
 

 

 

 

 

 

 

 ２．教員向けプログラム 

 

 

 

 

 

 

 



１）位置づけと目標  

 
【目標】 

本教育プログラムは、主として 

・こころの問題全般の知識を提供すること。  

・こころの問題を持つ生徒がいた場合に、  

 １．正しい対応の仕方について、アイディアを提供すること。  

 ２．相談先について情報を提供すること。  

・こころの問題が身近なものに感じるようになること。  

などを目的としています。 

 

【プログラム内容】 

講演会で、テーマは「思春期・青年期の精神疾患について〜うつ、統合失調症

などを中心に〜」としました。講師はインストラクター養成研修会を受講された

方のうち、当事者をもつ家族会の方にしていただきました。 

まず初めに、精神障害の発症年代や兆候が現われてから対応が遅れがちになる

こと等の基本的な知識、その後に事例を提示しながら、うつや統合失調症など精

神疾患ついてご説明しました。 

また、精神的な不調が想定される場合に気をつける“サイン”について詳説し、

実際に「先生方ならどうしますか？」と問いかけをしてから、考えられる対応の

仕方、連携できる機関についてご説明しました。 

 

 それではプログラムの実際を見てみましょう。  

  



２） 実施マニュアル 

  説明するポイント 読み原稿（例） 

 1 
思春期の精神疾患

〜統合失調症、うつ病を中心に〜

 

☆体験談を話す 

学校でメンタルヘルスに関する教育

が必要な理由について体験談を交え

ながら伝える 

 

例えば看護の立場にあるなら、日頃、

接している患者や患者家族に対して、

なぜ少しでも早く医療につなげてほ

しいと思ったのかなど、できれば実例

もまじえて率直に語る。 

そして教員に「早期発見・早期治療が

必要なものだな」と感じていただく。 

 

☆早期発見・早期治療の重要性 

 本編に入る前に、私事で恐縮ですが、なぜ私が学校教育の必要性を強く感じ

ているのかについて、申し上げたいと思います。 

 私の子どもは発症した時、「通行人がボクを見る」「テレビがボクのことを言う」

「FBIが狙っている」等々言い出して、親を愕然とさせました。そして4年

半、妄想が取れず、引きこもりました。 
  しかし、きちんと服薬治療をした結果、幸いにもすっかり良くなって、再発も1

度経験しましたが、30代半ばの今は、微量の服薬以外は、ごく普通に会社に

勤務し、結婚もして社会復帰しています。 

  私自身は、子どもが発症して半年後に家族会に加入して10年余になり、他

にも経過の良い方や、普通にお仕事をしている当事者を存じ上げています。１

つは病気が軽かったのかもしれません。しかし共通項は、早い時期から医療に

つながって治療を始めていることです。 

  つまり、ラッキーだったかもしれないけれど、早期発見・早期治療で、ラッキ

ーを生かすことができたのです。 

  私は、子どもの様子が変だ、と気づいた時、ごく薄くではありましたが、こころ

の病気の知識がありました。そして、もう一つ、比較的、偏見を持たない教育を

受けて来ました。ですから、こういう時は「精神科に行くことを躊躇うべきではな

い」という決断がすぐにできました。何かおかしいと気づいた翌週には、両親で

精神科に相談に行き、その次の週には子どもを説得して病院で受診させまし

た。 

 統合失調症の場合、時間が経過するにつれ重症化してしまい、当人が病院

に行くのを嫌がり拒否することが大変多いのです。初診すら受けられずに、1、

2年どころか、5年、10年も、引きこもり状態という人も少なくありません。 

 こうなると、ようやく治療につなげても、重症化しているので、なかなか回復しま

せん。能力も落ちてしまうことが少なくありません。ごく早期なら、医療につなげ

やすいのです。 

  わが家の場合は、服薬の途切れがあったため良くなるまでに4年余もかかっ

てしまったのですが、子どもが通院しない時は私が通院し続け、家にはいつも



薬があり、子どもも、とても具合が悪い時には、自分から手元にある薬を飲みま

した。 

 良くなった後で、主治医から、「すぐに医療に繋げたことと、途切れはあっても

服薬していたことが悪化を防いで脳を守り、社会生活への能力を失わせなか

った」と、指摘されました。 

 能力の低下というのは、統合失調症の場合、発症して5年の間に無治療の場

合は、脳の委縮を招くことが、ごく最近の脳科学から分かったのです。 

 そして「非定型抗精神病薬」という薬を、多過ぎず、少な過ぎず、適量服薬す

ることで、委縮を防げることも分かってきました。また、脳の委縮は、うつ病でも

指摘されています。 

  早期治療を受けることで、適切な服薬がひどい悪化を防ぎ、脳の委縮を防

いで、能力の低下を招かなかったことが、今、普通の生活を送ることができてい

るのだと思います。 

  私に薄っすらとこころの病気の知識があっただけで、偏見を恐れるなという

教育を受けていただけで、子どもをすぐに治療に結びつけることができ、脳の

委縮から守れたのです。 

2011年の文科省調査では、小・中学校の不登校者は約11万5000人。その

うち中学生が9万3000人です。不登校になったきっかけと考えられる状況

は、不安など情緒的混乱が約27,300人・23.7％、無気力25,000人・21.7％、

いじめを除く友人関係をめぐる問題17,500人・15.2％、いじめ2,600人・

2.3％だそうです。そしてこの中には、こころの病気を発症しているお子

さんも少なからずいると思われますし、いじめをきっかけに、心の病気

を発症したという話は、とてもよく聞きます。 

 不運にも、こころの病気にかかったお子さんの将来を考えると、何より早期発

見・早期治療をして、脳を守ることができるようにしたいと、強く願っています。 

  こころの病気の知識を、親にも子どもにも持ってもらいたい。そして偏見をな

くしたいと願っています。それでは「学校でのこころの健康の教育が、どれほど

大切で必要なことか」を念頭に置いて、しばらく聞いていただきたいと思いま

す。 



 2 精神障害の発症年代
心の病気＝精神障害が１０代で発症する割合

19.9

 

精神障害の発症年代 

→10代と20代が最も多い 

この発症年代を見ると、10代と20代がとても多く、（数字を読む）ことに重大な

病気である統合失調症の41.3％が10代で、最多発年代です。ですから、いか

に中学校での教育が大事かということが、お分かり頂けると思います。 

 

 3 一生のうち病気にかかる割合
＝有病率

 統合失調症

約100人に１人

 うつ病

約10人～5人に

１人

 

生涯有病率について 

→誰でもがなるかもしれない病気 

 

教職員にも多いことを示して納得し

てもらう 

こころの病気の（題を読み、グラフのピンクと水色を示す）有病率で統合失調症

は100人に1人。十二指腸潰瘍や胃潰瘍と同じくらいです。うつ病に至っては、

5人から10人に1人はかかるのです。学校の先生方のうつ病もよくニュースにな

るくらい多いですね。昨年（2011年）休職された先生は8660人で過去最多、そ

のうちうつ病などの精神疾患の占める割合は62.4％にも及びました。 
 

「こころの病気」は誰でもが、なるかも知れない病気であり、特殊視するような病

気ではありません。 

  



 4 
遅れがちな対応

 異変に気づいてから専門機関に行くまでの時間

 平均：13ヶ月
 この期間が長くなるほど、症状・回復に悪影響
 子どもは、自分自身の精神的不調に気づかない
 つらさを言葉にして訴えることが難しい

「早期に問題を発見」・「早期に支援」

 

遅れがちな対応 

→平均13カ月 

→その理由について 

しかし、何かおかしいな、こころの病気ではないかな？と思ってから、病院にか

かるまでに平均13か月も経っています。（読む） 

  先ほど申し上げた、統合失調症の特徴として、初期を逃すと、本人に病気で

あるという自覚つまり病識がないために、病院に行くのを嫌がってしまうこと、そ

して周囲や家族の偏見が、精神科にかかることを躊躇わせているという両面が

あります。 

  高熱や腹痛の子を、1年も放っておく親はいないのに、こころの病気に対し

ては、子どもが苦しんでいるのに、こんなに遅れてしまうのです。 

 5 統合失調症①
【原 因】
 ストレスの大きさと受け止める力
 脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ
 神経のフィルターの機能障害

【症 状】
＜陽性症状＞
○妄想
○幻聴
○混乱した思考と

まとまりのない会話
○まとまりのない行動や

落ち着きのなさ
○まとまりのない知覚
○感情の不安定

＜陰性症状＞
○感情が鈍くなる
○思考内容の乏しさ
○意欲の減退
○閉じこもり
○注意・集中力の障害

 

統合失調症の原因と症状 

 陽性・陰性症状について説明 

ではこころの病気に気づくために、統合失調症の原因と症状を知っておきまし

ょう。（スライドを読む） 

  さっきお話しした妄想などを口にすると気づきやすいのですが、思考のまと

まりのなさや、意欲や注意力の減退なども症状なのです。統合失調症と言う

と、陽性症状が特徴と思われてきましたが、陰性症状だけの場合も、少なから

ずあることを知っておいて下さい。 

 

 6 
統合失調症②

【よくある誤解】

 人格が崩壊

 不治の病

 遺伝する

 育て方が悪い

【主な治療法】

 薬物療法

 精神療法

 リハビリテーション

 入院治療

 

統合失調症のよくある誤解と主な治

療法 

（スライドのよくある誤解を読む）。これらの「よくある誤解」が病気に気づいた家

族を追い詰め、治療の遅れや差別・偏見とつながります。正しい知識の教育

が、ぜひとも必要なのです。 

  

主な治療法は（スライドを読む）ちょっと注意しておきたいことは、統合失調症

の陽性症状が出ている時は、いわゆるこころ理カウンセリングはしない方がい

いそうです。 



 7 
うつ病①

【症状】

 身体症状：疲れやすい、頭が重い、肩こり、不眠、

食欲不振、便秘など

 抑うつ気分：気分の落ち込み、空虚感・悲しさなど

 興味・喜びの喪失

 無価値感、自殺念慮

 罪業妄想：「自分はひどいことをしてしまった」など

★子どもの場合、身体症状や、不登校・家庭内暴力、
非行などの形で現れることもある

 

うつ病の病状 

→不登校の原因のひとつでもあるこ

とにふれる 

うつ病の症状です。（読む）気分だけでなく、身体症状も出ること、子どもの場

合、引きこもりや家庭内暴力などの形で現れることもあることに、ことにご注意く

ださい。不登校はイコールこころの病気ではありませんが、不登校の子どもの

中には、こころの病気にかかっている子どももいる、ということも事実です。 

 

 8 
うつ病②

【よくある誤解】
 思春期・青年期に、うつ状態はない
 本人の性格の弱さ
 励まして応援

⇒本人はかなり追い込まれている状態
「つらい」気持ちに寄り添う

【主な治療法】
 薬物療法
 生活療法、認知行動療法、家族療法

 

うつ病のよくある誤解、治療法 （よくある誤解を読む）うつ病なのに、「性格だ」「サボっている」と誤解して、励ま

してしまい、子どもを追い込むことがないように気をつけなくてはなりません。主

な治療法は（スライドを読む） 

 

 9 統合失調症・うつ病で気をつけたい
サイン
※病気の前触れ、「サイン」に周囲が気づくことが重要
【統合失調症】
 不眠
 強い不安感・いらだちあせる気持ち
 まとまらない・奇異な言動や、こだわり
 独語や空笑
 強い不信感や、被害的な言動
 意欲の極端な低下

【うつ病】
 意欲や興味の低下
 自信の喪失
 「死にたい」「消えてしまいたい」などの言動
 食欲不振や早朝に目が覚める
 頭痛や腹痛を頻繁に訴える

 

統合失調症・うつ病で気をつけたいサ

イン 

統合失調症・うつ病で気を付けなければならないサインです。こういったサイン

を知っていることが、早期発見につながります。 

（スライドを読む） 
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最初に周囲が気づいた本人の異変

 幻聴・幻覚・妄想

 不眠・昼夜逆転

 不登校・ひきこもり

 奇妙な行動

 緊張・不安

 興奮・怒りっぽくなる

 落ち込む

 あまり話さなくなる

 急に性格が変わる

 身体的不調

 成績が下がる

 急激な体重の増減

 その他：リストカットなど

 

最初に周囲が気づいた本人の異変 次に最初に周囲が気づいた本人の異変です。（読む）先ほどのサインととも

に、こうしたことに気づいたら「こころの病気」にかかっている場合があることを

知っておいて下さい。 
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事例

 Ｂ太くん中学１年生。
学校に１週間ほど来ていません。

 担任の先生は、Ｂ太くんと電話で話しました。

 担任：「Ｂ太、どうだ〜？最近の調子は？」
 Ｂ太：「…」 無言。
 担任：「じゃあ、お母さんに代わってくれるかな。」
 母：「もしもし、先生、すみません。なんだかＢ太の様子が

変なんです。」
「何か、独り言を言ってみたり、“誰かに狙われている”
と言ったり・・・。ひどく落ち込んだ様子です。」

「困ってるんです。こんなこと初めてで。どうしたら良いで
しょうか。」

 

具体的な事例の紹介 

 

★先生を1，2人指して，いかがです

か？どうなさいますか？質問 

 

☆先生のお答えに対して、できるだけ

肯定する 

→「そうですね。こういう先生ばかり

だったら安こころですね」とか。 

 

具体的な事例です。（読む）こういった相談を受けたら、どうしたらいいでしょう

か？ 

ご自分で、どうなさるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
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考えられる対応

 SC・養護教諭へ相談
⇒事前の根回しと情報の収集・共有

とりあえず担任が話を聞くことも

 SC・養護教諭・担任などがチームで支援

⇒問題の見立て、優先事項の確認

 個別の具体的対応
⇒各機関との連携も検討

 

考えられる対応 

 相談を受ける人が正しい知識をも

っていることが大切 

そういうときの対応です。（読む）相談を受けたときに大事なのは、こころの病気

に対する、正確な知識を持っていることです。 

せっかく子どもが必死の思いで相談したのに、「大丈夫だよ」「気のせいだ」「し

っかりしろ」で済まされてしまっては、早期治療どころか、治療を遅らせてしまい

ます。 
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連携できる機関

 精神科のある病院・クリニック

 心療内科のある病院・クリニック

 こころの問題が身体面に表れたとき（不眠や腹痛など）

 保健所

 一般の相談、受診を拒否、緊急な対応が必要な時など

 精神保健福祉センター

多摩総合精神保健福祉センター

中部総合精神保健福祉センター

 民間のカウンセリング機関

 

連携できる機関を紹介 

心療内科・内科と心療内科・精神科の

違いにふれる 

連携できる医療機関を知っていることも重要です。連絡や相談は、スクールカ

ウンセラーや養護教員と協力すると良いでしょう。（読む） 

 ここで気を付けてほしいのは、「精神科は嫌だから、心療内科へ」という家族が

多いことです。本来、心療内科は、ストレスで胃痛とか頭痛など体の問題が専

門です。 

心療内科・内科ではなく、心療内科・精神科と併用して表記してある場合は、

精神科医がいると思って良いでしょう。 

 
14 対応上注意したい点①

 病識：自分が病気だという自覚

 精神疾患をもつ人は病識を持ちにくい

「あなたは病気なんじゃないか」→反感を感じたり、口論

 「眠れなくて苦しい」、「不安だ」、「頭がざわざわする」、
「気分が落ち込んで辛い」など

調子が悪い・辛いと いう感じはある

 「辛さ」に焦点をあてる

⇒「眠れなくて辛かったら、それを相談してみない？」

受療・相談につなげる

 

対応上注意したい点 

→安易に病名を言わずに本人の辛さ

に焦点を当てること 

対応上の注意したい点です。（読む）たとえ統合失調症やうつ病が疑われて

も、医師ではないのですから、安易に病名を言わないことです。つらい状態で

苦しんでいるのですから、「辛さに焦点を当てて、医療相談につなげる」ことが

大切です。 

 
15 対応上注意したい点②

 相談

 思春期の子どもは、大人とのコミュニケーションを避けた
り、相談をしたがらない

「何か困ったことがあるの？」→「別に…」

 自力で解決していくこともある

「病院に行ったほうがいい」→「病気あつかいされた」

本人にとって心の傷や不信を招く場合もある

 「何かあったらいつでも相談に乗る」姿勢で、見守る方が
適切な場合もある

→問題の重さを見極めることも重要

 

対応上、注意したい点 中学生への対応の難しさは、先生方のほうがよくご存知でしょう。（読む）「問題

の重さを見極める」ためには、「知識がないとできない」ことに、もうお気づきだと

思います。 
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精神的不調のために困った場合、
最初に相談しようと思う相談相手

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」
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中学生（N=450．長崎県）

 

調査結果の紹介 

→精神的不調のために困った場合、最

初に相談したい相談相手 

→「誰にも相談しようと思わない」の

割合が3番目に多いことに触れる 

（題を読む）生徒が困ったとき、誰に相談するか、一番多いのが友人の

64.4％、次が家族の61.2％です。このことから、こころの病気について、生徒と

親、両方に向けての教育の必要性が読み取れると思います。 

 また「誰にも相談しようと思わない」生徒が16.3％もいます。周りが気づいてあ

げることも必要なので、そのためにも学校での教育が大事です。 
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精神的不調のために困った場合、
相談しにくい・抵抗のある相談相手

平成20年度厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業「思春期精神病理の疫学と早期介入方策に関する研究」
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その他

中学生（N=450.長崎県）

 

調査結果の紹介 

→精神的不調のために困った場合、相

談しにくい相談相手 

→理解のある 

（題を読む）友人は18％、家族は21,8％ですから、比較的抵抗がないようで

す。ここでも生徒や親への教育の重要性が表れています。 

  

先生方にはちょっとショックかもしれませんが、相談しにくい相手として、担任の

先生が、50.8％でトップです。ですが、「こころの病気」についての授業をする

など、理解がある先生だと思われれば、この結果は大きく違ってくるでしょう。 

  

 
18 対応上注意したい点③

 保護者との関係
＜精神障害が疑われる場合の伝え方＞

 保護者はわが子のこと、将来のことを心配し、不安が強い

「子供を障害者にしたくない」「病気のはずがない」と否定

 まず、最近子どもの様子が気にかかること、一度スクール
カウンセラーなどに相談することを勧める

 「子どもやその保護者の力になりたい」、ということを伝える

 

対応上注意したい点 

→保護者に伝えるときの対応 

保護者に伝える時の対応の仕方です。（読む）「精神疾患」まして「うつ病」や

「統合失調症」などという言葉を言うことは、家族もこころの病気に対して偏見が

あって受け入れられない場合が多いので、強い否定の感情を引き出してしま

いかねません。病名は医師に任せて、決して言わないでください。 

「苦しそうだから助けたい」「力になりたい」そういう一緒にこころ配する気持ち、

親を支える気持ちで話してあげられたらと思います。 

せっかく告げたのに、否定する親もいるかもしれませんが、九州の児童精神

科のベテラン医師（宮田雄吾氏）の話では、「なんか他の子と違う」「人が変った

ようだ」という、教師がこころの病気を疑う感覚は、ほとんどが正しい、そうです。

どうぞ臆することなく、ご家族のご相談に乗ってさしあげてください。 
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思春期の特性

 「子ども」から「大人」への自立

 身体的な第二次性徴を向える

 同性の友達との関係が深まる

 「自分とは何か」「自分は何をした
いのか」、自分さがしを始める

 親への依存と自立の葛藤

 不安と動揺が激しい

人生における「疾風怒涛」の年代

 

思春期の特性 （読む）ご存知のように、思春期は、子どもから大人への精神的自立をする時

期、ふつうでさえ不安定で、まさに「疾風怒濤」の年代です。難しい年代のお子

さんと対応する先生方のご苦労は大変なものだと思います。 

この不安定な思春期だからこそ、こころの病気も発症しやすいのですね。そし

て、ここで早期発見・早期治療ができれば、将来を救われる子どももいるので

はないかと思うのです。 
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思春期のこころの健康問題

学校メンタルヘルスリテラシー教育研究会

家族を含めて関係者が一体となり、
子どもの病んでいる心に辛抱強く対応し、
喜びや悲しみを共有する。

子どもたちが自己を確立していくことが
できるように援助する。

学校という「安全な場所」の存在が不可欠

 

思春期のこころの健康問題 （読む）思春期のこころの健康のためには、家庭と学校という場所が、子どもに

とって安全・安こころと感じられる、港のようなストレスの少ない場所であってほ

しいと願っています。ストレスがあまりに強いと、こころは痛んでしまいます。 

 不運にも病気を発症した子どもが、こころの病気の重荷に加えて、クラスの友

達に嫌がられたり、偏見にさらされたりすることなく、安らげる場所でありたい。

友達やその親が病気を理解し、受け入れられるような「こころの病気について

の教育」をすることが、子どもを守るために本当に大事であることを、ぜひご理

解くださいますようお願いいたします。 

 そして、最初にお話しましたように、早期発見・早期治療で、1人でも多くの子

どもの将来を救っていただきたいと願っています。 ご清聴、ありがとうございま

した。 

 



 

３） 実践家参画型～実際、ここを工夫しました～ 

 

・家族は医療者ではないので教員の信頼を得ることも必要と思い、最初にこのプログラ

ムへの強い思いと、精神疾患には詳しいと知ってもらうようにしました。 

・教員自身の問題でもあると気づいてもらうために、不登校との関連、教師のうつ病の

話題を入れました。 

・話のちょうど真ん中あたりで、飽きさせないために、教師への質問を入れました。 

・未だに偏見があるので、家族や生徒への対応で、決して病名を言わないことを強調。

医療につなげることと子どもと家族の心を支える言い方で告げました。 

  

 

◆ 早期発見・早期治療で最も心配なことは、発達障害やその他の病気を、統合失調症と誤

診されてしまう可能性があることと、中学生に対して多剤大量処方をする医師がいるこ

とです。つまり子どもがこころの病気ではないかという場合、親がその病気や治療法、

対処の仕方などを学んで、良い医師か良い治療かを見分けなければならないと思います。

そのため、できるだけ保護者を対象にした教育プログラムも学内で実施できるようにす

る必要性があると思います。 

 

（新宿区家族会 新宿フレンズ 加藤 玲） 

 




