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統合型地域精神科治療プログラム
(OTP）の基本戦略

色

（１）はじめに

統合】１１地域＃'i神科論療プログラム（OptimalTreatmenlPI･Ujccl：()ＴＩ〕）は，地域に

おいてｿ排したあらゆる梢神障瞥・桁神疾地にＡＩして，エビデンスに」,鴫づいたり,〔'111的医

縦・保雌・隔祉サービスを，各地城の特性に合った形で速やかに効卒よく提供するプロ

グラムである。

したがってその｣,§水戦略を脱IﾘＩするには，サービスモデルとしての股|)'1のあり〃と，

沿旅プログラムとしての技術論や技法論の，大きく２つの価ﾘj:から解脱する必災があ

る。

どのような優れた科学的発兄や発明も，それを必典とする､111端のもとにhI1かなくて

は本来の,噛維が発抑されない。サービスモデルはそれを'１１能にする『･股として，州に吟

味される必要があろう。医療や保健，福祉のサービスの配枇は，各''４，各地城により大

きく異なるものであるから，他国で実践され成果を挙げているサービスをモデルとして

そのままiﾙ川しようとしても，必ずしも成果は保証されない。特にWi神科サービスのよ

うにスティグマとのＭＩＩいも余醗なくされる恢城では状》,Lはいっそう複雑になる。各地城

の障蛾を莱り越え，雌も優れたサービスを展開するＩ:犬が求められる。わが凶の精神科

サービスは，今11人きく変わろうとしている。より'n度の桁神障′‘【fに九iするサービスの

あﾘﾉﾉとして，本,I|:でも取り上げられる脱施I没化の問題は緊忽の,iIL題である。．〃外来

ﾈＩＷｌＩｌ科･サービスは，例えば桁iIli科を標勝するクリニックのおびただしい｣WIIlに象徴され

るように，災に急速な広がりをみせている。わが'十ｉｌにおけ為1;,WIlI科サービスの供給１，tは

確爽にｉｌＩＩびているが，ニーズの広がりとサービスのIWiは必ずしもバランスがとれてい

るわけではない。

一方，近年の4；物科学、なかでも分子遺伝学や梢神梨Ⅲ畔，ＷｌＩｉ仲利･''１Ｗ診断学などの

進歩により，精神医学や精神科医療の領域でも，多くの新たなエビデンスが得られ､そ

の成果の・部は雌災に臨床場而で生かされている。特に非定型抗桁神洲ij薬の縦jﾙは，統

合炎捌推をはじめとするより深刻な術ｌｉ神障'‘'『に対する論旅諭をﾉ<|陥に修11；しつつある。

さらに．感怖表出（expressedemotion：ＥＥ）研究や心理教育に代炎されるような心



’第【邪統合ｿI'』地域ＷＷｌｌｌｆｌＷｉ縦プログラム（ＯＴＰ）と侭

表１メンタルヘルスケアエビデンスに基づく統合的治療方針

サービスモデル

・早期苑兄

・チームワークモデル…恐者・家族・専門家

･継統的な目標般定アセスメント

・効鵬的なケースマネジメント

・1噸Fと治旅に側する紘青

治療プログラム

・生物医学的論療

・集岡内（家族）でのストレスマネジメント

．さまざまな認知行動療法

・支持的な雁用

1Ｗ|:金的論療の効果に対して，これまでになく強い関心が寄せられてきている。これら

により統合欠I淵１，iiの社会機能の'111復や，さらには｣副U1r後の改蝶までも期緋するﾉlfは多

く，それを文緋するさまざまなエビデンスが示されてきている。

ＯＴＩ)は科'､j4的エビデンスに基づいた多面的なアプローチであるから，随時変化を遂

げ進腿を統ける１１｢剛性のI闘い概念である。木．,11:で示す各論的内容も激年のうちには,'|:き

改められる迎命にあることは,洞までもないことである。（MilI1j:したサービスシステムは

lII弊にlMlざさﾉしており，とても至遮なサービスの提供をすることはできず，兇血しは粥

に必腿なものでああ。

ここでは炎ｌに,パした９｣・川|のJ,喋本什格に柵って（)Ｔｌ》の''1.1'･を解脱する。炎ｌに'（

すように，サービスモデルと輪旅プログラムに分けて説明したい。

（２）サービスモデル

ａ・早期発見・早期介入

近年,渚外liiIの#,‘i神科サービスがﾉJを入れ始めていることのひとつは，広い意味での梢

神障宵の111.期発兇・・ＩｉｕＷ介入である。ここでひとつのデータを示したい。１９９９年から

2()()１年にかけて飛杵らが東京部内の大学病院桁神科外来と祁区内の補神科病院外米で

ir-》た，１;,!i神州の米論旅期ｌＩＩｌに|1Mする,淵査緋果である。精神病の未治療期|H１（duI･ati()n

ofuntreatedpsychosis：I)ＵＰ）とは，統合失調症の幻聴や妄想などの１級症状が生じ

てからﾉk派初めて抗梢神病薬による治療を受けるまでの未治療期間のことである。それ

によればﾉぐ､j矧吋院では'ド均１３.‘ＩＪＩ（!|'央航は３．８Ｊj)、桁神科病院でも｡､lz均１．１．３）Ｉ

(''１央仙５．０)l）であった。統荷はこの数値を兄て，精神科サービス呼門家としてどの

ように感じられただろうか？ｉＥ体不明の中傷する声，考えたくもないつらい思いがお

よそ１年も紬いて，ようやく州"l家の沿旅を受け始めるということになる。この間米論

恢の状態が続き，次輔に社会機能が低ドし，′､j4校や職｣湯でも迦応しづらくなっていく。

雌近の研究によれば、このlHlにも脳突硬の萎縮が一段と進んでいくという。



龍ｌ東続行くり地域淵神科袖療プログラム（ＯＴＰ）の茶本峨略５

この期間が短縮されれば少なくとも欺年Ili位の賊期]亀後は改鮮されるし，何よ'）も』I'・

期に受診することで本人ひとりで脳んだり神しんでいる期間が短くなるのである。しか

しこの目標は精神科サービス専門家の努ﾉJだけでは達成されない。もちろん精神科医が

初期推状に対する診断能力を研ぎ総ますことはＩＦ甥であるが，市民の理解・知識の膜得

を促すことも'1t災である。‘､i4校保健のメンタルヘルスlIM迎の允災をI刈る必要があるだろ

う。さらに大事なのは，｜矢療のケートキーパーである，家庭医（一般開業医）や保健所

の保雌IIlliなどが精神病の初期旅状の診断と論旅に稗熟し，必要な場合には２４時間いつ

でも111('''11ｹ;と連勝がとれるというサービスシステムをつくる必喫があるだろう。この傾

城に|Al心のある〃は，縦勝らが洲I1j<したイアン．Ｒ・’１．ファルーンやパトリソク．

Ｄ・マクゴーリ（PatrickD､McGorry）の祥作を読んでいただきたい。社会的入院を

解洲するには，その予防が火事である。

ｂ・多職種チーム

論旅チームは，医師，保健師・番Ｉ巡師，梢神保雌佃祉|：（PSW)，心理臨床家など多

職樋から構成される。大切なことは，この多職樋チームは蝋なる専門職の集まりではを

く，鵬本的には全貝が認知行動療法的家族介入などに関して一定水準の技能を持ってい

ることである。すなわち各ｎのり,ii肌l技能に加えて，１．１分のｌＷ１'1以外のさまざまな技能や

知搬に側しても各スタッフは１．分な'洲練を受けて，論縦チームの一員として必要な技能

を燃に一定水権に保つことが求められる。それによって，例えば薬の説明をするときに

難11帥がいなくても他の｣俄祁の荷であってもj,'ﾐ水的なlﾉ僻は涛及することができるよう

にしておくことで，鋼IilのセッションのIﾉ､畔と侭が州保されることになる。峻数の州'11

1伽が関わることで，ケースのより容観的・多ＩＩＩｉ的なアセスメントが可能となり，各スタ

ッフの負担感の軽減も可能となる。もちろん、より(Ｗｌｌ的な内奔に関してはチーム内の

kWIl家を頼ることになる。各職砿の仙別の役Wllや肋きにﾙﾘしては第１部輔２な「統合型

地域柵神科治旅プログラム（()ＴＰ）における多峨価の役別」をお読みいただきたい。

ＯＴＰの家族セッションでは原則的に家族典余興の参加を求めている。全貝参加の原

IIllは11本人符有の家族心性にとって心理的股襲となった')，家族;機能の同然修復力をか

えって柵ねることが危恨されるが，ヘ1端らの維験ではこれまでのところ問題とはなって

いない。むしろ参加する家族を，いわばその推例についての極めて専門的な治療締に．fj『

て上げていくことを大きな狐いとしている統合剛プログラムでは，家族内に治療上のコ

アとなり他の家族蚊をリードできるような家族jiが次節に行ち、家族としてのエンパワ

メントにつながっているようにも思われる。



６諺Ｉ誌統合型地域続神科裕蝶プログラム（ＯＴＰ）と臆

ｃ・継続的なアセスメント

統合的な介入に２１１たっては，、'測端・家族双ﾉﾉについての生物|ｳﾐ‘'j4的・心理社会的IIIIj

面からの持続的アセスメントが重要である。ＢPRSを一部改変したBPRＳ拡大版のほ

か，ＯＴＰで狐1'1に側発したＣ()mmlmityHealthRec()1．．（CIIl《，付録参照)，精神流状

I州I11i尺度であるCPS-5(）（CuI．'･CnLPSychiatricStaIus-50）などを川いている。ＣＩＩＲ

はイギリスのバッキンガム州における地域介入プログラムで’だ際に使川されている記鉢

用紙を改変したものである。３カ月ごとにこれらの評価を繰り返して，その結果を介入

プログラムにフイードパックして、各症例の特性に応じたプログラムの維持に役立て

る。薬物の剛作川に閲しても､ド櫛造而接を川いてアセスメントすることにより，第111部

第３なの１「個別的な薬物派法とは」の節で示すような哩想的川雌の向精神薬の処方へ

とつなげることができる。

ＯＴＰでは他にも水111:の各耽で紹介されているようにさまざまなワークシートを川葱

している。これらのシートを'.'ｲliに使いこなすことで，後にけそれが‘把鉢そのものとな

り，獲得されたスキルなどを以前と比較することも可能になる。

ｄ・訪問サービス

雌近わが''1でもＡＣ'1、（asscrtivccommunityt1･eaLment）の澗前は広く知られるよ

うになってきている。ここで「assertive」とは「敬極的な」という葱味であるが、こ

れは当事者側からの来訪を緋つのではなくサービス側が破恢的に出向いていく，すなわ

ち訪問型のサービスによる治娠という意味である。ＡＣ'1,はさまざまな地域で行われて

おり，地域により‘ﾉﾐMEIﾉ1群は災なっている。肋lMlにより論恢コンフライアンスがliI1上す

るという立場に立てば，WlIiiIlI陳‘１１fのようにとかくlv燃が多く病,職の乏しさなどからコン

プライアンスの不良に陥りがちな疾患を対象とするのであるから．必ずしも困難な症例

だけでなく広く多数のり慨ﾘに対して実施すべきであろう。

実際に家庭訪||}lをしてセッションを行うと，さまざまなメリットがあることに気がつ

く。詳細は他章に譲るが，家族間や職場におけるいろいろなストレスに対して．直接に

その､11事者問の調推が可能となる。いわば「いま．ここで」の「invivo」の介入が可

能になるわけである。腿知行肋療法的介入ひとつでも，その』ﾙでけい、その場で行仙修

'1§を例ることは，認知機能脈'！１１:を排つ､11』l堵にとっては恢めて体得しやすく効果的であ

る。

しかし定期的な悩数のスタッフによる訪問については，「ご近所の１１もあるから」と

いうようなステ（グマに'1M述したJIMIiIや，「病院のほうが広くて群ちi‘fいて蹄ができる」

と言われ，時には家族が肋l川には応じない場合がある。特にlili杵は本邦に限った問題で



第】章統合型地域精神科論耀プログラム（ＯＴＰ）の雄木戦略

はないが、いずれも鷹派機側の而接篭や診察篭稀を家族の｝‘１銭に兄ｳﾆててセッションを

行うなどの柔軟な_１２夫が必要となる。訪問は本人と家族の「ﾉ|暑涌のjﾙ」に直接立ち入る

ことでもあり，それがもたらすさまざまな影響に常に十分な配慮を典する。

ｅ・心理教育

、'1,1端や家族に対しての心理教育は、原則的にはＯＴＩ)導入の冊賊に数セッションか

けて行われるが、必要に応じて適宜繰り返されることが｣１１甥である。知蔽というもの

は，次節に忘れてしまうものなのである。この際一方的な知撒の提供ではなく，十分に

桁iIl'旅法的肥Mfを添えることは言うまでもない。テキストやビデオなどをⅡlいて参加締

の池砿をリ|くｌ:夫が大切である。個別の家族で行うことのメリットとして，一・般論にと

どまらず各､'祁稀の症状の特性などに合わせて具体的な紙をすることができる点が挙げ

られよう㈹

（３）治療プログラム

ＯＴＰの雄本原理のひとつは，統合失調症の再発モデルとして広く受け入れられてい

る脆弱惟一ストレスモデルにMllっており，統合失調症に対する論旅的あるいは脈学的リ

ハビリテーションの視点から，ノｌｆ物'､if:的脆弱性をNiい心哩環境而のストレスに対処する

ための適切なアプローチを統合的に実施することを|:|指している。

１９８０年代以降，統合失調症に対する心理敬青や家族教育をはじめとする心理社会的

介入のｲi効性については，さまざまな類似の検討がなされ，欧米を'''心に継続的な認知

↑Mjj療法的家族介入がIlj光防止にｲi効であるとの雛;ｉｆが多数なされている。多数の二11ｔ

汽験法による比較研究で，当事者'''心よりも援助街!|!心のストレスマネジメントが統合

失調症のＷ発防11:により有効であることが示され，当zI群を含めた家族11i位での統合的

な,淵知行肋旅法的家族介入が提案されている。I認知行肋療法のI淵技能に側しては，本,!'：

の各雅を参照していただきたい。ここでは()Ｔｌ)で川いる論旅技法の枠組みについて慨

脱する。

ａ、生物医学的治療

リスペ'ノドン，オランザビン，クエチアピンなどのJ|§定’１１抗Wlii神ｿ,);雛の処〃が奨励さ

れることは高うまでもない。しかしながら従米型の定卿仇州ｌｉ神病雄が処〃されている場

合でも，｜･分に少最であれば、非定型抗精神病薬への処方変災に伴うデメリットにまさ

る場令もあろう。錐体外路推状をはじめとする副作用を定期的にきちんとIiWlIliすること

が大‘111Ｆである。また処ﾉﾉする側と服用する立場では，関心を払う制作川も災なる。そう

した愈味でも個別のニーズに十分応えられるような処〃を」:犬することが求められる。



８筋Ｉ部統合型地域精神科治銀プログラム（ＯＴｐ）とは

沸細は第III部雛３承のｌを参照していただきたい。

ｂ・家族内でのストレスマネジメント

本人および家族の対処技能を強化する側的で「問題解決技能」の訓練がある。ここで

家族とは，必ずしも同脳する親族という狭焚の家族を意味しているのではない。′に活施

I没に入所していれば同顎などの仲|Alや，職｣ﾙのIlil旅もこれにあたる。

「l川辿解決技能」の習得はＯＴｌ'で雌も１K祝される技法のひとつである。問題解決技

能のiiIlI純は，話し合いの過程と方法を本人と家族に‘illl純することにより，家族内で'1附

的に|洲廻となるような緊張や淵膝を処｣'Mしていく〃法を洲iMLさせるものである。詐細は

鮒111冊節２砿の２「川越解決と'1棚1没だ」を参照していただきたい。

ｃ、認知行動療法

同じ診断であっても精神症状がさまざまに災なるように，コミュニケーション技能を

|lﾉＩ別に『洲lIIiすると，各刈!'端や各家族によ'Mlll緋を典する,糾幽が災なる。そこでlIA1別の

I拙幽に対しては、「穣極的傾聴（アクティブリスニング）ふりかえりシート」（第'Ⅱ部第

２章のｌ）「上手に頼み事をするワークシート」（第Ⅲ部第２章の３）「週間行動記録表」

(節11部第１章の４，第'Ⅱ部第２唯の８）などの郁々のモジュールを用いて行動､iの修

Iliを似lり，家族令休の対･処技能の向l:を||指す。′ﾉﾐ隙の家族セッションでは，これらの

統合的な介入を，個々 のニーズに雌迦な形で文1,1ｌｂ的に鵬I)Mする。

ｄ・支持的な雇用

就労はだれもが望む社会参加の雌もＪ,§水的な形であろう。狐ｆＩ:した佃人の騨厳を保つ

うえで，紬労能ﾉJの１１｝雌i1卜はMliillI刺･論恢におけるjlkも'１１腿な糾胆のひとつである。

()ＴＩ)は梢神障審の治癒をⅡ指すものであI)，充翁な祉公復帰をI|指している。その過

礎において，さまざまな支持的雁111の耗験を砿むこともｲr意挺であろう。日本の精神科

|矢旅の111では，作業旅法は人院りそ油の暇つぶしかレクリエーションくらいにしか捉えら

れてこなかった。しかしながら就労をI|指すうえでは，作業旅法的な視点から当』l端の

スキルを評価し，科学的な方法論に蝶づいたリハビリテーションを行っていくことが求

められる（第１部第２章の６．第II部第２砿の２－２参照)。

（４）統合型地域精神科治療プログラムの地域における展開

本11FでＯＴｌ〕を用いた具体的な活動例として紹介するみなとネット２１は，東京都港

|ﾒ:という人那lliの'''心部におけるIIlliiIlI科サービス盗洲の不足を，ＯＴＰによる機動的な

多jl柵'１１チームによ'ﾉ解illiしようという「アドボカシー」であり，「地域発股ｌｌｉ１」モデル

である。またささがわプロジェク|､は，慢性lUl州IiiIlIｲ:|Ⅶ)j仰がそのままｿIij院機能をなくし
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表２地域で展開する諦神医療・保健福祉サービスに求められる４つのＡ

1．Accessibility：利便性

利用者にとってアクセスしやすく，短時間で最大の効果をもたらす方法を

持ち合わせ，最適のサービスを提供できること

2．Acceptability：受容性

利川什が，ステイグマを感じずに利川可能であり，出瞥に兄合うかそれ以

ｋの便益があると評価されるサービスであること

3．ACcountability：説明責任性

そのサービスの提供する内容が，科学的エビデンスに韮づいており，スタ

ッフの技Iil:も髄的に糊に保障されているサービスであること

4．Adaptability：適応性

什肺禅のさまざまな時jUlやニーズに応じることができ，｜聯代の奨化や地域

のニーズの変化にも適応していけるサービスであること

た′Ｉｆ油施,役に脈侠し，そうした'1締のjﾙにいる､'’i11噸をサポー|､しようという「ｿ州塊ｌｌｌｊ

換）剛モデルである。いずれもＯＴＰの提供に加えて，メンタルヘルスに対する知維の

杵及・啓発柄動を|ｌ的としたIIj民公開講座の開催ボランティアや§１１'1階グループの育

成（V()lUnLCerSaCti()ngrOup）を行うなど地域に根づくための活jiljも腿|Ⅱjしている。

では地域に根ざした望ましい梢神科サービスとはどのようなものであろうか。みなと

ネット２１はスタートに先立ち，自分たちの地域活励の理想像を：．インテグレイテッ

ド・メンタルヘルスケア』')の中から探して．表２に茶げる「.1つのＡｊとした。もと

もとみなとネット２１の縦ｳ:の発想は，地元Iこ根づいたNII神咲旅・保雌刑祉サービスの

ｲく足によるものである。したがって４つのＡのまず卵Ｉは，ACccsSibili()．（利便性）

に関するものである。地域の!|Iで精神保健活動を展附する以上，徒歩圏内とは高わない

までも，せめて区内に，すべての利用者にとってアクセスしやすい機側があってほしい

ものである。鮒２け，Acccptahility（‘受容1'1;）である。利111片が，スティグマを感じ

ずに利lIlIり．能であり，曲川風狐に兄合うかそれ以ｋのメリットがあると感じらｵLるサー

ビスであることが必要となる。守秘義務はもちろんのこと，スティグマに対する配慮も

怠らないことが大'1ｉであろう。第３はAccounlabili(ｙ（脱lリルIiiF性）である。そのサ

ービスの腿供するIﾉ僻が、維験．i縦ではなく，きちんとした科'､脚I<ノエビデンスに雌づい

ていることが求められる。科学的根拠のない泊旅をさも効染的であるかのようにｉｉうこ

とは，州叩1家の提供するサービスとして許されないことである。したがって介入に関わ

るスタッフの技肱も磁的に保障されていることが頂要である。みなとネット２１では医

恢職の盗格（|郡Ili免i汗や、池IIlii免許など）を排っていてどんなに災い臨床経験があって

も，腿知行励縦法を中心とする()ＴＰの理論や技能に間するIi叶糾会を・定'1洲11以上修『
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した稀しか参加を認めていないし，いったんトレーニングを終えても定期的に復料を続

けている。鋪４のＡはAdaptability（適応ド|§）である。特定の陳害のある時期にはと

ても専門性を発揮するが，ほかの障害には役立たないような機関が地域にあって精神係

雌サービスの啄門機関だと言われても多くの利川汁はM1ってしまう。各障害のさまざま

な時期やニーズに応じることができること，さらに時代の礎化や地域のニーズの変化に

も辿応していけるサービスであることが火聯である。新しい治療方法，例えば新薬など

に対してはいち早く検討し知識を有するべきであるし，良い間には地域住民の年齢解の

変化で疾触やニーズも変わってくるからそれに応えるj､ﾙＭ'|iが求められる。つまり桁物

を作っただけでは.ﾘｆ足りないわけで，ⅢilIlI家は|'|分たちが提供するサービス|ﾉ､l容に刈す

る厳しい吟味と刷新が常に求められていることを''1‘地する必妥がある。

（５）まとめ

以上，ＯＴＩ>の堆本的な概念を紹介した。わが'11においても，脱施設化の流れは急を

告げている。しかしながら後発であるからこそ拙速は許されない。エビデンスに雄づい

た科学的な技法を用いて，しっかりした地域'''心型の肘'i神医療・保健福祉サービスを築

きｋげていきたいものである。

●文献

ｌ）イアン.Ｒ・Ｈ・ファルーン．グレイン・フヂッデン（ﾉl<１１ｉｆ雅文，メLlllYlf，村上稚昭ほか椛訳）

インテグレイテッドメンタルヘルスケア‘’11火法〃仙肌，１１:ﾙ(，1997．

（水野雅文）



統合型地域精神科治療プログラム
(ＯＴＰ）における多職種の役割

1．精神科医の役割

１１

（１）はじめに

ＯＴＰを実践するにあたっては，主治医がプログラムの趣旨と提供されるサービスの

内零を｜･分に理解し，チーム|侭旅をリードする立場にあることを認識することが必要不

Ｉ!｣｢欠である。

（２）主治医としての役割

ａ，精神科医のジレンマとチーム医療

多くのjﾙ合、‐ｉｉ論|ｳ〈が､'1'1端を診察す為||州lは，初診の場合や時にじっくりとI;＃を|Ⅱ｜

く必然がある場合を除けば，１０分I1i後かあるいはもっと短時間であろう。ｌＩＩの外来で

何1.人も診察しなければならないという今'１の精神科医療の現状をザえると，不本意な

ことではあるが．１人当たりの診察|I州lは''１ずと限られてくる。「もう少し時閲をかけ

れば，もっとよくなるかもしれないのに」「もしかしたら，Ｉ‘1分には兄えない|剛胆を抱

えているのではないか」等と思いつつ，診察室の外で待っている人たちのことも気にか

かり，もう一歩踏み込んだ質問ができないといった経験は誰にでもあるのではないだろ

うか。特に，病状がある確度藩ちｲＩ港処方もほぼ問定したころになると，恢端に締えば

｢１Ｍ〕'･はどうですか」「将に変わりありません」「では，いつも皿'）のお雛でいいですね」

といった調子の診察になってしまうjﾙ合もあり，主摘医とは「薬を処〃してくれる人」

にすぎないといったことにもなりかねない。

もちろん，雌迦な染物縦波を他供することは，ｉｉ論Iうくの雌も'１１腿な役測のひとつであ

ることは言うまでもない。巡りﾉな薬物旅法のみで，問題なく栄活できる人も確かに〃征

する。また，薬物療法やその他の身体的な問題に対処する以外の治療（認知行肋療法や

'1冒活技能訓練〔socialSkillStI･ainin質：ＳＳＴ〕，心理教育など）は，柵神科I路以外でも

111.能な場合も.多く，腿llIli以ｋの披能をｲ『するコメディカルスタッフも少なくない。それ

でもなお，「主治灰のが在そのもの」「充治医の・言」が当半者に与える影禅は主沿医、



１２鋪Ｉ郁統合FW地域精神科治療プログラム（ＯＴＰ）と臆

卦が‘似っている以ｋに大きく，ｉ輪Iﾀﾐの論旅姿幣は､ｌｉＩｌ端のｿI;j状を大きく/iミイiする可能

代がある。「紫を処〃する」という行為は，他の治旅と比戦して非附に股襲性が1冊ぃ行

為である。その役割を担う主治医が．いくら「当事者の立場に,‘ﾉ:って」「1.分な説1ﾘIを

して」論旅を進めたとしても，論療場而において龍論恢が､’i’1端に対してI｣皇倒的優位な

'7:j鮒であることは街めない。二のことを｜､分に‘認撤したうえで、たとえ診察１１脚H1が瓶〈

てもそのlIMにできる限りの情報を収集して論療の方向僻をボし，、11,1端やその家族との

ｲ‘#蚊関係を維持することは．梢療を進めていくうえで非淋に爪嬰である。

しかし，限られた診察時間のlliで､I刺硝やその家族が|i'iかれている状況を脈し<知ろ

うとすると，かなりM;l雌であることが多い。また，たとえ.蹄１１ｹ(が|昨|A1をかけて診察す

るI‘))とりがあったとしても，医師１人が診察室の''1でできることには眼界がある。精神

脈liFを抱えてﾉl§柄していく人々をよりよく支援するためには，さまざまな｣吻而で，さま

ざまな角腿からのサポートが必典となってくるものである。ｉﾐ論|ｸ制j:’’'1分|'晩の影禅

ﾉjを1.1塊するとl1ill１，Wこ''1分ひとりでできることの眼界を脇搬し，」ﾙ合によっては他州極

のIルノJのもとに論療を展開していく「チーム医療」を導入することを検ｉｊ･すべきであ

る。（)'１，Ｐはチーム医療のひとつの形態であり，ＯＴＰの導入や、その後の論療の進め

〃にlIMしては，ｉ紬限の論旅ﾉﾉ針が大きく関Jj､することになる。

ｂ・ＯＴＰの導入

Ｏ'1,1〕導入時には、まず主治医から当事者に関するできる限り詳細な怖報をチームに

提供する。,診療怖報提供稗のような文iW:による怖報提供でもよいが，（)ＴＩ〕の導入時に

はｲIrI1勝と1111:催会って附雛を伝えるほうが蝿ましいｃＩ'1能であれば，、111噸，家族．チ

ームの111,11荷，職制笑が全貝顔を合わせて，主治咲の羊騨により今後の諭旅についての

献兄交換および治療の進め方に関する合意ができれば理想的である。この際には，以下

のような州Iﾘについて柵し合うとよい。

①呪ｲI;の'''1胆ﾉ‘'､（

１ⅡIが|川越かについて，謡制矢と当4噛，家族の間で怠兄のｲ:Ⅱ巡がＩ淵められることは

珍しくない。‘;＃し合いによって，当而どの問題をターケットとするかをある秘度lﾘ１

１)かにしておく。

②､11'Ⅱ汁，家族がＯＴＩ)に期緋すること

間腿点を確認したうえで、当事者と家族がどのような援助を期排しているかを確認

する。ＯＴＰでは，１）利用者とその家族（援助肘）の旭川的IiIi縦による帆談，支

援，数行的介入，２）利111荷のニーズに合った地域の社会涜源の１，'f縦を伝えるこ

と．３）利川荷に必要な地域の社会資源とのコーディネーション，．！）２４時間の
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危機介入サービス，５）多職ｲlliチームによる利111汁の′|i物|災'､ｊ４的・心叩社会的アセ

スメント，といったサービスが提供さ』しるが，、'1,1噸や家族の期怖がﾉくきすぎるよ

うな場合は，ＯＴＰで叫能な援助について，チームの担当貯から１１雌説明する必要

があるかもしれない。

③-減制ｳﾐがＯＴＩ'に期緋すること

ＯＴＰで提供される援助によって，どのような治療的効果が期緋できるかについて

主泊医のザえを伝える。

④チームとｉ：論咲の述鵬喫領

（)Ｔｌ'|Ⅲ|始後，チームと:減filﾀﾐがどのような形でi,＃Mを｣Ｗiしていくかについて‘

その辿1%喫航を話しｲﾔう。

⑤緊急峠の対応

（)ＴＰでは，緊急時には2411抑Mいつでも巡絡がとれるよう家体制がとられている。

もしチームが緊急.11f態と判断した場合，どのような対応をとるべきかということに

ついて･減制ｼﾐの意見を伝え，対処方法を‘濡し合う．

このような,hIiし合いは,OTPの初lⅡlアセスメント時にもなさjIしるが,蹄i限と共に

11確陥脳しておくことにより、その綾の概肋がよ')スムーズに進むことが川緋できる。

ｃ，緊急時の対応

ＯＴＰでは，２４時間体制の危機管理サービスが提供されているが，状況によっては主

論咲の判断を求めなくてはならないような」ﾙ合もある。夜間や体11の対応〃法（チーム

の仰I慨に''1分の紫忠述絡先をi次えておく，ル;j院I1IllI:に対応してもらう，など）をあら

かじめＩ活し合っておく。また自分の勤務光に人院設備がない場合は，人院の必要性がと|そ

じた場合の紺介先についても検討しておく必喫があるかもしれない。

ｄ，チームとの連挑

ＯＴｌ'州始後は，介入の状況についてチームから辿'1省】:悩報を緋るように心がける必要

がある。定期的に述絡表を利用するという方法もある（図ｌ）が、定期的にチームの担

､１i者と１１１１抜諦をする機会を持つことができｵしば珊想的である。械神ﾘｌｉ;状や心理社会的ア

セスメントの紬1M:についても随時‘hWll交換することが‘:iMましい。

時には，チームの狐､１１粁と､'1』|端との|ＩMわりがうまくいかなくな-,たり，ＯＴＰによ

り提供される援助が当事苔や家族の川緋に応えられなかったりする‘1$態が唯じる可能性

もある。そのようなj淵合には，稚治1ｹ《がチームと､I祁者やその家族との間にfﾉ:って調整

をする必災があるかもしれない。

多職諏チームによって援助されているということは，しっかりとサポートしてもらっ
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連絡表

氏

平成○年○月○ロ

目標

･朝９時までに起きられるようになるこ

･デイケアに週２回以上行くこと

･週１回自分の部屈の掃除をすること

社会資源の利用状況

みなとクリニックのデイケア

･作業所見学ツアーの参加について検討

早期警告サイン

，睡眠が２時間以上減ることが３日間続

・部屋に４時間以上閉じこもることが３

.頭痛薬を１日２回以上飲むことが３日

セッションの状況

別紙参照してください。

チームから主浩医へ

現在，デイケアへは週１～２回行ける

ご両親に対する心理教育を行い．病気へ

めか，家庭内でのストレスは減ってきて

暖気が気になっているとのことで，必要

術｡｡…｜
と（△月△日達成済）

中

日間続く

間続く

ようになっています。

のご理解が得られたた

いるようです。日中の

があれば，処方をご検

討いただければ幸いです

があるかもしれません)。

(ご本人からも副作用についての相談

牢治戻からチームへ

ご迎絡ありがとうございます。処方変更しました。「お薬ノ

ート」を参照してください。デイケアで友達ができないことを

気にしているようです。ロールブレイで友達に話しかける練習

などは可能でしょうか。

図１連絡表

乳化のｎ棟を記入する。達成し

た1.1棚はI遮成済み」とし，速

成したことがわかるようにす

る｡

現在利剛中の社会資源と、利用

を検討している社会資源につい

て肥入する。

セッションで話し合った「早期

特告サイン」を記入する。

チーム会瀧で仙川するセッショ

ンの慨盤lIiflid入した表を添付す

る。

ているという安心感につながる一方で，場合によっては「将理されている」「監視され

ている」という息I‘'fしさを感じてしまう危険性がないわけではない。減fi膝は．、'1'1端

がチームの狐当符にｲ:11縦しにくいようなこと（ＯＴＰに刈する雌|M1やｲ《ilMiなど）を誌せ

る唯一の祁下であるかもしれない，ということは意識しておく必要がある。主治医とチ

ームが緊密に巡挑することは1F:嬰なことではあるが，。〃で，少し剛れたところから

()ＴＰを祥､１J的に兄ることのできる，ある秘度の狐〈ﾉ:↑'１１も雌保するべきであろう。この

ような「バランス感覚」は，蹄i医が備えておくべき砿典な壷I'iのひとつではないだろ
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うか。

（３）チームメンバーとしての役割

ＯＴＰにおける州1汁ｌｌｌ州ﾀﾐの役削としては，主流|侭としての役削以外に，チームメンバ

ーとして､11,1噸と'''1:催またはIHl恢的に関わるjﾙ合がザえられる。

ａ・導入段階

宅治医からＯＴＰ導入の依頼があった場合にも，、'刊崎や家族から直接依頼された場

合にも，初回アセスメントの後プログラムの導入が適しているかどうかの判断をするの

であるが，その雌終的な判断についてはチームのWI神州傭が此任を持つべきである。そ

のためには，できる限り初回アセスメントには同席することが望ましい。現在の服紫Ｉ１ｌｔ

や副作用の程度，これまでの維過，年齢や家族の状況などを総合的に判断して導入の地

J|§を判断する。、'1'|端や家族からＩｌＩｌ:擬依頼を受けた｣ﾙ合には，必ずi紬恢の葱兄を求め

るようにする。

ｂ、生物医学的側面からの評価とバックアップ

チームの担当粁と協ﾉJして．当事醤の精神症状と行励をアセスメントし，適切な莱物

旅法が行われているかどうかのモニター，剛作川のチェックおよび沿旅に対する反応の

観察を行う。チーム会,縦では，各職種のスタッフの愈兄を｜･分に検i謝しつつ，′lを物|災学

的巻側而からの判断を加えて，ＯＴＰの進めﾉﾉについて雌終的な判断を示す。

ＯＴＰの進め〃，ifi旅〃‘１．に関しては，随時1；論1ｹ《と迎1脚をとることにより，．i端|ｸ《

の汁i旅〃‘|･とのずれがﾉｋじないように柵戯する必拠があり，できる'１４り蹄1腿の献兄を

砿軍するようにする。

対処が蝋難な状況のひとつは，薬物療法を含む論旅のあり〃について，主治医とチー

ムメンバーの梢神科咲とのIHIに恵兄の食い述いが生じたjﾙ合である。栄論咲がチームと

械恢的に'1Mわっているjﾙ合には，チームメンバーの1:IWIll科咲と,''1:接話し合いの機会を侍

つことが可能なことも多く，活し合いの中で意兄のずれを修'1ﾐし，よりよい治療を提供

していくためのよい機会となるかもしれない。ｌｌＩｌ胆は，ｉ輪恢がＯＴＰの導入をﾉ,惚は

したものの，その後は伽|州心であ一〕たり，チームの111,11％･の‘戦兇や雌'察を|ﾙlこうとしな

かったりする場合である。あえて個人的な懲兄を述べれば，医旅の現場でセカンドオヒ

ニオンに意見を求めることが当事智の当然の権利として認められつつある時代におい

て，他の医療従Ｊ１端の蹴兄に耳を傾けることのできないような灰師は，宅治医としてふ

さわしくないのではないか，とザえる。しかしi薪ilﾀﾐを僻えるということは，、I1Il端に

とってかなi)のストレスをi''２う危険性があるということにも淀患する必要がある。ｉ輪
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lﾀﾐを僻えるという提案をすることが，、11‘I端や家族の医療ｲ《|,ﾔにつながる秘合もある。

それでもあえて-E論隆を替えたほうがよいと提案せざるを得ないような状況もある。そ

れは，適切な薬物療法が行われていないことが複数の精神科医の判断からIﾘIらかであ

り，チームの精神科医との‘折し合いにも応じないような場合である。このような場合に

は，、11'1端に対して，｛湖iできるwiliIlll利恢をチームから紹介す為という形をとることも

ある。

チームメンバーに対して，′|を物Iﾀ詐的な蛎柄についての教育をｉｉうことも桁神科脹の

役刈のひとつである。それと|耐１時に柵iIll刷恢I‘I身も，他職樋のメンバーからできるだけ

多くのことを学び取ろうという婆勢を排つくきであろう。

ｃ・精神科医に対する教育効果

「精神科医の役割」というテーマからは逸れるが，ここでぜひ強調しておきたいこと

は，桁神科咲がＯＴＩ)に参加することは、柵神科脹''1身が成提するうえで非術に火きな

紋ｆｆ効果があるということである。

皿附，精神科の研修は病院の''１で行われる。もちろん病院の中でもチームIｸ鋤fは爽施

されてお')，看護師や1;iIiillI保拠隔祉l：（１）ＳＷ)，心哩上，薬剤師など多職ｲ,Iiのスタ､ソフ

との辿}ルを‘,椎ぶ機会もある。デイケアやＳＳＴ'Wfを皿じて1#IIi神科リハビリテーシ罰ンに

MＩするＩｉﾙ修をすることもできる。しかし残念ながら，病院の外で､'1'|『儲と11Mわる機会は

なかなか持つことができないのが塊状である。チームメンバーとして家庭や地域の巾で

､↓i『I端と接すると．韮沿恢として病院で診察していたときには気づかなかったさまざま

な側ｌｍに触れることができる。jiW荷は，、ｌｉ例張論灰として論旅に)〃わっていた111,1端に

対して．転勤をきっかけとして.減制ｸﾐを交代し、後にチームメンバーとして側わるよう

になった縫験がある。当然のことかもしれないが，当事者が診察室の''１で兄せる「よそ

行きの顔」と家の''1で兄せる「沖股汁の顔」はlﾘ1らかに違っていた。減fiI災であったと

きにはi猫してくれなかった（紙す'|州lがなかった？）ようなことが‘活腿に出ることもし

ばしばあり，新鮮な驚きがあったとともに，病院でいかにきちんと診察をしているつも

りでも，それはその人の一・部をj,11‘ているにすぎないという当たり1iiiのことに紙づかされ

もした。桁神脈押を抱えなが‘､』地域で′１２活していくことの雌しさ，そjILを災えゐ家族の

悩みは，病院の外で嵯療油肋をすることによって，初めて災感として伝わ＝,てくる。

地域のｌｌｌでの医療柄動は．病院という規制の場や権威をかくれみのにすることができ

ない。ある意味，治療精として雌もﾉjIItを要求される場であるともI了える。符い怖神科

咲には．病院で梢神医'､jその堆礎を'‘j*んだ後に，総験ある術導荷のもと．ぜひ一腿地域で

の梢神科阪療を経験してもらいたい。多職稚スタッフによるさまざまな角唯からのアブ
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ローチ，それをコーディネートして論恢に′l§かすことのｌＫ泌|'|:，ノヒ活の場で流縦をする

ことの雌しさと緊眼感を綴験することにより，たとえその陵病院の''１での診縦が''1心に

なったとしても，淵ｌｉ神科淵療全体の中での1m1分の果たすべき役割を認識したうえでの|ｸ〈

旅活動ができるのではないだろうか。

（山下千代）

2．看護師。保健師の役割

（１）はじめに

看護帥と保健師は仔繊職としては1両l様であるが，人数や主に働く場所，川1,ｆされる役

割が少々 異なる。行Ｉ棚11Nはどちらかというとｿ,jj院や肋|州行繊ステーションなど，沿州|<」

な場で柄動することが多いこともあり、１ｹ拙く的な祝ﾉＡｉにｳ:ちやすい。一ﾉﾉ，保雌l1Iliの多

くが公務典として伽いており．柄勤の場も地域であることが断然多く，ｒ･防的な'１Mわ'）

も行うことが特徴のひとつである。また衝護帥の対象が主に病昔であることに比べる

と，保健師の場合は赤ちゃんからお年寄りまで．雌服である人もそうでない人も↑地域

に住んでいる全ての人を対･象としている。

このようにｎＩ勘'''1iと保雌師にはそれぞれ緋徴があるが，膿本的には行継職として､!'i''（

者のセルフケア能ﾉJをアセスメントし，、'剃端の''1ｕ‘決定・IとI己選択を促しながら本人

のﾉJを雌大限に11'1ばすことを11桁している。多1倣祁でチームを組んで援助を行うjﾙ合を

琴えたとき，排に保仙ｉｌｉｉの1t'1の特徴として'1上jI(から地域の祉公盗洲の利川やＩⅡl縮など

は、精神保雌袖祉'２（１）ｓｗ）など他の職諏と役削が砿なる部分も多い。本稿では各j職

種の役割で亜なる部分はできるだけ避け．多職諏で援助を行う場合の宥護師・保雌帥の

特徴的な視点を述べたいと思う。

（２）当事者の身体的側面を観察する

桁神障専断は感'''1iの､ド板化や思考の貧附化，愈欲の低下などを示し，また炎IiIi的に脚

怒哀楽などの蝶‘lIIiが乏しくなってきているため、！;肋や炎Wjなどから彼らが抱えている

思いを知ることが雌しい。また例えば便秘でお腹が張っているとしても「お腹の!|Iに蛇

がいる」と言ったり，がんで痛みがあるにもかかわらず「背中に赤ちゃんがのってい

る」など他苫にとってはわかりづらい表現をすることも少なくない。一般的には''１分の

身体にﾘIiiみや述,H1感があるjﾙ合は，他箭にl;111淡したり，’'1‘､』病院にiiって'塁Ii会するなど

の対処をとるが，リ,WIlI脈'‘I端の場合は上記のような緋徴から、近購な疾脳や推状があっ
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たとしても発兄が遮れることがザえられる。命に別状はなくても，商血脈やI細lHIilI・症・

卿′lと病などのﾉぼ門洲悩病などl‘l覚り!i;状があらわれにくく，推状が出た時にはかなり進if

している疾幽など，Ⅱ々の健康杵理についてもできづらいと思われる。そのためセッシ

ョン時のはじめには，前何のセッションから今Iplまでの体I淵や､1111の体調などを|H1〈の

とI‘ill聯に観察することが必腿である。

ある年齢に進した精神障害者であれば，地区で行う無料の健康’診断などの辿知もされ

るが，気がつかずに放置したり，１m側もしくは利用のｲ|:〃がわからないなどの収｢11で受

診できにくい状況にある。また刈人側係でこれまでにあまり良い体験をしていないWIW'|ｉ

脈‘il;:汁が多く，そのため人と縦することを好乎としているjﾙ合には，あえて人とのMAIわ

りを持つことを避けてしまうこともある。また上記の理由に加えてiii身の高齢精神陳'11ｆ

者の場合には．加齢に伴う身体的な老化も加わるため，衣食化など日常生活のひとつひ

とつの,i剛|な観察が必要である。セッションは堆本的にＩ:I宅に訪問して行うため，，湖淵

時には､I1Ilf荷の′|§橘状況をよく脱察し，炎呪できにくい部分を援助することも大切な役

割である。

また蕊物療法を行っている輔神陣'‘1i:新については，制作川の観察が非常に砺災になっ

てくる。検代で採血などを行ったとしても歎仙であらわれるものが少なく，｜l々の観察

の''1で発兄されることがほとんどだからである。精神障害荷の''1には制作JWについて締

をしたら薬の賊を増やされるかもしれないと心配して言わない場合や，具合が悪いこと

を‘Ii'iしたら入院させられるかもしれないと黙っている｣ﾙ合もある。抗精神病薬のＩｌｉ１作川

にはさまざまなものがみられ，本人にとってもJ|§州に|'判'耐ものであり，イｌｉ難をす為｣ル

合も多い。冊I郷IIi・保健師が11礎を恐れるあまりに，本人に対して服薬確認を過刺に行

ったりすることはマイナスに働くこともある。本人が脚発したときの辛さを自覚し、ｎ

分I‘1身で服錐の必要憐を認識できるように，Ⅱ頃からI‘1分の休洲について感じたり炎呪

すること，またそのような症状がみられたときには111期に他勝にｲ;'1‘縦するという対処法

を向ら学ぶことができるよう援助することが必要である。またそのようにｎら対処した

ことで，ルｉｉ状が悪化する前にｒ防できたり，楽になることができたという災感を大切に

し，イ鯉人の''１{’；につながるようなプラスのフィードバックを-ﾘー ろことも大切でああ。

一方では，雌近では剛作川が少なく，陰惟症状にも効果のある薬が日本でも認可され

てきたが，それでも未だ症状がとれず，自分に合った薬に川合うことができていない桁

神肺ﾂ端も多い。そのような本人の亨さを受拝しつつ，薬物療法がスムーズに行われて

いるかどうかモニタリングすることも1K喫な役削である。
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（３）家族の身体的・精神的側面を観察する

セッション時．（２）の項で述べたように本人の体調を観察することはもとより、家族

成員の健康状態を把握することも看護師・保健師の重要な役割である。家族は本人のこ

とで頭がいっぱいで，’'1分の健康を符みる時間的・精神的余裕もない場合が多い。特に

急惟期のjル合は，家族も緊張しているためI‘1分の変調や過砿なストレスに狐づきにく

く，急に典合を班<することも少なくない。また家族の一員が精神障害昔であることを

受け止めるまでに１１州lがかかったり，特に母親などは自分の育て方が悪かったのではな

いかという悩みからうつ状態になるなど，さまざまな変化がみられる場合もある。行漉

師・ljII:雌l1Iliは家族令休の剛ｲ§状＃１１を把撚し，できるだけ111.期に適切な医旅機側につなげ

られるよう洲に観察することが必要である。セッションに家族が参加する場合には，参

加の仕方，例えば砿る位慨視線，顔色，語気，体重等外見の著しい変化がないか，な

ど派葱して肌察し，弧になることがあれば)蹄をかけることも必婆である。ｊ吻合によって

は､'11端を除いた，家族だけのセッションを持つことも必要な場合もある。

しかし－．〃で，家族、身がｎ分たちの症状や病気についてスタ,ソフに話さない場合も

みられる。肋間時にはできるだけ本人だけではなく，家族のそれぞれの人にセッション

に人ってもらうことがuiMまれ為が，できにくい｣ﾙ合には体洲1mから行I棚111i・保仙Ⅲiがそ

れとなく他の家族柵成典に）Iiをかけることも必災である。スタッフは肘に訪Ⅲしている

わけではないため，他んでいる地区の保健所を紹介し，何かあったら保健師に連絡する

ように晒禰榊妙や地似lを波しておくだけでも効果的であろう。地区の保健師は術齢満，

1M:ｆ，雌綱，成人などさまざまな領域を狐､Ijしているため、特に柵Ii神陣'il端本人のｲ;Ⅱi淡

'聯ではなくても窓I｣があることを伝えておくことで、相談しやすい印象を受ける､j､能性

もある。家族の了解が得られれば地域の保健師と情報を共有しておき，いざというとき

に訪間を依頼するなど迎眺をとることも可能である。

また本人のみならず，家族を家族会などの社会資源に結びつけることも役制のひとつ

である。地区に家族会があったとしても．近所に知られたくないために遠くの地区を希

望したり，家族公俄成メンバーが比較的商齢な場合が多いため，思春期に発症した子ど

もの群い親などはあまり締題も合わず参加しない場合もみられる。そのような時は他の

地胤の保健帥と迎絡を取り合い，怖報を共有してできるだけ家族が希望するような所が

選べるよう配慮する必典がある。きょうだいに関しては，まだ精神障害者のきょうだい

の会が発足されて冊がないのが実愉であり，当輔者のきょうだい以外は入ることができ

ない会がほとんどである。親亡き後は年齢も近いきょうだいが本人の仙澗の支えとなる

ことが少なくないが，親とlIil様きょうだいも障害の受容ができにくく悩んでいることが
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多い。できるだけきょうだい'‘lLI'が本人のさまざまな陳'‘Ifについて｣''1岬できるような･ヒ

ッションを進めるとともに，きょうだいの典i仰ぐﾉな心IWd1lﾄを典にIfえることも'in腿な役

測のひとつである、

（４）当事者をライフサイクル上で捉える

セッションの対象となるのは，多くの場合は統介火I淵症である。統合火,淵惟は苑縦の

好発年齢が１０代後半から３０代前半といわれ，その多くが､;錐を途!|Iで断念して入院生

活を送るか，もしくは'''1となく'､洲礎にiiかなくなったり，｜|:‘I;が縦かなくなるなどして

菰づくことが多い。人生で雌も交友11M係が広がるlI剃りIに人との･鵬触を避けたり、できづ

らくなることも多く，家族以外との交流が絶たれてしまうことも少なくない。また学校

に途中から行けなくなった場合など．近所にIiﾐんでいる友人との関係を本人が気にする

ため，ますます家から出づらくなることもザえ‘.,れる川じこもっているか,．,といっ

て，他儲との側わりを全く拒絶しているわけではないため，状態に応じてlii1<卜代の多い

デイケアやビアサポートグループなどの怖報を提供することも必要である。

学業の1mでは堆礎的な勉学の機会を失ったり、Ｉ‘1分の興味11M心がどこ{二あるのか気づ

く前に，家庭や病院に入ってしまうこともあるため､退院後のＩ|分の||標を股定するこ

とができにくい。その隙今後の災現可能な唯活'1標について，時間をかけて本人がけえ

られるような働きかけが必要であるが，本人と親の希望や１１標が災なることが多々み‘.〉

れる。本人はあまり雌しい勉強をするよりは，発病する前から好きだった断楽に興味が

あったとしても、親は本人の将来を心配するあまりiIlIか下に轍をつけられるような作堆

を希望するかもしれない。しかしあくまでも本人の備朝を優先し，ライフサイクルｋど

の程度のことをどの時期にどこまで進めればよいのか，術に先をi訓りしながら共に考え

ていくことが大切な役削である。。〃，本人の維状が藩ち汁いたところで，以liljlI指し

ていた免If'|:を取りたい，大学受験したいなどを肺望してくるjﾙ合もある。あまり本人の

状態とそぐわない場合には，維済的もしくは身体的な塊状に'1を向けられるよう，家族

と共に話し合いを進めることも必要であろう。また1,.,灘師・保雌師は地Ⅸのさまざまな

社会演洲の↑,1州睦緋ち合わせているため，‘.i4災I〈Iiをサポートしてくれるボランティアや

フリースクールなど，本人の術望にできるだけM1'してりえていけるよう，１１'州l提供が必

要になる。

また発症が好い場合には，腿''1§に関する典味などがでてくる時jUlである。病城のある

なしにかかわI､』ず、ＩｊＷｌ；にﾙﾘする|Al心や悩みは‘iIIAにでもみ1,,札ることであI)仙服的な側

而とも巻えられる。女性のjル合は奨物沿恢を紬けることによって，将来妊娠することが


