■こころのＳＯＳサインにきづく

友達付き合いが増え
周囲の評価を重要視
小 学 生 に な る と、
「 仲間集団 」
と呼ばれる友達付き合いが増え、
自分中心の見方から脱し、周りの
評価を大切にするようになります。
しかも、その評価の基準は両親や
教師から、仲間へと変化していき
ます。
当然、この変化の過程では、年
を重ねるのとともに、直面する問
題が複雑になっていきます。小学
生は小学生なりに、そして中学生、
高校生と、悩む問題は年代によっ
て異なります。

えで問題があると考えられます。
心に不調を抱えていても、子ど
もはそれを隠そうとします。周囲
が「最近、何かおかしい」と気づ
くことが大事です。
「口数が減っ
た」
「表情がさえない」
「ため息が
多い」などが手がかりになります。
「 こ こ ろ の リ ス ク 外 来 」で は、

●表情がさえない

●ため息が多い

●下痢や便秘がある
からだのサイン

●趣味に興味を示さなくなった

●めまいや耳鳴りがする
●食欲がない。食べ過ぎる
●ため息が多い
●眠れていないようだ
●下痢や便秘がある
●めまいや耳鳴りがする

●イライラや怒りっぽい
●元気がなく、口数が減った
●表情がさえない
●趣味に興味を示さなくなった
●人付き合いを避ける
●イライラや怒りっぽい

中学生や高校生の１割から２割が心の不調を抱えているといわれます。

かか

この年代は子どもから大人への成長過程で、悩みごとの多い年ごろです。

悩みをうまく解決できればいいのですが、中には病気になってしまうケースもあります。
思春期の子どもを対象に「こころのリスク外来」を設けている

金沢医科大学病院神経科精神科の川㟢康弘教授に聞きました。
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療は早期発見、早期治療の方向へ

神経科精神科に限らず、現代医
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「問題指向型医療」
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うしたら、病気にならないかを目

かもしれないといった人です。ど

そのままにしておくと病気になる

病気になってしまった人ではなく、

が対象としているのは精神病など

対応が必要になります。この外来

思春期の子ども対象に「こころのリスク外来」

部分を治して、健康に仕事をして
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小学生や中学生では解決できな

じ考え方、見方を持っていること

こうした結束の仕方は小学校高

を確認し安心することが目的なの

はいじめです。いじめは小学校や
学年から現れます。低学年の子ど

いものの、高校生になれば解決で

中学校で起きますが、高校では別
もは「皆、お友達」と思っている
ので、
あまり、
いじめは起きません。

結束の仕方が変化
脳の神経系の発達

できればいいわけで、この場合は

いるから、仲間だ」と思うことが
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ないと、周りの思い込みが全く違
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ケースがあります。実際は逆上が
例えば、不登校の子どものケー

ばよかったのかもしれません。
て起きられないから学校に行けな
い」と答えます。なぜ、起きられ

「こころのリスク外来」に来ら

ないのか。その原因を突き止め、
学校に通える状態にすることが問

れる方で一番多いのは不登校です。
こともありますが、この不登校の

場合によっては、薬を処方する

ますが、各学校のスクールカウン

直接、外来にいらっしゃる方もい

不登校に限らず、相談では、ま

セラーを通じて事前連絡がある場
足が大きな原因だと分かりました。

ず本人はどうしたいのか、どのよ

例は普段の生活を調べた結果、夜

この場合は、子どもや両親とそ

うに悩みを捉えているのかをはじ

合が大半を占めます。

れぞれ話をして、それまで毎日２
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その意見に同調する形です。
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の問題に変わっていきます。

です。
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当然、訪れる人の年代に合わせた

からだのサイン

「医療の早期介入」を軸に
●
「仲間集団」
と呼ばれる友達付き合い
●自分中心の見方から脱していく
●周りの人からの評価が大切になる
■学童期の特徴
●評価基準が両親や教師から仲間に変化
●習得すべき課題に向かい、
努力し成功
●
「仲間集団」
と呼ばれる友達付き合い
する
●自分中心の見方から脱していく
●課題の習得に失敗し、
笑われたり叱られ
●周りの人からの評価が大切になる
ると否定的な自己像を形成
●評価基準が両親や教師から仲間に変化

●習得すべき課題に向かい、努力し成功
する
●課題の習得に失敗し、笑われたり叱られ
ると否定的な自己像を形成

縮し、早く寝る習慣をつけること
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らないケースも数多くありまし

どこへ相談に行けばいいのか分か
通じて、ストレスを乗り越える方

どもたちについて、いかに相談を

そのような悩みごとを抱えた子

までの経緯など詳しく伺い、
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組んでいる世界各国の診療機関か

最近、精神病の早期介入に取り
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切といった考え方です。思春期の
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以前だと、
「それはまだ病気じゃ

や相談者など、それぞれ個別に話
誰だって鬱のようになるので、ど
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当然、早期介入では、患者さん

検査結果を説明し、結果により、治
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全体を俯瞰しないと治療方針が立
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実際、悩みごとを抱えながら、
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誰にもある悩みごと
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必要に応じた検査を行います。
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診察を行います。

5

受診の経緯を伺います。

4

に余裕を持っていらしてください。

3

能な日をお伝えします。

2

予約

1

う方策を探るといったことをして

認知行動療法を中心とした診察と、心理検査や

てしまうことがあります。

カウンセリングを行います。

います。

■受診の流れ

総合受付
（本館１階）
で受け付けを
してから、神経科精神科受付
（別館

