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｢ひきこもり｣に必要な支援は何か

伊 藤 順 一 郎 (国立精神･神経センター精神保健研究所)

A.は じ め に

まず,結論を先に言ってしまえば,｢ひきこも

り｣の解決は,地域中心の精神保健医療福祉シス

テム (CommunitybasedMentalHealthSys-

tem)をしっかりとつくりえるかにかかっている

というのが筆者の論点である.

これは何も ｢ひきこもり｣に陥っている人々の

ためだけの特別のシステムをつくるということで

はない.今の精神科保健医療福祉のありかたでは,

なかなか安定した質の高い地域生活を維持できな

い人々全体のための新たなシステムをつくること

を目指そうということである.

このような人々とは,ひきこもりに陥っている

人々ばかりでなく,精神疾患のためにホームレス

になっている人々でもある.また,社会的入院と

よばれる状態になっている人々もそのなかに含ま

れる.

そして,必要なシステムとは,診察室やデイケ

ア,病棟や ｢作業所｣などで利用者が来るのを待

っているばかりではなく,スタッフのほうが利用

者の生活の場に出向いていき本人や家族と良い関

係づくりを行うことに努め,彼らが地域のなかで

孤立せず自らの生活を始めることを支援できるよ

うなシステムのことである.

B. ｢ひきこもり｣のガイ ドラインで伝えたこと

【B-1:ガイドラインの考え方】

われわれは,2003年に厚生科学研究の産物 と

して 『10代･20代を中心 とした ｢ひきこもり｣
をめぐる地域精神保健活動のガイドライン』を上

梓 した1).これは,当時,｢ひきこもり｣の臨床

に携わっていた多 くの精神科医,ソーシャルワー

カー,臨床心理の専門家,福祉の専門家,家族療

法の専門家などの手によって作成されたものであ

る.

｢ひきこもり｣の状態を大変ラフにスケッチす

れば,(i)多くの場合家族は支援を求めている

が,本人は支援の場に出ては来ない,(ii)かと

いって,本人の状態は自傷他害の恐れが強いため

に強制的な介入を必要とするほどではない場合が

多 く,(iii)しかし,自宅あるいは自重に閉じこ

もることを中心とした生活の持続には一種の精神

的に困難な状況がうかがわれ,長期的に見れば彼

らが自由な選択肢を失っているといわざるを得な

い,といった特徴がみてとれる.

そこで,このガイドラインのなかで,われわれ

は以下の点を主張した.

(i)多様な人々がス トレスに対する一種の反

応 として ｢ひきこもり｣という状態を呈する.し

たがって,｢ひきこもり｣をひとつの診断的カテ

ゴリーとして扱うことは誤りである.そこには,

精神科診断学的に言っても多彩な状態になる人々

が含まれている.

(ii)狭義の精神疾患の有無に関わらず,｢ひき

こもり｣の状態は現在の支援システムの下では長

期化しやすい傾向にある.この長期化はかならず

Lも ｢ひきこもり｣の病理的特徴と言い切ること

はできず,現状では,本人 ･家族と支援する側が

安定した関係を築きにくいことに多く起因してい

る.したがって支援システムのあり方の変革が必
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要である.

(iii)｢ひきこもり｣という状態の特徴として,

本人の詳しい状況や心理状態をアセスメントした

上で,治療的介入あるいは支援を行うという方法

論をとることが困難である.したがって人権に充

分配慮した上で,ニーズがあると思われる本人と

関係性をねぼりづよく築いていき,その後に支援

の目標を明確にしていくという方法論が求められ

る.

この主張のなかでは,生活支援のサービスばか

りではなく精神医学的アセスメントの必要性につ

いても言及した.われわれは議論のなかで生活支

援と精神医学的アセスメントおよび治療の結合し

たあり方を検討していたわけである.そして,そ

れは必然的に ｢精神科医療が地域に出て行 く｣と

いう方向性を示した.そして,家族支援,アウト

リーチ,多彩な選択肢を提供できる場の3つは具

体的方法を示すkeywordsとして大変重要であ

ると筆者らは認識した.以下にこれらに絞って解

説を加える.

【B-2:家族支援】

まず,｢ひきこもり｣や ｢不登校｣で共通して

いる現象を大雑把にまとめた記述を示す.

1)これらの状態にあるとき,本人の社会的機

能は低下して,社会的な集団に積極的に参加する

ことができなくなっている.あるいは自分の主と

して所属している集団 (学校や職場)に不適応に

なっていることで,所属する可能性のある他の集

団 (近所の仲間,スポーツのクラブなど)のなか

で適応するという機会 も奪われている.本人は

様々な意味で孤立している.

2)そのために自宅を中心とした生活になるが,

基本的に家族はこの孤立を消極的にではあるが承

認し,食事や琶る場所の提供など生理的な機能の

維持の支援を行っている.

3)しかし心理的には家族と本人 とのあいだに

は強い葛藤関係があり,心理的なエンパワメント

や新たな生活の展開についての共同作業は家族間

では行われにくい.具体的には子供は家族からの
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提案を拒む傾向があり,薫別ま育児への責任感や自

責感から子供を変化させるために多くの労力を使

っては無力感に悩む傾向がある.

4)結果として家族自身が疲弊 し,また社会的

偏見も手伝って孤立している.孤立感が家族間の

葛藤をより強めている.

このような状況で必要なことは,まず孤立感を

和らげる手段である.そこには中立的な第 3者の

存在が不可欠である.しかし,しばしば家族や本

人が自ら行う努力は家族内の閉じたコミュニケー

ションのうちに終始し,その不毛なチャレンジに

疲れ果ててしまう.援助の専門家が介在する意義

があるとすれば,このような中にあって,まずは

穏やかにその場に立ち入れる他者として存在する

ことであろう.

たとえば,家族だけで医療機関も含め相談機関

を訪れたときというのは,支援者が他者として関

わり始めることのできる大きな契機である.この

ようなときに立ち会う支援者に必要なことは家族

の努力を無にしないように,その家族の語る困

難 ･苦悩に寄り添い,引き続きこの件について語

りあうことのできる第 3者となるように努めるこ

とである.

家族が心理的 ･身体的に休息することを支持す

ること,彼らが自らの悩みを話し,自分のしてき

たことを整理する援助をすること,彼らが他者か

ら支えられている感覚を持てるような関係性を築

くこと,そのようなことがまずは重要であり,そ

のことがまさに家族支援の第一歩である.

【B-3:アウトリーチ (訪問)】

アウトリーチ (訪問)とは家庭や利用者の生活

圏に第 3者が具体的に参加し,関係性のなかでコ

ミュニケーションを豊かにし,彼らが今までとは

異なる生活のあり方を実現することを支援しよう

とする方法である.

くれぐれも注意を促すが,アウトリーチとは,

ひきこもりをしている人を短期に直接的に引き出

す手段ではない.

アウトリーチをするものがまず行うべきことは,
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定期的に寄 り添うように自宅に訪れることで,刺

用者本人や家族に受け入れられる第 3着になるこ

とである.それは,｢介入｣などという言葉から

想起される勇ましいものではなく,穏やかで,也

味でしかし粘り強い作業である.関わりの中のア

セスメントとして行われるべきは ｢何が問題か｣

ではなく ｢このような状況でも何ができている

か｣であり ｢症状の改善｣よりは ｢本人/家族の

強み｣や ｢良いところを伸ばす｣という姿勢であ

る.このあたりの作業遂行のために,｢本人/家族

の関心のあることを見出す能力｣｢本人/家族の強

みを見出す能力｣｢本人/家族の自己決定のプロセ

スにじっくりと付き合う能力｣などが必要になる.

｢医療につなげねば｣とか ｢早 く教育の場につな

げねば,就労につなげねば｣というこちらのニー

ズに合わせるのではなく,｢彼/彼女が望んでいる

ことは何だろう｣ということを彼らとのコミュニ

ケーションから紐解いていく姿勢,そして ｢彼/

彼女には力がある｣と信じることのできる姿勢を

持つものが,このアウトリーチを実りあるものに

する.

その上で,本人の回復を妨げている要因にも目

をむけ,その妨害要因をいかに小さくしていくか

が次の課題となる.精神医学的アセスメントはこ

のときに役立つスキルである.統合失調症から気

分障害,パーソナリティ障害,PTSD,そして高

機能自閉症までのスペクトラムが ｢ひきこもり｣

の背景にはあるといってよい.アセスメントのう

ちに,役に立つ薬物療法,役に立つ障害や疾患に

ついての情報提供,役に立つ社会資源などの情報

提供も行うことは精神科医療にたずさわる者の務

めであろう.

そして,さらに必要なことが本人/家族ととも

に行動することである.一人ではなかなかできな

いことが,信頼できる他者の同行や見守りがある

ことで可能になる,というのはひろく支持的な精

神療法や認知行動療法の要にあることであろう.

言葉のみによる ｢同行｣や ｢見守 り｣も大切であ

るが,アクションをともにすることの力強さはア

ウトリーチの醍醐味でもある.家の中でともに何
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かをすること,一緒に外出すること,行ってみた

かった場所を訪れることなどは,その行為のモニ

タリングを丁寧にすれば,彼らが自分自身で新た

な行動を始める契機を作っていることがしばしば

である.

【B-4:多彩な選択肢を提供できる場】

本人が自宅から外に出てこられるようになった

ときに必要な場,それが ｢多彩な選択肢を提供で

きる場｣である.これは何も多様なメニューのそ

ろったデイケアのよう場をイメージしなくても良

い.大切なのは ｢本人のニーズに合わせて,提供

するメニューを組み立てることのできる場｣とい

う機能である.多彩なメニューを-箇所で用意す

ることにプライオリティがあるのではなく,本人

の望みや希望を聞き,本人のモチベーションを高

めることのできるような形で,様々な地域の情報

を取 り入れて,必要なアクションプランを組み立

てることができることに意義がある.すなわちケ

アマネジメントの考え方が援助技術としてあるこ

とがポイントである.

ケアマネジャーによる直接サービスを伴うケア

マネジメ ン トである,ICM (htensive Case

Management)や ACT (AssertiveCommunity

Treatment)が重い精神障害者の地域生活支援

に有効 な こ とは科学 的根 拠 に基 づ く実践

(EBP:EvidenceBasedPractice)が示 してい

ることである2).｢重い精神障害｣の定義を説明

するときにしばしば用いられる言葉である ｢現在

の精神保健医療福祉のありかたでは安定した質の

高い地域生活を送ることができない｣状態とは,

ひきこもりを呈している人々全般に言えることと

いっても良く,精神科的治療についての技術をも

った者によるICMやACTのモデルは今後さら

にこの分野にも活用してよいものである.

このような,ケアマネジメントによる多彩な選

択肢からの提供に当たっては,以下のような考え

方が必須である.

1)まずは本人の ｢これから何をしたいか｣に

焦点が当たっていること
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2)それが明確にならない場合でも ｢とりあえ

ずこうしてみる｣という緩やかな姿勢があること

3)小さな ｢失敗｣から学ぶことができること.

｢失敗｣というくくりを生活のなかでしな くても

いい こと

4)本人が過去の挫折体験などを語 りた くなっ

たらそれを語る場が保証されていること

上述の4)とも関連があるが,多彩な選択肢を

提供できる場で,本人が援助者以外の他者 と穏や

かに出会うということは,もうひとつの要点であ

ろう.それはピアの関係になれる他者であったり,

あるいは本人が少しでも働きかける相手であった

りする.このような他者と1対 1ではなく小さな

グループの1メンバーとして出会うことで,彼ら

が過去に不適応を起こしたあるいは外傷体験をこ

うむった ｢集団｣という状況に,より安全な形で

再参加を始めることができるのである.

C.地域中心の精神保健医療福祉 Commumity

basedMentalIIealthづくりに精神科医療

従事者はいかにコミットしていけるか

【C-1:障壁は何か】

以上,ひきこもりへの支援を充実化していくこ

とは,地域中心の精神保健医療福祉のシステムづ

くりをしていくことであるという文脈で,その具

体的な援助の方法論について述べてきた.

では,これらの方法論は実際に精神科病院やデ

イケア精神科クリニックで働 く医療従事者にすぐ

にでも可能であろうか.

筆者の見るところ,技術のレベルでは,継続的

なトレーニングやスーパーバイズは必要ではある

ちのの,日本の精神科医療従事者のなかには,上

述の考え方や方法論を生かして地域のなかで援助

を展開していくことができる能力のあるものは数

多くいると思われる.それは,これらの技術が何

も特別なものではなく,今までの援助技術に含ま

れている要素の組み合わせだからである.実際,

精神障害をもつ人々のところへ在宅訪問を続けて

きた保健師やソーシャルワーカー,訪問看護ステ

ーションの看護師たちのなかには,すでにこのよ
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うな取り組みを行っている人々が少なからずいる.

問題は,このような技術を生かすことのできる

システムづくりのほうである.システムとは,(1)

少人数の特別な人々のスキルということではなく,

援助を行うものにとってひとつの共通した考え方

として,上述の考え方や方法論の重要性が理解さ

れ,(2)それを行うことが,援助者の生計を立てて

いく ｢普通の仕事｣として位置づいており,(3)こ

れらの実施を促進するような環境の整備が行われ

ている,ことを意味する.これらは,そのこと自

体の実現の困難さではなく,(1)病棟中心,デイケ

ア中心といった ｢はこもの｣に利用者を集める方

法からの考え方の転換,(2)これらの仕事の評価と

しての財源の確保,ひいてはそのための,たとえ

ば陛性入院病床など他領域のコス トカット,(3)医

療と生活支援 (福祉)の分断というシステムを医

療 ･生活支援の合一のシステムに変えていくため

の権限の委譲,が必要なためにその実現化に様々

な障壁を生じている.

最後に,これらの障壁に取 り組むための筆者の

考察を述べる.

【C-2:アウトリーチサービスを行 う多職種チ

ームの実現】

再三述べてきたように,ひきこもりのような事

例では彼ら本人が医療機関を訪れるのを待ってい

るという方法論を手放さなければ,支援をニーズ

にあった形で始めるのは難しい.家族とであって

もまずは相談支援を始める,あるいは誰かが彼ら

の生活の場を訪れることがあたりまえにできて,

初めて支援らしい支援が開始されるのである.そ

のためには,多職種よりなるアウトリーチチーム

が診療報酬上あるいは障害者自立支援法上評価さ

れる必要がある.

今,もっともその実現に近い位置にいるのは訪

問看護ステーションであろう.訪問看護ステーシ

ョンは高齢者の在宅介護 ･在宅医療を支える機能

として発達してきたが,難病の在宅療養,脳血管

障害や生活習慣病の在宅療養と並んで精神科医療

の分野でもその機能を果たし始めている.すでに
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作業漬法士,言語療法士,理学療法士は看護師,

保健師と並んでステーションのスタッフとして認

可されているが,ここに,精神保健福祉士や臨床

心理技術者の配置が認可されたならば,ひきこも

りを呈する人々へのアウトリーチチームとして有

力な資源となるであろう.本人や家族をエンパワ

メントすることによって生活支援を開始できると

ともに,精神科医の協力も得ながら精神医学的診

断の情報収集が可能であり,また必要な薬物療法

や情報提供も行えることが,訪問看護ステーショ

ンの強みということができる.医学的方法論もも

ちながら生活支援が可能という,望ましいあり方

を可能性としてもっているのである.

【C-3:医療と生活支援の結合】

医療 と生活支援の結合は,さまざまな次元で考

えられる.

最も大きい変化は行政レベルで,医療行政と福

祉行政が共通課題をもっていることから柔軟に財

源を一部共有活用することであろう.たとえば米

国のメリーランド州パルティモア市では,亘症の

精神障害をもつ人々へのサービスに対して,cap-

itationprojectといって医療保険の財源と州の財

源をあわせた財源をつくり,上限を決めてニーズ

に合わせて医療と生活支援を行うというモデル事

業を行いよい成果をあげた3).これは,入院医療

にかかるコストを抑えると生活支援に充分費用を

回せるということで,利用者やサービス提供者の

モチベーションを上げたのである.

行政レベルの結合以外にも,医療法人が社会福

祉法人としても機能するか,あるいはその道に社

会福祉法人 (あるいはNPO法人)が医療機関を

もつというように,現場レベルで両方の機能を備

えたシステムづくりは今後一層必要と筆者は考え

る.今までは,いわゆる精神科病院の社会福祉施

設づくりという面が突出していたが,これからは

地域中心の精神保健医療福祉システムをつくるた

めに,診療報酬も障害者自立支援法の財源も活用

していくというあり方を推進することになろう.

少数ではあるが高い機能の入院病床をもつと同時
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に,地域のなかにサテライトとして居住プログラ

ムやアウトリーチサービス,就労支援などの生活

支援機能をもつような …メンタルヘルスケア"機

関をつくっていくことが,先に述べた障壁を乗り

越えていくことに役に立つと考えている.

しかし,もっとも必要な変化は,精神科医と看

護師,コメディカルスタッフのチームワークのあ

り方であろう.地域中心の精神保健医療福祉をと

くにアウトリーチのタイプで行うときには,生活

支援の窮境の様々な行動を利用者とともにいるス

タッフが自らの判断で行う責任が生じる.個別に

責任をとる姿勢とそれを支える精神科医のバック

アップ態勢が共に重要になってくるのである.精

神科医の ｢指示待ち｣型ではなく,また精神科医

が常に前線に立っているのでもない形のチームワ

ークが,病棟やデイケア以上に求められる.とも

に責任のあるスタッフ間の,双方向性のコミュニ

ケーションが必要とされるのである.

【C-4:地域ネットワークへの精神科医療機関

の参加】

地域中心の精神保健医療福祉システムで重要な

ことは,地域にある医療機関や社会福祉の機関,

そして当事者や家族が,地域のシステムの-構成

要員であるという自覚をもって,地域づくりに参

加していけることである.ケアマネジメントに個

別支援を表す ｢小さなケアマネ｣に対して,地域

づ くりに関わる ｢大きなケアマネ｣という言葉が

あるが,まさにこのことを意味している4).

精神科医療機関はその機関だけの存在では役割

が限られてしまう.また,しばしばそこだけで閉

じたシステムとしてあることは社会的偏見の助長

にもつながってしまう.精神科医療機関に働 くも

のが,医療機関の外に出て,ネットワークを構成

する会議にも積極的に出席し,医療圏域における

生活支援のための機関との交流を図ったり,病診

連繋の具体化に取 り組んだりすることが必要にな

ろう.このような診療以外の取り組みを通じて,

地域の資源が見えてきて,精神保健医療福祉領域

の ｢地域づくり｣が深まり,住民のニーズに応じ



シンポジウム :｢ひきこもり｣と精神医療

たサービス提供が可能になるのである.

お わ り に

結局,｢ひきこもり｣の問題は,精神保健医療

福祉のシステムの問題である,というのが筆者の

ずっと追ってきた文脈である.様々な症状や困難

を抱えた人々が,｢ひきこもり｣という行動をお

こしている.そのこと自体が,ひとつの対処行動

であろうから,｢ひきこもり｣自体に良い悪いは

ない.ただ,この対処行動が未来を開く可能性に

つながらない場合に,他の選択肢を差し出す努力

は支援者の役割であろう.今までの支援が役に立

たないのであれば,別の方法を試みるしかないの

である.

このようなあり方は,｢社会的入院｣問題にも

相通じるところがあるように思えてならない.

｢受け皿がない｣というときに,入院医療はなか

ば人為的に ｢ひきこもり｣状態をつくっていると

はいえないだろうか.

もし,この類推に妥当性があるとすれば,共通
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する ｢別の方法｣とは ｢医療が地域に出て行き,

地域のシステムの一部となる｣ということに集約

されるはずである.
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