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はじめに 

 

当会は 1992 年（平成 4 年）の活動開始後一貫して精神障害者の地域生活支援

を行なってきており、現在までに何らかの支援を行なってきた利用者は 1,000

名を超えている。そのうちの 3 分の 1 近く（約 300 名）が精神科病院の長期入

院者（いわゆる「社会的入院者」）で、当会を利用して地域生活を始めた方々で

ある。それに加えて当会では、昨今の社会ニーズに対応するため、2009 年（平

成 21 年）から新たに障害福祉サービス事業の枠組みで、「うつ病専門復職支援」

と、「精神疾患を持つ若者への早期支援」の 2 つのプログラムを開始し、現在も

継続している。 

それらの実践を積み上げる中で、双方のプログラムに共通することとして、

当初ターゲットとしていた、精神疾患（統合失調症、うつ病、双極性障害等）

を抱えている方々だけではなく、診断を受けているかどうかは別として、支援

者側から見て発達障害の傾向があると思われる利用者が、かなりの割合で存在

していることが見えてきた。そうした方々の多くは、はっきりした精神科の診

断名を持たずに、しかし、不登校や休学、休職や退職、また社会的不適応を繰

り返し、結果的にうつ状態やひきこもりになるなど苦しんでおられた。 

そして、10 年程の実践の中で、そのような方々の中にも我々が丁寧な支援を

続けていくことで、時間はかかるが本人の社会適応が進み、最終的に復職や就

労等を果たすケースが多く存在し、要は適切な支援があれば、発達障害的な傾

向を持っていても充分に再び社会参加していくことが可能であるという手ごた

えを感じるようになった。 

現在までに我々のサービスを利用された方々以外にも、そういう方々が地域

にはさらに相当数いるのではないかと確信し、それらの方々に、我々の支援を

提供したいという願いから、本年度、独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福

祉振興助成を得て、「発達障害者の孤立解消・社会参加に向けた居場所づくり」

事業を行なったものである。 

 

 

  令和 2 年 3 月 

社会福祉法人 巣立ち会 

理事長 田尾 有樹子 
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第 1 章  事業目的・要旨  

   

第 1 節 事業目的  

 

本事業は、三鷹市内の発達障害者で、既存のサービスにつながらずになかな

か日中の居場所が確保できずひきこもりがちな方々が、日々通えるような「居

場所」をつくり、仲間と出会い、また自分の特性をより自覚できるようになる

ことで、社会参加に向けた一歩を踏み出せるようにすることを目的としている。 

近年、発達障害という言葉が広く知られるようになってきており、幼児期か

らの診断や療育の環境もすすんできている。しかし何らかの発達障害の傾向を

持ちながらも、幼児期に診断を受けることはなく、ライフステージの中では何

とかやれていた時期もあり、思春期あるいは成人になってからのどこかの段階

で生きづらさが表面化したり、社会と折り合えず不適応を起こしていたりして、

休学や退学、休職や退職などを経て、ひきこもりがちな生活を長期間過ごすよ

うになる方々もおられる。そしてそのような方々の多くは、既存の医療・福祉

の制度からこぼれ落ちてしまいがちであると考えられる。 

そのような現状の中で、三鷹市内で発達障害を持つ方々のひとまずの相談

先・行き場所として当事業が認知されることで、ワンストップで実際の支援に

結び付けられるようになること、ならびに当事業を通じて行われる行政や社会

福祉協議会、地域精神保健医療福祉関係団体などとの連携によって、地域にお

ける今後の発達障害者支援の基盤が整備されていくことも本事業の目指すとこ

ろである。 

 

 

第 2 節 事業要旨 

 

1. 連携団体連絡会の開催 

 

事業計画の確認、進捗状況の検討、事業評価等のために、令和元年 5 月 22（事

業決定時）、令和元年 9 月 11 日（中間時期）、令和 2 年 1 月 22 日(事業報告時）

の 3 回、連携団体連絡会を開催した。構成団体は下記の通りである。 
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三鷹市基幹相談支援センター  

社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会   

 三鷹市精神障害者地域支援連絡会  

  一般社団法人 発達障がいファミリーサポート Marble 

 都丸メンタルクリニック  

 社会福祉法人 巣立ち会  

 

 

2．発達障害者支援プログラムの実施 

 

 本事業では、在宅の発達障害者が日々通える、「居場所」となるようなプログ

ラムを運営し、その中に、自分自身の特性にフォーカスして理解を深めるよう

なプログラム（例えば SST や認知行動療法など）を含め、加えて同じような特

性や不適応の経験等を持つ仲間との交流（ピアトークやディスカッションなど）

も実施していくことを目指し、平日週 4 日・1 日 4 時間程度（10 時～15 時、途

中昼休憩あり）の継続的なプログラムを行なうため、また「居場所」として、

三鷹駅南口徒歩 5分の立地にて新規に部屋を確保した（「Color三鷹オフィス」）。

スタッフは、運営スタッフ 2 名の他に、一部外部講師（ヨガ、太極拳）を依頼

した。 

しかし、今年度の実践において、Color 三鷹オフィスでは、複数の利用者が

参加される継続的なグループプログラム活動は、年間を通じてほとんど行なう

ことができなかった。本事業につながった方々に対して、個別の面接や訪問を

行なうと同時に集団化を試みたが非常に困難であった。多くの方は、来談また

は訪問による個別のかかわりを希望されており、そこから一歩踏み出すところ

にはなかなか至るケースがなかった。一方で、コンタクトを取ってきた時点で、

社会活動参与への準備性が十分に高いと思われた方々に対しては、先輩ピアが

すでに集っている既存のグループ活動への参加を勧め、そのようなグループに

定着することができた方も複数いらっしゃった。 

発達障害者の「居場所」となるようなグループ活動は、次年度以降の課題で

あり、それに向けて 2 月、3 月には、巣立ち会の顧問精神科医を交えて、スモ

ールグループ活動の試みを行なった。 
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3．他事業の視察研修 

 

今年度は、近隣の青少年を対象とした支援事業 5 ヵ所の視察研修を行なった。

当初の計画では「発達障害者の支援の成功例」を視察対象としていたが、第 1

回連携機関連絡会で視察先を検討した結果、今後の連携を深めるために、まず

は近隣で青少年を対象に支援を行なっている団体の視察を行なうこととし、三

鷹市近隣地域の、「むさしの地域若者サポートステーション」「NPO 法人青少年

の居場所 Kiitos」「調布子ども・若者総合支援事業 ここあ」「ちょうふ若者サ

ポートステーション」「調布市青少年ステーション CAPS」の 5 か所の視察交流

を行なった。 

 

4.研修会・講演会の開催 

 

地域の行政・教育・医療・福祉関係者や当事者・家族を対象にした講演会・

研修会を、年間 4 回実施し、各回とも、「個別相談会」を併催した。講演は当会

のスーパーバイザー、家族会メンバー、理事長、顧問医が行なった。 

 

 

5.成果報告書等の作成・配布 

 

事業内容を総括し、それらをまとめた報告書（本書）を 100 部作成し、行政・

教育・医療・福祉の諸機関に配布。その他、当会のニュースレター（行政・医

療・教育・福祉の諸機関に 500 部ほど郵送）にて事業の進捗を報告した。また、

当会のホームページで報告書の PDF データを公開するほか、講演会の内容を一

部、ユーチューブにて公開する予定である。 
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第 2 章 事業実施内容 

 

第 1 節 連携団体連絡会の開催    

 

第 1 回連携団体連絡会 

 

日時：令和元年 5 月 22 日 （水）14 時～15 時 30 分 

於：社会福祉法人巣立ち会 本部 3F 会議室 

出席者： 8 名 

荻野るみ氏(三鷹市障害支援課 基幹相談支援センター) 

竹川健太郎氏(社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会事務局長) 

高橋政直氏 (三鷹市精神障害者支援連絡会) 

近藤洋子氏（都丸メンタルクリニック） 

田尾有樹子（社会福祉法人巣立ち会理事長） 

長門大介（社会福祉法人巣立ち会 事業担当職員） 

大竹桂（社会福祉法人巣立ち会 事業担当職員） 

高田良実（社会福祉法人巣立ち会 事業担当職員） 

 

1.事業受託の経緯 

（巣立ち会 田尾）：社会福祉法人巣立ち会は、過去数回、WAM 社会福祉振興助

成事業を受託している。昨年 1 月に三鷹市障害支援課基幹相談支援センターに、

現在どのような地域的ニーズがあるかヒアリングに伺ったところ、発達障害者

の相談支援窓口があり相談を受けているが、実際の支援に困難があるとのこと

だったため、三鷹市のそのようなニーズに沿って計画を立て助成金申請を行な

った。三鷹市基幹相談支援センターの他、社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会

ならびに三鷹市精神障害者地域支援連絡会にも連携団体として事業体制に加わ

っていただいた。また、三鷹市内で発達障害者の家族支援を中心とした事業を

継続的に行なっている、一般社団法人「発達障害ファミリーサポート Marble」

ならびに、発達障害についても診察経験豊富な都丸メンタルクリニックにも連

携をお願いした。 

巣立ち会では、精神科病院長期入院者の地域移行退院促進支援活動を 30 年ほ

ど行なってきている。統合失調症の患者さんと多く関わる中で、昔から、統合

失調症と診断はされていても、目立った陽性症状がないかたがたがいらっしゃ
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った。その中のかなりの人数の方々は、今であれば「発達障害」と診断される

人々だったかもしれない。 

ここ 10 年は、シンフォニーという施設で、うつ病患者の復職・就職支援の活

動、思春期の若者の支援をおこなっている。その活動の中で、小学校はクリア

してきても、中学校高校で不登校となったり、大学卒業はクリアしても、その

後の人生でいわゆる「生きづらさ」を抱えたりする人々をたくさん見てきた。

そういう方々がどういうパターンで、どこでつまずくのかのイメージも出来て

来たし、回復のイメージも掴めてきている。 

今回の事業は、そういう人々をターゲットとした取り組みである。現在「ひ

きこもり」をインターネットで検索すると、「東京研修センター」（例）といっ

た、公的権威がありそうな名前の機関が出てくる。問い合わせてみたが、本人

を寮に収容するといった活動内容で、臨床心理や福祉の専門家がほとんど携わ

らないような状況で行われている模様である。困っている家族がそのようなと

ころではなく、本当に役に立つ支援に結びつくことが必要だと考えている。家

族をガッカリさせない支援を行いたい。当会であれば、長年の経験と資源から

そこに寄与できると思うので、連携諸機関と共に取り組みたい。 

 

2.事業内容の確認 

田尾：三鷹市の要望を受けての本事業申請であったが、現在三鷹市の相談窓口

が独自にニーズのある人達のリストを持っていて、そこから利用者が紹介され

るわけではないので、今後この事業として独自に利用者を募ってゆく。 

今回の事業は、「社会参加ができていない人」という切り口で取り組みたい。

「ひきこもり」というと従来若い世代の問題と捉えられていたが、最近報道さ

れていた新しい調査では、40 歳以上の「ひきこもり」の人が 61 万人も存在す

ることがわかった。社会参加ができていないことが長期化していたり、高年齢

化していたりする人達の問題も喫緊の課題である。しかし、10 代から 60 代以

上までの多様な年齢層の方々の共通の居場所を作るのは難しいため、今回は「思

春期」「発達障害」「ひきこもり」といったキーワードで、特に思春期から 20

代の若い人で社会参加ができていない人達をターゲットにして、居場所作り、

仲間作りを応援する。しかし、それ以上の年齢の方々からのご相談にも応じ、

巣立ち会内の他の事業をご紹介してゆく。 

「居場所」としてアパートの一室を借りた。三鷹駅近く武蔵野市側のデザイナ

ーズアパートの 2F。この空間を利用して相談他、いろいろな活動を行なう予定

である。 
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また、個別相談会を伴う発達障害に関連した講演会を連続で行い、ニーズの

ある方々を拾い上げていく予定である。 

 

3.連携の確認 

田尾：本事業への助成は 1 年間だが、2 年継続して受託できる可能性もある。

その間にニーズの掘り起こしを行い、3 年後には巣立ち会の給付の事業として

開始するところにつなげたい。現在ユースメンタルサポート Color につながっ

ている方々からは「もっと早く知りたかった」という声が大きい。当会のプロ

グラムを通して当事者が元気になっていっている。よいプログラムを提供でき

ていると思う。しかし、存在するニーズにまだアクセスできていないと感じて

いる。利用者の方々からは、「もっと早く知りたかった」という声が大きい。必

要な方々をどうやってサービスにつなげるか、本人にどう動機付けを持っても

らうかなど、各団体からのアドバイスやご意見をいただきたい。またどのよう

なご協力がいただけるだろうか。 

荻野（三鷹市）：発達障害に関して、現在隔週で 2 枠の相談を受けている。市の

広報などに掲載せずとも予約は埋まる状況。親からの相談が多い。本人が相談

に来るのは難しい。特に 20 代だと昼夜逆転している。親は大変困っている。 

田尾：この事業では、担当職員（心理士）が家庭訪問を行なうこともできる。 

竹川（社協）：「社協だより」という広報誌を三鷹市内全戸に年 4 回配布してい

る。それを通しての情報提供が可能である。市内約 500 人の「ほのぼのネット

会員」に紹介して、協力していただける市民のかたを増やす。近隣にニーズの

ある家庭があったとき、何かあったときに、その方々から働きかけてもらう。

「社会福祉協議会」後援と、名前を使ってくれてよい。（講演会とこの事業全体

に関して、協力団体として三鷹市と三鷹社会福祉協議会を入れられるように確

認する。）社協が行なったメンタルヘルスボランティア養成講座に巣立ち会に協

力していただいたが、その成果があり、卒業生 11 名によって、現在市内で 3

つの「居場所」的な取り組みが立ち上がっている。「おいしい会」「うつ友の会」

「ふらっとの会」その他にフードドライブを 3 回実施している。団体への食料

品の提供も可能である。メンタルヘルスボランティア養成講座受講生のフォロ

ーの一環として、今回の事業にボランティアとしての協力も可能か？ 

田尾：準備が整えば後半から可能かもしれない。無料で食事ができるという状

況は参加者を引きつける。そういう場を作るのも良いかもしれない。 

近藤（都丸クリニック）：親の相談は来るかもしれないが、本人が来るのはなか

なか難しいだろう。 
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田尾：人生の長いスパンで考えたい。チャレンジ高校も卒業する人は 3 分の 1

くらいで、登校しない子をどうするかについてはあまり取り組まれていない。

以前 2 年間チャレンジ高校と提携を行なったがあまりうまく連携を組めなかっ

た。教育委員会とも難しい。 

近藤：誘導する人を増やすのは大切。当院にも多くの機関からパンフレットな

どが送られてくるが、直接知っているところでなければなかなか紹介しようと

思えない。 

田尾：Color 開設時に随分学校なども訪問して協力を申し出たが、学校は卒業

してしまえばそれっきり、その子がずっと生きていくということがわかっても

らえないのだなあと思った。 

近藤：当事者はネットで情報をよく検討している。ネットでヒットするように

するのが一番よい。検索で引っかかる、検索順位が上がるように。広報の方法

としてホームページはとても大切。 

田尾：昨年ホームページの刷新を見当したが、その時点では Color の事業所に、

やれる体力がなかった。今後早急に取り組みたい。 

荻野：発達障害の当事者の方々の居場所づくりはなかなか難しい。相談に応じ

ていてもいろいろ困難がある。 

田尾：個別性が高いので、個々に対応が必要。 

近藤：まずは「相談受けます」とにかく「お話し聞きます」ということが大切。 

荻野：そこから。集まってきたらまた考える。 

田尾：まずは三鷹市の広報と、社協の広報に、「相談受けます。三鷹駅徒歩 5

分、予めお電話下さい」の案内を出す。集まったらまた考える。三鷹市と三鷹

社協それぞれには、この事業をどのように協賛していくか検討していただく。 

 

4．今後の予定 

1）「居場所」の開設。すでに賃貸契約等完了しており、現在準備中。6 月初め

から利用できる。手順としては、調布の Color の電話番号で受け、面談の予約

をし、三鷹のオフィスで面談を行なう。 

 

2）個別相談会と組み合わせた講演会を年間に 4 回予定している。日程確認を行

なった。 

 

5.その他 

視察する団体について、当初の計画では「発達障害者の支援の成功例」が視
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察対象となっていたが、今年度は、今後の連携のために、まずは「近隣で青少

年を対象に支援を行なっている団体」の視察を行なうこととする。具体的な視

察先については事務局で検討する。 

 

6. 次回連携機関連絡会の日程について 

9 月 11 日（水）13:00－14:30 巣立ち会 本部 3F 会議室にて開催する。 

 

 

第 2 回 連携機関連絡会 

 

日時：令和元年 9 月 11 日（水）13:00－14:30 

於：社会福祉法人巣立ち会本部 3F 会議室 

出席者： 7 名 

荻野氏 (三鷹市基幹相談支援センター) 

近藤氏 （都丸メンタルクリニック） 

吉田氏 (三鷹市社会福祉協議会) 

高橋氏 (三鷹市精神障害者支援連絡会) 

田尾、大竹、高田（巣立ち会） 

 

1．経過報告  

1）講演会（6 月 22 日、7 月 20 日）を行なったことが報告された。 

 

講演会「発達障害と思春期の支援」 

日時：令和元年 6 月 22 日（土）13：30－15：30 

会場：三鷹駅前コミュニティセンター大会議室 

講師：ヘネシー澄子氏 

参加者：64 名、個別相談 4 組 

 

講演会「発達障害をめぐる家族体験発表会」 

日時：令和元年 7 月 20 日（土）14：00－16：00 

会場：三鷹産業プラザ会議室 

発表者：ユースメンタルサポート Color 家族会の 7 名と当事者 1 名 

参加者：39 名、個別相談 5 組 
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第 1 回の講演会では、「具体的な支援についてもっと聞きたかった。」という

希望が多かった。次回以降の講演会は、体験談や、具体的な支援に焦点をあて

たものとしてゆく。また、長期ひきこもりの問題（「8050 問題」）が、社会的関

心を集めており、発達障がい者の居場所の問題とも密接に関連していると思わ

れるので、講演会でも取り上げてゆく。 

 

2）本事業の広報を開始して以降、問い合わせがあり個別相談やグループ活動に

結び付いている方々の簡単なプロフィールや転帰などが紹介された。 

 

3）三鷹市報や、社会福祉協議会のミニコミなどに講演会案内や相談窓口情報が

掲載されたこと、ならびに社会福祉協議会のボランティアのネットワークを通

じてチラシを配布したことが報告された。 

    

4） Color 三鷹オフィスに関しては、個別面談の場としては活用されているが、

当初予定していたような継続的なグループ活動を開始するには至っていないこ

とが報告された。グループ参加への準備性の高い方には、Color やルポゼへの

参加をお勧めし、参加できている方もいる。 

 

5）本事業は今年度、発達障害の「若者」の居場所作りに焦点をあてて始動した

が、長期ひきこもり者の問題（「8050」問題）の社会的ニーズが顕在化してきた

ことに応え、改めてあらゆる年齢層の相談を受けていることも広報してゆくこ

とを確認した。 

 

2. 今後の予定   

今後の講演会の日程を確認した。 

 

講演会「ひきこもり支援の医学的基礎と実践」  

日時：令和元年 9 月 28 日（土）14:00－16:0 

 

講演会「巣立ち会若者支援の医学的基礎と実践」 

日時：令和元年 11 月 27 日（水）13:30－15：30、 

 

 

3．次回連携機関連絡会の日程について 
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1 月 22 日（水）13:00－14:30 巣立ち会 本部 3F 会議室にて開催する。 

 

 

第 3 回 連携機関連絡会 

 

日時：令和 2 年 1 月 22 日（水）13:00－14:30 

於：社会福祉法人巣立ち会本部 3F 会議室 

出席者： 6 名  

荻野氏 (三鷹市基幹相談支援センター) 

近藤氏 (都丸メンタルクリニック) 

高橋氏 (三鷹市精神障害者支援連絡会) 

田尾、大竹、高田、（巣立ち会） 

 

1. 経過報告   

1）講演会（9 月 28 日、11 月 27 日）を行なったことが報告された。 

 

講演会「ひきこもり支援の医学的基礎と実践」  

日時：令和元年 9 月 28 日（土）14:00－16:00 

会場：調布市市民プラザあくろす ホール 

講師：清野知樹（巣立ち会顧問医）、田尾有樹子（巣立ち会理事長） 

参加者：49 名、個別相談 5 組  

 

講演会「巣立ち会若者支援の医学的基礎と実践」 

日時：令和元年 11 月 27 日（水）13:30－15：30、 

会場：三鷹産業プラザ会議室 

講師：澤井大和（巣立ち会顧問医）、田尾有樹子（巣立ち会理事長） 

参加者：60 名、個別相談 8 組   

   

2）本事業の広報を開始して以降、様々な問い合わせがあり、個別相談やグルー

プ活動に結び付いていることが報告された。相談に結び付いた方々の簡単なプ

ロフィールや、転帰などが紹介された。 

 

2. 今後の予定 

Color 三鷹オフィスの利用状況について検討された。 
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（田尾）個別面談の場としては活用されているものの、本来目指していた「居

場所」や、グループ活動を行なう場としては、まだ十分に利用されていない。

本事業で相談に来られた方には、主にオフィスでの面談や訪問といった個別対

応を行なっている。一方で、グループ活動への準備性の高い方々は Color やル

ポゼなど既存のグループに加わることができている。初めて相談に来られた

方々のみを対象としてのグループ活動は、開始できていない。 

巣立ち会では、三鷹市と提携して、リカバリーカレッジというプログラムを

行なっているが、そのイベントで当会の顧問医が発達障害についての講演を行

なった後、当事者の方々が、「集まって話せる場があるといいのだが」とおっし

ゃっていたという話を聞いた。そういう方々が集まれる場を設けてみたい。 

 

検討の結果、巣立ち会をはじめとした三鷹市近隣の当事者グループや当事者

向けの活動などに参加されている（主に発達障害の）方を対象として下記のよ

うにイベントを開催することとなった。 

 

 「田尾さんとドクターと何でも話そう」 

・第 1 回 日時：令和 2 年 1 月 29 日（水）18：30-20：30 

ファシリテーター 田尾有樹子、澤井大和（顧問医） 

・第 2 回 日時：令和 2 年 2 月 25 日（火）14:00－16：00 

ファシリテーター 田尾有樹子、南 倫（顧問医） 
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第 2 節 発達障害者支援プログラムの実施 

 

1)「居場所」の設置 

三鷹駅から徒歩圏内で、「居場所」となる場所を地元の不動産屋を通して探し、

三鷹駅北口徒歩 5 分の線路ぞいの立地（武蔵野市中町 1－39－12）のアパート

2F の 1 室を契約した。駅近ではあるが、人通りのあまり多くない、閑静な住宅

街の一角。ブルーのリノリウム床にコンクリート打ち抜きのワンルームに、キ

ッチン、ユニットバス、トイレ付き。 

冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、テーブル、椅子、折り畳み椅子、棚、靴置き、

マグカップ、黒板、パソコン、プリンターなどを設置し、面談にも、グループ

活動にも利用できるように準備した。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アパート外観              面談テーブル 
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部屋の東側                パソコン・インターネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)個別相談を通しての支援 

Color 三鷹オフィスその他（含講演会後の相談会）で本人または家族や周囲

の人、支援者などに個別の面談を行なったのは下記のようなケースである。 

 

本人が来られたケース 

・10 代 女性 クリニックからの紹介で母親と来所。通信制の高校に通っている。グルー

プには入れない状態であったため、個別の面談を継続した。 

 

・10 代 女性 スクールカウンセラーからの紹介で母親と来所。通信高校卒業後、大学入

学を希望している。グループには入れない状態であったため、毎週の面談や学習支援など

を継続した。 

 

・20代 男性  ネット依存。母親と来所。高校から不登校で、大学に入学するも通えず、

休学した。本人は来ることが困難な状態が続いているため、家族会などで母親支援を続け

た。 
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・20 代 女性 大学のカウンセリングセンターからの紹介。父親との合同面談により、家

族関係の改善を支援したが、グループ活動は希望されなかった。 

 

家族や支援者などから相談があり、本人は来られなかったケース 

・10 代 女性 家庭内暴力についての母親からの相談。医療、服薬についての情報提供を

行なった。 

 

・20 代 男性 失業中の息子についての母親からの相談。母親の不安を傾聴し、しばらく

介入せずに本人の自主性に任せるようにアドバイスを行なった。 

 

・20 代 男性 家庭内暴力についての両親からの相談。医療機関を紹介し受診につなげた。 

 

・30 代 男性 救護施設入所中で、退所について支援者より相談。面談し地域移行支援に

つなげた。 

 

・40 代 女性 長年ひきこもりがちであることを心配した母親からの相談。情報提供、通

院先についてのアドバイスを行なった。ご本人との面談は希望されなかった。 

 

・40 代 男性 新たな通所先を探しているとのことで作業所の見学同行をする。ご本人の

計画相談機関と相談するようにアドバイスをした。 

 

・50 代 男性 精神科病院入院中で、今後のことについてご両親からの相談。新治療の情

報提供を行なった。 

 

 

3) 訪問による支援 

本人が外出して来談することが困難であっても、ご本人または周囲の方が、

スタッフとの面談を希望された（または拒まれなかった）下記のようなケース

に関しては、自宅や入院先、施設などへの訪問支援を行なった。 

 

・10代 女性 少年院入所中で、退所後について支援先よりの相談。退所後の住まい、日

中活動場所の支援に向けて支援を行なった。 
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・30 代 女性 対人緊張が強く、身体表現性の症状が悪化して入院を経て現在自宅療養中。

スタッフが隔週の訪問を行なった。 

 

・40 代 男性 うつ状態 ご本人の状態に合わせて適時訪問を行なった。 

 

・50 代 女性 長年ひきこもりがちであることを心配した母親からの相談。スタッフが隔

週 1 回訪問を行なった。 

 

・50 代 女性 長年精神科病院に入院されており、母親からの相談があり、スタッフが毎

月訪問を行なった。 

 

 

4）グループ活動参加への支援  

コンタクトを取ってきた時点で、すでに社会参加への意欲が高く、グループ

活動に対する準備性があると思われた方に関しては、巣立ち会の「シンフォニ

ー」において行われている、「ユースメンタルサポート Color」（若者向け自立

訓練）や、「ルポゼ」（うつの復職支援）への参加をお勧めしたケースもあった。 

それらに参加することで、すでに同じような悩みを持ちつつ、グループの中で

成長してきている一歩先のピアとの交流を持つことができ、本人にとって有意

義と思われたからである。そのような促しにより、下記のようなケースにおい

て、グループ活動への参加が可能となった。 

 

・10代 男性 中学 2年より不登校。クリニックからの紹介。日中の活動場所として Color

を勧める。大学入学を目指して、生活リズムを整える支援を行なっている。 

 

・10 代 女性 児童相談所からの依頼。緊急の依頼からグループホームで受け入れ、生活

や日中活動の場所として Color に参加。Color スタッフが、高校やアルバイト先との連携

なども行なっている。 

 

・10代 男性 行政からの紹介。特別支援校を卒業後、就職したがすぐに退職。社会復帰

のため利用を希望。Color のグループ活動の中で、英語検定にチャレンジ、大学進学も視

野に入れて来所を継続している。  

 

・10 代 女性 通信制高校に在学中。日中の活動場所として主治医から通所を勧められる。
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母同伴で来所する状態が続いているが、Color でのグループ活動に参加して他メンバーと

過ごすことができ始めている。 

 

・10 代 女性 日中活動の場を求めて行政よりの紹介で来られる。Color に通い、通信高

校を卒業し、大学にも合格した。 

 

・20 代 男性 専門学校に入るも登校できず、居場所を求めて行政よりの紹介で来られる。

家庭でのトラブルがあり他団体のグループホームに居住開始され、Color の同年代のグル

ープでの活動の他、進路選択、大学入試に向けての支援を行なっている。 

 

・20 代 男性 仕事についたが、すぐに辞めてしまった。Color で対人関係スキルを向上

させ、再就職を目指された。 

 

・20 代 女性 市の障害福祉課よりの紹介。入院中であったが、退院して巣立ち会のグル

ープホームに入居。Color に通い、大学に復学して卒業論文などに取り組んでいる。 

 

・ 30 代 女性 5年ほど派遣で事務のアルバイトを行なったが対人関係の不適応により退

職。医療機関を紹介し、仕事につける体力作りのためグループと面談による支援を行なっ

ている。 

 

・40 代 女性 現在は夜 3日短時間働いているが、もっと働けるようになることを希望さ

れている。ルポゼでのグループ活動のほか、毎週の面談で気持ちを整理し、ショートステ

イなどの利用により家族との距離を取る支援を行なっている 

 

 

5) 「居場所」でのグループ活動 

上記のように、本年度本事業にコンタクトを取ってこられた方々に対して、

本人の特性や状況に応じて、1）個別相談 2）訪問支援 3）既存のグループ活

動への参加の促し、という 3 つのタイプの支援を行なった。その支援の中で、

Color 三鷹オフィスは、相談の場としては活用されていたが、本来考えていた

「居場所」グループ活動をする場としては利用が不十分であった。 

この課題が第 3 回連携機関連絡会において検討され、巣立ち会をはじめとし

た三鷹市近隣の当事者向けの活動などに参加されている（主に発達障害の）方々

を主な対象として下記のようにイベントを開催することとなった。 
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 「田尾さんとドクターと何でも話そう」 

・第 1 回 日時：令和 2 年 1 月 29 日（水）18：30-20：30 

ファシリテーター 田尾有樹子、澤井大和（顧問医） 

・第 2 回 日時：令和 2 年 2 月 25 日（火）14:00－16：00 

ファシリテーター 田尾有樹子、南 倫（顧問医） 

 

巣立ち会のホームページを用いて広報したり、巣立ち会と三鷹市が提携して

行なっている「リカバリーカレッジ」の参加者に呼びかけたところ、第 1 回は

1 名、第 2 回は 7 名の参加があった。第 1 回目は、参加された方とファシリテ

ーターとの間で、ほぼ一対一で当事者活動についての深い話し合いがあり、第

2 回目は、1 回目に参加された方が率先して声をかけてくださることで、7 名の

方々が参加され、参加者の相談に、すでに同じような悩みを通りすぎてきた当

事者の方がそれぞれの視点からアドバイスを行なったり、交流されたり、大変

盛り上がり、このような場を今後も持ちたいという感想が口々に述べられてい

た。 

参加者アンケートでは、とても満足：4 名、満足：3 名、他の参加者との交流・

情報交換が図られた：7 名、役立つ情報が得られた：4 名、日常の生活や活動に

役立った：4 名、抱えていた問題・不安の解消につながった：3 名、スキルアッ

プにつながった：1 名と、大変好評であった。 

 

＜参加者自由記述より＞ 

・「何でも話そう」の会はまさに色々な気づきを与えてもらって大変感謝してい

ます。また開催していただきたいです。 

・独りで抱えていた部分が他の人たちのフィルターを通してどう見えているの

か知ることが出来て良かった。 

・批判されたりしなかった。安心できた。 

・みなさんの交流に参加させてもらい本当に嬉しかったです。また今後の活動

のお話しもさせてもらえて希望がわきました。 

・もっと色々と話しをしたかったです。また話せる日を楽しみにしています。 

・いろいろな対処のしかたがあるなと思った。 
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当日のセッティング    参加者の用意してきたプレゼン資料 
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第 3 節 講演会・研修会の開催 

 

講演会を本年度 4 回開催した。案内を地域の青少年相談機関・支援機関、ク

リニックなどに送付したり、三鷹社会福祉協議会の協力により地域のボランテ

ィア 500 名にチラシ配布を行なった他、三鷹市広報や三鷹市社会福祉協議会広

報にも情報を掲載した。各回共、「個別相談会」を併催し、希望者には講演会後

または別日に相談を行なった。 

 

第 1 回講演会「発達障害と思春期の支援」  

 

実施日時：令和元年 6 月 22 日（土）13 時 30 分－15 時 30 分 

実施場所：三鷹駅前コミュニティセンター大会議室 

講師：ヘネシー澄子氏（クロスロード・フォー・ソーシャルワーク社所長、東

京福祉大学名誉教授、社会福祉学博士、臨床ソーシャルワーカー） 

参加者：64 名   

 

巣立ち会で長年スーパーバイザーを務めている、在米臨床家のヘネシー澄子

氏に、「発達障害と思春期の支援」というテーマで講義をしていただいた(巻末

資料 1)。参加者アンケートでは、29 名から回答をいただき、（回答率 45％）、

とても満足：8 名（28％）、満足：14 名（48％）、やや不満足：3 名（10％）、不

満足：4 名（14％）であった。講演会後の個別相談希望は 4 組あり、当日また

は、別日程で面談を行なった。 

 

＜アンケート自由記述より＞ 

・発達障害と一言で言っても様々で、よく理解できていなかったことを整理し

て把握することができました。家族のことでどのような対応がベストなのかを

迷う中、参考になる情報が多々得られました。 

・自分が抱えている「ギモン」が話をうかがって整理出来てきたように感じま

した。やっぱりそうなのか！！なるほど！！と気付きがたくさんありました。 

・かなり医学的なお話でした。 

・「ADHD は秘書の機能が上手く機能していない」という表現がとてもしっくり

きました。 

・「発達障害」ということをより理解できた。変わった人？子供っぽい人？では

なく、もう少し温かい目で対応していけそうです。 
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・脳機能の詳しい説明、勉強になりました。 

・発達障害に関して理解が深まりました。有難うございました。 

・医学的見地からの話も多く、しっかりとした根拠からの内容に満足しました。 

・後天的発達障害は治療が出来るし、根治につながる事は希望になります。 

・今後、困ったことがあるときに相談できる所を知ることができただけでも来

てよかったと思います。 

・身近にそういう方がいるわけではないが、ADHD と ASD よくわかりました。 

・知らなかった、今迄に知識として無かった事(事実）を初めて聞けた。より良

く、視覚的に知識(脳医科学分野の）が深められ、理解出来た。概略が理解出来

た。 
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第 2 回講演会 「発達障害をめぐる家族体験発表会」 

 

実施日時：令和元年 7 月 20 日（土）14 時―16 時 

実施場所：三鷹産業プラザ会議室 

発表者：ユースメンタルサポート Color 家族会の方々7 名と当事者 1 名 

参加者：39 名 

 

参加者アンケートでは、19 名から回答をいただき（回答率 49％）、とても満

足：13 名（68％）、満足：5 名（26％）、やや不満足：1 名（5％）であった。良

かった点として、「役立つ情報が得られた、日頃の生活や活動に役立った」「抱

えていた問題・不安の解消につながった。」「相談できる窓口が見つかった。」と

いうことを挙げている方が多かった。講演会後の個別相談希望は 4 組あり、当

日または別日に相談を受けた。 

 

＜アンケート自由記述より＞ 

・体験談は当事者の家族だからこそ共感できることばかりだった。私自身が一

番苦しかった時に聞けたらとても励みになっていたと思う。ともにがんばりた

いという気持ちです。ありがとうございました。 

・ご家族の方の想いを聞くことが出来て良かった。当事者の方も話して頂けて

良かった。 

・孤独と孤立の中からの脱出方法の共有は大事だと改めて感じた。 

・相談をさせて頂く窓口が見つかった事が一番うれしかったです。息子の今後

について落ち着いて向かい合うことができそうです。後日グループホームにつ

いてご相談させて頂ければと思います。 

・親は子供の環境を改善して、あとは子供を信じて待つことが大切だなと感じ

ました。当事者としてご自分の力で環境を良くしていかれた A さんと、A さん

を助けたサポートの方の努力に特に心打たれました。 

・本当に「生の声」をうかがうことができて、勉強になりました。これからも

機会があれば参加させて頂きたいと思いました。ありがとうございました。 

・家族会の情報が得られたのが良かったです。是非参加してみたいです。 

・いろいろなご家族のお話しが聞けてよかったです。 

・当事者の生の声が直接聞けたこと。貴重な機会を頂き有難うございました。 
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第 3 回講演会「ひきこもり支援の医学的基礎と実践」 

 

実施日時：令和元年 9 月 28 日（土）14 時:－16 時 

実施場所：調布市市民プラザあくろす ホール 

講師：清野知樹（巣立ち会顧問医）、田尾有樹子（巣立ち会理事長） 

参加者：49 名  

 

参加者アンケートでは、35 名から回答をいただき、（回答率 71％）とても満

足：6 名(17％)、満足：26 名（74％）、やや不満足：3 名（9％）であった。良

かった点として、「役立つ情報が得られた」「日頃の生活や活動に役立った」「抱

えていた問題・不安の解消につながった」を挙げたかたが多かった。講演会後

の個別相談希望は 5 組あり、当日または別日に相談を受けた。 

 

＜アンケート自由記述より＞ 

・先生の説明がとてもわかりやすかったです。 

・先生の医療の限界も含めたお話しに希望を見出すことを大事にしている部分

が見られてよかったです。どんなことも相談して、と言ってもらったのはよか

ったです。 

・わかりやすかった。リカバリーとは「人生を取り戻す」「元いた場所には戻ら

なくても考え直す」が心に響きました。 

・先生達のリカバリーの定義をきくことができ勉強になりました。 

・ひきこもりと精神疾患の関連について、原因かもしれないし結果かもしれな

いということは目からウロコ。原因があって結果があると思っていたので。。。

当事者が良くなったと思わなければダメというのもその通りだと思った。 

・身近な所に相談窓口がある事が分かり安心しました。ひきこもりの子どもを

持つ家族です。今度相談させてください。 

・今後仕事をしていく上でのヒントを得られたような気がします。わからない

ことはまだ多くあるので更に勉強、経験をつんで行きたいです。 

・巣立ち会の歴史が日本の精神医療（福祉）の歴史であることがあらためてわ

かりました。若い先生のお話しもわかりやすく、医療福祉で手を組んで日本の

医療をかえてほしいと思います。今後とも力強く活動されることお祈りしてい

ます。 

・あきらめない、信じる心構えを再度思いました。 

・いままでいろんな方に相談してきましたがついに出会いました。すごく自分
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の気持ちを言ってくれているという印象をもちました。三鷹にグループホーム

が多いのを初めて知りました。 

・人は変わるという言葉に励まされました。前向きな考え方が大事だと痛感し

ました。 

・可能性が何かしらある あきらめない。 

・「人は変わる」ということを信じるという言葉は仕事をする上での根底に置き

たいと思いました。 

・Color に通い、今は仕事につくことができた息子がいます。またいつ何時ど

うなるか、不安はつきないけれど、巣立ち会があれば大丈夫という安心を感じ

ました。ありがとうございました。 

・訪問でのひきこもり支援が始まっていることを知ることができてよかった。

ひきこもり当事者に情報をどう伝えるか、直接情報にアクセスする方法がある

と良いと思った。 

・「当事者自身がこれで良いと思っていない」という仮説を大前提に考えていく

ことの大切さを改めて思ったが、難しさも感じた。 

・当事者に対する思い、問題意識のあり方、当事者への対人間としての信頼、

尊重に、心を打たれました。相談にのっていただくことになっているので、希

望が一筋でもみつかればと期待を持ちました。 

・当事者視点を想う支援の考えが聞けてよかった。 

・最後の質疑応答がとてもよかったです。電話で月に 1 回でもつながりつづけ

ること、リカバリーとは何ですかという当事者の質問に対するお答えが、実践

の中での大切なことを思い起こさせました。良いお話しをありがとうございま

した。 

・具体例をもう少し聞きたかった。 

・もう少し具体的な支援技術、手立てを学べればよかった。 
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第 4 回講演会「巣立ち会若者支援の医学的基礎と実践」 

 

実施日時：令和元年 11 月 27 日（水）13 時 30 分－15 時 30 分 

実施場所：三鷹産業プラザ会議室 

講師：澤井大和（巣立ち会顧問医）、田尾有樹子（巣立ち会理事長） 

参加者：60 名  

 

参加者アンケートでは、32 名から回答をいただき、（回答率 53％）、とても満

足：11 名（34％）、満足：17 名（53％）、やや不満足：3 名（9％）、不満足：0

名、 記入なし：1 名（3％）であった。良かった点として、「役立つ情報が得

られた、日頃の生活や活動に役立った」「スキルアップにつながった。」「抱えて

いた問題・不安の解消につながった。」と回答されたかたが多かった。講演会後

の個別相談希望が 8 組あり、当日または別日に相談に応じた。 

 

＜アンケート自由記述より＞ 

・自分と家族が抱えている問題点（どこに行っても解決しずらかったこと）が、

Color のニーズに近いと感じるものがあり、少し希望が持てました。相談の予

約をしました。 

・自分の人生にプラスになりました。 

・自分(母）も子どもも発達障害－長年疑問に思っていたことがこのせいだった

かと疑問がとけた。 

・息子への対応を考えなおそうと思った。 

・障害のある子も恋愛、結婚してよいという意見がうれしかった。他の団体で

は、嫌がる所もあるので。 

・私も精神科に勤めて、長期入院されて来た語りをうかがうにつれ、思春期の

かかわりの重要性を感じて、そちらの臨床も始めるようになりましたので、大

変興味深く聞かせて頂きました。有難うございました。 

・自閉スペクトラム症の理解と障害の発生が整理できました。 

・地域で先駆的活躍をされている巣立ち会の行動力の原動力を知ることが出来

たようで、活力を頂きました。 

・地域活動の様子を伺い、力が湧いてまいりました。ありがとうございました。 

・20 年以上前から何も改善されていない精神の病をもった人たちの状況、日本

に足りないものは何なのだろう、と改めて考えさせられました。自分でできる

ことを考えるきっかけになりました。ありがとうございました。 
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・現実に直面しているから、一つ一つの話しがこころにひびいた。 

・親が聞いて非現実的な目標をかかげる。でも、本人を信じて見守っていくと、

本人が変わって行き、目標も変わってくる。とにかく信じてあげる。このコメ

ントを聞いて目からウロコでした。確かにそういう希望を言い、難しいだろう

と発言してしまった事がありました。 

・本日はありがとうございました。「発達障害」のことを丁寧に教えていただき

大変勉強になりました。また、Color の活動を知る事が出来、現在抱えている

問題に照らし合わせることが出来ました。 

・生活の大変さ、生きづらさを中心に支援に共鳴しました。 

・発達障害を、診断ありきではなく、得意なことを活かす、工夫に焦点をあて

て Dr.が話して下さったので、前向きに聴くことができました。わかりやすく

普段の支援に生かせそうです。 

・若者支援についての考え方など、今後の参考にさせていただきます。 

・自閉スペクトラムのとらえ方を再認識できました。 

・「信じること」の大切さを改めて感じました。 

・発達障害の当事者との接し方で参考になりました。 

・「社会が変われば変わる」という事はわかっていますが、この社会を変える、

社会が変わるという事は夢の中の夢と思いますのでそこを根底に今後どうすれ

ば良いか考えることしかないのかなとも思います。 

・年齢的に自分は『手遅れ』なのでちょっと面白くなかった。 
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第 4 節 青少年対象に支援を行なっている近隣団体の視察 

 

三鷹市とその近隣の調布市、武蔵野市などをベースとして若者の居場所づく

り、社会参加支援を行なっている団体は、それぞれが特色ある事業を行なって

いる。今後より一層お互いの特徴を知った上での連携を行なっていくために、

今年度下記の日程で視察交流を行なった。 

 

令和元年 10 月 29 日 むさしの地域若者サポートステーション 

学習支援や不登校児童、若者の居場所づくり、若者の就労支援を 1974 年より

行なってきた認定特定非営利活動法人文化学習共同ネットワークが厚生労働省

より受託して 2007 年より運営している。文化学習共同ネットでは、ほかに、「風

のすみか（パン工房）」「LINK（居場所）を自主運営している。（武蔵野市御殿山

1-6-8 ムサシヤビル 1F） 

 

令和元年 11 月 20 日 NPO 法人 Kiitos 青少年の居場所 

 2010 年に調布市にて生きづらさを抱えた若者等の相談事業を開始し、居場所

を開設し、生活支援、自立支援事業を開始。2011 年には学習支援事業を開始し

た。2012 年に特定非営利活動法人認証を受ける。2017 年より現在の場所に移り

活動を継続している。10 代～20 代であれば誰でも利用できる施設となっている。

子どもたちが多くの仲間や大人に出会うこと、互いに支えあい、ひとりでない

ことを感じ、信じあえる環境を作ること、経験を通して達成感を感じ、悩みな

がら、生きていく目標を見つけ、彼らが「生きる」意味を見出し「自立」への

手助けとなることを目的としている。開室時間は月・火・水・木・土（11:00

～18:00）。休室日は日・金と第 3 月曜。（調布市菊野台 1-52-4 三高家ビル 2-C） 

 

令和元年 12 月 5 日 ちょうふ若者サポートステーション 

 認定 NPO 法人育て上げネットが運営している。学校に通っておらず、アルバ

イトを含む就労などをしていない 15 歳〜39 歳までの若者が対象。また、利用

登録をし、就職活動開始から 6 ヶ月以内を目途に就労することを目標にしてい

る方が対象になる。「働く」ことへの不安や悩みに対応したプログラムを用意し

ている。スタッフと話し合いながら、セミナーや講座に参加し、一人ひとりに

合った自立に向けた進路選択をサポートしている。（厚生労働省事業）（調布市

国領街 2-5-15 コクティ 2F） 
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令和 2 年 1 月 27 日  調布子ども・若者総合支援事業 ここあ 

調布市からの委託を受けて調布市社会福祉協議会が「相談・居場所・学習支

援」の 3 つの事業を柱として実施している。家庭の事情等により進学や就職を

あきらめてしまうことがないよう、子ども・若者に対して学習支援や居場所の

提供を行なうとともに、進学や自立に向けた相談支援を行なうことを目的とし

ている。（調布市小島町 2－47－1） 

 

令和 2 年  1 月 29 日  調布市青少年ステーション CAPS 

調布市が運営している中高生向けの児童館。中高生世代への健全な居場所を

提供するとともに、中高生世代が自分たちの想像力を発見し、伸ばし、さらに

その力を地域に還元することで、中高生世代を通じてすべての人につながった

街づくりを目指す施設。専門的知識を有した職員が配置されてサポートをして

いる。対象となる人は 18 歳までの調布市内の中学・高校生または在住在勤者。 

(上石原 1－36－2 ハヤシビル 3・4F) 
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第 3 章 事業全体の効果・今後の展望 

1.事業の設計について 

今年度の「発達障がい者の孤立解消・社会参加に向けた居場所づくり事業」

の計画は、三鷹市の障害支援課基幹相談支援センターに対して、現在どのよう

な地域的なニーズがあるか、ヒアリングを行なったところから始まった。 

ヒアリングによると、三鷹市の基幹相談支援センターには発達障がい者の相

談窓口があり相談を受けているが、実際の支援には困難があり、発達障害を持

つ人たちの日中活動の居場所が求められているとのことだった。そのため、そ

のようなニーズに沿って、居場所を設け、グループ活動を行なうという計画を

立てて助成金申請を行なった。 

三鷹市の要望を受けての事業申請であったが、一方で、三鷹市の相談窓口が

独自にニーズのある人たちのリストを持っていてそこから当事業に利用者が紹

介されてくるというわけではなく、利用者は本事業として独自に募っていかな

ければならなかった。 

すぐにそのような利用者が集まるか疑心暗鬼の中で「どんな相談でも受けま

す」をキャッチフレーズに相談を受け、相談につながった方々でグループを形

成していくこととして事業を開始したが、案の定、相談に来られた方々の多く

は、定期的な来室や、当初予定していたようなプログラム化されたグループな

どに集うことは困難な方々であった。設置した場所で、通年で面談や訪問の関

わりをそれらの方々と続けたが、そこを居場所として日常的に活用したり、複

数で活動するようなグループを形成することは年度内には果たすことができな

かった。そのような意味で、本事業の「設計」と「実際」にはズレがあったと

言わざるを得ない。 

 

2.事業の内容について 

しかし、グループの形成こそできなかったが、本事業を通して相談にみえた

方々については全て、相談に応じ、適切な支援につないでゆき、困難ケースだ

からといって断ったり、取りこぼしをしたりすることはなかった。 

 本事業において、「どんな相談でもお受けします」ということをモットーに相

談を募っていったことで、本事業を通じて、今まで 30 年間の社会福祉法人巣立

ち会の活動の中でもあまり受けたことのなかった新たな分野の相談ケースを多

数受けることとなり、当事者や家族のさまざまなニーズに触れることとなり、

現在の社会状況の中で、福祉サービスにつながることなく混沌と困っておられ
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る人々がまだまだたくさんいることを実感することとなった。それらの相談者

を一人一人既存のサービスに吸収したり、新しいサービススキルの獲得が迫ら

れたり、または新しいサービスを提供する覚悟を決めたりと、福祉サービス提

供者としての自分たちの覚悟を問われる場面が何度もあった。特に、今年度 3

件ほどお受けした、家庭環境に恵まれず、日中の活動場所と共に、「住まい」の

提供が必要となる 10 代のケースに関しては、児童養護、司法、といった分野と

密接にかかわることが必要とされ、我々にとって、まったく新しく開拓する分

野であった。 

「発達障害」「ひきこもり」「メンタルヘルス相談」といったキーワードから、

支援を求めて相談に来る方々に、こんなにも幅広いニーズがあるのだというこ

とを改めて実感した１年であった。当初予想していた通り、発達障害的特徴を

持つ、精神保健福祉利用のニーズを持った対象者は多数存在していることがわ

かり、来年度以降の事業継続においては、今年度未達成であった、利用者それ

ぞれの特徴によってグループ分けをして取り組むといった丁寧なサービスを作

ってゆきたいと考えている。 

 

3.まとめ 

本事業に期待されていた成果は、下記の 3 点であった。 

 

1) 支援対象者がプログラムを通じて元気になること。 

2) 三鷹市内で発達障害を持つ方々の相談先・行き場所として当事業が

認知されることで、ワンストップで実際の支援に結び付けられるように

なること。 

3）本事業における連携を通して、地域における今後の発達障がい者支

援の基盤が整備されること。 

 

1)「支援対象者がプログラムを通じて元気になること」という期待された成果

については、個別相談や訪問、グループ活動参加への支援を行なった方々を対

象に、年度末にアンケートを試みた。回答を寄せた 12 名中、利用してみての感

想は、とても満足：1 名（8％）、満足：9 名（75％）、やや不満足：2 名（17％）、

不満足：0 名と、満足を感じている方々が圧倒的に多く、どんな点がよかった

かをお聞きしてみると、（複数回答あり）「外に出るきっかけになった」：8 名、

「他の参加者との交流・情報交換が図られた」：9 名、「抱えていた問題・不安

の解消につながった」：3 名、「日頃の生活や活動の参考になった」：3 名。とい
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う答えであった。その他の自由記述欄にも、「同じような悩みを持つ人の対処法

が参考になった。」「人と話して笑っていると少しだけ気が晴れる。」「外の学校

機関への訪問の後押しをしてもらえた。」「家族以外の人と話す機会がもてた。」

「働いていない自分はダメな人間と思っていたが、そんな自分でも責めること

なく受け入れてくれる場所があるということが支えになった。」「自分の病気を

知ってもらっている方々と触れあえる、関われる場が家の外にはじめて持てた

こと。それによって、安心感が得られた。」「日々気になることを聞いてもらえ

る時間ができて、日常の中での不安や心配がやわらいで助けられている。」とい

った声が寄せられ、支援対象者が個別相談、訪問、グループ活動参加への支援

など、当事業を通して元気になられるきっかけを得られたことが拝察された。 

 

2)「 三鷹市内で発達障害を持つ方々の相談先・行き場所として当事業が認知さ

れることで、ワンストップで実際の支援に結び付けられるようになること。」と

いう期待された成果については、巣立ち会は長年、精神障害福祉の地域移行支

援で知られていたが、今年度の事業の広報によって、（発達障害を含む）若者支

援、ひきこもり支援などの活動の側面でも広く知られることとなり、個人から

の相談とともに、今まであまり連携のなかった行政機関やクリニック、支援団

体からのケースの相談も多く寄せられるようになった。それらのケースに一つ

一つ丁寧に対応することによって、三鷹市のみならず近隣地域において、巣立

ち会が発達障害を持つ方々の相談先・行き場所としても認知されるようになっ

た。 

特に、巣立ち会が、法人内に就労 B 型作業所や、グループホーム（ショート

ステイを含む）を擁しているために、若年期だけではなく、若年期から長期に

わたる継続的な支援を行なっていることや、障害者年金や障害者雇用などの制

度の利用にも熟知しているため、他団体では扱いに困りがちな精神疾患（発達

障害を含む）を抱えた若者や、長期的な支援が必要になるかもしれない利用者

なども積極的に支援していることは、本事業を通じて改めて多方面に知られる

こととなり、ワンストップで実際の支援に結びつけられる成果を生み出してい

る。 

  

3）「本事業における連携を通して、地域における今後の発達障がい者支援の基

盤が整備されること。」という期待された成果に関して、本事業において連携団

体となっていた三鷹市の基幹相談支援センターや、三鷹市社会福祉協議会との

間で協力関係をより一層深められたことは大きな成果であった。 
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本年度事業展開中に、発達障がい者の居場所づくりの課題に関連して、ひき

こもり状態にある方々の長期化の問題（「8050 問題」）が今までになく社会的に

クローズアップされることとなり、連携団体である三鷹市の社会福祉協議会も、

ひきこもり対策・家族支援に今年度から率先して取り組みはじめたため、その

ようなニーズと連動した協力体制の機運が高まった。ひきこもり支援は、福祉

行政の大きな課題ともなってきており、本年度事業を通じて連携機関と共に取

り組んでゆく関係性の土台ができたことは大きな収穫であった。 

本事業の連携機関以外でも、近隣の青少年支援団体との間で、お互いの特徴

を理解した上での連携関係が築けたことも今後の活動にとって大きな収穫と言

えるであろう。 
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巻末資料（1） 

「発達障害と思春期の支援」講演会 令和元年 6 月 22 日  

「発達障害について」講演要旨 

講演者：ヘネシー・澄子（クロスロード・フォー・ソーシャルワーク社所長、

社会福祉学博士） 

 

児童の発達障害のいろいろ 

・先天的（遺伝に関係ある障害） 

薬や対処の仕方やトレーニングで症状を軽減できても、現在では根治できない 

・後天的（生育的環境による障害） 

保護者との安定した愛着関係が築けなかった、愛着障害が大きな原因。育児環

境の改善によって、症状も改善し、的確なセラピーで根治できる。 

 

先天的発達障害 

・知的障害（ダウン症など遺伝的要素、胎児アルコール症候群や放射線被ばく

など、出生時における脳のダメージなど） 

・ADHD(遺伝的要素から来る注意欠陥多動性障害) 

・ASD(乳児自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害) 

 

愛着と先天的発達障害 

・保護者特に母親が赤ちゃんのニーズに波長を合わせることができると、発達

障害児でも安全感・安心感を覚え、ニーズに応えてもらったことに満足感を持

ち、保護者を信頼でき、愛着の絆を結ぶことが出来る。だがその形がほかの子

どもと異なるので個別化しての観察が大切。 

・愛着関係がある ADHD の子は自分が注意散漫で物事を達成できないのを親に申

し訳なく思っている。 

 

自閉症＝複雑な脳の発達障害 

・Autism《自閉症》Spectrum《帯》 Disorder《障害》 （ASD） 

・自閉症と診断される症状はとても幅の広い、長い帯の中に入る 

 

ASD の 3 つの型 

・Autistic Disorder ＝Infantile Autism 乳児自閉症 

・Asperger’s Disorder アスペルガー症候群 
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・Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified 特定不能

の広汎性発達障害 

 

共通する 3 つの症状 

1）他の人たちと社交的に関わることに問題がある（アイコンタクトをしない、

人の表情が読めない、他の子との遊びに興味がないなど） 

2）言語に障害がある（全然話せないか、表現がギクシャクしている、空想的な

話の内容など。 

3）活動、行動、話しの内容など一つの事に固着して、行動がパターン化し固定

化する傾向がある。 

 

どのように発達に障害がでるのか？ 

・2003 年の脳の研究で分かってきたこと：乳児自閉症の子ども達は生後 6 ヶ月

から 14 カ月の間に頭が急激に大きくなる 

・脳神経回路の出来過ぎ？ 

・ある部分の遺伝子がごっそり抜けている 

・普通は、使う回路が強化され、使わない回路はどんどん消えて、新しい回路

を作る場所を作ってくれる－脳の可塑性（柔軟性）－これで環境に順応できる 

・自閉症の子ども達には、脳の可塑性の遺伝子が失われたのではないか？ 

 

ASD の原因は？ 

・今現在分からない：遺伝・環境汚染が有力？ 

・兄弟・姉妹に圧倒的に多い 

・双子の場合、ASD になる率は 50％ 

・その解明のために自閉症と診断された子どもの乳児期の妹や弟が現在研究の

対象となっている 

 

米国での統計 

・ASD と診断された子どもは、アメリカ全児童の 0．65～1％ 

・年々増加している 

 

2005 年の統計では 

・自閉症（autistic disorder）は 1 万人に 13 人 

・アスペルガー症候群は 1 万人に 2.6 人 
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・特定不能の広汎性発達障害は 1 万人に 28 人 

・圧倒的に男の子に多い－4：1 の割合 

 

早期診断の大切さ 

・生後 6 ヶ月で症状が出始める：両親と眼を合わせることが出来るが、他の赤

ちゃんよりおとなしく、受身で、お座りや手を伸ばして物を掴むなどの動作の

発達が遅い 

・生後 1 年ではもっと顕著になる：新しい玩具を嫌がったリ無視したり、前後

にロッキングしたり、一つの物に固着したり、繰り返し動作、または全然周り

に興味を示さないなど。 

・ある子は言語の発達が早く、1 歳で 3 歳児のようにしゃべったのが 1 歳半で

全くしゃべらなくなったなど 

 

早期介入の大切さ 

・ASD は今のところ根治できない でも： 

・乳幼児期からのトレイニングの繰り返しで、言語や社交性の能力をある程度

つけることができる（パターン化で、出来過ぎた脳神経回路のある部分を強化

する） 

・PT（理学療法）や OT（作業療法）のセラピーで知覚・感覚の統合をはかる 

・かんしゃくや暴力などの行動をコントロールするプログラムを作って、家族

や学校で同じように対処する 

 

薬剤の使用 

・薬で ASD は治らないが、症状を軽減できる 

・抗痙攣薬（ASD 児童の 3 分の 1 に癲癇発作） 

・リタリンなどの刺激薬が前頭葉の注意センターを喚起して、多動性を鎮める 

・少量の抗鬱剤で繰り返し行動を減少する 

・抗精神病薬で攻撃性やかんしゃくを鎮める など 

 

大切なこと 

・ASD 児童の個人差が大きいことを知る 

・ST/PT/OT に家で出来る個別訓練プログラムを作ってもらい、家庭で繰り返す

こと 

・両親がチームになって子育てに当たる大切さ 
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・兄弟・姉妹が役割モデルになったり、ASD 児の意思伝達方法を理解して通訳

になったりする 

・サポートグループに参加する－孤立しないこと 

・両親は心身の健康に配慮する：「自分を大切に」 

 

介入方法のいろいろ：社交性 

・行動分析と行動療法 

変えたいまたは減少したい行動を観察・分析して、どのように一貫して対応す

るか保護者に教え、社会的に受け入れられる行動に導いていく方法 

・発育に沿ったフロア・タイム 

一日に 2 時間から 5 時間保護者や兄弟が床に座って、自閉症の子どものひとり

遊びに加わり、「一緒」に遊ぶことを繰り返す 

・教育と環境管理 

個人的教育プランを立てて、組織立った教育訓練をする 

 

介入方法のいろいろ：意思の伝達 

・意志伝達（コミュニケーション）は最優先 

・意志伝達と言語は違う：子どもの意志伝達の方法を見つけ、分かってあげる

こと 

・言語セラピー（ST）を出来るだけ早くから始める（1 歳半から 2 歳） 

・意志伝達・言語の技術の習得は一生の課題 

・コトバが話せなくても、コミュニケーション・ボードを使って意志伝達でき

るケースがある 

 

介入方法のいろいろ：感覚の統合 

・ASD 児童の多くは色・光・音・肌触りなどに過度に敏感なので、室内の明か

りや騒音の管理に配慮する 

・眼と手の相応や動作の発達が遅れていることがある 

・PT と OT の個別に立てたプログラムが効果的で家で出来る宿題を書いてもら

うと良い 

 

介入方法のいろいろ：レクリエーション 

・乗馬：馬のリズムのある歩きでリラックスできる。馬をなでたり、人参をあ

げたりなどで、馬との関係作りができる 
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・他のスポーツ：水泳、スキー、ハイキング、バイキング、簡単なチームスポ

ーツなどで他の子ども達と交わる機会を多く持つ 

・身体を動かすことで太りすぎを予防し、夜よく眠れるようになる 

 

新しい体験の導入 

・準備期間を持つ 

・たとえば飛行機で旅行をするなら：先ず飛行機に乗るまでの節目・節目を、

ヴィデオや順序立てた絵にして、説明しながらみせる 

・乗ってから何が起こるか（座る・飛行機が飛びあがる：飲み物が配られる・

何を選ぶか・トイレに行きたいときはどのように知らせるか・どのように着地

するか・降りるときの心得など） 

・毎日準備を繰り返す 

 

出来るだけ満たされた一生に！ 

・ASD 児は個別な問題がありながらも、保護者や家族、親戚、友達、学校、地

域などの対処の仕方で、毎日の生活を楽しむことが出来る 

・ASD 児のほとんどは独立生活はできないので、地域生活資源の確立が必要に

なる 

・住み慣れた地域内でのグループホームと作業所など（確立したルールと習慣

が大切） 

 

ADHD について 

文部科学省による ADHD の定義 

・ADHD とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、および/又は衝動性、

多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす

ものである。また 7 歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの

要因による機能不全があると推定される。 

 

ADHD=注意欠陥多動性障害 

・日本では人口の 20 人から 25 人に一人 

・多動性とは落ち着きがなく、良くしゃべり、常に身体の一部を動かしている 

・衝動性は思いつきをすぐに言動に移す。我慢が苦手。 

・注意欠如は注意がそれやすい、集中して話が聴けない、忘れっぽい、金銭の

管理が出来ないなど。 
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これらの問題の程度が非常に強い、又は頻度が並外れて高く生活上に支障をき

たすと ADHD と診断される 

 

ADHD は脳の働きの特性 

・脳の司令塔である前頭葉に、注意を喚起する前方帯状回が、遺伝で育ってい

ない。 

・2015 年の研究では、矢張り前頭葉の働きが弱く、この場所がうまく機能する

ためには、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質の働きが必要。 

・神経伝達物質は、神経細胞の末端(シナプス)から放出され、役目が終わると

シナプスにあるトランスポーターという物質から元の神経細胞に取り込まれる 

・ADHD の人の脳では、このトランスポーターの働きが過剰なため、ノルアドレ

ナリン（意欲や集中力に関係がある）やドーパミン(意欲、動機付け、学習機能、

運動機能、性機能)が取り込まれ過ぎてしまい、結果的に不足していると考えら

れ、神経細胞同士の情報リレーがうまく行かず、前頭葉の働きが弱くなってい

るという。 

・前頭葉の働きが弱いと、考えをまとめたり、理性的に考えたり、脳全体で感

じ取った情報を整理して、取捨選択することが難しくなる。 

その為目に入ったものや、聞こえた音など、感覚からの刺激に影響を受けやす

く、その結果落ち着きが無くなったり、理性的な考え方が苦手になったり、集

中することが難しくなる。 

・ADHD の人の多くは知能に問題はない。ADHD 単独では知能にさほど影響はない。 

 

子どもの頃は 

・腕白でトラブルメーカー：じっとしているのが苦手、ケンカもしょっちゅう、

物を壊す、学校の教室を飛び出す、集団行動も嫌い 

・おとなしく空想好き：おとなしい子だと思われたが、何かに夢中になると周

りのことが耳に入らない。授業中に空想にふける。忘れ物や遅刻が多い。 

・友達は少なくなかったが、人が何を言っているのか理解するのが苦手で、頓

珍漢なうけごたえをする。 

・天然ちゃんとか不思議ちゃんと言われ、笑われる。 

・はまるとのめり込んでしまうが、飽きるのも早い。 

・夢中になると周りが見えない。 

・話題もどんどん変わっていって、脱線しがち。 

・人の話をさえぎって、自分がしゃべってしまう。 
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・人と違うと気付いて、自己肯定感が減少する。 

 

思春期には反抗期と重なる 

・朝起きられない。 

・スマホに依存。 

・不登校になりがち。 

・過食症にも陥りがち。 

・何でもマイペースで片付けや身だしなみにも気を付けない。 

・お稽古事もすぐ飽きて続かない。 

・自分でも変だと気付くことが多い 

 

社会人になってから適応障害と思われる 

・遅刻が多い。 

・同じミスを犯す。 

・叱られる頻度が増す。 

・時間の管理が下手で締め切りに間に合わない。 

・自分を責めて、自己尊重感が減少する。 

・適応障害は二次的な障害。 

 

ADHD であることを周囲に伝えるかどうかは自分で決める 

・その情報を公開して、理解が得られるか？ 

・ADHD への支援を考慮してもらえるか？ 

・偏見を引き起こさないか？ 

をよく検討する。 

 

もし告げるとしたら！ 

・知能や善意、良心には問題が無いこと。 

・病気（ADHD）ゆえに、苦手なことがある。 

・これまで病気が原因で失敗したことがあったが、改善しようと努力している。 

・協力を得ることでよりうまく行く。 

 

どんな協力？要請事項 

・スケジュールについて、リマインダーを設定する。 

・集中したいときに耳栓やヘッドホンを使用させて欲しい。 
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・電話を取り次がない時間帯を作って欲しい。 

・衝立を設置してほしい（周囲に気が散らないように）。 

・神経質な同僚・上司との人員配置を考慮してほしい。 

・ミスをしたときには感情的にならず、改善点について前向きに話し合ってほ

しい。 

・仕事の指示を具体的にしてほしい。など 

 

ADHD の治療 

・薬による治療： 

メチルフェニデート塩酸塩（コンサータ）二日ほどで効果が表れる。 

アトモキセチン塩酸塩（ストラテラ）効果の発現に 2 週間ほどかかるが、薬物

依存の危険性が低い。 

 

薬物療法と組み合わせる治療法 

・認知行動療法(物の見方を改善する) 

・環境変容法(本棚をカーテンで目隠しするなど)環境の整備 

・行動療法(行動を変えることで良い習慣を身に着け、達成感や自己肯定感を得

るトレーニング) 

・ソーシャルスキルトレーニング（SST） 

・メディテーション（集中力を高め、前頭葉の筋肉を厚くする） 

・ヨガ、気功、太極拳など 

 

ADHD の強みを生かす 

・注意散漫な特性は、一方では新しいものに敏感で変化に気付きやすい利点が

ある。 

・多動や衝動性は、行動力や実行力につながることもある。 

・細かいルールを守ることは苦手でも、発想の豊かさや、独自の合理性で、既

存のルールに捉われない新しい方法を開拓することができる。 

・短期間や好きな事であれば、集中して仕事を仕上げたり、急なスピーチなど、

ぶっつけ本番でこなせる人もいる。 

・芸術家や発明家、研究者、企業の社長には ADHD の特徴を持っている人が多く

みられる。 

 

このような治療や支援で ADHD は 
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ADHD＝変わらない 

生活のし辛さ＝変わる 
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巻末資料（2） 

「発達障害」をめぐる家族体験発表会 令和元年 7 月 20 日  要旨  

 

（田尾）私たち巣立ち会は、三鷹、調布で、精神疾患とか精神障害と言われる

方々の支援をやっていますが、調布のシンフォニーという事業所で 10 年ほど、

ユースメンタルサポート Color という、若い人たちでメンタルヘルスの具合の

悪い人達の支援事業を始めました。精神病を発症した人たちに、早いうちに治

療や心理社会的支援をしていくと、経過、予後がいいというデータが国際的に

あり、そのことを意識して始めました。当時あまりそのことを意識して支援を

している所はなく、まあ医療機関で多少あるかなぐらいで、地域でやっている

ところは、多分今でも他にはないと思います。 

始めてみると、精神病の発症、「統合失調症」ですとか「うつ病」ですとかそ

ういう診断はつかないのですが、若いうちから、ある種生活していくこと、生

きていくことにつらさとか不具合を強く感じて社会生活がとどこおっている人

がかなりたくさんいるということがわかりました。当時、「発達障害」という言

葉が出始めてまだ間もない頃で、私たちも、そういう一群の人たちの生きづら

さというものがどういうものか、まだよくわかっていなかったのですけれども、

でも、先ほど申しあげたような精神疾患の早期支援のデータ、エビデンスはあ

ったので、結果的に私たちはサービスの入口で「あなたは病気ではないから」

とか分けられずに、同じように不具合のある人たちに、同じようなグループで、

同じようなアプローチをしていったのです。発達障がいというのは、ある種類

生来のもの、遺伝性が強いものともいわれているので、同じアプローチで、彼

らに変化がでてくるのかどうかがわからなかったのですけれども、われわれと

しては他に方法論がなかったので一緒にやってみました。 

そうすると、統合失調症だからとか、発達障害だからという差はなく、同じ

に元気になるのです。全然違うアプローチが必要なわけではなかったというの

が、この 10 年ちょっとくらいの経験の中の私の印象です。 

今日はチラシには「発達障害をめぐる」と書きましたけれど、うちのサービ

ス自体が、「発達障害」という言葉ではなく、思春期のいろいろな不具合がある

人達、という抽象的な言葉でくくり、その中で、診断をつけていく、整理して

いくとしたら、そう言われるかな、という人達がけっこう多いのです。そうい

うグループなので、今日お話に来てくださっているご家族の方々の中には、お

子さんが発達障害ではない方もいらっしゃいます。でも、確実にそうではない

と言い切れるのはお一人ぐらいで、あとは、診断がどうであれ、多少そういう
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傾向だとか、そういう特徴だとかを持たれていると思われるお子さんたちです。 

私たちは月 1 回、第 3 土曜日の 1 時半から家族会をやっています。その時間

に、集まって自分達に起こった最近のことの話しをしていて、普段、そういう

ことはなかなか話せないので、そこへ行って、気持ちを話したり、解決策を相

談したりするだけでも、少し気持ちが方向転換できるというような位置づけで

継続的にやっています。今月は今日がその時間なのです。その家族会の時間を、

今回はせっかくだから皆さんの経験を他の人にメッセージとして伝えてみませ

んかという提案を、私の方からさせてもらいました。 

今日、うちのスタッフも何人か来ています。分けるとすれば、私なども、40

年もこういうことやっていますから「専門家」なのですけれども。当事者が、

そのような「専門家」に頼っているというだけでは、支援環境というか、回復

は成立しないのです。私たちは、「体験の専門家」と言いますが、当事者が当事

者として自分の体験を伝えていくことがとても大切だと思っています。 

回復のメカニズムの中に、「集団」というものもあります。グループの中に、

同じような悩みを持っている人達がいて、その人たちが元気になっていくプロ

セスを見る事で、自分も元気になれるということを確信できるということが、

ものすごく大きな回復の要素になっているのです。そういうことは、他のどの

レベルでも、家族というレベルでもありますし、思春期の人たちだけでなく、

オトナになってもあります。当事者の体験というのが、回復に非常に大きく役

立つと思っています。 

 

A さん： 

私は、妻と、21 歳の男の子の 3 人暮らしです。その子どもが調布のシンフォ

ニーにお世話になっています。現在は週 5 日、午前と午後に通わせていただい

ております。支援の枠組みとしては「就労移行支援」というかたちで、就労に

向けての準備をサポート受けながらすすめているところです。先日は東京の障

害者職業センターというところに行って、職業評価、どんな仕事が向いている

かとか評価を受けて、働くことに向けての準備をすすめているところです。今

度の金曜日には会社との面接を設定していただいています。 

こうお話すると、何か順調に感じられるかもしれないのですが、おそらくこ

ちらのみなさん、そしてこちらお越しいただいているみなさんと同じような、

すごく長い期間大変な時期もあり、そして今後も続いていくと思います。余談

ですが、今日、三鷹駅南口改札出てこちらの会場まで来ましたが、私は一時職

場が三鷹から徒歩の時がありまして、その時も朝会社に向かいながら、今日は
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これやらなくては、あれやらなくては、と考えながら歩き出したときに、妻か

らメールがありまして、「子どもがあばれている」と、帰ってきてくれと連絡が

あり、急遽うちに戻ると、妻が子どもを押さえつけて、マンションの管理人さ

んにも手伝っていただいて押さえつけて落ち着かせているような状況で、そう

いった大変な時期もあったなあと、ちらりと思い出しました。 

うちの子どもは、小さい時からいわゆる真面目な性格、おそらくこちらにお

越しのみなさんも共通しているのでしょうが、ひとつのことに集中する性格。

あと、人とフランクに自分から接するというのは苦手で、何事もきっちりした

いタイプ。親からすれば手のかからない良い子だったのですが、小学校 6 年生

ぐらいから、体調が悪いと言って学校を休んだり行くのをしぶったりすること

が多くなってきました。子どもだから、いろいろあるだろうと思って、あまり

気にしていなかったのですが、小学校の卒業式の時、途中で体調が悪くなって

退席してしまいまして、ちょっと会場の前の方ざわついたりして、保健室で過

ごしたのですが、その時ぐらいから、明らかに具合の悪い状態が続きまして、

かかりつけの小児科の先生にも急遽みていただき、いろいろ検査とかもしてい

ただいたのですが、特に数値などどこが悪いということもなく、ちょっと様子

を見ましょうということになりました。この時も、初期はこどもだからいろい

ろあるよねとか、真面目な子だからいろいろあるよねとか、中学に行くのでい

ろいろあるよね、などと思っていたのですが、あとから時間をかけてすこしず

つ聞いてみると、親が気づかなかったことばかりなのですが、やはり小学校に

行くということにものすごく負担を感じていて、というのは、まわりの子ども

達と違う、勉強できる、真面目、成績や先生の受けもよいといったことで、ま

わりと異質だったので、そういったところをからかわれたり、先生方からはこ

の子に任せておけば安心だということですごく頼りにされたり、「こういうこと

で困っているのです」と言っても、「みんなそうだ」とか、「あなたが面倒見て

あげて」とかいう感じで、とり合ってもらえず、先生に対する不信感を持った

り、また、それを言えなかったりで、すごく悩んでいたようなのです。それは

いまだに引きずっていることです。そんなこんなありまして、4 月には中学校

の入学式に行ったのですが、なかなか会場の中学校に向かわない、引きずるよ

うにして行ったのですが、途中で道路に飛び出して、車に引かれそうになるく

らいの勢いだったので、家に帰しまして「どうしたの？」と聞いたら、「僕は今

日から断食する」と、ご飯食べないというような発言をしまして、部屋の中で

壁に頭を打ち付けたりとか、そういったことがありましたので、これはちょっ

と重い状態だなと思って、急遽、都立小児総合医療センターに連れていきまし
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たところ、希死念慮もあるということで、急遽入院となりました。３ヵ月で退

院したのですが、診断としては統合失調症という診断が下されました。 

以後病院を変わったりもしまして、現在は月 1 回通院をしています。親とし

てはもちろん、医師としても保護する必要があっての緊急入院だったのですが、

本人としては、自分は悪くないのになんであんなひどいところに連れていかれ

たんだと、いまだに言っていまして、今の先生も、すごく良い先生なのですが、

医者に行ったら入院させられるのではないかというような恐怖感をずっと持っ

ていました。そのため通院にはしばらく親が必ず付き添っておりまして、ひと

りで通院できるようになったのはごく最近です。 

3 ヶ月で退院しましたが、どうしても中学校には登校はできませんでした。

学校の方からは保健室登校とか友達がプリント持ってきてくれたり、いろいろ

配慮はしてくれたのですが、結局中学校を卒業するまで、生徒のいる教室には

1 回も入りませんでした。終業式や始業式などは親が付き添って、放課後、周

りのこどもたちのいない時間に連れて行って、なんとか相談したりして、結局

授業には 1 回も出ないで卒業しました。それではいかんということで、中学校

2 年生からは、府中市の適応指導教室にも通いました。そんなこんなで、かた

ちばかりで中学校を卒業しまして、高校は、都立のチャレンジスクール、学校

に通うのが困難な子どもに定時制と言う枠組みで昼からとか夜からとかで授業

が受けられて相談とかスキルのトレーニングとかもある、そういう手厚い枠組

みなので、ここなら大丈夫だろうと思って入学したのですが、そこにも通えず、

結局その後も 3 年間籍だけ置いて、中退いたしました。みなさまも感じていら

っしゃるでしょうが、学校というところは、子どもが来てくれればケアします

よというところなのですが、行かないと何もしようがないのです、それを強く

感じました。 

本人も親としても、やはり高校卒業の資格は取りたいということで、高卒認

定とか、いろいろな考え方を模索したのですが、通信制の NHK 学園の見学をい

たしました。こちらもいろいろコースがあるのですが、普段ネットで番組を観

て受講、レポート提出も紙だったりネットだったり、それから、年に数回のス

クーリング、あと体育だったりと、通えることになりました。やはりそういっ

た時でも、日数は少なくても、登校の前にはものすごく緊張しました。勉強の

方は、始めてみますと、親の目からで何ですが、勉強好きで出来る子だったの

で、勉強すること自体は苦にならなくて、レポート等もすぐに提出して、その

評価もよい形で返ってきて、3 年間かけて全単位を取って今年の 3 月に無事に

卒業しました。卒業式が NHK ホールで行われまして、そこで、全国で多分 10
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人くらいだと思うのですが、NHK 会長賞というのをいただきまして、NHK ホール

の台上に上がって、賞状を手渡されるという時を迎えることができました。家

族で話していて、ほんとにまともに卒業したのって、幼稚園の卒業以来じゃな

いかという話になりまして、小学校の卒業式はさきほどのようなことでしたし、

中学校の卒業式も出席せず、最初の都立高校は中退というかたちで、すごく時

間をかけてなんですけれども、20 歳を過ぎてからですけれど、高校の卒業とい

う場を迎えることができました。 

シンフォニーには中学校 2 年生くらいからお世話になっております。だいぶ

早くからでしたが、妻の習い事の知り合いがこちらの職員さんで、ご紹介いた

だきました。はじめの頃は私がつきそって、ほんの短時間片隅にいさせていた

だくというところから始めて、なかなか通えなかったりとか、心配した方が家

に来てくださったりとかありました。そして徐々に、ほんとにゆっくりと時間

をかけて慣れていって、いろいろなプログラムに参加させていただいて、半日

とか短い時間から、少しずつ時間延ばして過ごせるようにしていただいたのと、

面談で、担当のかたがものすごく時間をかけてじっくり話を聞いてくださって、

本人の思っていた、過去の虐げられた経験、まわりからこういう目にあってき

たからこういうふうになってきた、といったことを反芻して、それをかたちに

していくような支援をしていただきました。この支援の枠組みなのですが、「自

立訓練」というかたちで市のほうから支援をいただいているのですが、通常は

2 年間が原則なのですが、「まだ必要ですよ」ということで 1 年間延ばしていた

だいて、ちょうど高校の卒業の時をまたぐ期間だったので、さらに支援が必要

ということで、すごくお骨折りいただいて、親とかスタッフの方も総がかりで

必要性を綿々と訴えまして、その結果、「こんなの前例ないのですよ」と言われ

たのですけれども、4 年間支援を受けることができました。そういったかたち

で、ほんとうにいろいろなところで、こちらのスタッフにはものすごくお世話

になりました。 

家族会は、自分にとってすごく大きな存在です。月一回それぞれ自分のこど

もや自分の近況を報告するのですが、時間がかかるよねとか、大変だよね、と

いうことをすごく共有できています。ある時他の方から、「A さんすごく明るく

なったね」と言われました。自分でも、気付かなかったのですけれど、「以前は

すごく暗い顔をしていた」と言われたのです。たしかに以前にくらべれば、子

どもが動けているということがすごくありがたくて、自分にとってもうれしい

ことなのだなと思いました。 

本人は、いまだにすごく波があって、一進一退ではあるのですが、親も本人
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もものすごく時間をかけて、少しずつ受け入れることができているかなと思い

ます。 

先程お話ありましたが、思春期青年期の精神疾患の、「早期支援」というのが

薦められていまして、うちの場合、声をかけていただいて、中学生ぐらいの時

から支援を受けることができて、すごくありがたかったと思います。 

繰り返しですけれど、いまだに、辛いことを親に訴えても全てを理解しては

くれなかったという恨みも反感もあります。そういう時でもスタッフのかたと、

ものすごく時間をかけて話しをして、少しずつ考え方を整えたりといったこと

ができているかなと思います。 

昨年、障害年金の申請をいたしまして、障害年金 2 級を受給することができ

ました。診断としては、アスペルガー症候群、やはり発達障害が根底にあると

いうところが認められました。申請書の書類のために診断書を集め、過去から

の経緯を書くのですが、親としてものすごく辛いことで、何年の時はこうだっ

たね、と思い出しながら綿々と書いたのですが、その時もスタッフの方が、書

き方にアドバイスをくださり、そういったことでもすごく大きな支援をいただ

いております。 

子どものこれからですが、親としてやはり、継続的な支援をうけられる場所

を確保していくということが必要だと思います。うちの場合ですと、学校変わ

ったリ、病院変わったリとか、いろいろな公的な補助の申請とか、そういう節

目節目で専門家の方のサポートをいただいています。私たちの子どもの特徴と

いうのは、目に見えない疾患や特性だったりしますので、親としてはどう接す

ればいいかわからないというところが大きいです。後になってから、ああ、あ

のときはこうだったのかなとか思う時はあります。振り返ってみますと、子ど

もが中学校に行かないと言い出した時、明日の朝になれば、「あ、僕何している

んだろう、学校行かなくちゃ」と、復学するのではないかと思ったりしました

が、でも、全然そうはならないのです。そういう時でもちゃんと継続して、支

援を受けることができたことが、私の場合すごく大きなことだったと思います。 

最近不幸な事件がいろいろ起こっていて、新聞などで見ますと、家族がもっ

と早く相談すればよかった、というようなコメントがあり、本当にそうだよな

と、自分のこととして実感します。こちらにいらっしゃっている親御さんも、

自分の関わり方が悪かったのかなとか、こうすればよかったのかなとか、いろ

いろ感じることが多いのではないでしょうか。今からできることは、ちゃんと

した相談できる場所を得ることだと思います。そういったものを探してみよう

とお考えになっている方々、このあとのお話とか質問とかそういう機会を活か
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して、ぜひお子さんご本人のために相談の場を利用するという機会をつかんで、

少しずつ歩んでいかれればいいのかと思います。大変長くなりましたが、以上

です。（拍手） 

 

B さん： 

今年 24 歳になる娘が中 2 の冬に不登校になりました。6 年生の頃から少し、

窓を閉めて回ったりといったことがあり、おかしいなあと思っていたのですけ

れど、何をしていいのやらまったくわからない状況でした。病院につれていか

なくてはと、心療内科に診察に行きました。その時は 「自分が悪いのかな」

とちょっと自分を責める自分がいたり、医者から病名をつけられると、何か自

分の知り合いからもちょっと逃げたいようなところもあったりして、自分の弱

さを感じつつも、薬をのませて、なんとかしなくてはと必死に、ばたばたとし

ていました。焦燥感にあおられて、あちこちいろいろなところを、何をしてい

いかわからないものですから、あせりの中で必死にもがいていました。 

そんな時、ちょうどこの会場であった巣立ち会の針間先生（松沢病院）の講

演会を見つけて参加しまして、どこに行ったらいいかわからないというような

ことを質問しましたところ、田尾さんが、「うちに来てごらん、話しを聞きまし

ょう」と言ってくださって、そして、家に訪問してくださったりして、娘はあ

まり変わらなかったですけれども、私自身が変わったというか、ちょっと楽に

なってきました。Color で家族会をしてくださるということがありまして、同

じように思春期の子供が、病気になったということで、お互い悩みを打ち明け

るというか、現状を聞いていただき、また、聴かせていただくことで、たくさ

ん気付きを与えていただきました。 

状況は本当に変わらないし、あたふたしているというか、苦しい時もありま

したし、先が見えなくてどうなるのかなというところもありますけれど、月 1

回家族会で、みなさんと話しをさせていただいて、自分が少しずつ楽になって

いくのを感じていました。「自分が何とかしなくては」などと非常に甘い考えを

持っていたのですけれども、そうではなくて、まあ、一緒に居ることしかでき

ない、でも一緒に居るのがしんどくて、本当に何もできないのだなあという、

自分の弱さをわかりつつ、もがいて、時間が必要なのだなあということも思い

つつも、そういう時間をもう 10 年近く持っています。 

娘があまり話せない、話しをしてくれないと思っていたのですけれども、そ

うではなくて、あれはこちらが聞いていなかったのだなあと思っています。で

も今はアルバイトをして、なんとかがんばっていますし、私の悩みを聞いてく
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れたりもしていまして、そういう関係にしていただけた。最初はほんというに

腫物に触るようにしか娘と対応できなかった私も、今は対応できるようになり

ましたから、ほんとありがたいなあと思っております。（拍手） 

 

C さん： 

私は 30 歳の娘の母親です。娘は広汎性発達障害で、二次障害で精神疾患とい

うことです。現在就労 B 型支援のサービスを受けています。中学 3 年から学校

に行けなくなりまして心療内科を受診しました。学校のスクールカウンセラー

との面談のみで中学校は終了しました。その後市のカウンセラー、教育相談室

で面談を受けて、20 歳までほとんどそういうののみで、あまり人と接すること

もなかったのですけれど、でも教育相談室などで本人が週に１回話しを聞いて

もらうということはとてもいいことだったと思っています。親が聞くというの

はやはり難しくて、どうしてもこう、答えを話してしまったり、説教してしま

ったりするということになりますので、相談室で話しを聞いていただいて、た

だただ聞いていただくという感じで、話す、自分のことを考えるという時間を

持てていました。でも、20 歳でやはりそういうサービスも受けらなくなったの

で、1 年間、ディケアに行きまして、そこではじめて心理検査を受けて、発達

障害があると言われました。けれどもその時も、発達障害って何なんだろうと、

精神疾患、どう対応していいのだろうかとわからないままに、そのディケアの

１年が過ぎてしまいまして。その次につながるものがなく、家族と本人だけの

時期がありました。その時期にちょっとアルバイトをしたことがあり、トラブ

ルがありまして、そこから大きな精神的ダメージを受けまして、その後 4 年間

殆ど人と関わることがなく、24 歳まで本当に家族と本人だけという生活をして

いたのですけれども、その当時の医師のすすめで Color に行くことに、まあ、

無理に勧めるような形で行ったのですけれども、でも本人も薬ではほんとどう

しようもないのだということを自分で思ったことも事実らしくて、Color の方

に 2 年間通いまして、いろいろなカリキュラムを受けたり、人とのかかわりを

持ったり、自傷行為を起こすくらいに、ほんとに通うのが辛かったらしくって、

家にいてもそういう話だったし、辛いということだけは、ずっと言い続けてい

たのですけれども、本人はでもやっぱり自分では行かなければいけないという

目標でもあったので、2 年間なんとか通い続けることができまして、友人もで

きましたし、体を動かす楽しみとか、よくテニスに行ったり卓球に行ったりと

か、娘は 24 歳で、年が上だったのですけれども、若い人たちとも、そういうふ

うに楽しめるということを２年間のあいだに少し知ることができた、経験でき
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たということ、それがすごくよかったなと思います。あと SST や、いろんなこ

とを勉強させてもらったのですが、その時点ではなんでそれが必要なのか、な

んでこんなことをしているのか、実感ではわからなかったらしいのですけれど

も、2 年間終えて、就労支援 B 型に 行ったり、人とかかわる中で、ああ、こう

いうことがこういう時に役に立つのかもしれない、あのときこういう経験した

なとか、「経験」というのがすごく重要で、娘と私の 2 人だけでは、どうしよう

もないことを指導していただいなあと思います。話が前後しますが、うちの娘

は非常に真面目で、先程お話しなさった通りに、言葉通りに受け取って、言葉

の裏を読むのが難しいですし、正確さ、完全であることにこだわりが強くて、

曖昧なことが苦手で、予定変更が起こるとパニックになってしまう傾向があり

まして。その上、繊細、過敏でもありまして、音と光が大変苦手で、本人はそ

ういうことについて、全く気付いていなかったのですけれども、発達障害の方々

のいろいろな対処法を観たり聞いたりしているうちに、自分も試してみたりす

るようになって、そうしたら、あ、自分は音が苦手だったのだ、自分は音がな

くなったことによって、すごく精神的に安定するとか、眩しい光を少しさえぎ

ってカーテンを閉じるとか、サングラスをかけることによって楽になって行く

というようなことを、本当に徐々に徐々に自分の中で、気が付き始めて、今は

ちょっとずつ、生活もしやすいように工夫を重ねて、まあ、変わることはない

のだけれども、少しでも生活が楽になるということを工夫する生活を今続けて

います。 

Colorの 2年間を終了したあとは就労支援 B型で４年間やっていたのですが、

現在は就労を目標にして新しい施設に通うことになっています。就労できるか

どうかは、それはちょっとまだ不安ですが、本人は目標を少しずつ前へ前へと

すすめているので応援したいと思います。この Color では 2 年間で、人の支援

を受けるということを知ったということが、すごく重要で、いろいろな方々に

相談して、話を聞いてもらって、心をみつめているというような状態です。（拍

手） 

 

D さん： 

今 27 歳になる息子です。ユースメンタルサポート Color と出会ったのは 21

歳の時、もう 6 年前になります。20 歳の時、大学 3 年生の時に、それが大きな

出来事だと思うのですが、受講したかったゼミの面接の時間を大きく間違えた

ということから、大学に行けなくなりました。すぐ息子は、おかしいおかしい

と自分でも思いながらも、自分を納得させるかのように近くのスーパーのアル
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バイトに一生懸命行きました。でもそこでもトラブルが続きまして、動くこと

ができなくなりました。まあその前から親はおかしいなと思っていました。バ

イトで貯めたお金を１日で使ったり、お客さんに、苦言したり。今思えば数え

きれないエピソードが、統合失調症の陽性症状だったのだと思います。動けな

くなったところで、やっと知り合いの保健師さんの紹介で、近くのクリニック

を受診しました。ただやっぱり病識がなくて、病識というか、「自分は病気では

ない」と思っていましたので、外に出られないということでひきこもりの生活

が始まろうとしていたのです。私は稲城というところに住んでいて、自転車で

調布に出られるのですね。息子も、電車には乗れなかったのですが、自転車に

は乗れたということもあって、たまたま調布にある、「こころの健康支援センタ

ー」というところで、こちらのパンフレットを見つけました。「あ、すごい、こ

んなものがあるんだ。」とその時もびっくりしました。まだちょっと早いかなと

思ったのですが、夫の方が、すぐにこちらに電話しましたら、田尾さんから、

「どんな様子ですか？」ということで、では「すぐに来てくださいね。」という

ことで、お話しを聞いてもらいました。すぐに通所を勧められ、親も子も、な

んとか早く治ってほしいという想いで、お世話になることになるのですが、実

際には、先ほどの A さんのように、2 年間の自立訓練ではなかなか区切れなく

て、稲城市では初めてということでしたが、交渉しまして、４年まで伸ばして

頂きました。それでもやっぱりなかなか外に出られない、人に会えないという

ところで、本人が葛藤を抱えていたのだと思います。でも本人なりに、なんと

か打開したいということで、「任意入院したい」と言ったり、試行錯誤して、息

子なりには頑張っていたのだなあとは思うのですが、まあ親としてはとても、

そういう姿を見ているのは、ん、ん、という感じで、やっぱり親の考えていた

レールには乗れない息子に苛立ちを持っていました。 

息子が Color に行かなくなっても、ここがメインなのですが、ほんとに担当

スタッフさんたちは、私の相談に親身に乗ってくれました。今思うと、ほんと

に小さなことでも相談していたなあと思うのですが、本当に心強くて、それか

ら家族会というのも、同じ状況に置かれたという者同士の強さですよね。胸の

内を思う存分に出すことができるということが、本当に、負のスパイラルに入

りそうな私に、その時々で力を与えてくれたということで、6 年経った今もと

ても感謝し、私のできる範囲で通わせてもらっています。 

息子の方は Color を卒業したあとは、就労支援とか、作業所とか、事業所の

方には行けずに、というか行かずにというかで、病院のディケアに週１回くら

い、無理のないところで週 1 回くらい、2 年弱通いました。でもそれも今思う
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とうん？というところもあるのですが、「地域に生きたい」ということで、地域

活動支援センターに通って、それなりに自分らしい生き方を模索していたのだ

と思います。発症から 5 年経っていたので、お医者さんが変わっていたことも

あるのですが、お医者さんと相談の上で薬を中止したのですが、残念ながら体

調を崩し、まあ再発なのかな、ちょっと数ヵ月前には入院もしました。今も家

で静養中です。本当にこの病気、障害の、精神疾患の難しさを改めて思います。

でも、本当に今思えば皆さんそうなのですけれど、小さい時から相手を気遣い、

時にはいじめに遭ったり、そして傷ついたり、その中から自分なりに、人から

離れればどうにかなるのではないかということで、でも実際には孤立して、ス

トレスが重なって、この病気を発症したのかなと思います。まあその背景には

やっぱり生きづらさという、思春期のつらさを抱えていたのだと思いますし又、

今でいう発達障害がベースにあったのではないかと思います。構図で言えば二

次障害なのかなとも思います。でも、本当のところは、親も息子もよくわから

ないというのが今の気持ちです。ただわかっているのは、親も悩んだのですけ

れども、多分子どもは、本当にそれ以上に苦しんでいるのだと今も思います。

今、息子は 27 歳になりました。ですので、もう息子の人生は、自分で切り開い

ていってほしいなと思います。決してそれは投げやりとかではなく、本人が病

気を引き受けて、とても大変なことはわかっていますけれども、本人の強みを

生かして、リカバリーを目指してほしいなと。巣立ち会がやっているプログラ

ムにもある、当事者研究やラップなど本人が本当にヒットするものを見つけて

いって、人の力を借りながら、自分の物語を作っていってほしいというふうに、

まあ状況は決してよくないのですけれども、そこまで親は思えるようになりま

した。きっとそれは、こうした家族会との出会いが大きかったと思います。薬

も必要だと思いますけれども、「人薬」、「時薬」という言葉がありますけれど、

そういう中で少し親が俯瞰できるようになったのかなというふうに思います。 

子どもが動かないので、少し親が動きすぎているかもしれませんが、まあ、

私が好きな言葉に「動けば風が吹く」ということがありまして、まあ、結果は

どうであれプロセスを大事にしたいと思います。Color や家族会も、場所がな

いとできないのです。人は居るのですけれど、場所を提供してくれるというこ

とがないと成り立たない、それを成り立たせてくれています。私はここで学ん

だことを、地域の家族会の方で役立てています。当事者の家族として、地域自

立支援協議会にも当事者の視点で、強くモノ申して嫌われておりますが。  

（拍手） 
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E さん： 

私は精神疾患の当事者で、おそらくみなさんのお子さんと同じくらいの年齢の

場合もあると思うのですが、さきほど田尾さんのお話しにもあったように、や

はり当事者の話しがおそらく一番説得力があるというのが私自身も今までの治

療の経過で強く感じてきたことだと思いまして、まあイレギュラーなケースで

はあるのですが、母に同行して、基本的には私が話すということで参加させて

いただくことになりました。 

私は今 26 歳なのですが、4 年前に発病しました。大学生の時、就職活動が終

わって、まあ、将来の不安がちょっと度重なってしまって病気になりました。

単位はなんとか取り終えていたので、卒業はできて、いわゆるクローズドとい

う、自分の障害を隠した状態で、新卒で就職してみたのですけれども、疲れが

溜まる速度がすごく早くて、とても会社に行けるような状態ではなくなってし

まって入院をいたしました。３ヶ月ほど入院をいたしまして、退院をしたあと

で、巣立ち会のシンフォニーの中のアンダンテというところで、復職・再就職

の準備を開始しました。 

1 年ほど利用させていただきまして、金融機関の人事部に就職することがで

きまして、今お仕事をさせていただいております。そこに入って、最初はメデ

ィアの部署に配属されまして、自分自身が学生時代映画などを作っていた経験

を履歴書に書きまして、そういった部署に配属されたのですけれども、ちょっ

と会社の期待が高すぎたのと、私が病気で、能力がそこまで追いついていなか

ったということがあって、再度休職をすることになってしまいまして、半年ほ

どお休みをさせていただきました。その途中で、やはりもう一度、リハビリテ

ーションが必要ということで、今度はシンフォニーの中のルポゼというところ

があるのですけれども、そこで、3 か月ほどリハビリテーションを経て、今は

金融機関の人事部の仕事をしております。 

今実際何の仕事をしているかというと、基本的に私の１日の流れが、まず郵

便物を取りにいって、それを担当のかた全員にお配りして、そのあとに先輩方

から切り出していただいたお仕事をお手伝いするといった流れになっておりま

す。他にはお茶出しとか、来客対応ですとか、データ入力、といったこと、ま

た書類の整理やチェックといった、基本的な事務作業を主にやっております。 

今の会社は、オープンといって、障害者雇用、自分の病気の状態を公開した

状態で就職しているのですけれども、やはり自分の障害の特性で、いくつか仕

事を振られた時にどれを優先したらいいかわからなくなってしまう時があるの

で、そういったときに担当の方がいらっしゃるので、そのかたに相談するとい
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ったことと、現時点で電話応対は、まだ会社のことが右も左もわからない新入

社員なので、電話応対は免除させていただいております。また、自分の会社の

方が健常者のかたが、自己啓発といって、資格の勉強をされているかたが多い

のですけれども、病気の関係で記憶力の低下があるので、現時点ではそれも免

除させて頂いております。 

一度休職して戻ってまた再発するのはもったいないことだなと思ったので、

自分の病気がどういうものなのか、実際どういう症状なのかということなどに

ついて、A4 の紙にまとめまして、それを会社のミーティングで先輩がたの前で

発表させていただきました。 

実際、精神障害の何が恐いか、健常者から見て、何が病気なのかが目に見え

ないことだと思うのですね、それを担当の先輩がいらっしゃるのですが、その

かたとお話しして。やっぱり人事部というのはメンタルヘルスのことを勉強し

なければいけない方もいらっしゃるのですが、まだまだやっぱり理解が浅いか

たもいらっしゃるというお話しをいただいたので、実際に自分はどういう症状

で、どういう仕事は向いていて、こういうことはちょっと苦手です、というこ

とは、きちんと発表しました。そのおかげで先輩方からも、どういう仕事を山

田君にまかせればいいのかなということが、すごく分かりやすいと言ってもら

えたので、自分もストレスなく仕事ができている現状でございます。 

結局シンフォニーには 2 回お世話になったのですが、無事卒業しまして、復職

して 1 年が経ちました。 

その中で、通院は杏林大学病院に月に 2 回の受診をしています。あと、月に

1 回モニタリングといいまして、調布の事業所に行きまして、田尾さんに、ど

んなことがあったとか、こんなことがつらいとか、そんなことを、きちんと、

まあカウンセリングのようなことも含まれるのですが、そういったことをお話

して、自分が仕事で悩んでいることをきっちり相談して、自分の職場と、自分

の通っている病院と、就労移行支援事業所が、全体が連携して、全体が連携し

て、私の治療をサポートしていただいているといった現状になっております。

私自身、睡眠表というものを記載しておりまして、何時間寝たか、昼寝した場

合はどのくらい寝たのか、その日の体調はどうなのかなどといったことは毎日

記載しまして、自分に何があったかとか、ちょっと不安が高まったときに使う

頓服の薬をもらっているのですが、それを飲んだら、いつどのくらい使ったか

ということは必ず毎日記載して、自分自身の体調管理は徹底してやっておりま

す。 

2 回目の利用の時に、今目の前に座っている長門さんとお話しさせていただ
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いて、再発しないために、人事部に移動するとなった時に、じゃあどういうこ

とに気をつけたらいいかということを、ご多忙の中お時間をとっていただきま

して、いろいろとお話しをさせていただきました。その中で自分自身が感じた

ことは、私がどうして休職してしまったかというと、健常者の方と同じように

仕事をして元の自分に戻りたいという焦った気持ちがあって、心の底からきち

んと、自分が心の病を患っているということを受け入れられなかったことが原

因の一つとして挙げられると思っています。まずは、今もそうなのですが、先

輩方からもらった目の前の仕事をひとつひとつクリアしていかないとなりませ

ん。治療のゴールというのは一人一人違うと思うのですが、私の場合は、きち

んと安定して仕事が続けられるようになる、社会復帰がゴールだということを

主治医と話しましたので、目の前の仕事ひとつひとつをこなしていく、そうで

ないと、そこで体調を崩してしまったら、すべてまた振り出しに戻ってしまう

ということに気づくことができたので、それもあって、先ほどもお話ししたの

ですが、ミーティングで会社の人たちに自分の病気がどうかということを話し

たのもあいまって、自分自身が病気を受け入れることがようやく、４年経った

のですが、できるようになって自分自身気持ちがすごく楽になりました。がん

ばりすぎなくていいのだということをすごく感じています。 

今実家に住んでいるのですが、実家で親に生活のサポートをしてもらってい

て、少し申し訳ない気持ちとか、同年代が段々一人暮らしを始めてとか、あせ

る気持ちはあるのですけれども、1 つ 1 つ乗り越えていく中で、親のスネがな

くなるまで、かじりすぎているなあとは思うのですが、1 つ 1 つ目の前のこと

をこなしていくということがいかに大切かがわかりました。それがやっぱり自

分自身の病気を受け入れるということにつながったのではないかと思っていま

す。このあとグループワークなどがあると思うのですが、私自身 20 代で発病し

て、前途山あり谷ありだったのですけれども、そういう経験をみなさまにシェ

アさせていただくことで、みなさんの何かお力になればと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。(拍手) 

 

E さん母： 

巣立ち会に入ったころは、調布の駅からシンフォニーまで歩くのもやっとで、

休み休み、途中の公園で 10 分寝たりとかしながら行ったのです。それが、サポ

ートしていただいて本当に元気になることができました。私はおろおろして、

本人と一緒に過ごすだけなのですけれど、親以外のサポートが本当に必要と思

っています。みなさんも、息子さん、娘さんがいらっしゃると思いますけれど
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も、シンフォニーというところも本当に素晴らしいところなので、家族会もど

うぞぜひ参加してみてください。(拍手) 

 

F さん：みなさんおっしゃいますけれど、やはり、誰かと繋がるということが、

親自身もとても大切なことだと思います。私もどこにも繋がる前は、テレビを

見たり、本を見たり、いろいろなものを見聞きして、原因はなんだったのだろ

うとか、どうしたら将来を見据えることができるだろうかとか、そういうこと

を一人で一所懸命考えました。だけれど、やっぱり一人の世界ではだめなので

すね、うちの息子は今 28 歳で、就職したあと半年ほどで調子崩しまして、その

あと紆余曲折ありました結果、アンダンテで 2 年間お世話になりました。本人

は社会復帰をしたいとか、復職したいといった希望がすごく強かったものです

から、その部分で私はあまり苦労はなかったのですけれども、やはり、本人が

つながりたいと思っていない方もきっとたくさんいると思うのですね。よその

人と話すのはいやだとか、そういう気持ちのお子さんもたくさんいらっしゃる

と思うのです。 

やっぱり、もしお子さんがそういう状況でも、せめて親だけはどこかにつな

がって、細い糸をたぐりよせるようにしてでも、どこかにつながっているとい

うことが大事。ただし、繋がるといっても世知辛い世の中なので、自分で繋が

るに値する相手なのか、そこはやっぱり自分で判断するのが大事。ひきこもり

の人を引き出す、引き出し屋とか、テレビでやっていますけれど、そういうの

を頼りたくなる気持ちってよく分かるのだけれど、頼れる相手を見定めるとい

うのは、いつもアンテナを張っていかないとだめ、あとで後悔することがない

ように、つながるに値する相手をきちんと見定めて、そしてそこには、自分の

欲とか羞恥心とかそういうものは捨てて、つながると決めたら、つながり続け

ていたいなと今私は思っています。（拍手） 

 

G さん： 

当事者である息子は現在 33 歳です。高校 2 年生頃より時 「々他人が自分の悪

口を言っている。」と口にし、やる気がでずよく寝ていました。 

大学入学後も、相変わらず無口で、体がだるいとよく寝ていました。けれど

も、親は本人の調子が悪いということに気付かず、男の子だから無口なのだと

思っていました。そして、就活が終わったと同時に症状がひどくなり、この時

になり初めて親もおかしいということに気が付きました。 

たまたま NHK の教育放送をつけたら、田尾先生がお話しをされていました。
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話を聞いていると、自分の息子の症状に似ていることが多いということに気付

きました。番組を見た後、すがる思いで先生のところに連絡をしました。先生

が、「すぐに子供をつれてくるように」と言われました。本人に、「色々と相談

してくださる先生がいるから行く？」と聞くと、本人も「行く。」と言ったので

一緒に行きました。いろいろお話しを聞いていただき、アドバイスや主治医の

先生を紹介していただきました。 

入社９年目の今でも山あり谷ありです。本人は色々つらい思いもたくさんし

ましたが、田尾先生や、巣立ち会のスタッフと主治医の先生に励まされ支えら

れてどうにか乗り越えることができました。最近では、職場の人の中にも相談

できる人がいるようになってきました。また、落ち込んでも立ち直るまでの期

間が短くなってきたように思います。 

家族もつらいのですが、当事者はもっとつらいと思います。相談できる方々

に出会い、助けていただけたので乗り越えられてきたと思います。どこのご家

庭でも悩みはあると思います。「なんとかなる。」という気持ちを持っていただ

き、当事者家族はとにかく一人で悩まないで相談されることをおすすめします。

（拍手） 

 

H さん： 

23 歳の息子がおります。私は Color の家族会に参加させていただいて 1 年ち

ょっとで、この中ではまだ新米でございます。でも、今聞いていただいておわ

かりのように、みなさんいろいろな経験をされて、いろいろな思いを乗り越え

て来たかたばかりいらっしゃるので、私が何かを相談する時に、家族会のかた

に相談すると、とても救われています。 

 息子は発達障害という診断を受けてから、自分の苦手を理解した上で、何がで

きるかというのを、一所懸命模索しております。大学の方は休学を繰り返して

いて全然卒業の目処が立っておりませんが、私は全力でサポートする心づもり

はしております。 

家族ですが、うちの主人はお酒を飲むと人格が変わってしまうということが

ありまして、いまは離れて住んでおります。あと、4 つ下の弟がおりますが、

長男がそういう発達障害とかうつ病とかを発症したことで、弟も含めて家族み

んなが病んでしまったのです。その時に、私がなんとかしなくては、私が治さ

なくてはと、すごく焦りまして、保健所から市役所から事業所と、いろいろな

ところを尋ね、講演会などで勉強しながら、なにが出来るかを模索していたと

きに、田尾さんとお会いする機会がありました。 
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私は多分これから先もいろいろなことを、いろいろな人に助けてもらいなが

ら、相談しながら乗り越えていくことが、息子と同じようにあると思うのです。

たまに田尾さんと面談させていただくときに、ズバッと言われることがありま

す。「あなたは息子さんのことを信じて待つことができますか？」と聞かれたの

です。それを聞かれたタイミングの時には、私は一杯いっぱいで、息子のこと

を全く信じておりませんでした。息子が口先ばかりで、全然行動がともなわな

くて、「明日は行くから」「明日はやるから」と言うことに対して、口だけだな

と、全く信じていなかった時期に、田尾さんにそう言われた時に、「ああ、私こ

の子のことを全然信じていない」と、親なのに信じられていないということに、

気づかされました。なので、傷に塩を塗るようなことはあえてしなくてもいい

と思うのですが、たまにやはり現実と向き合って、今自分ができているのかと、

ちょっと分からなくなる時は、スタッフの方にもご相談させていただきたいと

思っています。（拍手） 

 

 

田尾：先程私は、「体験の専門家」と言いましたけれど、お聞きになった通り、

どんな専門家の話よりも、いろいろな示唆に富んだご経験の話しだったなと思

います。ありがとうございました。 
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巻末資料（3） 

「ひきこもり支援の医学的基礎と実践」講演会 令和元年 9 月 28 日 

「ひきこもりと関連する精神疾患について」講演要旨 

講演者：清野知樹（吉祥寺病院・東京大学医学部附属病院、巣立ち会顧問医） 

 

今日はひきこもりに関連する精神疾患とか発達障がいについて話します。関

連するというのは必ずしも原因であるというだけではなくて、結果であるかも

しれないのですけれども、とにかくひきこもりと関係しやすいという視点で、

出てきやすいものをお話させていただきます。 

 

ひきこもりの統計 

まず精神疾患の話に入る前に、少しひきこもりの統計についてお話させてい

ただければと思います。いくつか報告があるのですけれども、厚労省と内閣府

の出している報告が、いちばん数が大きいので、こちらの紹介になりますけれ

ど、まず 20 歳から 49 歳で、人生で一度はひきこもり経験がある人が 1.2％、

40 歳から 64 歳のひきこもりの人が調査時点で 1.5％、そこから推計すると全国

でおそらく 61 万人以上はいるだろうという計算になっています。それから、調

査時点でひきこもり状態であった人が 0.5％という結果になっていました。ま

た、この研究報告では、男性の方が女性よりひきこもりが多く、20 代の方が 3、

40 代よりも多いという結果でした。それから、40 から 64 歳のひきこもりのう

ち 7 年以上ひきこもっておられるという方が半数以上だったという結果になっ

ています。また、別の関連する研究なのですけれども、初めてひきこもりにな

った年齢は 10 代が 5 割以上、ひきこもりになった年齢の平均は 22 歳というよ

うな報告もあります。 

 

精神疾患との関連 

同じ研究の結果なのですけれども、何らかの精神疾患がひきこもりに併存し

ている場合が 54％と半分以上だったと、これは一般の方の約 3 倍であると、ひ

きこもりでない方に比べるとひきこもりの方は 3 倍以上が何等かの精神疾患を

併存しているという結果でした。特に多かったのが、うつとか双極性障がいと

いう、気分障がいと言われるものなのですけれども、それが 32％で一般の約 6

倍という結果になっています。また、不安症が 18％という結構高い割合であっ

たという結果になっています。またこの研究では、ひきこもりの前にすでに精

神疾患があったと思われる割合が約 3 割、それで、ひきこもりになった後に精
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神疾患を発症したと思われる方の割合が 16％という結果になっています。この

結果からやはり原因にもなりうるし、結果にもなりうるということがわかると

思います。ひきこもりということ自体が精神疾患の症状であることもあります。

あるいはひきこもりが、精神疾患の発症をなんとか防ごうと、本人がなんとか

具合が悪くならないように、あえてひきこもっているというような場合もあり

ます。なので、現実的な因果関係を特定するのは難しいというふうに考えられ

ると思います。 

 

精神疾患からひきこもりになるケース 

精神疾患からひきこもりに至るケースというのは、たとえば、精神疾患や発

達障がいの症状でひきこもる、たとえば統合失調症という病気があるのですが、

その症状でひきこもる、というケースとか、もともと精神疾患・発達障がいが

あって、それに外的な要因とか心理的な要因が加わって、たとえば発達障がい

があった方が、そのままだとひきこもらなかったのだけれど、そのせいで学校

でいじめられてしまってひきこもった、というようなケースもあります。実際

にはまあ、このようにきれいな順番にはなっていなくって、精神疾患の症状自

体が影響しているし心理的な要因も影響しているし、ひきこもり自体が心理的

な要因を引き起こしたりというふうに、これらの要因が複雑に絡み合っている

ことも多いと思います。 

 

ひきこもりから精神疾患になるケース 

逆に、ひきこもりから精神疾患に至るケースもあります。たとえば、いじめ

られて抑うつ状態になって、それでひきこもる、といったような、心理的・外

的な要因から精神疾患になってひきこもるというケースもありますし、心理的

な要因からひきこもっているうちに精神疾患を発症する、たとえば、いじめら

れてひきこもっているうちに統合失調症になった、うつ病になった、みたいな

ケースもあります。こちらについても、やはり実際にはこれらの要因が複雑に

からみあっていることが多いと思われます。 

 

ほとんどの精神疾患がひきこもりと関連 

いくつか、ひきこもりに関連する精神疾患を挙げました。実際には、いろい

ろなパターンがありますが、ほとんどの精神疾患や発達障がいがひきこもりと

関連しうるということになります。今日取り上げるものをざっと挙げますが、

「適応障がい」「気分障がい(うつ病、双極性障がいなど)」「統合失調症」「不安
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症（社交不安症、パニック症、対人恐怖症）」「PTSD」「強迫症」「発達障がい

（ASD/ADHD など）」「知的能力障がい」「依存症（アルコール依存症など）」「パ

ーソナリティ障がい」、これらについて取り上げていきたいと思います。 

 

今回の内容 

ただ、ひとつひとつの細かい医学的な情報や個別の具体的な治療法について

話していくと、一つの疾患だけでもだいぶかかってしまいますので、時間の関

係上、詳しいことは取り上げません。むしろひとつひとつの精神疾患・発達障

がいが、どのようにひきこもりと関連するかについて相当ざっくりとお話しし

ようと思います。また、少し詳しくお知りになりたいとか、ご質問も出てくる

かと思いますが、あとで質問の時間も設けるので聞いていただければと思いま

す。また、ちょっと注意していただきたいのは、すべてのひきこもりが精神疾

患と関連するわけではありません。しかし、今回は医療的な治療とか支援で本

人の苦痛の軽減や社会的な状況が前向きになる人が少しでも増えることを願っ

て情報提供いたします。 

 ではここからひとつひとつの精神疾患や発達障がいについてお話します。 

 

適応障がい  

どのような状態かということで説明しますと、いじめなど、なんらかのスト

レスをきっかけに、うつ状態とか不安の症状が出現しているというような状態

です。具体的な症状は、気分の落ち込みとか、意欲の低下、不安、もともと好

きだったことが楽しめない、眠れない、あるいはむしろたくさん寝てしまう（過

眠）、食欲が落ちたり、むしろ過食になったりとか、場合によっては死にたい気

持ちが出てくる、それから頭痛や腹痛などの症状も出てきます。要は「うつ状

態」の症状が出てくるので、うつ病との区別が難しい場合もあります。よく、

適応障がいって、軽く見られがちなのですけれども、ご本人の苦痛は非常に強

くて、なかなかよくならなかったり、死にたい気持ちも出て来たり、ご本人の

苦痛は大変強いものとなりますので、軽くみないでいただければと思います。 

具体的なひきこもりとの関連としては、たとえばストレス状況から自分の身

を守るためにひきこもるとか、ストレス状況へのさらなる暴露によって、うつ

とか不安症状が悪化することから自分の身を守るために、そういう状況から離

れるためにひきこもっているというようなこととか、あるいは、適応障がいの

症状でうつ状態で意欲が出ずに、外に出られないためというようなパターンが

あります。 
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気分障がい（うつ病/双極性障がいのうつ状態）  

次が気分障がいで、うつ病というものとか、あと躁うつ病、双極性障がいと

いう病気のうつ状態になります。うつ病は、うつ状態の症状がずっと出るもの

で、双極性障がいは、うつの症状に加えて、時々、むしろ元気になりすぎる、

躁状態とか軽躁状態というような状態が出るという病気になります。具体的に

何が起こっているのかというと、脳の中で、セロトニンとかノルアドレナリン

といった、神経伝達物質が不足したり、バランスが崩れることで、うつ状態を

呈している状態というふうに考えられています。症状は、先ほど申し上げた適

応障がいと同じようなうつ状態の症状が出てきます。いくつか、今日取り上げ

る精神疾患の中で、お薬の治療の重要性が高い疾患があるのですが、この気分

障がいというのも、やはり脳の中でのセロトニンとかノルアドレナリンといっ

た神経伝達物質の問題なので薬剤治療の重要性が高い疾患のひとつということ

になります。ひきこもりとの関連につきましては、先ほどとちょっと似ていま

すが、ストレス状況から自分の身を守るためとか、うつ状態の悪化から自分の

身を守るためとか、うつ状態で意欲が出ず、外にでられないため、などがあり

ます。 

 

統合失調症 

どのような病気かと言うと、脳の中のドーパミン、ちょっとさっきのものと

は違う種類のものなのですが、別の神経伝達物質が過剰な状態になることで、

起こるものと考えられています。具体的な症状としては、幻覚や妄想とか、ま

とまらない言動、これらを陽性症状というのですが、こういうような症状が出

ること、あるいは、むしろうつ状態に似た、意欲低下とか、感情がわかないみ

たいな、これを陰性症状というのですけれども、というような症状がでる、と

いうふうに大きく分けられます。こちらも、やはりドーパミンという物質がバ

ランスを崩してしまっているので、薬物治療でそのバランスを整えてあげる事

が治療上かなり重要な位置を占めるということがあります。 

ひきこもりとの関連については、たとえば統合失調症の症状で、自分を批判

するような声、まあ幻聴ということにはなるのですが、ご本人にとってはあり

ありと自分を批判してくるような声が聞こえるわけなのですね、それが怖くて

外出できないとか、追跡されるような感覚が怖くて外出できないとか、あるい

は陰性症状で、外に出る気力が湧かないからとかいうようなパターンがありま

す。また、症状でいじめられてしまって、トラウマで外出できないという方も
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いらっしゃいますし、あるいはご家族の方に最初のうちは外出させてもらえな

かったというところから、そのうち本人としても外出しなくなったというケー

スもあります。 

 

不安症/不安障がい（特に社交不安症） 

これはまた別の病態で、昔は不安障がいと言われ最近は「不安症」とちょっ

と名前が変わっていますけれども、「不安症」というのは、いくつかの病気をま

とめて言う概念で、細かい病気自体は、社交不安症とか、対人恐怖症とか、全

般不安症とか、パニック症、広場恐怖症、限局性恐怖症、分離不安症と、いろ

いろなパターンがあります。これらは、置かれる状況は違うのですけれども、

いずれも何らかの状況におかれた際に不安が高まるような病気です。こちらも、

不安を感じる脳の部位の過活動とか神経伝達物質の機能の異常が確認されてい

て、「対人恐怖」と言われると、気合とか根性でなんとかなるのではないかと思

われがちなのですけれども、なかなか、気合とか根性とかで、脳の一部分が過

剰に働いてしまうことを抑えようというのはなかなかむずかしいだろうと考え

るとわかっていただけるかと思うのですが、やはり気合や根性で不安を鎮める

ことは難しいので、適切な医療なり支援なりがあると良くなりやすいというこ

とになります。こちら不安症に加えて、うつ病を合併していたり、統合失調症

を合併していたりということもよく経験します。  

ひきこもりとの関連につきましては、たとえば、社交不安症では、他の人の

注目を浴びる場面で不安が非常に高まるという症状があるのですけれども、そ

ういうことでだったり、対人恐怖症という病気では、他の人を不快にさせてい

るのではないかという不安が出るのですけれども、その不安のために対人場面

に出たくないというふうに考えて、ひきこもっていくようなケースもあります。

広場恐怖症というのは、広い場所とか、公共交通機関を利用することで不安が

高まる病態で、同じようにそういう不安のために外に出られないというパター

ンになりやすいです。また、パニック発作というような症状があって、パニッ

ク症という、それ自体が出る病態もありますし、これらのパニック症以外のす

べての不安症でパニック発作が出るのですけれども、出た瞬間には、もう今す

ぐ死んでしまうのではないかといった感覚に陥りますし、それを他の人の目の

前で起こしたくないというふうに思われる方もいらっしゃいますので、そこか

らひきこもりになってくるという人もいらっしゃいます。全般不安症というの

は、いろんな場面で不安が強くなるというパターンです。分離不安症というの

はお子さんとかに出やすい病態なのですけれども、愛着を持っている、お母さ
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んとかお父さんから離れることが苦痛になって、外出とかできなくなってひき

こもっていくというケースもあります。 

 

心的外傷後ストレス障がい（PTSD） 

昔は不安症と関連するとかとも言われていたのですけれど、PTSD という単語

をお聞きになられたことがある方も多いと思うのですが、心的外傷後ストレス

障がいというものもひきこもりと関連します。どんなものかというと、すごく

大きなトラウマ体験があって、まあこれは、一つの場合もあるし複数連続で起

こっていたという場合もあります。トラウマ体験があってから、トラウマ体験

がフラッシュバックしたり、トラウマを思い起こさせるような状況に行くこと

への強い不安とか、イライラとか、警戒心、不眠などの症状がみられている状

態です。まあ、症状でもありますが、原因となったトラウマ体験を思い起こさ

せる状況に行くことで非常に強い苦痛を生じさせるため、行くことができず、

それが外出できないということになったりします。 

 

強迫症（強迫性障がい） 

これは、どのような状態かと言いますと、強迫的な考えとかイメージ、「強迫

観念」と言うのですけれども、というような考えが出てきてしまって、それを

抑え込もうとして強迫行為がみられているというような状態です。自分が汚れ

ていのではないかと思って手を繰り返し洗う、洗浄強迫というものだったり、

鍵とかガスの元栓とかをしめたか不安なので何回も確認してしまう、確認強迫

などが典型的です。ひきこもりとの関連は、たとえば強迫行為に時間がかかっ

てしまう、たとえば汚れていると思うため 1 日に何時間も身体を洗わないとい

けないという強迫行為に至ってしまうので、そもそも外出する時間がないとい

うパターンとか、外に出ると汚れてしまうから、それが嫌だから外出したくな

いとかというパターンもあります。 

 

自閉スペクトラム症（ASD） 

次からは発達障がいになります。最初は、いろいろ名前が変わってきていま

すけれど、「アスペルガー」とか、「広汎性発達障がい」とかいわれて、今は「自

閉スペクトラム症」という名前になりました。英語で ASD と言ったりもします。

どのような状態かといいますと、社会的コミュニケーションとか対人関係の困

難さ、それから限局した行動や興味というものが特徴の発達障がいのひとつに

なります。他人の気持ちを想像することが苦手、社会のルールがわからないと
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か、会話が独特とか、他の人に興味がないようにみえるとか、好きなことしか

しようとしないとか、感覚過敏といったような特徴があります。これらが全部

ある方もいらっしゃれば、一部だけという人もいます。スペクトラムという名

前が象徴しているように、いろいろな程度があって、重症の方は、生まれてか

ら 3 歳から 5 歳ぐらいの検診の時や幼稚園、小学校の場面で気づかれやすいの

ですけれども、ちょっとだけあるというかたもたくさんいらっしゃって、軽症

とか中等症の方は、実は生まれつきこれらの特徴を有していても、思春期や大

人になるまであるいは病院で診断されるまで明らかにならないことも多いとい

うようなものになります。それから、思春期以降は、うつ病だったり適応障が

いだったり不安症だったりというような他の疾患が併存していることも多くな

ってきます。ひきこもりとの関連は、この ASD 自体の特徴のためにいじめられ

て学校に行くのが怖いとか、ASD の特徴で学校で孤立してしまったためとか、

ASD で社会に適応できなかったとか、ASD の特徴のために他者への興味がなくっ

て、自分の好きなことをしている方が楽しいということで行かないとかといっ

たパターンもあります。 

 

注意欠陥・多動症（ADHD） 

不注意と多動性・衝動性が中心になる発達障がいになります。一つのことに

集中できない、ミスが多いとか、順序だてて計画できない、落ち着かない、順

番を待てないというような特徴が出てきます。ASD と同じように、思春期以降

は他の疾患が併存していることも多いです。また、ASD と ADHD が両方共存して

いることも多いです。ひきこもりとの関連については、ASD とも似ていますけ

れども、特徴のためにいじめられて学校に行くのが怖いとか、特徴のために学

校で孤立してしまうとか、社会に適応できなかった、みたいなパターンがあり

ます。 

 

知的能力障がい(知的障がい) 

学習症(学習障がい) 

以前は「知的障がい」と言われていたが、今は「知的能力障がい」と言われ

るもの、「学習障がい」、「学習症」と呼ばれるものがあります。これらは、全般

的な能力、あるいは特定の能力が、平均よりも相対的に低いことを特徴としま

す。これらもやはり、思春期以降は他の疾患が併存していることも多いです。

これらも、特徴のためにいじめられて学校に行くのが怖いとか、特徴のために

学校で孤立してしまったとか社会で適応できなかったといったことでひきこも
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りになりやすいです。 

 

パーソナリティ障がい 

次がパーソナリティ障がいという、ちょっとまた次元が違うものになるので

すけれども、こちらは思春期以降にだんだん、いろいろなパターンがあるので

すけれども、パーソナリティの偏りというものが出てくるというような状態に

なります。いくつかのパターンがあって、こちらに書いてあるのは一部ですが、

「回避性」「依存性」「自己愛性」「境界性」というのはひきこもりと関連しやす

いパターンです。特に回避性パーソナリティというのは、批判や拒絶の恐怖が

強いため、ひきこもりになりやすいと考えられています。こちらもいろいろな

精神疾患、うつ病だったりとかを発症しやすかったり、あるいは双極性障がい

や、ASD などとなかなか区別が難しかったりといったケースもあります。 

 

精神疾患の併存 

個別の精神疾患や発達障がいについてのお話は以上になります。今までお話

してきた中で出てきたように、精神疾患が一つではない、合併しているという

ことも非常に多いです。たとえば、いじめられて⇒適応障がいになって⇒ひき

こもりになって⇒うつ病になったとか、発達障がいがあって⇒いじめられて⇒

適応障がいになってから⇒ひきこもったというケースとか、うつ病になって⇒

ひきこもっているうちに⇒依存症を発症したといったケースもありますし、そ

もそも不安症とうつ病が併発していたり、PTSD とうつ病が併発していたり、3

っつある場合もあって、ASD と ADHD とうつ病といったこともあります。 

 

治療について 

ここから、治療とか支援のお話を少しさせていただければと思うのですけれ

ども、どの精神疾患とか発達障がいにおいても、「薬物治療」と、「心理的支援」、

精神療法とか、あるいは認知行動療法といったようなものあるいは SST といっ

たいろいろな技能訓練のようなものも含まれます。それに加えて「社会的支援」、

環境調整とかいろいろな社会資源の利用などといった三点による総合的な支援

を考慮することになります。この 3 つのバランスにつきましては、どのような

疾患があるか、どのような発達障がいなのか、どのような状況でひきこもりに

なったのか、ひきこもり支援のどの段階にあるか、ご本人や家族のご希望など

総合的に考えて、これらのウェイトがかわってきます。治療でご不安もあるか

なとも思うのですが、ご本人とかご家族の希望が非常に大事なので、遠慮なく
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主治医と相談していただくのがいいかなと思います。意外とご本人のご意向や

ご家族のご意向が、治療方針を決めるのに重要なので、むしろ歓迎しておりま

す。 

ちょっとご参考までに再度、薬物治療の重要性が特に高い疾患を再度列挙さ

せていただきます。脳の中のホルモンなどのバランスが原因になっていること

が明らかになっている、統合失調症、双極性障がい、うつ病に関しては、薬剤

治療の重要度が高いことはご了解いただければと思います。 

治療とか支援で改めて確認させていただきたいのは、すべての精神疾患とか

発達障がいは、本人の気合や根性の問題ではありせん、そのため、周囲の安易

な励ましは禁物です。「とにかくやりましょう」「がんばりましょう」とか、「気

合いれましょう」とかというのはちょっと言い方とかも考えましょう。 

それから、ほとんどの精神疾患で、原因を特定することは難しいです。まあ

PTSD とか適応障がいは、はっきりと特定できることもありますが、ほとんどの

場合は、原因がこれなのではないかと思われることが出てきてもおそらくそれ

だけではないというのが実際のところだと思います。 

また、ご家族の方とか支援者もつい考えてしまいがちなのですが、家族の育

て方の問題ではありません。これも改めて確認させてください。 

それから、ご家族も含めて、周囲はあの時こうしておけば、早く気づいてい

れば、等と思いがちなのですけれども、原因探しをせずに、過去よりも今でき

ることについて考えていただくのがいいのかなと思います。 

それから、注意したいのが、当初は前述のような、精神疾患とか発達障がい

が理由でひきこもっていたケースであってもそれだけではなく、周囲の理解と

か社会的要因とかその後さまざまな要因が絡み合ってしまっていることも多く、

ひきこもりから脱するのには時間がかかることも多いです。そのためいろいろ

な支援者で協力し合って、ご本人ご家族みんなで協力しあって、あきらめない、

息の長い支援をしていくということが重要になってくると思います。 

今日は、どのように支援を考えていくか、始めていくかということを考えて

いければと思います。 

 

参考文献 

挙げればきりがありませんが、厚労省のホームページに乗っている「ひきこ

もりの評価・支援に関するガイドライン」が詳しく書いてあるので、支援者の

方は目を通していただければと思います。同じく厚労省のホームページの中に

それぞれの精神疾患に関するより詳しい情報がきちんと書かれていますので、
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興味のあるかたはまずはそういうところから見ていただければと思います。 
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巻末資料（4） 

「巣立ち会若者支援の医学的基礎」講演会  令和元年 11 月 27 日  

「『発達障害』特に自閉スペクトラム症について」講演要旨 

講演者：澤井大和（吉祥寺病院 巣立ち会顧問医） 

 

本日は巣立ち会の「若者支援の医学的基礎と実践」ということで、前半の医

学的基礎の部分を私の方からお話させていただきます。スライドの内容自体は

私が入院患者さんで自閉スペクトラム症と診断した方に対して、その特性や、

今後暮らしやすくしていくための工夫をフィードバックする際に使っている資

料を元にしています。発達障害の診断を満たさないとしても、同じような所で

悩みを抱えている方々にとっては、同じような工夫で活用できるのではと考え

ていました。今回の若者支援の医学的基礎の話は、こういった内容で発達障害、

主に自閉スペクトラム症についてお話しさせていただきます。 

別の角度から見ますと、皆さんユニバーサルデザインという言葉をご存知で

しょうか。これは、障害の有無にかかわらずあらゆる人に利用しやすいデザイ

ンということで、ここに画像をあげているのですけども、例えばシャンプーの

ポンプのところに出っ張りがついてますが、リンスの方はついていません。こ

れが何のためにあるのかというと、目の見えない方、視覚障害のある方にとっ

ては、もちろん触ることで両者の区別がつくということで利用しやすいデザイ

ンなのですが、視覚障害の有無にかかわらずシャンプーをするときは皆さん目

を閉じていると思います。それを触って区別がつくというのは、障害の有無に

かかわらず使用しやすいデザインとなっています。これを若者支援に置き換え

るとどうなるかといいますと、発達障害などの診断の有無にかかわらず、困り

ごとに直面している人が活用、相談しやすい場所であったり、通いやすい場所

であったりということになるのではないかと思います。ですので、本日ははじ

めに発達障害、主に自閉スペクトラム症を例にどういったところで困ることが

多いのか、そしてその困り事に対して、どういった工夫が考えられるのか、と

いったことを見ながら、実はそれが発達障害の診断を満たさなくても、同じよ

うな所でお困りの方には活用できるのはないかという視点で聞いていただけれ

ばと思います。 

 

今日の内容 

今日の内容は大きく分けて三つです。最初に発達障害全般について大まかに

触れて、次に自閉スペクトラム症についてお話しします。続いて自閉スペクト
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ラム症の方々に暮らしやすくする工夫として提案していることをお示しします。 

 

「発達障害」とは 

そもそも発達障害は日本の法律だとこのように定義されています。「脳機能の

発達の障害であって、症状が低年齢から発現するもの」。例えば自閉スペクトラ

ム症の他にも、注意欠如多動症や学習障害などが含まれています。あくまで脳

の一つのタイプ、特性のことを指している言葉です。よく苦手な所の部分のみ

が注目されがちなのですけれども、それは状況によっては強みになるというこ

とでもあるというのが、発達障害全般に通して言えることです。 

 

発達障害の診断をつけるということ 

ここで発達障害の診断をつけるということなのですけど、診断は支援に繋が

ってこそ意味があると言われています。特に発達障害の場合、診断の為にこれ

までの生活を振り返っていくことになります。そうした中でたとえ診断がつか

なかったとしても、自分で発達の特性を知ることが出来て、これまで困ってい

たことや混乱していたことについて説明がついて納得できるということも多々

あります。発達障害というのは生来の脳のタイプを指すので、努力不足や親の

育て方のせいではありません。こういった生来の脳のタイプを持った人が家庭

や保育園、幼稚園、学校、会社といった環境の中で困りごとに直面すると、そ

れが障害としてあらわれてくるということになります。逆に言うと、苦手な所

を補って得意な所をいかせるように社会環境の調整ができれば、それは障害で

はなくなってくると言えると思います。 

 

症例呈示 

ここから二人の症例の提示を行います。架空の症例をスライドの上でのみ掲

載します。二人示しますけれども実は社会資源や地域の相談機関の有無ってい

うのがかなり大きな違いを生んだということで見ていただければと思います。

（症例呈示は文書では割愛） 

 

 

自閉スペクトラム症（ASD） 

ここからは自閉スペクトラム症についての話をさせていただきます。診断基

準を最初にお示しします。よく A 項目「社会コミュニケーション、対人的相互

反応の欠如」という方の、人付き合いが苦手というところだけが注目されがち
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なのですけれども、実は B 項目「行動、興味、または活動の限定された反復的

な様式」という、要するにこだわりであったり、興味の限局であったり感覚過

敏といった特徴両方そろって診断がつくものなのです。人付き合いが苦手とい

うことだけで発達障害だと勘違いされやすいのですが、両方そろうことが診断

上は必要です。繰り返しになりますが、発達障害、自閉スペクトラム症の診断

のためにこれまでの生活を振り返って、生活上どんなところが苦手だったかを

把握することが必要です。 

 

「スペクトラム」＝連続体 

ここで、スペクトラムという言葉が何度か出てきていますけれども、これは

連続体という意味を指します。もともと自閉症という診断名は、自閉度が高く

て知的にも制限されている、人たちを指している診断名だったのですけれども、

言語発達に問題はないけれども自閉症と同じような特徴をもつということで、

アスペルガー症候群といったような色々な診断が提案されました。実はそうい

った人たちが、一個一個別々に分けるのではなくて、同じ特徴を持った人とい

うことで連続体とみなして診断を付けた方が、サポートを考える上でも治療を

考える上でも有益なのではないかということで、それがまとめて自閉スペクト

ラム症というようになりました。自閉度（大まかには症状）が重い人から軽い

人までつながっている疾患概念です。発達障害ではない多数派の人を定型発達

というのですが、実は定型発達と言われている人の中でも、つまり診断がつか

ない人の中でも、こういった特性を満たす人はかなり多いと言われています。

この辺りはいわばグレーゾーンと言えると思います。診断がつかなくても発達

障害の診断基準を満たす人と似たようなところで困る人も、かなり大勢いると

いらっしゃるということがわかります。 

 

自分自身の「特性」を知っておくと 

そこで自分自身の特性を知っていることにどんなメリットがあるのか、お話

ししておきますと、それは診断の有無を問わず、お困りの当事者だけではなく、

周りの支援者にとっても、ストレスになりやすい環境や、なりにくい環境を把

握できるのが特性を知っておくことがメリットです。また苦手を補う工夫や、

強みをいかしていく工夫を考えていくうえでのヒントにもなります。 

 

人とのかかわり方の特徴 

ここからは ASD、自閉スペクトラム症に見られる発達特性の例を、順番に見
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ていきたいと思います。まず、人とのかかわり方の特徴について、よく苦手な

ところに書いてある、「相手の感情や気持ちが分からず苦労してしまう」という

ことが注目されがちなのです。これは裏を返せば、状況によっては常識にとら

われずにユニークな発想ができるということにもなります。また年齢や身分、

相手を判断せずに公平に接することができるという強みにもなります。 

 

コミュニケーションの特徴 

コミュニケーションの特徴ですが、よく会話だと相手の言っていることが分

かりにくくなるという方がいらっしゃいます。このイラストにあげているので

すけど「適当に花の水やりをやっておいて」と言われたときに、その「適当」

というのが、なかなか伝わりにくくてわからなくなってしまうという方がいら

っしゃいます。これも裏を返せば、ご本人は言葉を正確に使いたいという思い

があって、また日付や数という事実についても正確にされたい、話したいとい

う強みになることです。 

 

切り替え・応用力の特徴 

切り替え、応用力の特徴ですが、「譲れないこだわりがあって苦労してしまう」

方もいらっしゃいます。これも裏を返すと関心のあるものに対しては人一倍熱

心に取り組めたりするということになります。よく、「いつもと違ったり予想と

違うと焦る」ということが、苦手として言われているのですけれども、これも

逆に言うと、見通しがしっかり立った場面では安心して実力を発揮できるのが

強みです。 

 

感覚のかたより 

ここからは感覚のかたよりを紹介します。細かい音質の違いだったり、絶対

音感があるっていう方もいらっしゃるのですが、よく発達障害の診断を満たす

方の中には、他の人が聞き流せるような音が気になってしまい辛かったり気が

散ってしまうという、聴覚過敏にお困りの方もいらっしゃいます。こういった

特徴は、診断を満たす全員にあるわけではありません。また同じ人の中でも、

体調や緊張感に左右されてひどくなったりよくなったりすることが知られてい

ます。聴覚以外にも、色々な感覚の例が知られています。この絵のように突然

触られるのが苦手という方もいらっしゃいます。他の感覚の特徴については手

元のプリントにも書いてありますのでご参照ください。 

（触覚：気に入った/苦手な肌触りがある。人に体を突然触られるのが嫌い。 
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圧覚：体が圧迫されていると落ち着く。もしくは我慢できないほど嫌い。 

視覚：特定の形・色・動きが好き。まぶしいのが極端に苦手。 

痛覚：痛みに強い・大げさな程弱い ） 

 

身体の使い方 

身体の使い方としては歩き方が個性的だったりスポーツが苦手だったりとい

う特性がある方がいらっしゃいます。 

 

考え方の特徴 

考え方の特徴ですが、よく以前に起こったネガティブなことを引きずりやす

くて、そういったネガティブ思考にお困りの方もいらっしゃいます。また真面

目さゆえに、ほどほどに手を抜くということが難しくて完璧主義になったり、

全か無で考えてしまったりして疲れやすくなってしまうという方もいらっしゃ

います。こういった特徴から心理的に窮屈になると友達を変えたり引っ越した

りといった環境のリセットを急に行なう方もいらっしゃいます。 

ここまで色々な発達障害、自閉スペクトラム症の診断を満たす人に見られる

特徴を見てきましたけれども、お聞きになっていた皆さんの中にもいくつかこ

こは同じところを自分も困っているなというのが見られた方もいらっしゃるか

もしれません。これから先、自閉スペクトラム症の診断を付けた人に暮らしや

すくするための工夫としてお示ししている事を見ていくのですけれども、実は

その診断を満たさなくても同じような所で悩んでいる、困っている人に対して

は、同じように活用できる工夫ではないかと思いますので、次に進んでいきま

す。 

 

毎日が暮らしやすくなる工夫 

まず毎日暮らしやすくしていくための工夫には三つの原則があります。第一

に「治す」のではなく「強みをいかす」という視点で考えること。第二に「治

す」のではなく「苦手な部分を補う」というふうに捉えること。第三にはサポ

ーターの人たちとよく相談して経験を計画的に積んでいきましょう、とお話し

しております。計画的にというのはどういうことかというと、まずは今の自分

に合った練習から始めるということです。よくお勧めするのは練習をするとき

にいきなり実践ではなく、本など文字を読んで知識から入ることをお勧めして

います。また実践していくにしてもいきなり大人数のいる場所でやるのではな

くて、少人数のグループで練習ができればそちらをお勧めしています。 
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サポーターとは 

「サポーターと一緒に」と話しましたが、そのサポーターとはどういった人

かと言いますと、役割としては自己肯定感につながる経験をするために本人の

ペースに合わせて一緒に計画を立ててくれる案内人のことです。これはもちろ

んご家族もなれますし、またご家族以外の専門家がサポーターになる事もある

と思います。こういう時にご家族にお願いしている事、サポーターにお願いし

ていることは、出来たことを一緒に振り返って、一緒に自己肯定感を高めてい

きましょうとお話をしています。また、できないことがお互いにあると思いま

すのでその部分は助けあうという姿勢で取り組んでいただくというようにお願

いしております。例えば、家事のことはこちらからお手伝いするけれども、パ

ソコンのことで分かりにくいところは逆に教えてもらう、というような付き合

いをお願いしております。 

 

サポーターからの声掛けの工夫 

サポーターの人に提案する声掛けの工夫の例をあげてみます。「一度に一つず

つ」教える、伝えるということ。また、「わかりやすくはっきり話す」というこ

と。「急な予定の変更は控える」ということ。最後に「大きな声やきつい口調で

話さない」といったことを提案しています。ここにあげているのも、発達障害

の有無にかかわらずおそらくどんな人にとっても伝わりやすい声掛けの方法だ

と思いますし、これは同じようなところで困っている人であれば、診断がつか

なくても役立てられる工夫だと思います。同じような声掛けの工夫の例として、

国道交通省が「コミュニケーションハンドブック」というものを出しています。

そこに上がっていた例をいくつかお示ししますと、例えば「いつでもいいです

よ」というのは曖昧な表現になってしまうので伝わりにくいです。代わりに「5

分後ならいいですよ」や、「昼休みの時間帯だったらいいですよ」といったよう

に具体的な表現をすると伝わりやすくなります。他には「人に迷惑をかけます

よ」という声掛け、例えば電車やホームでのやり取りを想定して書いてあった

のですが、こういった「人の迷惑になりますよ」といった言い方は、あいまい

で否定的な表現になってしまいます。代わりに「大きな声は頭が痛くなる人も

いるので、このくらいの声にしましょう」と言って、効果的な行動を具体的な

行動をお示しする方が伝わりやすくなります。 

 

ストレスに対処する 
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声掛けの工夫以外にご本人に取り組めるストレス対処法もいくつか提案して

います。第一に生活リズムを整えること、食事や睡眠は規則正しくしましょう

とお伝えしますが、具体的には例えばカフェインやスマホは 19 時までにしまし

ょうとお伝えしています。寝る２時間前くらいにカフェインやスマートフォン

の画面を見るのを止めた方が、睡眠の質が高まるのでお伝えしています。他に

も気分転換の方法をあらかじめリストアップしておくように提案しています。

これは、いざストレスがたまって疲れてしまっているときに、事前にリストア

ップしておく方がすぐに取り組めるということで提案しております。（気分転換

の方法：深呼吸、ストレッチ、音楽、読書、テレビ、散歩、静かな場所で時間

を決めて休む、など） 

 

診断がついた場合利用可能な相談機関 

発達障害の診断がついた場合に利用できる制度や相談機関をお示しします。

例えば精神障害者保健福祉手帳。手帳は障害者枠での就職に必要な制度です。

最後に障害基礎年金の制度もありますが、これは要件を満たしているかどうか

の確認が必要になります。発達障害者支援センターというのが都道府県や指定

都市に設置されています。接し方のアドバイスや、参加できるサークルを開催

しているところもあります。 

 

診断はつかないが困りごとがある場合 

診断はつかないけど困りごとはあるという場合もたくさんあると思います。

先ほど示したように定型発達（発達障害ではない多数派の人をこう指すのです

けれども、）とされている人たちの中でも、特性が当てはまる人は多いと思いま

す。 

 

自分にあった環境を見つける 

そこでこういった診断がつかない場合に、どういった相談機関があるかとい

うことですが、自分に合った環境を見つけていくためには、まずはそういった

ところを紹介してくれる機関が必要だと思います。巣立ち会の方で、そういっ

た診断を満たさないけれども困りごとを抱えているような、グレーゾーンに当

たるような人たちにとっても、支援を含む相談先としての活動を広げていくと

聞いておりますので、後半ではそういった巣立ち会の取り組みを紹介していく

ことになります。 
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まとめ 

発達障害についての話がメインになりましたが、あくまで発達障害は脳の特

性、タイプであるということ。そして苦手なところだけではなくて得意なとこ

ろと両方あるということを覚えておいてください。また診断の有無によらず自

分自身の特性を知っておくことで、得意なところをいかして苦手なところを補

うヒントになると考えています。最後に生活の小さなことでも周囲の人に協力

を得て解説をしてもらう。そういったサポートと一緒に、解説をしてもらいな

がら、できないところは助け合うという姿勢で生活していけるのが生活しやす

く生きていくための工夫だと思います。 
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巻末資料（5） 

「巣立ち会若者支援の医学的基礎と実践」講演会  令和元年 11 月 27 日 

「当事者の立場に立った“若者支援”に巣立ち会がどうかかわっているか？」

講演要旨  講演者：田尾有樹子(社会福祉法人巣立ち会 理事長) 

 

今回のお話のテーマは「若者支援」です。先回は「ひきこもり」というくく

りでお話したのですが、結局はどうやって人の人生とか生き様をサポートして

いくか、どうやってその人が元気になっていくかということなので、支援の内

容・仕方は基本変わらないのです。そのため、先回と似たような話になってし

まうところもありますが、今回は若者支援の話を、私の少し妄想チックな夢も

含めてお話しさせていただきます。まずその前段で、巣立ち会がどういう歴史

の中で何を目標にして活動してきているかをお話します。 

 

1.日本の精神医療のお話 

日本の精神医療がこんなでなかったら多分私は今ここにいません。私の人生

こんなはずではなかったという思いと共に、少し日本の精神医療の話をさせて

いただきます。そこから「巣立ち会」が出来てくるわけですし、その会の理念

と歴史の中から、メンタルヘルスの問題で不具合が起きた若者を早いうちから

支援していこうという考えに至ってくるのです。 

病気になってから何年も何十年も経ってから出会った人にはその時からの支

援をします。それも脈々とやってきているのですけど、もっと前に出会ってい

たら、この人の人生もうちょっと違っていたかもしれないと思うことが多々あ

ります。どこまでさかのぼったら良かったかと考えると、「最初」ということに

なるわけで、そういうことで若者支援に到達しました。 

 

精神病床数（諸外国との比較） 

これは精神病床の数。知る人ぞ知るという、この業界では常識になっている

グラフなのですけれども、赤い線が日本ですね、もっと前があって、もっと前

は日本よりも諸外国の方が精神病床数の多い時期があるのです。でもここ 1990

年ですかね、この時期を境に諸外国では精神病床がどんどん減るのです。割合

多いベルギーでも、何か考えざるを得ないような現実にぶつかってか、ここで

がくんと減っていますよね。そういう風になってきているのに日本だけは、本

当に変わらないのです。いま 28 万床くらいですかね。28 万床というと、無作

為に千人選ぶとそのうちの 2 人以上が精神科の病院に入院しているという数字
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です。500 人に 1 人ですよ、多くないですか？今現在入院している人がその位

いるというのが日本の現状です。入院患者の数の多さ、国民に占める比率の高

さは世界一です。 

 

精神病床の平均在院日数推移の国際比較 

平均在院日数、これは「退院した人たち」の平均在院期間なのですけれども、

これも日本だけ段違い（300 日くらい）ですよね、他の国はこの辺（100 日以下）

でみんなまとまっている。日本さえなければもっとグラフの目盛りを大きくし

てそのばらつきが見えるのですけれどもそんなこともできないぐらい日本がダ

ントツに長いです。300 日って約一年ですよね、退院した人の平均入院期間が

約一年、しかもこれは退院できた人たちの平均なのです。私は、かつてソーシ

ャルワーカーとして精神科の病院に勤めていた時、自分の病院にその時入院し

ている人たちの平均入院期間を計算したことがありましたが、8 年数カ月でし

た。入院していて退院できない人たちは出られないから在院期間がどんどん長

くなるけれど退院した人の統計の数字には入らず、一方で、「回転ドア現象」と

か呼ばれますけれど 3 ヶ月以内の退院というものが推奨されているので、何回

も入退院を繰り返す人もおり、そうやって回っていくということの結果、統計

的な平均在院日数は、入院している人達全員の実際の平均入院年数に比べると、

とても短くなります。それでも平均 300 日で、世界ではこれだけ目立つのです。 

 

精神病床における入院患者数の推移 

入院患者数は、少しは減っていますよね。私が仕事を始めた 1970 年代は 36

万床という数字でしたけど、そこからみると 8 万床くらいは減っているという

ことになります。65 歳以上の比率と数がどんどん増えています。高齢化が進ん

でいますよね。これは日本全体がそうですけれども。 

 

精神病床退院患者の退院後の行先 

退院後の行先で見て欲しいのは、「その他」の中の「死亡」です。死亡退院が

毎年平均 2 万人くらいいるのです。これは入院期間別に分けてありますけれど

も総数で 7.9～8％くらいです。そうすると 30 万人だとして、3×8、2 万 4 千人

ですよね、年間 2 万人以上、死亡して退院する人がいるのです。精神病という

のは、「この病気になったらかなりの確率で死にますよ」というような病気では

ありません。だから、病気のために死んだとはちょっと言いにくいですよね、

自殺率は高いので、それはまあ病気のせいということにはなるかもしれないで
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すけれど。にもかかわらず、精神科では、死んで退院する人＝死ぬまで退院で

きない人がこれだけいるのです。 

しかも入院患者の総数は、私が就職した 1970 年代から 8 万人しか減っていな

いのです。毎年 2 万人死亡退院で入院人数が減るのに、そういう減り方では全

然ありません。つまり、亡くなって退院した人たちを上回る数で入院患者が「補

充」されているということです。 

   

 

2. 巣立ち会の理念と歴史 

今までが精神病院のデータですが、ここからは巣立ち会の活動についてです。

私は、大学を卒業してから 25 年間、精神科の単科の病院でソーシャルワーカー

として勤めていました。勤めている時から巣立ち会の活動も始めていて、巣立

ち会の活動期間が 28 年か 29 年くらいなので単純に足されてしまうと、本当の

歳よりずっと高い年齢と思われてしまうので、そこは重複期間があるというこ

とは強調しておきたいと思います（笑）。 

 

巣立ち会の活動の原点 

皆さんの中で入院経験のある方はどれくらいいらっしゃいますか？何の病気

でもいいです。その中で 3 ヶ月以上入院したことのあるは人いますか？いない

ですよね、普通の病気だと、生死をさまようような病気でも、人間ってそもそ

も回復力がありますから、もちろん亡くなる方もいらっしゃるかもしれないけ

れど、回復の方に向かうのだったら、3 か月も入院すると、ほとんどの人が、

もう病院に居なくてもいいという状態になるのです。多分精神科も同じです。

それにもかかわらず、さきほど 300 人くらいの退院支援をしてきましたと話し

ましたけれども、その 300 人の平均入院期間は 12 年で、退院時の平均年齢は

50 歳くらいというのが巣立ち会のデータです。 

私が初めて精神科の病院に就職したのは 40 年前で、私がいた病院は、都内で

は中ぐらいの大きさの、そこそこ良心的な病院だったのですけれども、40 年前

の精神科の単科病院というのは、いくら良心的とは言ってもやはり、患者さん

は治療される人で、職員とはどうしたって上下があるような関係でした。長期

入院の人って、職員の勤務表が貼り出されているわけでもないのに、その日の

準夜で勤務する職員が誰だかがわかっているのです。なぜだと思います？日勤

帯には師長がいて、たくさん職員がいるからルールが割合均質化されるのです

けれども、準夜とか深夜は職員が少なくなるので、例えば二人しか職員がいな



82 

 

いとすると、その二人の職員がその日のルールを作るのです。だから誰がその

日の勤務かによって自由度が変わってくるのです。例えば、あの職員だと、残

ったご飯をオニギリにして夜食にしてくれるとか、テレビが普通は 8 時までで

も 9 時までつけていてくれるとか、昔は病棟間の夜間の交流とかがあって、こ

の職員だったら出してくれるけどあの職員だったら出してくれないとか。いろ

いろなことがあって、生活の中でとても重要なことなので、これは患者さんの

方が分かっているのです。「なんであなた勤務表ないのにわかっているの？」と

何人かに訊きましたよね。 

それから、「どうせ俺はガン箱退院だ」って言われました。「ガン箱退院」と

いう言葉を聞いたことのある人はどのくらいいます？うちの職員くらいですか

ね？お棺に入って退院することなのだそうです。そのように、もう生きている

うちには退院はできない、精神病院が終の棲家と思っている人がものすごく多

くいました。私も大学を卒業して 23 歳から仕事に就いて、そうこうして 7，8

年、10 年くらいたつ間に、入院していた方がどんどん亡くなるのです。精神科

の入院患者の寿命は結構短いという話も聞いたりしていましたけれど、本当に

その患者さんが言ったとおりにそういうことがあり、そして入院の長い人は、

亡くなってお棺に入ってからもなかなか自宅には帰してもらえないことが多い

のです。病院近くの多摩斎場かどこかで火葬して、お骨になると、遺骨だけは

なぜか家族の方がみんな持って帰るのです。斎場の手配なども病院のソーシャ

ルワーカーがやるのですけれども、おかしいなあ、これは私の仕事かな？とだ

んだん思うようになりました。入院患者さんの最期を施設の中で見送るという

ことを私の生業にしたくないと思ったのです。それで巣立ち会を作るわけです

が、そこに到達するまでに 10 年ちょっとかかりました。 

 

「地域で生活してこそ人たりえる」「利用者のニーズに手が届くように」 

私が病院に勤務し始めた 40 年前には、地域には精神障害者の支援が全くあり

ませんでした。「心身障害者福祉法」というのがあって、「心身」は「心と身体」

って書くのだから「心」が入るだろうと言ったらこの心は知的で、精神は入ら

ないと言われました。いくつか福祉作業所というところに行ってみたり、ハロ

ーワークにも心身障害者の就労の窓口があるので行ってみたりしましたがみな

断られました。精神は対象にならなかったのです。今は変わってきており、本

当に夢のようです。 

そういった地域に支援の全くない時期に、それでも地域のアパートなどへの

退院支援を積極的にやったのですけれど、退院して外に出ると支援が全くなく
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なるので気が付いた時には再発していたり、生活がめちゃくちゃになっていた

りという人たちがいて、やはり地域で支援できるシステムをつくらないといけ

ない、ただただ退院を進めていけばいいということではないなと 10 年間で思う

のです。 

そうこうしているうちにグループホームという制度が出来ました。巣立ち会

が最初にやったのはグループホームです。病院ではなく地域で寝泊まり出来て、

ここは自分の家だと思えるような住む場所が欲しかったのです。それでまずグ

ループホームを始め、そのあと、退院して地域に住んでいるのに、昼間病院の

ディケアなどに帰ってきて時間を過ごしているというのではちょっとひどいよ

ね、かわいそうだよねと思って、では日中活動の場を作りましょうということ

で、昔で言う共同作業所というものを作りました。今の「巣立ち風」作業所の

前身です。それが 1992 年から 3 年にかけてです。そういう活動が巣立ち会のス

タートです。だから、ここにも書いてあるように、「地域で生活をしてこそ人足

りえる（施設処遇は、人間の生きる前提ではない）」ということが巣立ち会の活

動の原点のひとつです。病院生活というのは、自分に関する決定権が何もない

のです。それがどんなことかというのはなかなかイメージしにくいかもしれな

いですが、自分で何も決められない、起きる時間も寝る時間も決められない、

テレビを見る時間も決まっている、お風呂に入る時間も日も決まっている。と

いう生活を 10 年、20 年、30 年続けている。最長では 50 年入院していた人がい

ますが、そんな生活ってあり得ないと思っています。もう一つの活動の原点は、

「利用者のニーズに手が届くように」というものです。利用者のニーズと言う

のは今言った長期の入院の人たちだけではないですよね。入院経験は全然ない

けれども、何となく生活しづらさ生きづらさを感じる。社会でなにかやろうと

すると、どうも上手くいかない、というような人たちが世の中には沢山いる。

それを「障害」と言うか言わないかは別にしても、困っている人たちがいるの

です。 

私たちは障害福祉サービスという枠組みでやっていくことを選びました。な

ぜかというとこの枠組みを使うと、対価、報酬が出て、そうすると職員を雇え

るのです。私が最初にグループホームを作った目的も、まあ、普通のアパート

住まいでも良かったのですけれど、地域でその人を世話してくれる人が欲しか

った。グループホーム補助事業というのは世話をする人を雇うお金をつけてく

れたので、その制度の中でグループホームを始めました。作業所もそうですね、

職員を雇うお金が出るので、地域で生活したり働いたりする人たちに、支援す

る人を付けられるということで始め、障害福祉サービスのという枠組みの中で
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様々な方たちの支援をしてきています。 

 

巣立ち会事業の全体図 

現在は通所施設が 4 つあります。「巣立ち工房」というのが三鷹にある就労継

続支援 B 型の事業所で、「巣立ち風」は三鷹の B 型+自立訓練の事業所、「こひつ

じ舎」は B 型で西調布にあります。それから調布の「シンフォニー」というの

がさっき言った就労移行と自立訓練をやっている事業所です。それ以外の事業

として相談支援事業所というサービス利用計画を立てるところとか、三鷹市の

委託のピアサポート事業で、「リカバリーカレッジ」というプログラムをやって

います。「精神障害者地域移行体制整備事業」というのは東京都の委託でやって

いる退院支援の事業、それから、三鷹市の生活保護受給者の居場所づくりとい

うような事業もやっています。 

 

巣立ち会の周辺地図 

この赤い印は巣立ち会のグループホームの建物がある場所です。巣立ち会は

今までに 9 つくらい新しいアパート形式の建物を地域の地主さんと直接やり取

りをして建ててもらっており、不動産屋が入っていないところが多いのですけ

れども、とても理解がある地域だなと思っています。全部で 88 部屋あります。

このグレーの十字の印は単科の精神病院です。東京都だけで精神科の入院病床

が 2 万床くらいあるのですけれども、たしかこの地域だけで 3000 床位はあった

と思います。そのくらいこの地域というのは精神科の病院の多いところです。

三鷹にある井之頭病院と長谷川病院という 2つの病院だけでも 1000床くらいに

なるのではないでしょうか。そんな状態なので私たちの仕事も切れ目なくある

ということなのです。 

 

巣立ち会のチャレンジ 

「社会的入院をなくそうという執念！！」 

「若者に、より早くメンタルヘルスサービスを届けるための仕組みづくり」 

「うつ病支援の地域モデル構築へのチャレンジ」 

「リカバリーカレッジの実践」 

こういったところが、巣立ち会のチャレンジです。 

さきほども言いましたが、日本全体に、医療的には入院している必要がないけ

れども、地域に居場所がないために退院することができない、「社会的入院」の

人たちがたくさんいます。そういう方々の退院支援と共に、「社会的入院」「長
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期入院」にならないために、精神的不調を持つ方々に、より早くメンタルヘル

スサービスを届けるための仕組みを作る、うちのサービスをより早く知ってい

ただくことが重要だと思っています。 

うつ病の支援にも力を入れていますが、以前私が、「うつ病のリワークを障害

福祉サービスでやります」と言ったら、うつ病のリワークで有名な某先生から、

「リワークは福祉ではできないでしょ」と言われました。まあ、医療の特権と

考えていらっしゃるみたいでしたけれども、私はそんなことはないと思ってい

ます。基本このような、いわゆるリハビリのようなサービスはご本人たちがど

う生きていくかということを一緒に考えてそれを伴走する支援だと思うので、

私はむしろ、医療機関よりは福祉や地域の方がそういう発想がしやすいのはな

いかと思っています。まあその先生がどういう意味でおっしゃったのかはわか

らないですけども。うつ病復職支援のルポゼというプログラムはもう 10 年にな

りますし、どんどん利用者が増えるということでもないですけれども、それな

りに継続してやってきています。 

当事者と支援者が一緒に作り上げていく、教育を媒体にした「リカバリーカ

レッジ」、元気になるプログラムにも力を入れています。 

 

今後について 

2021 年に「サザン」という自立訓練と就労移行の新しい事業所を三鷹の北口

近くに開設予定です。その中に、居宅介護支援事業所、ホームヘルプですね、

そういうのも入れようとか、精神保健福祉士の養成校を入れようかと思ってい

ます。支援を受けた経験のある人の中には、自分も他の人のためになにか役に

立ちたいとか支援したいとかいう人たちが結構いらっしゃるのです。そういう

方たちが、自分の経験だけを元に仕事にするのではちょっと幅とか理解が狭い

ので、もう少し勉強をして、そういった対人援助職に就きましょうよと、よく

言っています。勉強してホームヘルプの資格を取るといったことでもいいです

し、一応大学を出ていることが前提ではありますが、精神保健福祉士の資格と

いうのは、大学さえ出ていれば割合取りやすい資格なので、そういったものを

目指す方も応援しています。精神保健福祉士資格に関しては、ちょっと前に実

習の期間が長くなったことによって実習費が高くなって普通に実務経験なしで

取ろうとすると 45 万円くらいかかってしまうので、無料で実習をさせてくれる

ような医療機関をこちらで募り、なるべく低価格で取得できるように考えてい

る最中です。これは出来るだけやろうと思っています。 

3.巣立ち会の若者支援 
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なぜ若者支援だったのか？ 

巣立ち会は 1992 年にスタートして、そこから 2 年と置かずに、グループホー

ムを作ったり、通所の事業所を作ったりと、いろいろなことをやってきました。

そして 2009 年に、うつ病のリワークの「ルポゼ」と、早期介入・早期支援とい

うことで「ユースメンタルサポート Color」を立ち上げ、それまで支援してき

た長期入院の人たちとは違い、入院経験はほとんどなく、そういう種類のステ

ィグマにはあまり属さなかった人生を送ってきているけれども、今の今ちょっ

と生きにくいというような人たちの支援を始めました。 

長期入院者の退院支援を行なっていたわたしたちがなぜ、若者支援を始めた

のかということを、もう一度お話させていただきます。私たちが退院支援をす

る方、たとえば 12 年入院している 50 歳ぐらいの方に、最初にお会いするとま

ず生活歴とか病歴を聞きます。そうすると、明らかにここから病気になったと

いうことがわかりやすい人と、だんだんに働くことがむつかしくなっていった

とか、社会生活がなかなか継続的に安定して維持できなくなっていったという

ような形で分かりにくい人とがいます。しかし、どちらのパターンでも思春期

から青年期にかけてその端緒があることが非常に多いのです。そして、その時

は何とか入院には至らなかったけれども、具合が悪い時には家族との関係がう

まくいかないとか、家族に暴力ふるうだとかいうことが間隙に起こっていて、

その後何回か入退院を繰り返しているうちに、親が亡くなったり、あるいは親

が「これだけ大変だともう一緒に住めない」と思うようになったりするといっ

た形で家へ帰ることが出来なくなるというようなパターンがかなり多かったの

です。それでこの思春期から青年期の「最初の時期」に関わっていられればそ

んなに家族を疲弊させなくても良かったかもしれないし、本人も、例えば学校

を卒業するとか仕事を続けることができたかもしれないと思ったのです。そう

いうことで、どんどんどんどんさかのぼって行ったら、若者支援だったのです。 

 

ユースメンタルサポート Color 

現在は、京王線調布駅南口近くにある、シンフォニーという事業所で、うつの

リワークの「ルポゼ」と、「ユースメンタルサポート Color」そして、ルポゼと

Color 以外で就労を目指す人を対象とした「アンダンテ」というプログラムを

やっています。この中の、「ユースメンタルサポ―ト Color」が、10 代半ばから

20 代前半までの若者を対象にしています。20 代半ばを過ぎた方には「ルポゼ」

か「アンダンテ」です。20 代半ば過ぎると、もう就学支援というテーマではな

く、働くという目標に集約させるようになります。シンフォニーのプログラム
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は、学校へ行こうとか仕事につきたいというような目標を持った人たちに利用

していただいており、ただの「居場所」というとまた別仕立てのプログラムに

なります。 

 

「プログラムありき」ではない 

皆さんのお手元にちょっと黄色がかったプログラムのチラシが入っているかと

思います。そんな形で月曜日から金曜日までの毎日、午前と午後とでプログラ

ムを組んでいます。ただ、「プログラムありき」ではないです。ご本人たちには、

「どのプログラムかが画期的に何かを変えてくれるということはないですよ」

と、「むしろ、『通う』ということに意味がある」と伝えています。例えば「学

校に行きたい」、「入学したい」でも、「卒業したい」でもいいですけれど、「も

しそれを目標にするのだったら、やはりどこかに定期的に通うということがで

きないと難しいですよね」と、「ちょっとここで練習しましょうか」と言って、

それが本人に入ると一所懸命に来ますよね。ですからプログラム内容は何が決

定的ということではなく、行けば何かやっている、あるいは誰かがいるという

ことが大切だと思っています。 

 

Color を始めた時の心配 

私自身はこの Color を始める時にとても心配だったのです、十年前というと

私はもう 50 代になっていて、そして私は子ども育てた経験がないのです。そん

な私が、十代の子と話ができるかしらと思いました。彼らが私と話をしてくれ

るのかしらとそれがすごく不安だったのですね。「ちょっとアニメの勉強しよう

かな」とか、「ゲーム教えて」と、うちのスタッフに言っていたくらいでした。

でも、ゲームはどうしても覚えられないし、アニメも字が小さくて眼鏡をかけ

なければ読めもしない、結局そういった努力は実らずにご本人たちと直接会う

ような機会ができるようになるのですけども、「この子に私を支援者として認め

てもらえるかしら？」と、すごく真剣だったのです。向こうも緊張していたと

思うけれども、こちらも緊張ですよね。 

昨日、今 22 歳になる、来月から就職する利用者との面談がありました。その

人に初めて会ったのは 13 歳の時で、それから 9 年間関わっているのです。行政

で定められている自立訓練の期間は最長 3 年ですから、それ以外の期間はどう

していたかというとボランティアです。自治体からのサービスの給付がないか

らといって、先が見えていないのに、給付が終わりだから終わりです、とは言

ってきていないです。最初に会った時、その人は一言も喋らなかったです。も
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うしょうがないなと思って一緒にトランプの「大貧民」をやりました。昨日、

その時のことを思い出して、「一緒に『大貧民』やったよね」と言ったら「はい」

と言われました。あの時、さっき言ったように 10 代の子に相手にしてもらえる

のかしらと、私自身も必死だったのを思い出します。 

 

若者との向き合い方 

Color に登録する時はまず、「今までどういう生活をしていたか」とか、「な

ぜここに来たのか」とか、「これからどうしたいか」といったことを聞いていき

ます。そうすると存外みんな話をしてくれました。中にはとても拒否的だった

り、「とても言葉にもなりません」という人ももちろんいたけれども、圧倒的に

少なかったです。その中でこれからどうしていこうかということをプランニン

グするのです。「本当は何がしたいの？」ということを聞きながら計画を立てる。

この計画というのは、実現の可能性があるかどうかということはどうでもいい

のです。とにかく、本人が何だったらやってみたいと思うかという本人主導の

プランニングなのです。そういう話をしていくと結構みんな話をしてくれるし、

Color は基本、「自立訓練」という、通うプログラムですけれども、結構通って

来てくれるのです。最初は「来られるかな？」と思うような人達も結構来てく

れています。 

今朝のテレビで、SNSを使った 12歳の子の誘拐監禁のニュースがありました。

そこでも話題になっていたけれども、ネットの中の人に話し相手を求めるとい

うことがあるということよく聞きます。そのことに関して、Color の経験も含

めて思うのですが、世の中の人がこの若い子たちの話をちゃんと聞いてやって

いないのではないかなと思うことが多々あります。私が会う彼らは一所懸命に

話すし、こうなりたいということを、自分の人生の中での範囲ですけれどもそ

れなりに語るのです。周囲が聞いてあげていたらこんな風になってはいないだ

ろうと思うことが時々あって、それは今日のニュースに触れても思いました。

優しい言葉にフラッと行ってしまうというけれども、そんな風になってしまう

ような状況があるのでは、家庭でも学校でも、子どもの話を聞いてないのかな

と思うことが多々あるのです。 

今年来た子で、「もうあと人生死ぬしかありませんよ」というようなことを

淡々と言う子がいました。10 代でしたけども、「死ぬしかないってあなたね、

人生そう捨てたものでもないよ、もう 1 回考えてみない？」みたいな話の中で、

「大学を目指したら？」と言ってみると、その子は今までそういう選択肢を提

示されたことがなかったのです。「大学に行けばいいじゃないの」と私が言うと、
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そうだったと思ったらしいのです。それから粛々と勉強を始めていました。そ

してこの間、AO で大学に受かったのです。 

私たちもとにかく真剣に向き合っています。必死です。例えば今、利用者が

大学に合格しましたと言いましたけれども、合格してもらうための職員の努力

も並大抵ではありません。もちろん学習の支援もしますし、AO 入試だったので、

提出する作文の準備も一緒にやったりとか、プレゼンをさせる学校だったので、

そのプレゼンを何回も一緒に練習したりだとか、何より本人に自分の未来は自

分で努力して手に入れることができるのだということを信じてもらわないと動

きませんので、そういう確信に満ちた対応をします。さっき、計画は非現実的

なものでもいいと申し上げましたが、本人たちが変わるのです。今の段階でと

ても非現実的に見えても、目標がはっきり見えて、そこに自分が向かえるとい

う希望があると思えた時には、画期的に変わるのです。その驚くような飛躍が

あるということを我々が信じてやるということが大事だと思います。うちの支

援者には、「嘘でもいいから『あなたの未来を信じている』と言え」と、そして、

「信じてやれば変わります」と言い続けています。そうでないと詐欺みたいに

なってしまいますからね。自分で嘘を言っていると思うと嘘になってしまいま

すよ。私は嘘だと思っていないです。本人が望めば、若ければ若い程色々な意

味で可能性がありますから、そういう風に思っています。そんな対応をしなが

ら、プログラムをやっています。 

 

「人を元気にするのは人」 

もう 1 つ本人たちに伝えるのは、「人を元気にするのは人」ということです。

私たちはお手伝いしますけれども、私たちが元気にするとか、心理療法とか心

理カウンセリングで元気になるということではなくて、あなたがこうやって来

てくれれば、まず先に来ていた先輩たちが元気になっていく姿を見ることがで

きるので、それで自分自身もどんな風に回復していくのかというイメージがつ

きますよと。その人たちがどんな風に、大学に行くとか、社会に出ていくとか

といった目標を実現していくかのイメージがつくと、自分もそれがやれると思

えてくる。ここには似たような経験をした仲間がいるし、他では愚痴れないよ

うなことが言える。「そういう意味でこの場に来ることにはとても意味がありま

すよ」という風にお話するのです。これは実は就労移行のプログラムも同じで

す。ルポゼでも同じように言っているのです。普通、就労移行の事業所って、

ホワイトボードに全部向かって椅子が並んでいる。講義形式の場所とかもあっ

たりして、いやあこれではやりにくいなと思ってしまいます。だって、そうす
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ると今私が頑張って大声で話しをしている、こういう風に誰か 1 人が何かを伝

えるという構造でしかメッセージが渡せないのです。でも、机を囲んで円座に

なると、支援者からだけではなく、双方性の色々なやり取りが生まれるのです。

それが回復においてとても大きなプロセスになると思っているので、「仲間を作

ることでとても元気になりますよ」とお伝えしています。 

 

疾患にかかわらず元気になる 

Color は当初、「精神的不調や精神疾患を抱えている」若者やその家族を対象

に、サービスを始めました。当初オーストラリアで早期支援の有効性が提唱さ

れた時は、精神疾患になるかもしれない、あるいは精神疾患を発症したという

人たちのためのモデルだったのです。このスライドで言う、DUP（精神病未治療

期間）だとか、DIPT（心理社会的な支援をしないでそのままにしておく）期間

を短縮することで、要するに経過がよくなりますよというメッセージを送って

いました。つまり Color はそもそも未治療、未発症の人も含めて、精神疾患の

人たちを集める場所だという風に最初にアナウンスしていたのです。 

でも、来る側にしてみると自分たちがどういう状況にあるかということは分

からないですよね。例えば学校に行かないだとかひきこもっているとかという

ことがあったときにそれが何のために起こっているかは分からないのです。さ

っき先生からお話があったように、発達障害のためかもしれないし、抑うつと

いうこともあるかもしれないし、精神疾患の症状かもしれない。いろいろな人

たちが来る中で、発達障害系の人たちがかなり多くなってきました。その人た

ちの治療モデルは 10 年前にはなかったのです。でも同じように苦しんできてい

る人たなので、「うちの対象者ではありません」とは言えず、とにかくお付き合

いしていこうと始めました。とにかく病気がなんであるかとかそんなことはど

うでもいいですよと。ただ、10 代から 20 代前半という「年齢」で整理してい

ますので、この時期の社会的な課題というのが決まってくるのです。進学とい

うこともあるし仕事ということもある。仕事ということがあったとしても、ほ

とんど職業経験がない人たちです。そういう人たちのグルーピングをしている

のです。 

そして、この 10 年で発見したのは、精神病性の疾患であろうが発達障害であ

ろうが支援の仕方にそんなに大きな変わりはないということです。変わらない

のです。自分の未来、自分の希望を特定して、その希望に向かって自分が進ん

でいけると思う時は疾患が何であれ元気になるし、その希望が見えない時は疾

患が何であれダメなのです。そこが同じだなと気づいてからはそんな細かなこ
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とはどうでもいいかとなってきて今があります。だから、この年齢の人たちな

らどんな人でも Color で相談に乗っています。 

 

「障害福祉サービス」という枠組みについて 

ただ利用者には、さっき申し上げたように障害福祉サービスという冠をつける

ために受診をお願いしています。受診すると大体医者は薬を出すし、出された

ら飲まないといけないから逆に言うと薬飲みたくないので受診はしたくないと

思う人達も多いのです。しかし私は、お薬を飲みたくなければ飲みたくないと

受診時に言ってもらっていいし、あるいは先生にしばらく薬は出さないでくだ

さいとこちらからお願いしておくこともできますとお伝えして、受診を促すこ

ともやっています。医者というのは時間単価の給料が高い人たちなので、一人

一人の受診者にあまり時間はかけられないのですが、それでも「相談者」とい

う位置づけで全然かまわないのです。なんらかの精神的不調や生きづらさを感

じている方に対して、精神科医は、受診さえしてくれれば何らかの診断名をつ

けることができるのです。雅子様の「適応障害」じゃないですけれども、「なん

だ皇后になったらあんなに元気になるんだ」みたいなね、あれは本当に適応障

害ですよね、環境によって変わりましたから。そういうことができるのです。

ただこの受診の手続きをとっていただかないと正式な利用者にはならないので、

ご本人や家族が精神科のクリニックとか病院といったところに強いスティグマ

を持っている場合にはうちは利用しにくいかもしれません。 

私たちは、ルポゼといううつ病のリワークをやっていますが、ルポゼに通わ

れる方というのは、一流大学出て一流企業に行って企業戦士として頑張って、

人によっては課長とか役職にまでついてきたみたいな人たちが多いのです。ル

ポゼを作ったとき、私はそのような人たちは行政の障害支援課とか障害福祉課

に行くのを嫌がるかなと思ったのですが、行政窓口に申請に行くのが嫌だと言

った人はほとんどありませんでした。障害福祉サービスは収入のある人でも基

本 1 割負担なので、その自己負担と、提供を受けられるサービスを考えると、

合理的に判断してくれる人がほとんどでした。 

むしろ障害福祉の手続きを嫌がる人は、若者支援の対象者やご家族の方が若

干多かった気がしています。スティグマがあるというのはわからなくもないで

すけども、それって誰が誰に持っているスティグマなのかなとは思いますね。

「世間」みたいな漠然とした集合体がどう思うかということよりは、自分に今

何が必要かをより重視できるように頭を切り替えた方が、より合理的な支援を

通して有意義な人生を手に入れられるのではないかなと私は思っています。 
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私の考える若者支援とは 

・人生の（再）構築 

・自分の人生が自分の手中にあると感じられるように 

・努力が報われると感じられるように 

・自分の存在意義があると感じられるように 

・将来や人生に希望が持てるように 

・主体的に生きられていると感じられるように 

こういったことが、私の考える若者支援の基本です。人生の再構築、いえ、

10 代ですからね、「再」じゃないですよ、「構築」です。新しく自分の人生を切

り開いていく、作っていくのですけれども、その自分の人生が、10 代でもね、

彼らにとっては、思うようではないのです。何か自分がこう思ってやっても上

手くいかないという、そういう経験を小さい頃からたくさんしてきているので

す。それが、自分が望んだことが、自分が努力して手に入るのだと信じられる

と、変わりますよね。それから、自分が人の役に立っているとか、望まれてこ

こに存在しているのだということを信じられなくなっている。例えば受験が上

手くいかなかったら、もう本当に落ち込みますね、見ていてもう死ぬのではな

いかしらと思うくらい落ち込んだようなときに、親に電話して「黙ってとにか

く抱きしめてやってくださいよ」と。「あなたの存在が条件付きではないことを

彼にわからせてやってください」と言ったことがありますけれども、そんな感

じ。自分が存在しているためにはこうでなくてはいけないという条件付きで当

事者たちは考えることが多いので、そうではないよと、もう、「いるだけで OK

なんだよ」ということを言いますけれども、本当は、これは家族に言ってもら

いたいかなとは思います。 

そのように、将来の希望を持てるとか、主体的に生きられるとかと感じられ

るとビックリするくらい変わります。支援の中で、Color に通った人は本当に

元気になるということを実感しています。この Color のような支援を日本全国

どこででも受けられるようにしてゆきたいというのが、私の少々妄想チックな

願いです。 

 

現在の Color 利用者のデータ 

現在 Color には登録者が 33 人いて、年齢は 23 歳がピークです。33 歳とか 34

歳という人もいますが、これは Color を卒業したあと継続して就労支援などを

している人たちです。「就労定着」という形にサービスの名前は変わっていくの



93 

 

ですけれども、ここを通過して今現在も支援している人たちもいます。現在の

登録者は 18 歳からですが、以前は一番若い子で、12 歳の小学生から在籍して

いた人がいました。これもやはり報酬外ですが、「まあとりあえず来てみますか」

みたいな形で受け入れていました。 

Color 利用者の診断名の大まかなものですが、統合失調症と気分障害、重複

ありとなっていますが今は発達障害の子が多いです。支援していくなかではそ

ちらがメジャーになってきている感じです。 

紹介元では医療機関からの紹介が比較的多いです。あと学校関係や家族の人

が調べて連絡されてきています。10 年くらい前に、NHK 教育テレビの 8 時の時

間帯のハートネットという番組で取材放送されたことがあって。それを見て来

られた方々もまだ若干名いらっしゃいます。この時には全国から 300 件くらい

の問い合わせがあり、ほとんどが家族からの問い合わせの電話でした。その前

にうちは長期入院の退院支援のことで同じ時間帯でテレビに出たことがあった

のですけどもその時は、問い合わせはほぼ皆無でしたので、本人が入院してい

れば周りは困らないし相談にも来ないけれども、在宅でしかも若いと、家族は

困って相談先を求めるのだなと感じました。利用者は調布・府中の方が多いで

すが、他にも近隣のいろいろな行政区から来られています。 

 

新しい取り組み－居住支援 

主な支援の内容として就学支援、学校の継続、卒業、就労支援などをしてき

ましたが、最近増えてきたのが居住支援です。ニーズは昔からあったのでしょ

うけれども、今までは巣立ち会が住まいの支援を若者に提供できる体制にはな

かったということだったのかもしれません。今年からショートステイを始めた

り、夜間の当直を置くようになったりしたので、支援を提供できる対象の幅が

広がったということがあるのかもしれません。たまたま今年はそういう依頼が

続いたのですけども 10 代の入居者も何人かいます。 

10 代あるいは 20 代で、グループホームを使う、家族から独立していくとい

うことがテーマになる人たちがいます。子どもが 25 歳ぐらいを過ぎると、親は

「出て行け」と、「自分でやってみろ」というのが、まあ普通の家族関係かなと

思うのですけれども、障害があって就労が安定しないという状態ではなかなか

独立が出来ずに子どもが親元にとどまっていることも多いです。子どもも変わ

らなければならないけれど、親も成長し変わっていかなければなりません。親

にとって子どもは何歳になっても子どもなのですね。それで、傍から聞いてい

ると、そこは言わなくてもいいのではないかと思うことを時々言っていること
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があります。そういうことを言うから本人が怒るのだろうと傍で聞いていると

思うことがあります。親御さんに直接申し上げることもありますけども、たぶ

ん、ずっと一緒に生活していて、何とかもっと頑張ってほしいとか、こうなっ

てほしいとか思っていると、言うのが止められないのですよね。その場合は距

離を離すというのも 1 つの方法かなと思って、お子さんのグループホーム入居

を勧めることがあります。あるいは児童相談所等から、家庭そのものが機能不

全だったり、或いは親との相性が悪い、ということで家出だったりあるいは非

行みたいなことのある子で、精神科受診歴のある子の相談を受けます。支援が

必要な人たちに対しては、あらゆるニーズに出来るだけ応えていきたいなと思

っています。 

 

今年度の新しい取り組み 

今年度は新しい取り組みとして、訪問を主とした心理士を配置しました。こ

れは今年度 1 年間の補助金をもらっている事業があったためで、その事業では

障害福祉の冠がなくても、困っている人がいたら、あらゆる年齢のかたに対応

することができます。勿論、来所するというサービスに乗ってくれればそれは

それでいいのですけども、それが難しい場合は、こちらから訪問するサービス

もやっています。「行かせるのは無理だけれど、うちに来てくれるのだったら」

と思う方がいたらどうぞご相談ください。また、小グループに対応できるよう

な場所を三鷹駅近くに借りていますので、すぐに大きな集団に入るのが難しい

方にはそういう場所から始めていただくこともできます。 

 

巣立ち会の理念 

自尊心を持って生きる。助け合える仲間がいる。地域で安心して生きがいを

持って生活するというのが巣立ち会の理念です。今日は若者の話をしましたが、

今まで申し上げましたように巣立ち会はあらゆる人に支援を届けることを目標

にしています。どんな相談でも大丈夫ですので、何かあったらご相談ください。

ご清聴ありがとうございました。 
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おわりに 

 

社会福祉法人巣立ち会では今年度、既存のサービスにつながらずになかなか

日中の居場所が確保できずひきこもりがちな方々（特に発達障害を持つ方々、

特に若年層の方々）が、日々通えるような「居場所」をつくり、仲間と出会い

また自分の特性をより自覚できるようになることで社会参加に向けた一歩を踏

み出せるようにすることを目的として、独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会

福祉振興助成を得て、「発達障害者の孤立解消・社会参加に向けた居場所づくり」

事業を行なった。 

本年度事業展開中には、ひきこもり状態にある方々の長期化の問題（「8050

問題」）が今までになく社会的にクローズアップされることとなり、本人の気持

ちや状態に反して、ひきこもっている人を暴力的に引き出して「研修所」など

に「隔離」する高額業者の横行も社会問題化してきたことから、あらためて、

本人の側に立った、あるべき支援に対する関心も高まった時期でもあった。 

「どんな相談でも受け付けます」をモットーとして事業を行なっていったと

ころ、今まで 30 年間の社会福祉法人巣立ち会の活動の中ではあまり扱ってこな

かった新たな分野の相談ケースも多数受けることとなり、「発達障害」「ひきこ

もり」「メンタルヘルス相談」といったキーワードから、支援を求めて相談に来

る方々に、こんなにも幅広いニーズがあるのだということを改めて実感した１

年でもあった。それら一人一人の相談者に寄り添いながら、それぞれの人に合

ったそれぞれの「居場所」を社会の中で共に模索していく支援の役割が、巣立

ち会にこれまで以上に求められていることを実感した事業であった。 

 

 

令和 2 年 3 月 

社会福祉法人 巣立ち会 

理事長 田尾 有樹子 
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