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学会総合検討委員会 自殺対策専門部会企画シンポジウム 

「生きづらさを抱える若者が生きていくための支援を考える」 

―「子ども」からの出口と社会への入り口― 

 

司会（徳丸委員）：ただいまより、学会総合検討委員会 自殺対策専門部会企画シンポジウム 

「生きづらさを抱える若者が生きていくための支援を考える」を開催いたします。まず、本シンポ

ジウムの企画意図をご説明いたします。 

2012 年に見直しが行われた自殺総合対策大綱で、近年の若年世代における自殺増加を受け、若年

層の自殺予防に重点が置かれることとなりました。本学会においても、昨年は学会総合検討委員会

で若年者の自殺予防に焦点を当てたシンポジウムを開催いたしました。その時のタイトルは、「新

しい自殺総合対策大綱への心理職の関わり－若年層の自殺予防に焦点を当てて」ということで開催

いたしました。今年は、さらにこの問題について掘り下げるシンポジウムを、ということで企画い

たしました。副題としまして、「子どもからの出口と社会への入り口」、とつけました。この意味

は、若年層の自殺と一口に行ってもイメージするものは様々だと思います。そこで、子どもから大

人への移行に視点を置きました。移行は重大な危機、クライシスでありますが、これは自殺につな

がる恐れのある問題でもあります。しかし、危機とは必ずしもネガティブなものではなく、ある種

のチャンスでもあり、ポジティブに捉えることもできます。クライシスの語源である、ギリシャ語

のクリネイリムは、切る、という意味がございます。ここから、決定的瞬間や、分離と言った意味

が派生するようになったと言われています。特にネガティブな評価を含む言葉では元々ありません。

そして、決定的瞬間とは重大な意味を持ちますし、下手をすれば大変な事態になりますが、上手く

支援することができれば成長するチャンスである、ということは、危機の概念として、みなさんご

承知の通りです。子どもの危機は支援者にとっても決定的な瞬間になりえる問題であり、こういう

視点で今回の企画をいたしました。 

 

司会（高野委員）： 今回、このテーマにお三方のシンポジストをお招きしまして、話題を提供し

て頂きます。まず、自殺対策専門部会委員でもいらっしゃいます新潟県立大学 勝又陽太郎先生に

お話しいただきます。勝又先生は首都大学東京の大学院で博士号を取得後、国立精神・神経医療研

究センター精神保健研究所、自殺予防総合対策センターの自殺実態分析室の研究員を経て、現在新

潟県立大学人間生活学部子ども学科にご勤務されています。勝又先生からは、本シンポジウムの導
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入として、行政や最新の動向を含めて現在の若年者における自殺予防対策の動きについて、話題を

提供して頂きます。 

次に、内海新祐先生からは、児童養護施設における子どもから大人への移行に伴う困難についてお

話を頂きます。内海先生は、東京大学大学院博士課程を単位取得退学後、児童養護施設旭児童ホー

ムで臨床心理士として勤務され、現在は児童養護施設川和（かわわ）児童ホームで臨床心理士とし

て勤務していらっしゃいます。内海先生からは、児童養護施設において、子どもから大人への移行

の難しさとその問題への支援の在り方について、お話を頂きたいと思います。 

最後に、高野明先生に、大学における自殺予防対策についてお話を頂きます。高野先生は、東京大

学の学生相談ネットワーク本部、学生相談所で学生相談を担当していらっしゃいます。また、日本

学生相談学会の常任理事として特別委員会にて、学生の自殺防止のためのガイドラインの策定に携

わっていらっしゃいました。今日はその内容についてもご紹介頂ければと思います。 

そして、指定討論には、日本大学の津川律子先生にお話を頂きます。どうぞよろしくお願いいた

します。 それでは、勝又先生からご発表頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

勝又陽太郎委員 

わたくしからは、部会の専門委員という立場から、本シンポジウムの導入として、若年層の自殺

予防対策に関連する施策、それから最新の研究の動向について話をした上で、後半のお二人の話に

つないでいければと思います。 

まず、お示しするのは年齢階級別の自殺死亡率です。この数値は、人口の規模の影響を小さくす

るためにベイズ推定値というものを使っていますが、その推移を男女別に示したものです。青い点

線のラインが 1993 年から 1997 年の 5 年間の自殺死亡率を年齢階級別に並べてあります。1998 年

に自殺死亡者数が 3 万人を超えるという事態になったわけですが、その急増前の状況が青い点線の

ラインになります。急増期が赤いラインの 1998 年から 2002 年。それ以降、2003 年から 2007 年、

最新のものが、2008 年から 2012 年の 5 年間、ということで、5 年刻みで見たグラフです。これを

ご覧いただくと、明らかに高齢層が下がってきているというのがわかるかと思います。最近若干ま

た上がっている傾向はありますが、中高年、高齢層は自殺死亡率が下がってきているというのが現

状です。それに対して、明らかに若年層の自殺死亡率が上がっているというのが現状です。特に急

増期よりも上昇傾向にあるのが問題として挙げられているということ。それから、15 歳から 39 歳

の死因を見てみますと、自殺が第一位です。これは日本の問題点として挙げられるだろうというこ
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とで、こうした現状をもとに、平成 24 年の 8 月に政府の自殺対策の指針である自殺総合対策大綱が

見直されました。この段階で、若年者への対策に重点化をしていこうということで、かなり政策的

にもそちらのほうに動いていく、それが平成 24 年にあった、ということです。これをもとに若年者

の対策が、今現在少しずつ増えてきています。私の肌感覚では、教育分野との協力というのが各自

治体では出てきているのかな、という感触を持っています。これはまた後ほどお話したいと思いま

す。 

ともあれ、教育分野との協力以外の対策は、それほど進んでいるものではないので、具体的な対

策どんなことを取り組んでいるのか、という話があまりできないのですが、これに関連してどんな

行政的な施策が行われているのかというのを整理したものが次のスライドです。文科省関連、厚労

省関連とおおまかに分けました。文科省関連を見ますと、いじめ対策というのが、大津の事件と関

連して、今重要な対策として挙げられています。平成 25 年 6 月にいじめ防止対策推進法が制定され

ました。これに基づいて、自殺に関連した調査や、これから第三者委員会の設置ですとか、各自治

体でも出てくると思います。この中で、皆さん方が関わっているケースもあるのではないかと思い

ます。それから、もう一つ、昨年発表させて頂いた自殺予防教育。文科省では自殺予防教育の在り

方を検討しておりますが、その検討会が様々なガイドライン等を出しております。これも HP をチ

ェックして頂けると、自殺予防教育を広めていこう、という動きがこれから出てくるだろうという

ことです。いじめの対策を出したのは、自殺予防対策の在り方と不可分だからです。いじめ対策等

総合推進事業、この中に、SC 等におけるストレスマネジメント教育というのが予算計上されていま

す。これと、自殺予防プログラムの実施というのが、これから学校の中でも大きなトピックになっ

てくるのではないかと思います。それから、厚労省関連に関しては、様々な基本法といいますか、

自殺に関した様々な法律が最近、たてつづけに制定されています。生活困窮者自立支援法、アルコ

ール障害対策基本法、そして過労死等防止対策推進法、こういった様々な法律が制定されて、これ

に基づいてまた各地で様々な事業がこれから展開されていくと思います。必ずしも若年者だけの問

題には限らないのですけれども、やはり若年者の問題にもこういった関連法というのは今後影響を

与えていくと思うので、頭の片隅に置いていただけるといいのではないかと思っています。そして、

コンソーシアムというのを書いていますが、これは私の前職であります自殺予防総合対策センター

が中心となりまして、科学的根拠に基づく自殺予防総合対策推進コンソーシアム、というものを立

ち上げる、と、そういった方向性が出来ています。これから、様々な自殺対策を各地でおこなって

いく際に、今どのような科学的な根拠が世界各地で集積をされているのか、これをレビューした上

で対策を推進していこう、ということです。ここでは主に学会等の学術団体が中心となって、様々

な知見を出し合っている状況です。現在は、若年層の自殺対策の在り方に関するワーキンググルー

プというのをやっていまして、特に若年者対策の方向性を打ち出してきている、ということです。
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これが年度内に様々な形で報告がなされるだろうと思っていますので、ぜひ自殺予防総合対策セン

ターの情報を HP でチェックして頂けるといいと思います。これは厚労省の HP ですね。若年者向

けのメンタルヘルス支援サイトを厚労省が立ち上げています。これ以外にも、労働者向けなど様々

な HP を立ち上げています。 

さて、近年の研究の動向についてもう少しお話をします。若年者の対策は、自殺総合対策大綱で

述べられている 3 つの対象別に見てみると、個人や集団レベルの介入に関しては、様々な取り組み

が行われているのですが、一番多く行われているのは、各種心理療法の介入効果研究です。つまり、

ある特定の心理療法を自殺のリスクの高い若者に実施した場合に、自殺予防の効果があるか、とい

う介入研究を行っています。それから、学校における自殺予防教育プログラムですね。これが世界

各国でも取り組まれています。一方で、地域レベルの介入、地域の若者向けに介入をやってみると

いう研究もされていますが、残念ながら地域レベルの自殺予防効果は認められない、という結果の

ほうがやや多いです。なぜかと言うと、そもそも若年者の自殺の頻度は、他の年齢と比べると相対

的に低いのです。なので、自殺死亡というものをアウトカム評価の対象にしてしまうと、なかなか

効果が得られにくいと言われています。この辺も若年者の対策を考えていくときの難しいところだ

と思います。いずれにせよ、近年の研究の動向から見ますと、バリエーションが少なくてちょっと

寂しい感じもしますよね。たったこれだけかという感じもするんですが、どうしてもお金がかかる

研究ですし、今ある既存のもので出来ることを、というのがあると思うですが、やはりもう少しバ

リエーションを増やしていきたいという、個人的な思いがあります。 

では、若年者への対策を充実させるには、一体どうしたらいいのか、というところですね。ここ

から先は私見になりますが、ここから後半につなげていきたいと思います。 

そもそも、若年者の自殺と言ったときに、どんな若年者をみなさんが想像するのか、ということ

です。どうしても、巷のメディアでは就活自殺やいじめ自殺などと問題が単純化されているきらい

があります。これは、WHO が注意を促している点です。センセーショナルな自殺報道をしない、

あるいは、一つだけの要因で自殺を説明しないようにする。こういうことが言われているにも関わ

らず、やはり単純化された報道が目立つということで、そうした問題が出てくると、私たちが若者

の自殺と言ったときに、すぐに就活自殺とかが思い浮かびそうですが、ことはそんなに単純ではな

いです。なので、きちんと介入ターゲットを明確にして、各ターゲットの特徴や、動線、日頃の生

活の動きが見えないと、私たちはなかなか対策を立てようがないわけです。なので、どうしても研

究となると、危険因子がこれでしたという研究が多いですが、それ以上に生活している生身の若者

がどういう動きをしているのかを、私たちはきちんと把握していかないといけないんです。少し例

をお見せしたいんですが、これは、私たちが研究の中で、自殺で亡くなった方のご遺族に伺って、
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亡くなったときに無職であった人たちが、一体どういう特徴を持っていたのか、というのを分類し

た図です。対応分析という方法で分類しました。実は日本の自殺の半数は無職者なのですが、無職

者と聞いたときに、みなさんどんな人を思い浮かべますか？多くは失業者というイメージがあるか

もしれませんが、失業者は大体 5％くらいしかいないです。多くは年金で暮らしている方、または

仕事を退職された方、あるいは専業主婦の方。こういった層が多いんですね。無職と言ったときに、

その無職者を本当はもう少し細分化しないといけないんです。それを試みた図ですね。これで全て

ではないですが、私たちが見た範囲では、例えば A のタイプ。これは、若い時期に統合失調症など

を発症して、そもそも就労ができなかった人たちです。B のタイプは、女性に多かったんですが、

非正規雇用を繰り返しながら、なかなか仕事や対人関係が上手く長続きしないタイプでした。結果

的に亡くなったときは無職だった、というタイプです。そして C のタイプは、中高年男性が、アル

コールやうつを抱えて中途退職してしまったタイプです。そして、D のタイプは定年退職をしたタ

イプ。ということで、亡くなったときが同じ無職だったとしても、その無職に至るプロセスは複雑

なわけですね。この動線をしっかり描いていかないと、有効な自殺対策は練れないわけです。それ

ぞれの対象に全く違うアプローチになりますよね。これは無職の人に仕事を用意すれば自殺は防げ

る、なんていう単純な話ではないわけです。ここをどうつなげていくのか、というのが私たちには

求められているのです。 

そして、重要なのは長期的視点での介入です。私は様々なところでお話をさせて頂いていますが、

最近では学校の先生方に話をすることも増えました。学校の先生たちは一つ自殺が起きるととても

大変なのですが、自殺に出会うことはそんなに多くないのです。ですから、危機対応の話をしても

切実な感じを持っていただくことが難しい場合があります。むしろ、10 年後 20 年後に子どもたち

が自殺をせずに生きていくにはどうしていくかという話のほうが、聞いていただける。つまり、将

来自殺せずに済むように今子供たちをどうやって支えていこうか、という視点をみなさんと共有し

たいわけです。これからお話をしてくださるお二人の話は、恐らくそういうところに繋がっていく

のだろうと思いますが、若い人たちの自殺は実は頻度はそんなに高くないんですね。したがって、

若い人たちの自殺を防ごう、というのは、問題意識が共有されづらいところがあるんです。それよ

りも、若い人たちが将来自殺しなくて済むように、将来自殺につながっていくような様々な要因に、

我々がどうやって働きかけていくのかという、いわば二次的、三次的なアウトカム評価の視点を構

築していかなくてはいけないんだと思います。 

それに関連する具体例を出します。これも自殺予防総合対策センターの HP からダウンロードで

きますが、イギリスで行われた自殺予防対策の例、リーチングアウトの例です。これは、ターゲッ

トは 35 歳未満の若い男性です。まずプロジェクトの名前が特徴的ですね。強行突破とか、ストレス
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をブッ飛ばせとかですね、そういった言葉を使う。プロモーションの段階で工夫をしているという

ことです。ただ、私が今日の話で強調したいことは次の点なのです。実はこのプロジェクトでは、

プロジェクトで関わった人たちから、その人たちがどういう風に日常生活を送っているのか、とい

う情報をきちんと収集して評価するというプロセスが組み込まれています。私たちは自殺予防対策

の中で、自殺で亡くなった方がどういう特徴を持っていたのかというのを色々な角度から考えるこ

とはありますが、一方で日頃関わっている人たちが、どんなふうに生活しているのか、という事例

レベルでの話を政策に生かしていけるような仕組み作りも同様に必要なのではないかと思っていま

す。例えば、この介入は若年男性を、日本でいうハローワークのようなところでキャッチするわけ

ですね。そこで面接、あるいはグループセッションを受けないと仕事を紹介してもらえない、とい

う仕組みを作るわけです。その中で、グループで語られた内容とか、その中に出てきた人の特徴を

評価として挙げているわけです。当然ながら、様々な人がいるので、異なるプログラムを用意する

ことが必要だ、とか、講義形式のセッションはできるだけ少なくするほうがいいだろう、とか、あ

とは、男らしい言葉を使った啓発や、インパクトのあるパンフレットのほうがいいだろう、とか、

こういった彼らに繋がるための方法を、実際に援助の中でピックアップしていって、それを更に施

策に生かしていく、というプロセスがあるわけです。なので、きちんとした介入研究でなかったと

しても、こうした日々の事例から得られる情報の積み重ねを、今後の対策に生かしていく必要性が

あるのではないか、と思っています。 

最後に、私の発表のまとめです。これは昨年の発表でもお示ししたスライドですが、自殺の対人

関係理論といって、トマス・ジョイナーという研究者が、様々な自殺のリスクファクターを 3 つの

要因にまとめる、という仕事をしました。これらの要因についてどこからでも介入していけると思

うのですが、まず私たちが注目しているのが、2 点目の「所属感の減弱」です。つまり、ソーシャ

ルサポートをどうやって届けるのかが重要になってくるのではないかということです。これは、詳

しくはトマス・ジョイナーの邦訳をご覧頂きたいのですが、いくつかあるファクターのうち、2 点

目の所属感の減弱に私たちはまず介入をしていこう、ということを、今私自身は考えているところ

です。その上で、やはり困っている方々に、どうやって効果的に繋がるのか、ということですね。

この繋がり方をきちんと探索していく作業が必要になると思うんです。これは、先ほども申し上げ

たように、日常の中でどんな風に暮らしているのかについての情報を一つ一つ丁寧に積み重ねて明

らかにしていく作業だと思うんですね。そういった工夫というんでしょうか、日頃の臨床の中で、

繋がり方の工夫、みたいなのものを、このシンポジウムで取り上げてみなさんと共有したいし、こ

れから自殺対策を考えていくときにも、それぞれの方が現場で持っていらっしゃる繋がり方の工夫

を一般化していって、みなさんで共有していくことが重要になってくると思います。今日のテーマ

は、子どもの出口と社会の入り口としましたが、若年者のつながりという観点から見ると、ここの
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社会の入り口は繋がりが変化しやすい時期だと思いますので、今日はここを一つの切り口にしなが

ら、若い人たちと繋がるには、どういう方法が必要なのだろうといったことをみなさんで議論でき

ればいいと思います。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。 

司会(高野委員)：勝又先生ありがとうございました。自殺予防対策についての最新の研究から、非常

に丁寧に一人一人の若者たちの様子を探っていく必要があることをお示しいただきました。今目の

前にいる若者の自殺を予防するだけではなくて、10 年後 20 年後に目の前にいる人がしっかり生き

ていけるような支援をするにはどうしたらいいのか、というお話をして頂いたように思います。で

は、次に内海先生、よろしくお願いいたします。 

 

内海新祐先生 

こんにちは。川和（かわわ）児童ホームの内海と申します。本日は児童養護施設の職員という立

場から、この自殺対策専門部会という場で話をさせて頂くわけですが、私は日頃、この「自殺」と

いう、言葉の響きだけでも胸を締め付けられるような、そういう単語を常に思い浮かべながら仕事

をしているわけではないんですね。ではなぜ、こういうところでお話をさせて頂くことをお引き受

けしたかと言うと、生きづらい要因を抱えた、その要因の多い人がもし自殺に至るとすれば、私た

ちが見ている児童養護施設の子どもたちも、よく考えればその意味でハイリスクではないか、とい

うようなことを思ったからです。自殺という観点から、予防という観点から、今、一緒に過ごして

いる子どもたちのことを見てきたことはなかったな、もっとこのことを考えるべきなのかな、もっ

と勉強させていただこうと、お引き受けしたわけです。なので、豊富な自殺対策の支援経験があっ

てそれをお示しする、ということではありません。この子たちが抱えやすい生き難さ、リスクに焦

点を当ててお話できればと思います。 

自殺対策専門部会のシンポジウムということですが、自殺対策の特別なプログラムというのは、

少なくとも私たちの施設にはないです。恐らく、児童福祉業界全般見渡しても、そういうプログラ

ムを持っているところはないんじゃないか、と思いますが、いかがでしょうか？私どもは日頃仕事

をする際に、この子が自殺しないようにしようとか、今日も子どもたちに自殺を考えさせないよう

にしようとか、そういうことを目標に掲げているわけではありません。最終目標としては、ここを

出てからちゃんとやっていけるようになってほしい、そう考えながら仕事をしているわけです。要

するに、こういうことを身に着けてほしいな、とか、こういう部分は変わっていってほしいな、と

か、そういうことです。こういうことは、言ってみれば児童養護施設での生活総体を通じての課題

になろうかと思います。それらが総合的に実を結んだときに、結果として自殺予防になると思うん
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ですね。世に出てやっていくための色々な技能や知識、対人関係において必要な事柄ですね。たと

えば衝動性をコントロールしたり、人の意を汲み取ったり、そういうことを身につけていく。これ

らが総合的に実を結んだ結果として自殺予防になるんだろうと思います。なので、私どもが与る領

域は、基本的には一次予防のパートになっているのだろうと思います。 

児童養護施設というのは、子育てにおけるさまざまな課題が総合的に行われるところです。特化

した課題意識、問題意識を持つことはもちろんあります。それをターゲットにしたプログラムも考

えられることはあります。しかし、そのようなプログラムを通じて伝えたいこと、身に着けてほし

いことの本質は、結局は日々の堅実な生活の営みが基盤になります。例えば、一つ参考に出すと、

現在、性教育プログラムというのが施設の中で盛んに研究開発されております。施設の中で性加害、

性被害が起きると、性教育プログラムというのをすることが昨今増えておりまして、もっぱら外国

で定式化されたフォーマットをもとに、施設独自の教材を開発したりしています。自分の大事な部

分は人には触らせないものなんだよ、とか、自分のエリアは他には侵入されない大事なものとして

扱うんだよ、とか、そういったことを教える色々なプログラムが開発されているんですが、そこで

子どもに伝えていきたい、根付いてほしい骨子は、結局、あなたは大切な人であって、自分も相手

も大事にしてほしい、困ったら抱えずに助けを求めてほしい、ということです。そういうことが本

質的な部分です。ある施設の先生…その方は性教育のプログラムが施設の中で成功して、それを聞

きつけた他の施設の人に請われ、そして全国行脚的に性教育プログラムを教示して回っている方な

んですが、その方のお話によれば、そういったプログラムの普及をやっていけばいくほど、呼ばれ

ていったその施設の掃除のこまやかさや、建物が壊れたままになっていないかなどに目が向くよう

になっていったとのことです。そういった生活の総体が、子どもを大事にする雰囲気を醸し出して

いるかどうか。そこがなされていないようではプログラムの定着や成果もおぼつかない、と。なの

で、特化したプログラムを熟知すればするほど、生活全体の営みに関心が向かっていくんだな、と

思いました。ただ、生活というものは、ともすると漠然と流れがちなところもあるので、プログラ

ムを知ることで、どこに力を入れて、意図的になるといいのか、それを掴みやすくなる、というの

はあると思います。 

さて、それでは我々児童養護施設の職員が子どもたちに身に着けてほしいこと、についてです。

学術的に体系化されたものではなくて、思いつくままなので、色々な抽象水準が混ざっていますけ

れど、4 つほど挙げてみます。 

一つは、稼げる力をつけてほしい、ということです。すごく即物的な話ですが、そういうのがあ

ります。稼げる喜び、自信はやはり大きいと思います。また、貧困状態にいないで済む、そういう

意味でもできれば稼げるようになってほしい。もちろん「できれば」ですけれど。そのためには、
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相応の学力とか技能、コミュニケーション能力が求められますね。2 つ目は、困ったときには助け

を求めてほしい。これは、自分と他者を信頼する力が背景になければできないことだと思います。

自分は助けを求めて、助けられるに値する、そういう大事な自分なんだ、という感覚や、人に助け

を求めればいいことがあるんだ、自分は助けられうるんだ、そういう感覚。そういう力が必要だと

思います。そして、失敗や弱さを受け入れる力、ネットワークを作る力がいると思います。3 つ目

は、困ったときは助けを求めてほしいとは言っても、その相手を間違えないでほしい、ということ

です。困難な状況にある人は相手が本物かどうかを見抜く力がある、というのは一面の真実だとは

思うんですが、しかし往々にして、施設を出て行って、それから社会に出ていく際に、甘い言葉に

誘われて、自分のことを大切にしてくれない人にフラフラと行ってしまうことがあるな、と思いま

す。そういうことで、相手を見極める力をつけてほしい、というのがあります。それから４つ目、

抽象的な話になりますが、明るい未来はあり得るんだ、現状は自分の力で変えられるんだと信じて

ほしい、と思います。それは、能動性や自律性、つまり自分を信頼する力ですね。 

以上、いくつかの身に着けてほしいことを述べましたが、言うことは簡単なんです。でも、それ

こそが難しいな、というふうに思います。私たちだって、そういうことが出来たり出来なかったり

ですね。そしてまた、私たちは子どもたちが助けを求めてきたときに「間違いじゃない相手」とな

りえているのだろうか、ということも思います。 

次に、子どもから大人への移行の難しさ、というところをお話したいと思うんですが、以上、申

し上げたような力を付けるにあたって、児童養護施設に来る子たちは、様々な困難を抱えることに

なっています。 

まず、児童養護施設に入所してくる入口の時点での困難。入所の段階で既にビハインドを持って

いる。例えば、自分と他者を信頼する力、とか、能動性や自律性を信じる力に関してですが、これ

がいずれも難しい。十分な世話を受けてこなかった、あるいは迫害を受けてきた子たちにとっては、

自分の力で現状を良い方向に変えられる、とか、自分にはその力がある、世界はそれに答えてくれ

るんだ、と簡単には思えないところがあります。それから自己認識、将来の展望に関しても、そも

そもなぜ自分はここにいるのか、の問いがあります。その問いはあまり表立ってはなされないので

すけれども…。児童養護施設にやってくるという事態は、自分の行動や態度の帰結としてあるわけ

ではないですね。保護者がいない、いても養育機能を果たせないことが入所の理由です。自分がこ

うだったからこういう風になったんだ、という納得は、なかなか得られない中で子どもたちは入所

してくる。無理にそのあたりの因果関係を作ろうとすると、自分が悪い子だったからこういう所に

来ることになったんだ、と思うようになる。これはよく言われていることですね。つまり、子ども

たちにとって施設入所は強いられた状況である、ということは否めないと思います。好き好んでこ
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こにいるわけじゃないんだ！と子どもたちに言われることがあります。確かにその通りだ、と思う

ところはあります。しかし、我々自身も好き好んで生まれてきたわけではない、という側面があり

ますよね。好き好んで生まれてきたわけではない私たち自身が、それでもできれば生まれてきたこ

とを肯定的に捉えて、自分の責任において、自分の生を引き受けていったほうが恐らくいいように、

彼らにもそうであってほしいと思うのです。それを強制することはできないのですが、大人として

それを願っています。しかし、以上申し述べた入口のところでの事態ゆえに、それがなされにくい。

結果として、自分の過去や今を肯定的なものとして捉えにくい、現状を自分が引き受けるべきとの

認識に至りにくい。また、今後の明るい展望も持ちづらいという現状があります。 

また、生きていく力というプラグマティックなところに関して、低学力も指摘されています。IQ

も 75～80 前半、という非常に半端な数値が多いです。手帳を取るにはちょっと高いんだけれど、し

かしそういった支援を受けずに生きていくのは苦しいな、という子が非常に多いですね。そもそも、

色々なものを身に着けていくにあたって、周囲の大人が自分に差し向けるものが良いもので、受け

入れていくものである、という心の構えが作られていないこともしばしばだと思います。大人が自

分に差し向けてくるものは、自分にとって苦しいことばかり、嫌なことばかり、と思っている。そ

ういうわけで、ある程度環境を整えれば学力がキャッチアップする子もいるにはいるんですが、経

験的に言うと、そう簡単にキャッチアップしていかないな、というのが実感です。以上が、入って

くる段階での困難です。 

もう一つは、早すぎる出口の問題です。児童養護施設では、18 歳になると原則的に社会に出てい

くことになります。十分に子ども時代を生き切らないまま、大人になることを求められる。現代日

本においては、18 歳で社会に出るというのはなかなか難しいことですよね。一般的に言っても難し

いのに、ましてや色々な技能に遅れた子たちです。社会や他者とどのように付き合えるか、その修

練がどうしても足りない、ということが言えます。子どもたちを見ていますと、矛盾する心情を持

ちます。どうせ何かやったって上手く生きていけるわけじゃないんだって決めつけてしまっている

ような様子を見ていると、「大丈夫だよ、世の中そんなに怖くないから、今からでも間に合うから

やってごらん」と、そう言う風に言いたくなる。しかし一方、そういう子たちが私たちの言うこと

を全然聴かないで、遊び歩いたり、夜帰ってこなかったりすると、「それで世の中やっていけると

思ってるの？」って言いたくなる。こういった矛盾することを言いたくなる。こういった矛盾は、

彼らの中にもあるのかな、と思います。 

それから、ここからがより大きなところですが、出てからの問題があります。実際、出てみない

とわからない、というのはどうしてもありますね。出てみて、ああやっぱりこれは上手くいかない、

と。その時、どうするか、ですね。私どもとしても、一回で仕事に定着するのは土台無理だろうと
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思っています。つまずいた時どうするか、というのが大事なんですね。助けを求めてくる子もいる

んですが、いつの間にか職場を辞めてしまって、こちらから職場に連絡すると、その子は何か月前

に辞めました、と言われて、その後どうなったか音沙汰がない、ということもあります。それから、

子どもたちがつまずいたときに戻ってくるにあたって、自分の知っている職員がいる、というのは

大きいと思うんですが、子どもたちの平均在籍年数が 4.6 年と言われているのに、職員の在籍年数

はそれよりも短いんですね。すると、自分が在籍していた頃の職員、大人がいないとなると、やは

りなかなか帰ってきづらい。また、助けを求めて来た時に、「いや、よく言ってきてくれたね」と、

そういう側面はもちろんあるんですが、中にはすごく被害的な気持ちを募らせていて、自分はこん

なに不幸なのに、周りはこうだった、周りはこういう手を差し伸べてくれなかった、と、そういう

思いにまみれてやってきて、お金をせびりにくる場合もある。施設として、少しお金を貸し与えて、

再度やってごらん、と送り出しても、同じことが繰り返される。単に、よく来たね、とだけ言って

いるわけにはいかない、他の支援の仕方も考えなければいけない、そういうことがあります。 

こういう困難を抱えている社会的養護の子どもたちに対して、どういう支援の方法があるのか。

これは、基本は在園中に良い関係を作ること、子どもたちときちんと対決する、ということを含め

て、ちゃんと向き合うことだと思います。また、在園中にしっかり子ども時代を生きてもらうこと

だと思います。子どものための施設ですから、子ども時代に体験してほしいことをしっかり生きて

ほしい。甘える、遊ぶ、大人と関わる、失敗する、くだらないことに精を出す、なにかに対して憧

れを持つ、とかそういうことですね。それから、社会に出ていくイメージが具体的に持てるように

することですね。何かに希望を持てる、というのは、やはり具体的なイメージが持てるということ

だと思うんです。具体的に一緒に行動する、一緒に職場体験に行く、とか。あるいは一人暮らしを

試験的に経験してみる、など、そういったことを在園中にやってみる。それから、最近は、児童養

護施設の出口の時点で、就労支援に携わってくれるような NPO 法人が複数立ち上がってきていて、

職場体験をさせてくれるというチャンスが増えてきています。そういう方たちのお力も借りていき

たいと思います。また、失敗して当たり前だから、つまずいたら連絡してくるように、と、言葉で

しっかりと言っておく。これは、些細なことのようですが、案外重要で、言葉を添えたことで連絡

してきてくれた子がいます。できれば職員はなるべく辞めない、というのもありますが、これは目

標ではありますが、なかなか難しいところでもあります。それから、卒園後の状態を把握するよう

に努める、ということも支援の在り方として大事だろう、と思います。が、かなりの能動的な努力

が求められますね。子どもたちが卒業していって、ここに就職した、とします。そこを辞めてしま

った。で、そういう場合どうなるかというと、本当に音沙汰なくなってしまう子も中にはいるので

すが、こちらに助けを求めてきてくれて、しばらく仕事が見つかるまでなんとかならないか、とい

う場合もあります。それで、施設の空きスペースに居候させて、その代り月 3 万円くらい入れなさ
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い、その間に仕事自分で見つけなさい、ということがあるんですね。それで、再度就職したりしま

す。しかし、そこも辞めてしまった。次も辞めてしまった。転々として、2 つ目くらいまでは消息

を追えても、3 つ目 4 つ目になると追いきれなくなってくる。向うから連絡を取ってくれないと、

こちらでは追いきれなくなる、ということがあります。私が勤め始めて 10 数年たって、卒園数が

50 数名います。この前名前を見ていて、今どうしているかぱっと確実に私にわかる子が、大体 10

数名でした。何年前はこうだった、とか、断片的な情報は入ってくるんですが、2014 年 8 月 24 日

時点においてどうしているか、確実にわかる子となると、私にはそのくらいでした。今どうしてい

るか、というのは、積極的に追っていかないとわからなくなります。こういった部分で、子どもた

ちが社会に定着していくにあたっての支援がまだまだ不十分と思っています。私の話は以上です。

ありがとうございました。 

 

司会(高野委員)：内海先生、ありがとうございました。今、お話に出ました通り、強いられた状況で

生きづらさを多く抱えた子どもたち、勝又先生のお話にありましたように、所属感の減弱にもつな

がるお話だったと思います。そして、出ていった子どもたちとの繋がりの難しさもリアルなお話を

頂き、胸の痛くなるようなお話でございました。では、今度は学生相談の中で、大学生の自殺予防

に関するお話を高野明先生から頂きます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

高野明先生 

ただいまご紹介にあずかりました、東京大学の学生相談でカウンセラーをしています、高野と申

します。私は、自殺予防の専門というわけではないんですが、学生相談学会で「学生の自殺防止の

ためのガイドライン」というものを今年の 4 月に出しまして、その取りまとめに関わりましたので、

今日呼んでいただいて話題提供させていただくことになりました。初めにその話をかいつまんでで

きればと思います。 

さきほど、勝又先生から、若年者の自殺の問題というのがやっぱり難しい問題がある、というお

話がありましたが、大学生も同じような状況でして、自殺問題の現状としては自殺率が高止まりし

ている。学生生活上の様々な課題が自殺の危険因子になりうる状況がありますので、その中で学生

の自殺をどう予防するのか、というのが、我々学生相談のカウンセラーとして喫緊の課題になって

いる、ということがありました。そこで、日本学生相談学会では、今年 4 月に学生の自殺防止のた

めのガイドラインというものを公表しました。これは、様々な立場の教職員が、学生の自殺を防止
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するにはどんな働きをすればよいのか、という全体像と具体策を示したものになります。Web サイ

トで PDF を配布していますので、ご興味のある方は「学生相談学会」と検索すれば出てきますので、

お時間のあるときに見ていただければと思います。 

このガイドラインは以下のような構成になっています。１番目としては、大学生の自殺の現状と

それをどう理解するのか、という話、それから 2 番目には、我々学生相談の領域では教育として学

生相談をどう展開するのか、というのがここ十数年のテーマになっているのですが、それと自殺防

止の話を絡めて述べています。それから、3 番目には対応の基本ということで、日常的な対応から、

危機対応、事後対応に至るまで、具体的な対応を述べています。後ほどもう少し詳しくお話します

が、学生支援を 3 階層に分けて、それぞれで大学の中でどういう関わりができるのか、というのを

整理分類してまとめています。それから最後に、自殺防止を図る上で学生相談機関をどう整備すれ

ば良いか、や、活動がどうあるべきか、という注意点を述べています。今日は、一つ一つ紹介する

のは難しいので、理念として、教育としての学生相談と自殺防止、という点を中心にご紹介させて

いただければと思います。 

 先ほど、十数年来の話として、学生相談が教育の一環として位置づけられるようになってきた、

という話をしました。2000 年には、当時の文部省から「大学における学生生活の充実方策について」、

というレポートが出ています。これは、学生相談を実際担当されている方からすると、釈迦に説法

になるんじゃないかと思いますが、このレポートでは、教員中心から学生中心の大学にしなければ

いけない、とか、学生相談は、一部の来談者だけではなくて、全ての学生を対象にしなくてはいけ

ない、とか、人間形成を促すための学生相談として位置づけましょうっていうことが謳われていま

す。2007 年には、日本学生支援機構から同じようなレポートが出ていまして、さらに踏み込んだも

のとして、「大学における学生相談体制の充実方策について」というものが出ています。ここでは、

全ての教職員とカウンセラーの連携・協同を充実させる必要がある、とか、個別のニーズに応じた

学生支援をやらなくてはいけない、とか、大学全体の学生支援力を高めなければならない、という

ことが謳われています。自殺防止の話は、この教育の一環ということに続いていくものだ、と我々

は考えておりまして、学生相談における自殺防止の理念とか目指すものとすると、日常の学生支援

の丁寧な活動をどう延長していくのか、それをしていくことが、学生の自殺防止に繋がるのではな

いか、と考えております。個別のカウンセリング等の相談活動もたくさんありますし、時間とエネ

ルギーはそれにかなりのものを費やすことになりますが、それプラス、大学コミュニティ全体への

取り組みも一方で積極的に展開していく必要があると思っています。このガイドラインの中にも、

先ほど勝又先生が紹介してくださいました、ジョイナーの自殺の対人関係理論を引用していまして、

ジョイナーは自殺の背景に 3 つの要因があると言う風に言っています。それぞれに対応して、大学
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の中でどういうことができるのか、ということを整理しています。それがこの図になります。大き

く分けると、一つは、支えあう大学コミュニティ作り。それから、学生の自己成長をどう促してい

くのか、ということが、テーマとしてあると考えています。 

 

 

もう少しこの 2 つを細かく見ていくと、大学コミュニティ全体の取り組ということですが、学生

相談におけるサービスギャップ問題と書きましたが、先ほど 3 階層のモデルを話しましたが、１番

上にあるのが、学生に日常的に接している教職員が、例えば研究指導とか学習指導とか、職員の人

の窓口業務とか、日常的な交流の中で学生を支える支援、ということになります。これが、学生が

日常的に教職員に関わる中で支えてもらう、という部分になります。それから 2 番目の層の部分は、

制度化された学生支援とありますが、こちらはクラス担任とか、あるいはなんでも相談、みたいな

ものが大学によっては整備されているところもありますが、制度として学生支援をする、という立

場に置かれた一般の教職員の方々による支援ということになります。3 番目が、ようやく私たちが

いるような学生相談機関とか保健センターとか、カウンセラーや医師、専門の方がいる学生支援と

なります。3 番目のところまでたどり着く学生さんは、全国平均で 5.3％と言われています。アメリ

カだとこれが 10％超えるくらいになりますが、やはりなかなか来てもらえていない。それから、自

殺した学生の 76％が、保健管理センター等の関与のないまま亡くなっている、とのデータもありま

す。どうしても、3 番目の層までやってくるのを待っているだけでは難しい、個別の相談活動だけ
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では限界があって、学生相談にたどり着く前の段階での支援も充実させていく必要があるだろうと

考えています。 

そういう意味で、学生を自殺に追い込まない、健全な大学コミュニティを作る必要がある、と、

大きく分けて 3 つのことが考えられると思います。1 つは、自殺防止に関する情報提供とか教育活

動になります。学生向けで言うと、講義とかワークショップ、講演会を行うことで、自殺予防の知

識を学生さんに持ってもらう、ということもありますし、教職員だと、教職員向けの研修を行って、

教職員一人一人が学生の変化に気づいて必要な支援に上手く繋いでもらう、というネットワークを

作ってもらうというのも大事だと思います。それから、ピアサポートの強化と書きましたが、やは

り学生同士の支えあいというのも、今時の学生さんというのは繋がる部分は繋がるんだけれども、

いざと言うときに踏み込まない、とか、相手との深い関係を作って支えあう、というのが弱いとこ

ろがありますので、制度としてピアサポートを充実させることも大事だと思います。学生同士の支

えあいを支援することで、実際に支えるとか、支えられる、という体験をしてもらうのが大事かと

思います。3 つ目には、居場所作りの支援です。大学は、所属場所としてはありますが、実際に居

場所がない、とか、そういうネットワークがない、ということも学生さんによってはあります。な

ので、談話室とかフリースペースとかそういう場所を開設する等して、心理的な避難所とかあるい

は休憩所としての機能を持たせていく、そういう安心できる場の中で交流する体験を積んでもらう、

そういう所属できる場の機能を提供するのも大事なのだと思います。これが、大学コミュニティ全

体への取り組みということになります。 
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もう一つ、成長の支援のほうは、子どもから大人への移行をどう支援するか、ということになり

ます。これも、私のいる大学だけではなくて、全国的な傾向として言われていますが、未成熟な学

生さんが増えていると指摘されています。より年少で見られていた問題が、大学でも見られるよう

になってきている。不登校であれば、大体クラスに 1，2 人は大学でもいる、と。それからいじめの

問題、抜毛、チックのような、子どもに出そうな症状が大学生にも見られるようになってきている、

という指摘があります。それから、20 年、30 年くらい前だと、若者が悩んでカウンセリングを受け

に来る、というのがよくあるモデルでしたが、悩めない学生が増えているという指摘もあります。

悩めないので、言語化してカウンセリングをするというのが難しくて、行動化あるいは身体化する

ということも多くなってきているという話もあります。また、これは、子どもだけでなく、大人に

も言えることですが、人と繋がる力の低下も挙げられます。いずれも、こういう状況の中で心理的

にもそうですし、非正規の雇用が広がっている中で、経済的にも若者が自立するのが難しくなって

きている状況がある、というのが一方です。ただ、逆に産業界とか、国の施策もそうですが、ます

ます大学教育に何を求めているか、というときに、「大人」を求めるような社会になってきている

ような流れもあると思います。グローバル、イノベーションということも言われますが、そういう

対応ということで、例えばグローバル人材の育成をしましょう、というのが言われたりします。ど

ういうことかと言うと、「主体的に物事を考え、多様なバックグランドを持つ人とコミュニケーシ

ョンし、文化的差異を乗り越えて新しい価値を生み出す」と。上で言っているのと全く反対のよう

な人材を求めている、と。そういう意味でギャップが非常に大きくなってきている、ということが

あります。大学に成長しきった大人としての学生さんが来ている、というよりは、それにどうつな

いでいくのか、どうそのギャップを埋めていくのか、という教育的支援が非常に大事になってくる

のだと思います。 

そういう意味で、我々は心の発達促進を担う必要があると考えております。より具体的に見てい

くと、子どもから大人への移行支援ということで、個人に対しては従来から力を入れて行っていま

すが、個別のカウンセリング等の相談活動をやっていくっていうことはすごく大事だと思います。

それから、集団に対しては、心理教育として、講義をする、講習会、ワークショップ等を行って積

極的な活動をする、ということが大事かと思います。具体的にはどんなところをポイントとして考

えたらいいか、と言うことで 3 つ挙げます。1 つ目は、援助要請を促進する、ということで、先ほ

ど内海先生の話の中にもありましたが、きちんと助けを求められるかどうか、というところが非常

に大事だと思いますので、援助を求めることを積極的に捉えてもらって、自分が困ったときに、困

っています、というのをちゃんと周りの人に言えるかどうか、というのを、教育的な面でそういう

力を身に着けてもらう、ということが一つです。それから、そもそも困っているということを気づ

けないと、助けを求めることも難しいので、自己への気づきと対処を促す、ということで、自らの
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心身の状態に気づく、とか、あるいはストレスへの対処法を身につける、とか、家族とか友人との

良好な関係を維持する、ということも大事かなと思います。それから、もう一つ、他者を支える関

係作りということで、自分だけではなくて周りの学生さんにも、困っている場合、どう手を差し伸

べられるか、ということも大事になると思います。なので、窮状に気づく、とか、他の人が困って

いるときに耳を傾けて必要な援助資源に上手く繋いでもらうっていうことも、成長という意味です

ごく大事なことなのかなあと思います。これが、成長をどう支援するのか、ということの中身にな

ります。 

 

 

最後に、我々心理職が、大学の中で自殺防止を考えるときに、どんな役割をしなくてはいけない

か、というのを簡単にまとめました。一つは、個別の相談活動の中で、ということですが、やはり

来た学生さんの問題をどう解決するか、というのは非常に大事なんですが、治療というよりは、よ

り教育とか成長をどう支援するのか、ということに重点が置かれるようになってきていると思いま

す。私もそういう感覚で日々学生さんに会っていると思います。それから、とは言ってもなかなか

悩めないとか、言語化をするのが難しい、ということもあるので、先ほどグローバル人材のところ

で、主体的に考えるというのがありましたが、そもそも主体性が身に付いていない学生さんを、ど

う育てていくのか、ということが課題になってくると思いますので、そこも考えなければいけない

ところだと思います。それから、大学コミュニティ全体への働きかけというところでいくと、一つ

は「学生相談のセンサー機能」と東北大学の吉武先生が仰っていますが、これは個別支援に寄せら

れる問題というのは、実は大学コミュニティ全体を反映したような問題が現れている、ということ

がたくさんあるので、そういう意味で、学生相談の個別の相談活動という支援経験を、コミュニテ
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ィ全体にどう還元していくのか、問題を抱えた学生さんと言うのは、大学コミュニティの歪みを敏

感に感じ取っているところもありますので、それを上手くすべての学生さんに還元していくことも

大事なのだと思います。それから、カウンセリングとか、あるいは心理療法という枠ということで

言うと、なかなかそういう枠だけで、対処するのが難しい事例もたくさん出てきていて、とにかく

週 1 回 50 分しか会いません、ということではなくて、もう少し多様なアウトリーチ、外に出ていく

ような活動を展開する必要もあるだろう、と思います。ただ、これを全部カウンセラー一人ででき

るのか、というと難しいと思いますので、大学全体の教育力とか学生支援力を向上させるときに、

その協働の推進役として、カウンセラーがどう大学の中で動いていくのか、ということが大事にな

ると思います。最後になりますが、学生の育ちをどう支援するのか、ということが、長い目で見た

時もそうだと思いますし、学生の自殺防止にも繋がっていくのかな、と思います。私からのお話は

以上になります。ありがとうございました。 

 

司会(高野委員)：高野先生、ありがとうございました。内海先生には養護施設の子どもたちについて

お話頂きましたが、養護施設の子どもたちとはかなり環境の異なる大学生のお話の中にも、とても

共通するものが垣間見えましたし、また、学生の自殺防止のためのガイドラインをご紹介頂いて大

変に参考になったと思います。最後には、学生の育ちを支援することが、最終的には自殺防止につ

ながる、ということをお話頂きました、ありがとうございます。では、話題提供の先生方、檀上に

上がっていただきまして、指定討論に入ります。津川先生よろしくお願いします。 

 

指定討論 

指定討論者（津川律子先生） 

三先生方、お話をありがとうございました。また、自殺対策専門部会の先生方には日々お世話に

なっております。加えて、こんなにたくさん集まって下さったフロアの先生方にも感謝申し上げま

す。私自身は、それぞれの先生に 2 つずつ、教えて頂きたいことをお願いしたいと思います。 

勝又先生は、いつも行政の動きをキャッチアップして、的確にポイントを教えてくださるので大

変にありがたいです。今日の話の中にあった若年者の対策で、例えば個人集団レベルの介入と地域

レベルの介入があるが、物足りない、もっとバリエーションを増やしたい、とのお話でした。大賛

成です。たぶん先生の中で、いくつかアイデアがあるのではないかと思いますので、勝又先生の中

で現実的な、こういうのがあると心理職も含めて自死予防に役立つ、みたいなアイデアがあればお
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教え下されば、と思います。もう一つは、実感としてケースの積み重ねが行政の動きとつながると

いうお話をされていましたが、実感として敢えて言うならば、私はこういう行政の動きを知ること

が大事だと思っているのですが、希死念慮や自殺念慮が強い人と私はお会いすることが多いので、

例えば、旦那様が自殺され、残された奥様が、自分は支援を受けたくありません、大丈夫です、た

だ、子どもにトラウマが残るといけないから、子どもをみてもらえますか？ということで、お会い

する。もちろんその方が支援を受けない、という選択肢を貫いていることをリスペクトしながらも

非常に心配なのですが、子どもの支援を通じて、家族や周囲の方がた全体を念頭に具体的にはどう

動くか、そういうケースの積み重ねって、もう結構あるのではないかと思います。ただ、それを行

政のレベルに持っていく、ということが、すごく遠い壁のように感じていて、これは私がフロア代

表の気持ちで言っているわけですが、先ほどの質問と共通しますので、2 つまとめてお答えて頂い

ても構いませんので、そのあたりについて先生からコメント頂けると、行政とフロアの先生方の日

常臨床が繋がるのではないか、ということで、お願いできますでしょうか？ 

勝又委員： 津川先生ありがとうございます。アイデアといってもあまりないですが、私自身は色々

なところで自殺対策のお話をさせてもらう機会が増えてきました。いつも同じ話しかしていないの

でどのくらい役に立っているのかと不安になっていたのですが、実はそれを繰り返していたら、最

近事例検討会にたくさん呼んでいただくようになりました。本当に色々なところから声をかけてい

ただくようなって、こういう繋がり方があるんだな、と学んでいるところです。個人的には、現場

での介入に関わる方向にどんどんシフトをしていこうと思っているのですが、そのために講演会に

顔を出してつながりを作って、その先にある個別の介入に関わっていく機会を増やしていく、とい

うことを自分の中でやっているつもりです。その中で、こんな風に事例をとらえたらよいのだとい

うのが他の職種の方にも伝わっていくので、津川先生が仰ったように、まずそういった場面で見立

てを届けていくというのを自分では実践をしているつもりです。もう一方で、実態の分析というの

は、量的・質的研究両方ともあるのですが、私は研究者として実態分析にもきちんと関わるという

作業をしているつもりです。一つ例を挙げるとすると、最近気になっているのが、職場のメンタル

ヘルスの話です。こういった話が出てくるのは望ましいと思うのですが、一方で職場のメンタルヘ

ルスの話を聞いていて、いつも何か違うなと思っていることがあったんです。それは、会議に出て

くる方がいつも話題にするのは、「中小企業が問題なんだよ」という話なんです。でも、本当にそ

うかな、とずっと思っていたんですね。で、社長さんたちに実際に話を聞いたら、そういう人はう

ちの会社に残れないんだよ、って言うんです。繋がれないんですね。だから、自分のところにはメ

ンタルの不調を抱えた人がいない、のではなくて、ちゃんとつながれない状況なんだ、ってことな

んです。つまり、メンタルヘルスの対策をしていないから問題なんじゃなくて、なんでそこに繋が

れていないのかとか、そういうことを分析しないといけないのだろうと思っていて、細かいフィー
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ルドワークというか繋がり方のフィールドワークをしながら、実際の事例に関わっていく中で他の

職種の方々と情報共有をしていくということをしています。 

あともう一つは、今日いくつか法律の話をしたのは、ぜひみなさんにも関連法案を読み込んでい

てほしいということです。私たちが連携をする時に、相手方が準拠している根拠法で話をしないと、

連携を作れないというのがあります。相手が、その事業をどういう根拠法でやっているのかを理解

したうえで、私たちも関わっていく必要があるのかなと考えております。 

指定討論者（津川律子先生）：ありがとうございます。実感が似ているな、と思いました。呼ばれ

ていくと心理の視点が伝わるので、そのことでまた呼ばれたりしますね。先日、薬剤師会でお話を

したのですが、厳しめの質問をして下さる先生が、実はヘルプを求めていたりします。こちらから

繋がっていくことが大事と思います。ありがとうございました。 

内海先生には、現場の話をして頂きました。ちょっとお話に出なかったこともあるので恐縮です

が、教えていただきたいことが 2 つございます。一つは、先生が仰ったように、厳しい状態にある

お子さんたちを日々、生活ベースで支援されていることと思います。私なんかはたまに行く人だと

思うんですけど、はっきりした解離ではなくて、目に見えない細かな解離が、日常生活でしょっち

ゅう出ている子がたくさんいるように思っています。私の中では、解離は自死予防の重要なキーで

す。医療現場が私は長いので、解離への対応を内海先生のような現場でどうされているのか、とい

うのはかねてより教えていただきたいと思っていました。もちろん、それが自死予防を意図してい

なくても、生活そのものを支えるという点でいかがでしょうか。 

あともう一つは、ボーダーIQ が多いのはその通りだと思いますが、私は心理検査が好きでやるこ

とが多いですが、心理以外のスタッフの方は、IQ 値というのは変わらない、と思っている人が多い

と実感しています。根気強くやっていってリ・テストするとドンドン変わっていくのに、一度数値

が出るとそれがずっと続く、というような、固定化されたイメージがあるように思います。特に、

言語性よりも、動作性が低い子って心理検査以前に普段の生活で発見されづらいし、放置されやす

いし、発見されたとしても、ずっと変わらないものだ、という考えの中で支援されているように感

じますので、ここの部分をどういうふうに日常生活の中で工夫されているのか、というのを教えて

いただけるとありがたいです。 

内海新祐先生： 1 つ目の解離に関しては、1 番多く起こりやすいのは、説教するときや、子ども自

身がまずいなと思っていることに関してこちらが何か言うとき、ですね。解離というのを知らなけ

れば、ぼーっとしている、とか、ふざけている、とか、何も聞いていない、などの認識になってし

まうんですが、解離だ、という視点があれば、自分と切り離してしまっているな、という認識にな
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る。それで、これは解離なんじゃないか、というのが職員に共有されたときには、青木省三先生が

昔どこかで仰っていたと思うのですが、「解離には解離で」と標語のように思うことにしています。

解離はこちらが鋭く突き詰めれば突き詰めるほど起こってくるものだと思うので、ちょっとその追

及の手を緩めてみる。相手がボーっとし始めたら、こちらもちょっと一緒にボーっとしてみる、と

か。そういうことを職員と話したりしてます。 

それから、動作性に関しては、その立ち遅れが見えづらいんじゃないか、ということですね。こ

れに関しては、すぐに思いつかないので、また後でもいいでしょうか。 

 

指定討論者（津川律子先生）：ありがとうございました。高野先生には、東京大学はすごく熱心に

色々な取り組をされておられますが、保健管理センターがおありですよね。高野先生のいらっしゃ

るのが学生相談室で、保健管理センターでは医師が処方をされている。今回のお話に関して、どの

ように協働されていたり、役割分担されているのか、それが分かれば全国の関係者の役に立つので

はないかと思いました。また、最後に先生が、子どもたちが悩めないようになっているという話を

されていて、そうだとすると、人は急速に変化しているということになりますが、そうなのかどう

かを議論する場ではないので脇に置いたとしても、悩めない子どもたちに関して心の発達促進を心

掛けていらっしゃるし、それが自死予防につながる、というお話だったと思います。そうすると、

私の体験ですと、自分の疲れとか、イライラとかをモニターできるように心の発達支援をしていく

と、必ずその過程で予測どおり一時的にディプレッシブになります。自分に気づいていくので。司

会の先生のお話のように、クライシスはピンチでありチャンスであるわけなのですが、一時的にデ

ィプレッシブになることが事前に分かっているわけですから、そこをどういうふうに支えたり、お

一人ではないと思うので、それぞれがどういう役割分担をして、ドボンしないで発達促進できるよ

うに現実的に臨床をされているのか、を教えていただけると有り難いです。よろしくお願いいたし

ます。 

高野明先生：まず、一つ目ですが、保健センターのほうに精神科医がおります。私のいるところは、

学生相談ネットワーク本部学生相談所というところで、実は保健センターの精神科医も、学生相談

ネットワーク本部に所属していまして、その中に精神保健支援室という別の組織があります。大き

な枠組みでは、同じところにおりますので、緊密に連携しています。個別のケースで医師が関わる

のと、心理士が関わる、というケースもたくさんありますし、あるいは自死予防とか、あるいは実

際に残念なことに自死が起きたときに、事後対応する場合でも、カウンセラーと医師とで一緒に現

場に行って、ポストベンションすることもありますし。そういう意味では、特に危険なケースにお
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いては、自死の可能性があるという場合には、精神科の医師とかなり綿密に連携して情報共有しな

がら対応をしています。うちの大学は大きい大学ですので、大学病院ではなくて、保健センターの

方に精神科医も 6 名おりますので、連携という意味では、学内でできるのでやりやすいと思います。

ただ、大きな大学ではなくて小さなところでは、精神科医がいらっしゃらないとか、いらっしゃっ

ても週に 1 日、半日だけ、というのもあると思いますので、そういうところでの連携はかなり難し

いと思いますし、こういうケースであればあるほど、医師と一緒にやっていくことも大事になると

思います。場合によっては、どう入院に繋げるか、ということも出てきますので、そういうところ

は、私のいる大学では、かなり充実してできていると思います。自死予防の教育という点でも、精

神科医とも一緒に予防的な授業をやっていますので、そういう面でも関わりがあります。 

それから 2 番目の悩めない学生さんへの対応というところですが、これも一概に、こうやれば大

丈夫、と言うのは難しいと思います。行動化するとか、身体化する学生が多くいる中で、それにど

う対応するのか、という点で、どうしてもこちらも行動化に振り回されたりします。とは言っても、

学生さんが、悩めないところを言葉にしてどう共有していくのか、というところは、日々のケース

の中では大事にしたいと思いますので、そこは一緒に揺れながら言葉にしていく、という作業は地

道にやっていく必要があると思います。先ほどの私の話では、学内やコミュニティでどう動くのか、

が大事だということを強調しましたが、一方で時間とエネルギーをかけているのは個別の相談でも

あります。その部分を手を抜かずにしっかりやっていくことが、全体に還元していくことにもつな

がるとも思いますので、そこは今後も力を入れていく必要があると思います。 

指定討論者（津川律子先生）：ありがとうございました。 

内海新祐先生： 先ほど、少し待って頂いた、動作性の立ち遅れが見逃されやすいんじゃないか、

まずそれをどういう風に見出すかという点と、それが見出された場合、どういう支援があるか、と

いう話ですが、考えてみれば、基本的な話かもしれません。ローデータレベルで、数値の低さが何

によってもたらされているのか、何によって足を引っ張られているのか、というのをより詳しく知

る努力をすることだろうと思います。どの検査が特に足を引っ張っていて、実際の様子はなんだっ

たのか。ふと、先ほど思い出したのが、ある落ち着きのない子で、この子は物の形とかきちんと捉

えられているのかな、と思う子がいたんです。でも描画とか普段の文字とか見ていると、割りとキ

レイになってきているので、物の形なんかも捉えられているんじゃないかな、と思ったんですが、

積木課題で、3 つ目かそこらの課題で出来なくて、諦めちゃったって様子があったんですね。その

様子を見ていると、1 回やってダメなやり方を、もう一回時間をおいてやっている。そういうのを

見ていると、単に物の形うんぬんじゃなくて、試行錯誤する力ですね。ちょっと上手くいかなかっ

たときに、違ったバリエーションでこうやってみよう、こんな風にやってみようという発想がなく
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て、同じ間違いを力こぶいれてやっているだけ、そういう子がいたんです。そういう子を担当の職

員と話をしていて、ちょっと上手くいかないときに、バリエーションを生み出す力が低いのかもし

れないので、上手くいかなかったときに、こんな風にもやってみたら？と身をもって示してあげる

と、助けになるかもしれないって話をしたことがあります。それは、割とその職員には通じたかな、

と思いました。「そうそう。一つの思い込みで同じことをやっていると思う」と。ですので、児童

養護施設に限らないと思うんですが、ローデータの部分からじっくり考えるということなのかな、

と思いました。 

司会(高野委員)：ありがとうございました。残り 25 分ほどありますので、ぜひフロアの方からのご

質問をお願いいたします。 

フロアとの質疑応答  省略 

司会(高野委員)：ありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまいました。生きづらさを抱え

る若者が生きていくための支援を考える、様々なお立場から話題を提供して頂きました。また、津

川先生からは鋭いご質問を頂きまして、フロアのみなさんとも、充実したやり取りができたかと思

います。最後に先生方に拍手をお願いいたします。これで、終了いたします。ありがとうございま

した。 

 
 


