
大阪市こころの健康センター

「ひきこもりかな？」

～家族のためのパンフレット～
と思ったら
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◇「原因」はあるのでしょうか？

　「ひきこもり」という言葉は日常的にもよく使われています
が、独立した病名や診断名ではありません。
「対人関係を結べない、結ぼうとしない、社会的な活動に参加
しない、参加できない」状態をあらわす言葉です。
この「社会的な活動に参加できないこと」によって、就労や就
学など、自宅以外での生活の場が長期間にわたって失われてい
くことになります。
自宅のなかでの活動範囲が狭まる、家族との交流を避けて自
室にひきこもる、といったこともめずらしくありません。
そのため、「ひきこもり」は「怠け」や「反抗」のように受け止め
られがちです。
しかし、そうではありません。その背景はさまざまです。
精神的な病気が影響している場合もあります。
一人ひとりの状態を慎重に評価して、働きかけることが必要
です。

　

　

　

ひきこもりとは・・・

ひきこもりの原因は「なにか」…
家族にも、そして時には本人にも、はっきりとわからないこと
は意外によくあることです。回復のために「原因を探すこと」に
固執しないでおきましょう。誰かのせいにしたり、自己嫌悪に陥
ることは、こころを消耗させるだけです。
大切なのは、今いるところからどんな風にしていくことがで
きるか、まずは、ひきこもりの「背景」を整理して、その「働きか
け」について、考えることです。

1
◇その背景に「障がい」や「病気」がある場合もあります

　

ひきこもり

精神的な病気
による
ひきこもり
（統合失調症・
うつ病など）

心理的葛藤
による
ひきこもり

（「社会的ひきこもり」）

軽度の知的障がい・
発達障がい
による
ひきこもり

そのほかの要因
による
ひきこもり

「ひきこもり」の多くは、心理的な側面や社会的な側面から考
えられがちでした。しかし、「ひきこもり」をしている人のなかに
は精神科での治療や、障がい特性に配慮した援助によって、結果
として「ひきこもり」の改善や軽快が期待できることもあること
がわかってきました。
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●統合失調症

●うつ病（うつ状態）

●強迫性障がい

１）ひきこもりと、精神的な病気

3 4

統合失調症、うつ病、強迫性障がいなどの精神的な疾患にかかる
と、不安や恐怖感などがとても強くなる場合があります。症状によ
り、人と会うことが困難になったり、身動きができずに、ひきこもら
ざるを得なくなったりすることがあります。

ぶつぶつと独り言を言ったり、「盗聴器がしかけられている」
「テレビで自分のことを言っている」といった妄想、幻聴などが
生じます。また、周囲に対して必要以上に敏感になっていると
思われるような発言があります。

具体的な例としては、人の前でのスピーチ、初対面の人と接す
るといったことが苦手で不安であるなど、社会的な活動を行う
場面や対人関係での緊張が高く、そのため、日常の生活にも支
障が出て、ひどく悩む状態などがあります。

ぶつぶつと独り言を言ったり、「盗聴器がしかけられている」
「テレビで自分のことを言っている」といった妄想、幻聴などが
生じます。また、周囲に対して必要以上に敏感になっていると
思われるような発言があります。

「ゆううつ」「やる気や自信がなくなってしまった」「感情がなく
なってしまった」というようなことを強く訴えるほか、「死にた
い」という気持ちや、絶望感をはっきりと口に出すことがあり
ます。

具体的な例としては、長時間・頻繁な手洗いや、周囲に「大丈夫
だよね ?」と同じことを頻繁に確認するような行為などがあり
ます。

●社会不安障がい（社交不安障がい）

●パニック障がい

◇　精神的な病気についての相談機関
.P（ータンセ祉福健保の区のいま住お　　 29参照）

具体的な例としては、乗り物のなかや人ごみのなかで、突然激
しい動悸や冷や汗などを伴った「発作」様の状態になったりす
ることがあります。

具体的な例としては、人の前でのスピーチ、初対面の人と接す
るといったことが苦手で不安であるなど、社会的な活動を行う
場面や対人関係での緊張が高く、そのため、日常の生活にも支
障が出て、ひどく悩む状態などがあります。
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発達障がいや知的障がい、学習障がいなどによって、周囲との
コミ二ケーションがうまくいかなかったり、周囲から障がいを
理解してもらえなかったりすることがストレスとなり、そのス
トレスを回避するために、ひきこもる場合があります。

こころの発達に応じて、それぞれの時期に「課題」があります。
思春期・青年期の「課題」は「親からの心理的な自立と仲間関係づ

くり」と、「自分探しと自分づくり」です。
いずれも「大人」になるための、大切な課題と言えます。
それだけに、思春期・青年期には多くの人が悩み、苦しみます。
こうした悩みや苦しみ、将来への期待と不安などから、自分を守ろ

うとして「ひきこもる」場合があります。

病気や障害・心理的な葛藤だけでひきこもるわけではありません。
その他のさまざまな要因でひきこもる場合もあります。

３）ひきこもりと、思春期・青年期の心理的葛藤

◇　ひきこもりの相談機関
　　ひきこもり相談窓口（P.29 参照）

◇　精神保健福祉相談
お住まいの区の保健福祉センター（P30参照）　　

◇その他の要因によるひきこもり

●広汎性発達障がい

２）ひきこもりと、発達障がいや知的障がい

◇　発達障がいの方の相談機関
　　大阪市発達障がい者支援センター（エルムおおさか）

◇　知的障がいの方の相談機関
　　・18歳未満：大阪市こども相談センター（P.31参照）
　　・18歳以上：大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター

（P.31参照）

（P.31参照）

幼児期の頃から他の人と上手にコミュニケーションがとれない、
興味や活動範囲の幅が狭い、強いこだわりがある、など社会性や
対人関係を中心としたいくつかの特徴的な傾向があります。
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ひきこもりの「きっかけ」と「状態」
について整理してみましょう

き っ か け

●対人関係が
　うまくいかない
●いじめ
●勉強についていけない
●（精神的な）病気
　　　　　　　　　　　など

状　　　　態 背　　　　景

当たり前の反応
（一時的な反応）

「社会的ひきこもり」・・・P.6 参照

・・・P.5 参照

・・・P.3～4
　　　　　参照

発達障がい・知的障がい

精神的な病気

2

●身体状態
（腹痛・頭痛など）
●無気力
●イライラ
●暴力
●昼夜逆転
●強いこだわり
●不眠
●マイナス思考
●妙に疑い深い
　　　　　　　　　　　など
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●身体症状（腹痛・頭痛など）

●無気力

●イライラ

●暴力

◇ひきこもりに見られる状態

●昼夜逆転

●強いこだわり

身体的な検査をしても異常はみられないのに、頭痛などの身
体的な症状を訴える場合があります。

何もする気がしなかったり、横になっていることが多くなるこ
とがあります。背景に「うつ状態」が隠れている場合もあります。

ひきこもっている自分自身を責めたり、「これではいけないと思
うけど、なかなか外出できない」という状況に対して、自分の力
だけではイライラを止められない場合があります。また、身体的
な生活リズムが失われている時、自分のなかに溜まったエネル
ギーをうまく発散できていない時にも、イライラが起きやすく
なります。

自分ではどうにもできない「もどかしさ」を家族に向けて、色々
と要求したり、命令的になってしまうことがあります。
特に、暴力は「癖」になりがちで、自分も相手も傷つき、関係の修
復を難しくしてしまうやっかいなものです。
                                     ※家庭内暴力への対応（Ｐ２6参照）

活動している他の人と、家にこもっている自分とを比べてしま
い、昼間は辛くなりがちです。
そのため、他の人が寝ている夜の方が、少しは楽に過ごせる時
間・活動できる時間になる場合があります。
しかし、家族も寝静まった夜の時間は、孤独で不安に駆られる時
間でもあり、孤独感に耐える手段として、ゲームやインターネッ
トに、はまる場合もあります。

自分でもちょっと変だな？と思いながら、何度も同じ行為を繰
り返し、やめようと思ってもやめられません（たとえば、手洗い、
確認など）。
時には、不安をやわらげるために、自分のこだわりに「同じよう
に家族をつきあわせる」といった場合もあります。
そんな時は、エネルギーが余っていて、どこかで発散したくなっ
ているのかもしれません。
また、不安に駆られて何かをし続けてしまうこともあります。
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本人は家族が自分のことをどのように思っているのか、とても気
にしています。そして、「家族に迷惑をかけている」と自分を責めてし
まっています。部屋から出ることができなくても、家族の会話や足音
に耳を澄ませて聞いていることがあります。
本人にとって、人とのかかわりは家族が中心であることがほとん
どでしょう。人とのつながりが極端に減っている時、身近にいる家族
の対応や態度は、たいへん大きな意味をもっています。
本人の状況を理解し、手助けができるのは、最初は家族だと言って
よいでしょう。

１）家庭は小さな「社会」です

家族はどうしたらいいのでしょうか？4 2）家族が陥りやすい状況とかかわりのヒント
家族のかかわりのヒント家族が陥りやすい状況

P.17
～18
参照

・叱咤激励を控え、緊張関係を
ゆるめましょう

・本人の辛い気持に共感しま
しょう

・関係がよくなれば、これから
について丁寧に話し合いま
しょう

叱咤激励を繰り返す
（本人）
『どうせ、わかってもらえな
い』と思ってしまう

（家族）
『怠けるな』『がんばれ』
『お前はできる』など言って
しまう

P.24
～26
参照

・いいなりになるのはやめま
しょう

・命令するか、服従するかの関
係ではなく、他の方法を考え
ましょう

本人のいいなりになる
（本人）
『親が悪い』『あの時、助けて
くれなかった』など、家族を
責める

P.19
～20
参照

・これから先のことを少し話題
にしてみて、丁寧に話し合い
ましょう

何もせずひたすら見守る
（本人）
『何もしたくない・考えたく
ない』と思う

（家族）
 『きっと辛いのだ。そっとし
ておくのが一番』と思ってし
まう

P.21
～23
参照

・提案を控えて、本人の気持ち
をじっくり聞いてみましょう

本人の気持ちを聞かずに
提案を繰り返す

（本人）
『何もしたくない・考えたく
ない』と思う

（家族）
  『資格をとったら？』『アル
バイトは？』『ボランティア
は？』
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ひきこもりの問題が発生した時、解決に向けて進み始めた時、家族
はすぐにでも外に出て、以前のように学校に通ってほしい、働いてほ
しい、活動してほしいと思ってしまい、ついつい本人にそれを伝えて
しまいがちです。しかし、今どうしたいのか、今どれくらいなら動け
るのか、それは本人にしかわからないことがあります（本人にもわか
らないこともあるでしょう）。
そのような時に家族に責められてしまうと、本人はさらに自分を
責め、自信をなくし、「最後の砦」である家庭にまで居心地の悪さを感
じるようになってしまいます。一日でも早い解決を望むのはもっと
もですが、ありのままの本人を受け入れ、本人のペースに少し合わせ
てみましょう。これは、家族にとってはとても難しいことですが、解
決への第一歩となるものです。
また、掃除などで、本人の部屋に入る場合は、必ず本人の了解を得
てからにし、本人の部屋のドアを開ける時は、まずノックをして、返
事を待ちましょう。プライバシーを尊重する姿勢を示しましょう。

本人自身もひきこもっていることで「これから先どうなるのだろ
う」「親に見捨てられてしまうのでは」と苦しみ、葛藤を抱え、悩んで
いることが多いのです。
「どうせ他の人には、わかってもらえない」「この苦しみを簡単にわ
かってほしくない」そんな風に自分自身で苦しさを精一杯抱えてい
ることもあります。
そんな時、家族の何気ない一言が思いがけず、本人を一層傷つける

ことになったり、人への不信感を募らせてしまうこともあります。
（たとえば「甘えている」「怠けているんじゃないか？」「○○ちゃんは
△△の大学行ったんだって」など）
逆に、あふれんばかりの愛情と叱咤激励が、知らず知らずのうちに

本人にとってプレッシャーとなってしまうこともあります。
（たとえば「お前ならできる」「がんばれ」など）
家族の心配や思いがストレートに伝わらないのがコミュニケーシ

ョンの難しさです。言葉で伝えよう、何かを動かそうとするのではな
く、まず、本人の状況の苦しさや辛さをこころにとめることが大切で
す。そして適度な距離をとって、リラックスし、安心して過ごせる環
境を、家庭のなかにつくることから少しずつ始めていきましょう。

３）解決をいそがないでください ４）家族のかかわりは大きな力になります


