害とは友人関係を主体的に形成

し維持することができないこと，接近されることを嫌い，むしろ孤立を好むことなどの症状のこ

とであり，第２症状の社会的コミュニケーションの障害は言語の遅れこそ見られないものの，自

在な交流手段として言語を用いることが難しく，型どおり，字義どおりにしか言語を理解しない



こと，比喩やほのめかしが理解できないこと，ジェスチャーや表情を理解できないことをさして

おり，第３症状の社会的想像力と柔軟性の障害は一定の物事（昆虫，時刻表，会社のロゴマーク

など）への常軌を逸した熱中とこだわり，あるいはあることに成功しても別の場面での応用がで

きないことをさしている。アスペルガー障害はこれらの主症状のほかに，聴覚，視覚，触覚，味

覚などに対する何らかの感覚過敏，他者の感情を理解しにくいこと，そもそも他者が自分と異な

る感情を持っていること（心の理論）が認識できるようになるのにかなり時間がかかること，非

常に不器用であることなどの特徴的な症状をともなうことが多い。 

アスペルガー障害を中心とするPDDの軽症群は，知能などの発達障害としてのハンディキャッ

プは軽いものの，社会適応上の障害はむしろ大きい傾向さえあることに留意しておきたい。不適応

が進むとアスペルガー障害の若者は頑固にひきこもって趣味などに没頭することが多いが，こだわ

りに基づく偏った興味に熱中し，他者の権利を侵害するような攻撃的な行動を唐突に，あるいは繰

り返し示すこともある。PDDの若者にはこのような特性を心得た良き理解者が何よりも必要であ

る。 

ウ いわゆる学習障害 

わが国で以前から用いられてきた広義の学習障害は，書字・読字障害を中心とする学習障害，

不器用さが際立つ運動能力障害，表出性言語障害など知的障害なしの言語発達の遅れを中心とす

るコミュニケーション障害の３種類の障害群（DSM－Ⅳ－TR）を合わせたものを意味している。

なお，コミュニケーション障害には構音障害や吃音症も含まれているが，これらは発達障害から

は除いておきたい。若者の学習障害では特に書字・読字障害に注目しておくべきである。書字・

読字障害がある若者は発達過程で文字を書くことを極端に避けるようになっている場合が多い。

受験でさえも字を書こうとせずに落ち続けるという若者も多く，そのためにひきこもりとなって

いる事例さえある。学習障害で定義されている諸学習能力の欠陥は決して努力不足の結果ではな

いことを理解し，支援に当たっては何らかの代替機能の提供（たとえば書字障害にはワープロで

書いてよいとするなど）などの工夫が必要になる。 

 

-------------------------------------------------------------------------●  国立国際医療センター国府台病院第二病棟部長 齊藤万比古  



９ 精神障害（社会不安障害を含む。）  

（１）はじめに 

ひきこもりなどの社会的不適応や問題行動を示す青年に，精神障害を認めることは臨床上まれで

はない。不登校の稿で述べたように，心理的な原因で生じたと思われる問題においてもベースに精

神障害が存在するかどうかを見極めることは重要である。本稿では，若者に見られやすい精神障害

（発達障害を除く。）について概説する。疾患名は米国精神医学会の診断基準であるDSM－Ⅳ－

TR（American Psychiatric Association，2000）に依拠した。 

（２）各論 

ア 統合失調症 

統合失調症の基本症状には，幻覚や妄想などの陽性症状と，感情の平板化，意欲低下，閉じこ

もり（自閉），無関心などの陰性症状とがある。好発年齢は10歳代後半から20歳代で，抑うつ症

状や強迫症状が初発症状であることも多い。ひきこもりを呈する青年の中に，未診断の統合失調

症患者がいる可能性は否定できない。急激に興奮したり自殺に至る場合があるため注意が必要で

ある。治療では薬物療法が必須で，早急に精神科へ紹介する。一般的に陽性症状は薬物に反応し

やすいが，陰性症状は薬物への反応が乏しいため，デイケアや社会技能訓練などにより活動性や

社会性の改善を目指す。 

イ 気分障害（American Academy of Child & Adolescent Psychiatry，1997） 

（ア）大うつ病性障害（うつ病） 

基本的特徴は，抑うつ気分（あるいはイライラ感）と興味・喜びの低下，体重減少（あるいは

増加），睡眠障害，落ち着きのなさ，疲れやすさ，気力の減退，罪責感，集中力の減退，死につ

いての反復思考などが少なくとも２週間持続するうつ病エピソードである。思春期では反社会的

行動として表現される場合がある。自殺には常に注意し，自殺願望が強い場合は入院をためらう

べきではない。治療は十分な休養と抗うつ薬を主体とする薬物療法が主体になる。治療初期には

抗うつ薬により自殺念慮が高まる場合があるため十分に注意しながら使用する。家族への心理教

育，学校・職場での環境調整，本人への支持的なアプローチも重要である。再発予防のため回復

後の十分な継続治療が大切である。 

（イ）双極性障害（躁うつ病） 

基本的特徴は気分の著しい高揚が少なくとも１週間持続し，自尊心の肥大や睡眠欲求の減少，

多弁，思考があちこちに飛ぶ（観念奔逸），注意散漫，活動性の増大，快楽への没入などの行動

が持続する躁病エピソードである。うつ病エピソードを認める場合も多く，その時期には特に自

殺について注意が必要である。躁病エピソードでは，自分が病的状態であるとの認識が乏しい場

合もあり，そのときは治療への導入が困難となる。治療は気分安定薬などの薬物療法が主体とな

る。 

（ウ）気分変調性障害 



慢性的抑うつ気分あるいは苛立たしさが１年の半分以上で持続的に認められ，さらにうつ病エ

ピソードのいくつかの症状をともなう。この障害を有する者は，自己評価が低く社会的技能が未

熟で，悲観的な傾向と同時に気難しさを併せ持つ。気分変調性障害の中には，大うつ病性障害よ

りも心理的要因の関与の大きい一群，すなわちいわゆる反応性の抑うつ状態やパーソナリティ障

害圏での慢性抑うつ状態が含まれる可能性があり，異質性の高い疾患であると言える。70％で大

うつ病性障害を重畳
ちょうじょう

すると報告されている。治療は病態に応じて異なり，大うつ病性障害に近

いものは抗うつ薬を中心とした薬物療法が，反応性の要素が強いものは精神療法的アプローチが

大きな役割を果たす。 

ウ 不安障害（American Academy of Child & Adolescent Psychiatry，1998） 

（ア）全般性不安障害（小児の過剰不安障害を含む。） 

日常生活の多数の出来事や活動に対する制御不能な過度の心配や不安が特徴で，落ち着きのな

さや緊張感，過敏さ，集中困難，イライラ感といった精神症状や，疲れやすさ，筋肉の緊張，睡

眠の障害，頭痛，動悸，息苦しさ，下痢などの身体症状をともなう。将来の出来事についての非

現実的な心配も共通してみられる不安である。もともと神経質で不安を持ちやすく，典型的には

他者からの承認を求めることに熱心だったり，自分の行為や不安に対する保証を過剰に求めたり

する。抗不安薬や選択的セロトニン再取り込み阻害薬（以下「SSRI」という。）などの抗うつ薬

が主に使用されるが，薬物療法単独では効果が不十分なことが多い。適切な環境調整と，不安の

内容や対応方法を検討し，少しずつ行動を拡大するよう促していく。 

（イ）社会恐怖（社会不安障害） 

基本的特徴は，よく知らない人の前に出るような社会的状況や行為状況に対する顕著で持続的

な恐れで，そのような状況にさらされる場合，ふるえや立ちすくみのような不安反応が誘発され

る。動悸や発汗，下痢，顔のほてりといった身体症状をともなうことも多い。日本では以前から

対人恐怖症という概念があるが，これは自分の赤面や体臭，視線が他人に不快感を与えるのでは

ないかという持続的な恐怖である。強いストレス体験や恥をかくような体験に引き続いて突然生

じることも，潜在的に徐々に発症することもある。抗不安薬やSSRIを中心とした薬物療法と認知

行動療法が用いられる。身体症状緩和のため，自律訓練や筋弛緩法などのリラクセーション法を

併用することが有効な場合もある。 

（ウ）分離不安障害 

分離不安とは，子どもが養育者，特に母親から離れるときに示す不安一般を意味し，それ自体

は病的なものではない。基本的特徴は家や養育者から離れることに対する過剰な不安で，年少者

に多い。 

（エ）パニック障害 

気が狂うことへの恐怖や死の恐怖に加え，動悸や窒息感，発汗，手足のふるえ，吐き気，めま

い，感覚のまひなどの多彩な身体症状が，予期せず突如として生じる不安発作が主症状である。

不安発作がまた始まるのではないかという予期不安のため，社会的活動を回避する場合もある。



青年期に発症することが多いが，時に思春期でも発症する。この障害ではＳＳＲＩを主体とする

薬物療法と段階的に活動範囲を拡大していく認知行動療法の併用が有効である。 

（オ）強迫性障害 

強迫性障害の主症状は，自分の意思に反してある考えが執拗に心に浮かんできたり（強迫観念），

ある行為を繰り返さないと気がすまない（強迫行為）ことである。小学校高学年頃から発症頻度

が増加する。年少者の場合や重症化すると，家族に強迫行為を肩代わりさせる「巻き込み」を示

すことがある。この障害も薬物療法が有効な場合が多くSSRIが第１選択薬となっている。恐怖刺

激への暴露と強迫行為の制止を組み合わせた暴露反応妨害法などの認知行動療法を併用する。 

（カ）外傷後ストレス障害，急性ストレス障害 
極端に外傷的なストレス因子への暴露に続いて生じる障害である。急性ストレス障害では外傷

後４週以内に症状が出現し持続も４週以内であるが，外傷後ストレス障害では暴露後長期間を経

てから発症する場合もある。外傷的出来事が悪夢やフラッシュバックなどの形で繰り返し思い出

されたり，関連するものを回避したりする。治療では薬物療法や認知行動療法，EMDR（眼球運

動による脱感作と再処理）が用いられることが多い。 
エ 適応障害 

適応障害は，何らかの明確な出来事を契機として不適応状態が生じてきたもので，ストレス因

子への心理的反応と考えられる。ストレス因子は単一の場合も複合的な場合もあり，また反復し

たり持続的な場合もある。前景に出てくる状態像から，抑うつ，不安，両者の混合，行為の障害，

情緒と行為の混合をともなうものに分類される。治療では，ストレス因子の除去や改善を図ると

ともに本人の対処能力を強化する。一時的にストレス状況下を離れて休養したり，短期間の薬物

療法が有効な場合もある。 
オ 身体表現性障害 

身体表現性障害の一般的特徴は，身体疾患を示唆するような身体症状が存在しているが，それ

が身体疾患や他の精神疾患によって完全には説明できないことである。 
（ア）転換性障害 

運動機能あるいは感覚機能に影響を及ぼす症状が存在する，あるいはそれらの機能に何らかの

欠陥があることが基本症状である。たとえば，突然歩けなくなる，立てなくなる，声がかすれる，

手足の感覚がまひするなどである。その症状は身体の病気によるものでなく，また発症や症状の

増悪に心理的要因が関与している。かつてヒステリーと呼ばれたものの一部だが，ヒステリーと

いう言葉はさまざまな偏見があるため今日では使用しなくなった。身体疾患を合併することがあ

るため，最低限の検査は必要である。治療では，症状による疾病利得4) を予防するため身体症状

に注目し過ぎないようにする。信頼関係を築きながら，本人が抱える困難さなどを話し合ってい

く方が重要である。薬物療法はあくまで補助手段と考えるべきで，不安や抑うつ，イライラ感の

コントロールに抗不安薬や抗うつ薬を用いる。 
（イ）身体醜形障害 

 
                                                                                                                                                                     
4） 症状の発現や維持によってもたらされる心理的あるいは現実的な満足のこと。疾病動機や患者の治療への抵抗を説明する概

念としてフロイトが使用した。 



歴史的に醜形恐怖として知られる疾患で，外見の欠陥に対するとらわれが基本的特徴である。

欠陥を確かめようと何時間も浪費する，過度に身繕いをする，あるいは通常の活動を回避し社会

的に孤立する場合がある。苦痛を理解しつつ，歪んだ認知を修正することが治療につながる。 
カ 解離性障害 

解離とは，通常一つのパーソナリティに統合されている意識，記憶，同一性，知覚という機能

が破綻することである。その結果，ある出来事に関する想起が不可能になったり（解離性健忘），

自分の精神や身体から遊離するように感じる（離人症性障害）。虐待などの外傷体験により，複

数のパーソナリティが出現する（解離性同一性障害，以前は多重人格性障害）こともある。解離

性症状は外傷後ストレス障害など他の疾患の部分症状として出現する場合もある。解離は過大な

ストレスから自分を守るメカニズムであるため，治療では安全や安心が感じられるように努める

ことが第一である。 
キ 摂食障害 

正常体重の最低限の維持すら拒否する神経性無食欲症と，むちゃ食いエピソードの反復とそれに

付随する嘔吐や下剤乱用を示す神経性大食症の二つの診断が含まれる。神経性無食欲症ではやせ願

望，肥満恐怖のため，食事を制限したり過剰な運動をする。進行すると極度の貧血や栄養失調になっ

たり，あるいは経過中に反動的なむちゃ食いとそれを代償するための自己誘発性嘔吐や下剤乱用が

見られる。いずれの場合も死に至る危険があり，入院を含めた治療的介入が必要である。 
ク パーソナリティ障害 

パーソナリティ傾向とは，環境及び自分自身について，それを知覚し，関係を持ち，それにつ

いて思考する持続的な様式である。パーソナリティ傾向に柔軟性がなく，社会適応に支障をきた

し本人または周囲に苦痛が生じるときパーソナリティ障害と診断する。DSM－Ⅳ－TRでは10の

パーソナリティ障害が定義されており，その基本的特徴を表３－10に示す。 

 
表３－10 パーソナリティ障害の基本的特徴 

妄想性パーソナリティ障害 広範な不信，猜疑
さいぎ

心
しん

シゾイドパーソナリティ障害 社会的関係からの遊離，感情表現の乏しさ 

失調型パーソナリティ障害 親密な関係形成の不全，認知的歪み，行動の奇妙さ 

反社会性パーソナリティ障害 他人の権利を無視し侵害する傾向 

境界性パーソナリティ障害 対人関係・自己像・感情などの不安定性，顕著な衝動性 

演技性パーソナリティ障害 広範で過度な情緒性，注意を引こうとする行動 

自己愛性パーソナリティ障害 誇大性，賞賛欲求，共感の欠如 

回避性パーソナリティ障害 社会的制止，不全感，否定的評価への過敏性 

依存性パーソナリティ障害 広範で過剰な依存欲求，従属的，しがみつき，分離への恐怖 

強迫性パーソナリティ障害 秩序・完全主義・統一性へのとらわれ，柔軟性・開放性の欠如 

 



（３）まとめ 

青年期は多くの精神障害の好発年齢である。精神障害が存在すれば，その治療導入が適切な支援

の第一歩であるから，本稿で概説した点を念頭に「もしかしたら」という感覚を磨くとともに，不

安に感じた場合には速やかに専門機関と連携するよう心掛けていただきたい。 
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