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できなくなるのではないかという不安を抱いたり，リ)性においては制作川でさまざまな

影響がみられる。しかし主論医に''１分の悩みを打ち明けると薬を蝋やされたり、入院さ

せられたりする場合があると考えて報告を姫んだ')，勝手に服薬を中止して再発してし

まうこともザえられる。また異性に関することはデリケートなiWf題であるため，、11'|所

は親にもｲﾐ諭腿にもI活すことができず、ひとりで悩むこともある。セッションのチーム

メンバーをり)女で細んでいる場合には比'|i剣ｌＷｌ１ｆしやすい側I能性がザえられるが，そうで

ない｣＃合にはｋ記のような場合も考脆し，時折災‘|'i;に関する話題を提供したり，セッシ

ョン内でも帆察を行うことが必要である。

一〃，捲りIiiする|iiiに(I:'l唯持っていたという人も少なくない。症状が出てしまったた

めに化蛎が続かなく，転々としていたにもかかわらず「自分は仕事をしていた」という

維験があるために、以前と同様の難しい仕‘服を術製してくる人もいる。また仕撫を探し

ている時期や，化'1fを始めてしばらくすると'|首柄のバランスを崩したり，無理をしてし

まいIlj発することも少なくない。Ｉ‘i分で無１１Mをしていることに気づきにくい状況である

ことを考慮し、Ｒ々の労いの言葉をかけた上で本人の具合と仕事の兼ね合いについて話

し合い兄守ることが望まれる。

仕‘Ｉｉの{I剛iについては，家族とIIiIlIIしていゐのかまたは'|i身で′|苦榊保繊聯を′受けてい

るのか，単身でも親の遺瀧でこの先も煤‘.』していけるなど，様々 な経済状況によっても

術蝋する作業や１|ご事は異なるであろう。就職するには，一般と同様に面接をして試験を

‘受けて'勝代される所，冊祉的な11:''１として位i;'iづけ!､』れている所，作業所のようにl:髄

というよりはﾉ|輔リズムを雌えたり，′|{柄技能を'､}』:ぷための施投などに分けられる。近

年作業所の数が年々増えつづけ，地Ⅸによってはいくつか作業所を口分で選ぶことがで

きる地Ix:もあり．その場合には一緒に兄学に行くことや情雑提供が必要になる。また就

職に側しても．ｒｌ沿休が川蔵した而搬を受ける練抑プログラムを利用した')，ノt活技能

訓練（socialskillsLraining：ＳＳＴ）など入院している時からトレーニングを受けられ

るよう調整しておくこともできる。地域に暖ってくる前の入院時から退院後の生活を号

脳して退院指導を行うことができるよう、病院の行瀧師やＰＳＷと連携することも可能

である。また人院時から本人との関係を柵雛するために入院している病棟をI州'し'1liij

に顔をつないでおくことも，退院後の41;柄をスムーズに送るためには効果的である。

（５）家族全体をライフサイクル上で捉える

Ｍｊでは本人のライフサイクルを''１心に側察ﾉ．'‘(を述べたが，家族全体のライフサイク

ルをザ脳してセッションを進めることも1,班である。本人が思森期で発症したばかりで
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あれば，きょうだいも杵<'受験を控えていたり，近所の友人から'州洲を|ﾙlかれたりする

など，ルIi神的な負孤が大きい。しかも親は本人にばかりI-iがいっているので，きょうだ

いはあまり親に無理を嵩えず、向分ひとりで抱え込んでしまうことも少なくない。きょ

うだいについては（３）の項でも述べたが，本人と共にきょうだいも同じ時期に成縦が

藩ち始めたり，親へのｲく信感や簡藤から反抗的になる場合もあるため，できるだけセッ

ションに参加するよう促し．ｎ分の思いが語れるような場を設定することも大切な役割

である。

本人が総舵したばかりで親も符<，障審自体の理解が困難である_l品に陣'ilfそのものの

,退奔ができずにll々 悩む家族も多い。しかし例えば父親は家族のﾉﾋ活澗，親の介繊に↑ド

う伽１１，きょうだいの授業料．本人の医療費などすべて働いて支払わなければならない

場合も聯えられる。そのような状況では家に残って本人の而倒と親の介護をしている倣

帆の､ｉ４さを11↑みる余撚もなく、すれ述うこともある。きょうだいも家にノバることを嫌が

り述〈の大学を受職して家を出るなど，家族がバラバラになってしまい，伐ったlﾘ:桃に

大きな負狐がかかり瓶菰を心ったり，うつ状態になる11｣能性も否めない。

本人を取り巻く家族の状態は，本人のみをみていては兇えない。家族全体が今どのよ

うなライフサイクル上におり，どのようなIⅡ:代別の特徴を排ち，今後どのような危機が

．f測されるのかを常に他促してセッションを進めなければならない。本人の症状や術み

は，家族のそれぞれの浦みであり，誰かひとりを支えるのではなく，家族全体を眺めて

令体に側きかけるよう派,獣する必要がある。

（松本弘子）

３．桁神保健補祉士（PSW）の役割

（１）はじめに

精神疾悠は，災期にわたって､'1事者とその家族の生活に大きな影響を及ぼすことがあ

る。また．梢神障秤箭は「疾病」と「障害」とを併せ持ちながら地域生活を送っている

ため．鵬旅サービスは彼らの地域生活を支えるうえで，雑木的かつ爪嬰な地域ケアサー

ビスのひとつである。桁神保健祇祉領域の嫌門職は，当事者の精神症状を改善する|笑療

的ケアの努ﾉjだけでなく，医療・保健・福祉のさまざまな場面を統合したサービスによ

って地域ﾉｌｆ活をサポートし，可能な限り当事昔とその家族が地域生活を維持し，洲足し

たﾉ|話を送ることができるように支援していくことが必要となる。すなわち、「41菊門竹」

としての彼らの多様かつ複合的な社会的・心理的なニーズに対して適切に応じるために
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は多職抑チームでの支援体制と職種間の辿挑や協伽が必須と言える。

ＯＴＰは，地域で生活する精神陳'‘I端に対する継統的かつ統合的で。よ')個別性の,冊

いニーズに沿ったリハビリテーションプログラムを'7:てることができる柔軟性を兼ね備

えた統合的地域ケアサービスモデルのひとつであり，一・世性のあるケアを多職匝チーム

で提供する。ＯＴｌ》における州W神保雌耐11:|：（１）ＳＷ）の役刈は，Ｗｉ神障f‘l端を「′慨ル

制として捉え，、11鍋者に関わるＯＴｌ)多加ルロチーム'1M，医旅機関や保健所，礼公復ﾘ11｝

施設などの関係機関との111間的作在としてコーディネートの役割を担い，当事街および

その家族に対する生活支援を行う。したがって，他峨祁との述鵬がなくては成打:し僻な

い分11ｉｆで‘あると耐える。

（２）ＯＴＰプログラムへのアクセスを支援する

ＯＴＰプログラムへ当.'1下箭が参加するためのアクセスの〃法としては，地域の際旅機

間や保健所，地域生活支援センターなどの柵ilII雌雌淵祉関係機関からの紹介や，家族会

などの支援団体からの紹介，ホームページ（IⅡ〕）やメール、電話などによる匝接的な

問い合わせなどのＦ段がある。多くの場合，、11'1端以外のアクセスが羊である。例え

ば，｜ﾀﾐ旅機間で息’i'|§lりIの論恢を終え，退院後の|ﾘﾉ訓《的ケアのみならずリハビリテーショ

ンも含めた総合的な支援を|矢療機関から紹介されるケースでは，本人のみならず家族l‘Ｉ

身もまだ病気の理解や知識に乏しく，リハビリテーションへの動機づけなどがlﾘl雌でな

いjル合が多い。こうした場合には，プログラムを11い11に伽し進めるのではなく，、111州

の｣1,1ｲI畠のﾉlﾐﾙTi状ﾙ１１と問題愈搬を陥惚するとともに「峡ﾙ)ｊと典に′|：ｉｌ１ｉしていくこと」につ

いて共にザえたり，当事昔の主体的に取り細める1.1標について話し合いながら，活川で

きそうなプログラム内容を検討し合意形成をしていく。入院'|'から一締に外州したり，

退院後スムーズに地域4話を送るための異体的!拙幽について外》''1の際に向宅で話し合い

をけうなど信頼関係を形成するために「・緒に行伽する」ことも愈喫である。また．

ＯＴＰプログラムを開始する際には当'1端本人の参加が原則的に求められるが，韮に陰

性症状を中心に引きこもり状態が続いていたり．波蒋妄想が強く家族以外の他昔との関

係をとることが剛雌なケースなど，、!’i'1端が続jﾙすることなく援助好（家族）が悩んだ

,kにアクセスする場合には，援助竹のみでのｲ'1川|;Ⅱ縦から附始していく。こうしたjﾙ合

には，当4桁が信頼している人からスタッフを紹介してもらい顔合わせをするところか

ら始めると効果的である。ＯＴＰの利川支援やアクセスの雰坊さを可能にする機仙ﾉjの

ある尖'|吹な取り組みを行うこともＰＳＷの111う役側のひとつである。
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（３）多職種支援チームへの当事者・家族の参加を支援する

家族柵成典が瓶気にかかったとき．家族は少なか‘,’ず何らかの膨稗を受けるが，特に

桁神疾雌や陳害を負った場合には疾憩の知識や'情報が少ないため，そのｲ１．蝶は身体疾患

より大きい。かつては精神障害者と家族の捉え方は，家族が必勝の1:|‘i神疾忠の発推や経

過にどういう影群を及ぼすのか，といったIﾉｊｌ果側係を求めるものであった。しかし近年

では械恢的に家族が､11』|f者の主要な「協力稀」として支援チームに参加することのｲ｢効

性が明らかになっている。ＯＴＰにおいては，、'1事者本人や家族を対象としてのみ捉え

るのではなく，、'1'1f藷を支援する精神科|ﾀﾐ・行謹mi1､>各１１帆''1州とともに支援チームの

柵成典と捉え，、'1,1端に近い|1M係にある人に対してもできるだけ支慨チームへの参加を

求めている。ｌｌｌ米の援助では，問題を持つ､11』lf肴本人が支援の''１心に位|i'iづけられ，す

べて'受身的に他からの援助やサービスを受けていたが，ＯＴＰでは，、１１'|端本人を周ｌｊ１

の迄擬チームの一旦と位祇づけ，家族と共にこの支慨チームに参加し，’'1も'''1腿状況に

参lIIilすることが求められるのである。これは，家族に対して過ﾉくな期俳や戊脈をlIlIしi,l・

けているのではなく，むしろ：L1事者の一番の理解着として活川し、家族の持つﾉJをI#lzllIi

するものである。単身4号活昔で身近に家族搾がいない場合には，パートナーや利用して

いる作猫所のスタッフ，ｌｊＶＩ委典など､'祁箭に一瀞近いⅢ係にある人と・緒に支援チー

ムを形成していく。ＰＳＷは当4渚や家族，その関係荷と１．分に締し合いを砿ね，偲頼

側係をつくることにより当事者本人および家族が参加する摘派・父援チームの形成に貢

縦することが求められる。

（４）ＯＴＰ多職種チーム内，他機関とのコーディネート（連絡調整）を行う

ＯＴＩ》でのリハビリテーションを開始する際には，まず般初に､１１１噸と締し合いを行

いリハビリテーションにおける異体的な｢}標について|伽縦し、よりU,』’典的なけ仙計I1Miを

１ｹ:てていく。この支援ﾉﾉflのiili拠を成すのは，、11'|端''1身の1晶体'''1;であり，本人の''11-Ｌ

決逆を促すことにある、jl又|耐，精神症状や身体機能の論旅を''1心とする|ｳ《旅従』l巾門･は勘ll

1lf杵の''１ｕ決定よ'）も服薬のコンプライアンスが'耐IILされ，’''1胆解決の優先順位も典な

為｣ﾙ合がある。こうした』ﾙ合，多職祁チーム|ﾉ､lでﾉﾉ:いの刈応ﾉﾉ法を陥惚し，叩解し合う

スタッフミーティングのIﾙl催が必須となる。ＯＴＰにおいては，すべてのケースについ

てチーム全体として関わることが原則となっており，定期的なチーム全体会,雛と綿密な

Ｉ１１ｉ報交換の槻公のセッティングを行うなど支援チーム|ﾉ､jでの協ﾉj体制づくりが必要であ

る。もちろん､'1'1卜荷の職制侭をはじめとする関係機'1Mとはプログラムの騨入lIH始時に必

ず辿維を取り合い，父援チームに協ﾉJないしは参加しても‘､)える体制をつくることが火
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‘ＩＦである。、'測端の受診時にII1ii訪|H1ないし，通話による述絡を取ることが刺ましい。

医療・保健・猫祉にまたがるＷ制I脈宙:荷の父援においては，地域に〃ｲl；する多くの機閥

を活用して支援計1面を立てることが必要であり，時に専門性の連いから葱兄の調整が必

喫な場合など，他機関とのコーディネート（連絡緬整）やパイプ役を務めることも

l'ＳＷの'賦腿な役WIlのひとつで'ああ。

（５）チームメンバーの一員として個々の当事者支援を行う

ＰＳＷは，地域をベースにした統合的チーム支援体制づくりに両献するほか，支援チ

ームメンパーの一典として||ＡＩ々 の､11'1『汁のﾉ|;活父援を行う。頻度は佃々 のケースによっ

て異なるが．急性症状を坐するエピソードや危機介入の必喫性のある場合を除いて，辿

常週に１１口Iから２週にｌＩｎ１の頻噛で､'１'i噸とその家族のrI宅へ訪問を行う。よりlLI然な

形に近い'1淵'{新場而での間辿解決を似|るためには'@1毛肋間がｲi効である。１‘l'ぜI｢州lに

よりスタッフが「米容」のW:jﾙになってはじめて，当Ｊ１端の米祥汁を{'11迎え為対応や気

配り，ｒＩ宅での家族との''１然な会‘柄を兄ることも''1能であり，ｍｉ接蝋のlllでは兄せなか

った当'I階の,様子を知ることができるからである。また，１W緋''1陳‘‘l柵の''1には「ﾘ|きこ

もり」や「外Ｈ１,恐怖」などの|H1胆を抱えている場合もあり，こうした｣ﾙ合，本人ｲ《ｲ！§の

ｲ11縦にな'）がちな1m接常でのｲ:''1縦に比べ，機仙ﾉjのある訪問のメリ･ソトはﾉ<きい。ただ

し，当事者との信頼関係ができるIiiiの初期における訪問活動は，｜･分なWi報把握と慎重

な態度が必要であり，複数人激で肺うことが原則となる。妄想などの柵神派状の彬騨に

より''１もで会うことをｲIiむjﾙ合には，無理に'''七で会うことはせず，、'1'1噸が会いやす

い環境，例えぽ近くの喫茶ﾊi『や公|‘Mで会うことなど積極的に出向いて行うというＴ犬も

布効である。訪問による地域ケアサービスの料慣はあまり日本では前例がないが，蛎前

の脱11ﾉlとチームスタッフとの'1洲ｉｉｉ側係の形成によってノi惑いや恢抗は減少する。｜ﾉ熔は

１１''１６０分以内の|m慨あるいは'求族ミーティング形式で(iわjIしるが，初｣(MのIiIi縦では，

総合的なアセスメントや仙人11機についての話し合いに多くの|ｌ洲Mが曲やされる。、11事

勝と地域のさまざまな社会安源・サービスの利用に関する訓整を行う''１で，ＰＳＷの役

Wllには､I祁荷のi：体惟をリ|き出し，’'11-1‘決定が雌疋されるようにすることが求め!､』れ

る。

（６）既存の地域サービスとの統合，必要な資源を開発する

地域のＩｌｌには，「家族会」や「､11‘l州､j1体」「ソーシヘールクラブ」「作堆所」など#I1iIIl’

障害を持つ､11蝶肘者や主としてその家族が''１心となって柵築さｵしてきたネットワークがあ



２６鮒Ｉ部統合型地域梢+liI科抽慨プログラム（()'1,1)）と似

る。また地域にはさまざまな利川施Ｉ没，例えば似liIF館やスポーツセンター，サークル，

ボランティアグループなどWIli神昧'‘Ｗ)ｲi無にかかわらずｌＩｉ雌として利川できる多様なサ

ービスも存在している。、'j'1端と'1Ｉ:てた'1機やｲi動i汁凹を災行するにあたり，どのよう

な地域資源を活川していくのか異体的な災i浦I1iIiiを立てていくうえでは，こうした既存

の地域洗源を枇恢的にFIl川することが蛾ましく，地域祉会と､111端との述鵬をより篭股

させやすい。Ｉ)ＳＷは，、1部稀の家族や友人など，より側然な支援ネットワークと地域

社会でのネットワークをリンクさせ、必要があれば新たな資源の開拓や開発を行ってい

く，、１１'|噸支援の'隙を拡大させていくソーシャルアクションも!f要な活動と言える。

（稲井友理子）

4．薬剤師の役削

（１）はじめに

一般に薬は，医師から処方される「阪療川医薬品」と薬脇で賭入することができる

｢一般用医薬If,」（市販薬，大衆紫．（)ＴＣ〔overthecounlel･〕薬）に大別することがで

きる。近年，１ｹ<薬分推により'1i‘I端が|驚帥の処〃'翌を緋っていけば街の築局での洲剤が

可能となった。また莱川でのスインチＯＴＣ（これまで腿旅機関を受,惨しなければ入手

できなかった薬剤が大衆梁として薬),,jで峨人できるもの）販売．さらに，コンビニでの

一部脹薬ＩＩｈｌｌを「|ｸ〈薬部外I(''１」として販光，Ｉ,上販1,1Fのテレビ1E,満でのIﾀﾐ師や薬剤師による

紫の,淵述も検ｊ'されており，雌を収lﾉ巻く蝋塊は火きく変化したと荷える。このような

市販莱州I1iに伴い，薬のテレビコマーシヘ･ルでは「桃川上の注怠をよくお読みくださ

い」のアナウンスが流され，難を'慶令かつ効果的に川いるための確認を促している。他

〃’１ｹ《旅における‘llli撒公|)Mが惟進され，盤に'1Mする'､IIlIlj恥から利川什へのいっそうの説

lIjlとﾉk緋が必甥となる。

ＣＴＰは，、'1Ｔｌ端･が地域の''１でさまざまな呪'j〔INl腿に'''1:面し，そのIHl狸をひとつひと

つ解決しながらⅡ淵を取Ｉ)ﾉ災し、ノlfi1Tiの樋（(luality（)ｆlife:QOL）のIf1lLを支援する

ことを||的としている。地域で'㈱![iすると，｜Iコミ、維礁，テレビ，パソコン，ｌ妙||純

I;IIi等によって，さまざまな難の知,紋や|州iが入ってくることとなる。（)Ｔｌ》はあくまで

も地域生活をベースに支援していることから，スタッフの・負としての薬剤師は，処方

された薬に関して11iに1Ｅしい知撤や1,1州&を提供するだけでなく，薬を取り巻く社会環境

を１．分に把搬し，Ｉ災師lルトの'i'州拙供什として，また薬物論旅の協仙作災（。ラボレー

ション）の一員としての役測がiE祝されることとなる。
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一般に柵神障押は’脳における認知機能をはじめとする機能陳《IIfが原lklであると鞍え

られている。統合失調症の治療にはさまざまな論旅的な腸があるが，薬物療法が主体と

なっている。統合失調症の治療薬としては抗楕神病薬が!|!心となるが、症状に応じてベ

ンゾジアゼピン系の抗不安薬，感情調整薬，睡眠薬がi＃剛されることが多い。薬剤師と

して､'11端への服縦術螺を巷えるとき、このような脳における機能陳,‘Ii:に対しての薬物

旅法について，具体的に，、IE確に，積極的に，脱Iり1を行う必要がある。

以卜．にＯＴＰにおける薬剤師の役割を，概要と具体例で,すこととする。

（２）ＯＴＰにおける薬剤師の役割

地域における精神科サービスの利用街は，統令失洲ｌｉ§の､１１'1Ｉ･汁であＩ）#1,:年で発症する

ことから、′､牒業が中断されたり、就職に制限が加わり，その結米.･時iI<Jに社会的孤立状

態となり家にひきこもるケースが多い。まずセッションに入る股附では，①病搬や病感

がないことが多く服蕊することの根拠が峻昧で，そのため服雄に対するモチベーション

が形成されにくいことがある，②コンブライアンスの低下により両発することがある，

③病状がIil1復した後も再発予防のために服薬の継続が必要であること等・心理教育的な

視点から、病気についての正しい知雛と剛解のための脱lﾘlを１．分に行うことから始め

る。薬物療法による「疾忠の治旅」は，先に述べた脳の機能陳蒋や情報処理の適正化に

作川することが期待される。しかし薬物だけでは発ｿ,ｉｉの誘側となるストレスに対する脆

弱代の,淵終や発症した結果として社会にうまく適応できない状態を1,,1復することは、雌

である。セッションが進むなかでは，州i沖'１陳'‘liEにおいては，心11州:公的沿療あるいは精

神科リハビリテーションと呼ばれるものが求災であることを繰り返し説明する。特に

()ＴＩ'では，地域での現実場1mでの生活向ｋに向けたリハビリテーションに力点を置く

ことから，利川勝のIl々の薬に関する湖'１１やｲ《亥に稗える一〃で，すべてを11M難のみで

解決することができないことを理解してもらうために，父排的に恢する盗勢が求められ

る。例えば卿１k病態者であれば，糖尿病の薬を正確に服薬するうえに，食餌療法や適度

な迎肋を実施するといった自己杵理によって効果的に改灘される。梢神障涛も同様に．

１１；しいⅡM蕊と'’1らが抱える他康上のlMl題を解決するためのI'|己笹Iil1が大切となる。，'側『

稀はその梢神症状のために、自己将理能ﾉJが鰹得されていなかったり，能ﾉjが低下し，

Ⅱ縦生活をスムーズに送ることが困難になっている場合があるということである。さら

に艮期人院，焚期入所、長期ひきこもりにより当』I階が病院，施投，家族に頼りすぎて

凹己群理能力を失いやすく、新たに学習することも附雌になることもある。このような

場合ＯＴＰでは，利用者のニーズを明確にするとともに，利川特との話し合いの中で目
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裸を役埴する。そしてその'１機を進成するために''1i-L御｣'11という‘擁ではなく，ちょっ

としたll々 の「′|輔のl:犬」というI#災でアドバイスをしたり，かつこれまで利川符向

身が行ってきた「4祇のl:犬」をIIj陥惚しながら‘j罰『に移していく。こうしたプロセス

を繰り返すことによって､'1’1噸が11洲′|細の!|'で呉体的なriLL管理のﾉﾉ法を獲得し，生

1ilWlmでのバリアをコントロールする'災感を僻ることができるようになる。錐剤師も.脹柚

医が処方した薬をI［し〈服川するﾉ<切さとあわせて深呼吸やストレッチ，リラックスす

る時間をつくることを指導する。

ＯＴＩ〕では定期時，緊急時にチーム会縦を|}Hき，その際各利用勝の綱､』１粁からの報告

をjｍして，多職砿がアセスメントを行っている。摘制Ｘが()ＴＩ〕のスタッフである場

合、なぜこの薬が使われているか，また推状の変化に伴い薬を増減したといった情報を

共有できるシステムになっている。そのためすべてのスタッフが同じ情縦をリアルタイ

ムで持つこととなる。またスタ･ソフIIiIl:の怠兄交換によって，狐､Ｉ階が気づかなかった

点の発兄や多職砿からの知雛や州搬を次lIilmi披時にフィードバックすることができる。

-面台医がスタッフ以外の場合，ＯＴＩ)に関するパンフレット、冊ｆ，ニュースレター等

を送1､｝し，ご珊解をいただくようお願いしている次節である。

（３）具体例

ＯＴＰにおける薬に関する薬剤師へのよくある衝間や要望の内零は、以Ｆのとおりで

ある。

ａ，服用している薬について

し例…もう少し紫のことを排し〈教えてほしい。

し例…薬を服川し統けるとMll作川はないのか。

>例…鮒三汁の戯1,1Lを参〃として|lllきたい，セカンドオピニオンをｲﾘLたい･

＞例…!'ﾘl起き1,,札ないのは，難のせいではないか。

>例…眠れない,深夜211#頃||が‘弛める(ｲ《眠，’'1途覚|；１１，１)のは,薬のせいではないか。

>|'1…今服川している肌ﾘが強い眠剤なのか，！jlい'ﾘﾙ剤なのか。

傍例…ｲく'|州なりｌｉｉ状も泊まったが，いつまで雛を飲まなければならないのか。

【対応】

薬に関する服しい知搬，′|,州iを提供することは､'1然であるが，まず当事者の意図する

ことを'1;雌にiHlくことから姑める。利川片の,脈えがよくわからないときには「横械的側

聴」ツールを使い，、11'1噺が「111を‘脈えたいのか」「iliIを！';11りたいか」をよくIⅡlき出す。

霞問のi人)容がわかった後は一方的に薬の‘|･IliWiを提供し，「‘i｢われたとおり服薬すればよ
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い」という態度ではなく，’'1分のザえをI|；雌に伝え，その後減尚隊に,|;ｌ|談することをす

すめる。なかには「こんなこと先4;にlHlいてよいのか」とザえる人もいるがそうではな

く，光'1ｮからきちんと説IﾘIがあることを伝える。第三者としての葱兄を求められたとき

は，薬物沿療の身近な協ﾉJ汁として柴に関するイく安や心配に関して親切，１.蹴な脱lﾘlを

ｉｉ･う°Ｉｌｉｌ時にこれからも難に|AIすもことば，どんなことでもｲ:||縦するように促す。

ｂ・服薬方法に関して

①服薬方法が生活状況にそぐわない

候例…薬は11.13回．が食後に服川と処方されているが、柵が起きられず１１１２１１'１

しか食躯をとっていないため，服薬も２１i1Iとなる。

し例…薬はｌｕ３Ｉ側１，雌食後に服用と処方されているが，朝が起きられない。その

ため家族が朝の薬を飲ますために，、'１１羊者を起こしている。この場合，渡ている

’'1'Ｉ端をワザワザ起こしてまで服薬させなければならないのか，また'11雛後､111ド

省はl¥度寝てしまうが，これは薬のせいではないのか。

②服薬方法を説明しても，、１１，１｢荷の思い込みが強く，正しい服川ができない

>例…頭痛で頭が削れそうだというとき，少しでも多くの薬を服川すﾉしば'1'･〈論る

と思い‘期,而剤を飲みすぎる。

③家族から服薬をIl1Wi:させられる

>例…家族が「薬を飲み続けると体に悪い」「眠剤は飲まないほうがよい」「薬を飲

み続けると将来ボケてしまう」との理111で211躯若の服薬をストップさせてしま

う。

④副作用が出る

＞例…家族から舌が動いていると桁摘される。

＞例…アカシジアが呪札じっとしていられない。

＞例…便秘になる。

Ｐ例…体重が増える。

【対応】

難の飲み〃については、、11'1端|'|身のザえに雄づき飲んだり飲まなかったリといった

!|I途半端な服薬方法はかえって推状を悠化させたり長引かせたりするがあることを｜･分

に説明する。また症状が改稗され，不快な体験もなくなったとき、薬の中止については

i：治恢と相談するように促す。

①の朝が起きられない場合，時'''1をずらして服川する聯して雄の’’１１，tは守るように

指導する。１両1時に主沿咲にこのことを報iIfするように伝える。症状について雌時間の''１
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成分

ブロムワレリル尿蕊

生薬

塩酸ジフェンヒドラミン

表ｌ市販されている仙眠釧静剤!；

商船橘

ウット，リスロンＳ

アロパノール，イヤスミン，御料カイスイ，ＪＰＳ椎技加竜骨牡蛎湯エ

キス錠Ｎ、シンテリカＳ，肺思鶴爽IﾘI仙，シムラ漢方雄枝加竜骨牡蛎

柵エキスIlV(粒，ツムラ洩方柴胡jIll施州:|:蛎紛エキス緬粒，ノイ・ホスロ

ール，ハイスレフトホルテ，ハイヤスミン，パンセダン．ピレオ，ブネ

ッテン，ホスロール，メンテック，ヤスミン錠，抑肝散エキス頴粒，り

ラックイン，レスティス，拍子養心九

ドリエル（脈眠改沖薬）

－師改変。

で「要領よく順序立ててI活ができない」「''１分の凱持ちをうまく言えない」、'1事者もい

るので、その場合は「械概的傾聴」ｍ分の気持ちを伝えよう」ツールを川いて，上手

にI活をIⅡlき出す。そのうえで、接時にI侭＃lIiや行捜師に適切に''1分の症状や気持ちを伝え

るためのリハーサルを行う。必喫であれば典件はメモしておき，次'''11診察時には忘れず

に主治咲に報告するように促す。

②③のような誤った‘ＩＩｌｉ柵に対しては，派しい知識を提供する。④については，副作用

が川たといってあわてず．上袖雁によく,NI縦するように促す。

ｃ、市販薬との併用に関して

し例…健碓増進のために市販薬を鮒川している。

＞例…最近，錐)"iの｝,I柳iで脈眠改稗難を兄かけた。

【対応】

市販薬との併川について錐の効果が減射したり，ノ又刈に効果が輔強されたりしやすい

ことがあるため，lli販薬を服Ⅱlする｣ﾙ合は，必ず:iﾐ治Iﾐに,|;11談するように話をしてお

く。ｌｌｌｉ賊で兄かけるlWlll蝋lWi剤に関しては、）〃手に服川しないように注献をしておく。

塊ｲl:催眠鋲''＃ﾘとしてｌｌｉ販されている錐のi§成分は，ブロムワレリル|ボ兼である。他

の鎮妙成分としては，カノコソウ禅の′I§薬成分である。

（高橋佳代）

5．栄養士の役削

（１）はじめに

柵神疾触による災191人院齢が地域生析を始めるにあたって，まず教育を受けるべき１１

柄のひとつとして栄難癖理が挙げられよう。退院瀞の食生柄料俄はきわめて多くの問題
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を念んでいる。「成人病」と呼ばれる疾悠群は広く認知されてお')，lllIWj年ではそのJ亀

防の必災性も謡られて久しい。「生活習憤病」という寓災は次第に使用されなくなって

いるらしいが，精神障害者が地域生活を始めるに際して柚:面する「成人病」の多く催，

まさしく文寸．:辿りの生活習慣に根ざすところが多いのである。

本節では，艮州入院触荷が退院し社会4畠活を送る上で「食」とどのような側係性を築

くべきであるかを、ささがわプロジェクトでの経験からI論じてみたい画

(2)脱施設化以前の役割

ささがわホスピタル時代の杵理栄礎|:のｉｔ1川ﾉ峠をiliilliに紹介する。

①給食の献立を決める

栄養のバランスはもとより，作業療法の膿作業で収碓された作物なども使用するこ

とで低コストと心稀の作業'’１体に対する迷成感に配脳したメニュー作りを心似卜けて

いた。

②栄韮出納表をつける

１１１の栄養所要品を算Ｈ１Ｉし栄養管理を行った。

③給食|A1係の伽,i縦理

①栄養教室，栄養指導の実施

恢帥からの依頼で不定期にささがわホスピタルに入院''1の忠濫全員を対象として栄

推教室を行った（年間31,1程度)。同じく仙人を刈蝋とした栄鎚折導を行い，作業

旅法士と迎鵬してI淵理突習なども行っていた（年llll6IIIl樺度)。

一般的に栄養上の仕覗は，医療チームに参加して佃々の脳粁の「食餌縦養符理」や

｢栄礎食指導を通しての栄養符理」を行うことと定められている。ささがわホスピタル

では，入院ﾉMjWi･がいかに楽しく允爽した食ﾉ|;柵を送れあか’また，栄挺l:としてり.えら

れた維済的な制約の''1で，いかにこれらの|,liI<Ｊをはたせゐかに沈愈を払っていたつもり

である命

（３）脱施設化に伴い求められた役割

ささがわプロジェクトでは，脱施設化に際して，環境変化に↑うストレスをいかに軽

減するかということに重点を置いてきた。メンバーは，長期入院に伴う弊害として．食

'1§禰に関して前記の調理充習以外ほとんど向らの食２脚に液愈を払う維験をしてこなかっ

た。すなわち，食′i畠活に関しては１１１３１１１１の給食に,されるように．翁〈の受身的な姿

勢しか持っていなかった。そこで当初はデイナイトケア参加時の３食提供とデイナイト



3２鰯Ｉ部銃合J側地域梢抑引給縦プログラム（ＯＴＰ）とは

ケアに参加しない１１の比|川給食配食センターからの弁､'i記述で食'１２柄をまかなうという

システムを提案した。これにより入院''１とIIiI様の栄養管理が行うことができ，食，ｉｆの支

度をはじめとする食'1k栃に伴うストレスは軽減されるはずであった。

しかし':肥システムが稼動してその結果起こったことは我々の想像と膜するものとな

った。メンバーたちは脱施欣化に伴い食ﾉI新においても急激にI‘lIlIをＦに入れたのであ

る。食′|；祈の変化も，それまでの/|畠活で強制的に管理されていたことへの反発となった

と言っても過筒ではないような様態であった。多くのメンバーは入院''1には間食を控え

るよう指導されたり，岡い物を制限されていた。その制限が一度になくなることで．イ

ンスタントラーメン．スナック災ｆ，｜|･味ｉｌｊｆ涼飲料水の摂取頻度が祥し<瑚加し，結果

的に雌服上のトラブルが続発したのである。例えば体重増加をきたしたメンバーが退院

２力)ｌｌｌ#点で７５％にのぼり，柵尿病が悪化したメンバーが９人お|)，その他高血脈や

,１．ｉ脂''１１.派をｲ制|＃されるメンバーも多発した。

この結米を'受けて，プロジェクト会,砿の場で，栄養'二だけでなくプロジェクト全休で

この傾向にﾉ(‘l処することが求められた。これらの問題の本質は健康杵理と食4を柄に対･す

る知識がｲ《卜分であることとザ察し，ｌﾀﾐlllli，禰護'''1i，作業療法-t，符理栄養l:により以

ドの３つの刈応がなさﾉしることとなった。ただし人院''１の榔叩的食生i,叶に)ﾉ41,』ないよ

う，ノMIi勝となったメンバーたちのけ１１Wを「(|iIl限する」のではなく，尚_i鳥的な柄1,1が結

果的に間食の減少につながる側きかけの方法を探った。

その刈筑として1j:われたのは以ドの詣点である。

①食ﾉ|畠柵教ffプログラムの爽施

栄盤教室の爽施により「『I典した堆祈と自らの健康符哩に食生祇が持つ役削」につ

いて栄獲上が,'＃燕を行った。

②雌スポーツを''1心としたプログラムの実施

メンバーの多くが利川しているデイナイトケアでの活動内容を111検討.してもらっ

た。作業旅法ｋの_L犬により散歩やケートボールのような軽スポーツやソフトバレ

ーボールなどのややハードなスポーツが効果的に盛り込まれた。同時に，１１々の柵

仙Ｉﾉ時をメンバー|‘1らが肥録（似１２）し，必災のあるメンバーには佃別の栄挺指禅

にも利川した。

③身体測定のフィードバック

肋|州１１,'1の耐伽liiと脇ﾉ』し定期的にメンバーたちの体亜，身奨を測定。それをメン

バーへフィードバックしながら体I川符哩に対する怠‘識のliI11:をI刈った。

その紬外蜘処|iiiとの比岐において８０％以上のメンバーで食牛活の意雛が変わり，ノ1；
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月曜日 火曜日 水踊日 木眠日 金眠日

日付 ／ ／ ／ ／

口訪問 口訪問 口訪問 、訪問 口訪問

ＡＭ

ＰＭ

ﾗジｵ伸陽

間食

合計

【ポイント表】

ソフトボール 8点 ボウリング 3点 室内ゲーム

バレーボール 6点 キャッチボール 3点 カラオケ

倣歩 6点 ゲートノ 《－ル 3点 テレビ／ビデオ

農作乗 8点 スカット 〈－ル 3点 個別活動

園 6点 ラジオ体操 2点 就労支腫

ストレッチ俸操 4点 軽作業 2点 間食なし

卓球 ４点 隅 2点 ､理

ポイントはデイナイトケアでのプログラムに限定します。

間食はカロリーのないものはポイント加卿になります。

スポーツの見学のみは１点引いた点です。

図２週間活 動表

1点

1点

1点

1点

6点

1点

3点

土蝿日 名前

／

、訪問

体稲

k９

／】

点

活の111での食に対する配脳がみられるようになった。また，巡肋を'､似したプログラム

巡営を作業療法士と連携して行った結果，スポーツのプログラムへの参加率は２１％改

稗した。ＢＭＩも減少するに稲った。

（４）多職種チームにおける栄義士

杵哩栄養-|菅の仕事は本来､11‘１階とりIjj棟でMMわるというよi)もむしろ栄推神''４を行って

人院!|Iの食生活を支えていくものであった。しかし，人院から地域へ》Li'1崎の′|§ilil｢の場

が秘ったとき，佃々 の食ﾉ|冒柄の伽Ii1lを捉え，それに配雌した間わりが求めらｵLている。

特にささがわプロジェクトの九i巣となっているような慢性艮期入院の､I11l端たちにとっ

ては，自らの栄養管理を行うということそのものが未知の経験である。この脈I1必ず行

う「食'ｉｆをする」というスキルには他の(抑‘l職はなかなかロが行きＩｌｉかないことが〕亀恕

される。栄獲-1胃がこの多職Niから成る擬lMjチームに参加することの怠味はここにあると

も言えよう。栄養のバランスをどのように:惨えていくか，そして′側,榊州I病のうちでも



３４認ｉ部統合和地域請 神 科 治 療 フ ､ ロ グ ラ ム （ ０ . ｒ Ｐ ） と 牡

特に械尿病や商脂血症の予防のためにどのような配慮が必要なのか，その知織と技術を

緋ち，メンバーと共に秒え解決していくために符珊栄養士が担う役割は予想以ｋに大き

いのである。

（伊藤貞子）

6．作業療法士の役割

（１）はじめに

作業療法には心や体に病紙や陳'１１Ｆを侍つ人々 のﾉkiI1iのしづらさを1洲lIiし援助すること

で，生活の賀を向上させることが求められている。作業療法の領域でも他職種との協伽

の服要性を指摘する著述は増えているものの，災際の臨床場而で作業療法'二が多職砿チ

ームの一典として活動し，どのような将児的な役釧が発揮されるかを論じたものはいま

だに縦めて少ないのが笑楕であろう。

ＯＴＰでは作業療法士も多職種チームの一戯として当事省や家族と関わる。そうした

場面では．、'1噸者からみればスタッフの本来雄勝の職禰が何であるかということはほと

んどのj＃合川腿とされないことが多い。すなわち，作業旅法|:であっても、錐剤に|jMす

る伽川も'更けるし，ストレスマネジメントのトレーニングもできることが求められる。

11噸の作業療法場而での役割とは符し〈災なるものではあるが，服薬コンプライアンス

のl(,112を例にとっても，作業旅法の視点をfi§かして寅献できることは実際にチームの・

典としてⅢわってみると随所にみられるものである。

本節では、ささがわプロジェクトに関わっている21堵の立場から，精神科病院から施

設へ移行する際と脱施設化後におけるﾉk柄支援における，多職種チームの１１１での作業旅

法上の役削について論じていく。

（２）病院から施設へ

かつてのささがわホスピタルの作業療法は２５名を１単位とし２時間を標準として，

作災旅法顎で集'１１を対象として行われていた。したがって病棟の′|ﾐ柄部分に介入するこ

とはほとんどなかった。また，触貯の』ド均入院｣I川川は23.1年で災期'1Mの社会的人院に

より人牛の|｣標やE|的が暖味であ|)，社会復ｲｉ１}とリハビリテーションを目的に設立され

たささがわホスピタルにおいてさえ，作災旅法はいつしか入院生活をより充実したもの

とするという位縦づけに近づいていた。このような呪爽の'|'で作業療法Ｉ猟ではささがわ

ホスピタルから退院する態掛があれば，‘淵哩災料や地域4k活への意識づけを行うために



蕊２章統合型地域精神科袖娠プログラム（ＯＴｌ〕）における多職種の役剖３５

祉会雌jf:なども行っていたものの，閲践・農作業や下l:盤，レクリエーションなどの作

堆活肋を皿して，ものを作り上げる燕ぴや楽しみを促すことに亜点が縦かれていた。

しかし病院から施設へ移行することが決定すると，忠荷には「退院」という目標が発

生しlIM々が退院後の社会生活に向けて課題を持つことになった。心身のrILL袴理ができ

るよう多職祁のスタッフが介入し，疾病や服薬に|A1する勉強会を|)Nき，栄錐I身の脇ﾉjを

僻て栄獲脂導を行いはじめた。作業縦法も，それまでのレクリエーション的な内容か

ら，より実′l昔柄で役立つ技能の獲得を'二i指すものへと変えることが迫られた。さらに脱

施股化後には′l;柄リズムを維持するための援助を必腿とすることが)亀想されたため，脱

施股化後にはデイナイトケアがその役11をｲ11.うこととなった。そこで人院'|'からあさか

ホスピタルのデイケアを兄学し，参加メンバーから社会ﾉl§柵の楽しさや苦労話を聞き退

院への心榊えを鵜えた。退院生活への移行に際して，作紫旅法はⅡ僻′i竜活に'111按結びつ

く災際的なiIⅧﾉﾉを取り入れ退院へ向けて雌備を進めていった。

（３）脱施設化後の支援

作災療法は11常とに活に直接結びつく実際的な祈肋支援を淵旅手段とし，主に生活スキ

ルの向上やストレスマネジメントを11桁している。すなわち'1州'に榊場1ｍで必要なりf柄

について，より具体的に手llliiや段取りを,111純し，′ﾉﾐ際に必笈なスキルを世得できるよう

に援助する必要がある。そうした意味では，退院したメンバーの'k活場面の中でこそ作

推療法はより'kかさｵしるのである。

ノkiIIiスキルに附雌がある場合には，本人の行jij(』i＃1liljを分析し、どの剛‘I{でつまずき

やすいのかを訓i価し，本人が獲得できそうなスキルであれば段階づけて純群を促す。ま

た外的補助により改菩されるようであれば，社会交猟の利川なども拠りi:に入れ本人と相

,淡していく。

ｽﾄﾚｽﾏﾈジﾒﾝﾄはｽﾄﾚｽを感じたときにﾀｲﾐﾝグよくｽﾀｯﾌが入り解決

法を・緒に与え学習できるような介入ができるとよい。「今ここで」の即座の対応こそ

が，ノ|；活技能の学科に困難を持つ脳機能障奔を補充するうえで，最も有効な介入のタイ

ミングである。災'1燕場而でのリアルな体験を↑ドった‘γ:洲は，より効鵬的であるに速い

ない。

幻聴や妄想などの精神症状によ')生活に支障が出るjﾙ合は，より現実的な活動や会話

を媒介することによりこれらが減少することもある。また、幻聴や妄想があI)左がらも

特に/l；柄に影郷がない場合は，幻聴や湊悠にはあえて触れずに、他のﾉﾋ活援助をしてい

く必要があろう。
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伊例

○問題点

デイナイトケアに参加しているＡさんはストレスがたまると「死ね」など脅迫

的な幻聴が出現し，そのつど周囲に不偲感を緋ちその場にいられなくなってしま

うことがある。

○対策

「彼極的傾聴」（第111部第２章のｌ参照）を心がけ|･分に‘活を聞いたところ，本人

が好きな散歩に冊ると幻聴が'侭<なるようだとﾙﾙしたため散歩に出ることをすす

めている。肌蛾など悦覚的な外部川激と併せて，１１州的で呪'ﾉﾐ的な公!;111をするこ

とによって感‘IIIfIiIiも落ち粁いてくるのである。

（４）デイナイトケアにおける役割

地域で脈'11端を支援する場のひとつにデイナイトケアがある。デイナイトケアは桁神

肺'際･荷の社会生活機能の|回|復を目的としてｌＨｌＯ時間を標準として多職穂が関わり援

助・支援していく場であるが．一般的には作業療法l:が''１心となって集団プログラムを

進めることが多いようである。デイナイトケアの対象は，食'１＃や身辺拶理などの唯活ス

キルに乏しく，ノk柄リズムが不安定で生活意欲がiWい、などⅡ州'崎,Tiの援助を多く必要

とする場合が挙げられる。

人院''１の生柄は受身的なものだが，退院となればそのケアから外れ''１lilになる。しか

し'’１１１１とともに今喫はｎ分の′Iﾐ柄において典柾を典わなければ和.,なくなる。デイナイ

トケアはこの''1分の生柄に貞任を持ちI‘1-j:するのに必典な技能を雌得していくことを援

川ｊする｣ﾙである。実生活場而で必要な判断や選択をしながら行肋するためのスキル（技

術）だけでなく，ノヒ‘|人|則係のスキルやﾉ|;柄に衆しみを兄川せゐということも，ｌ‘11Zを促

すうえでﾉ<切な腿糸とI.『える。、11デイナイトケアのプログラムでは|'|炊を耐蝋している

メンバーへは栄幾土の協力を得ての調理禍仙を提供したり，家財道呉のメンテナンスを

純料するなど社会堆柄上の必要性を雨祝している。他にも，一般的な社会常識やルー

ル，交旭機関を利川した外出訓練などの地域′|;活を献‘撤したプログラムを川意してい

る作業縦法l:は､'1'1f持各}.iのⅡ鮒生活に必要な生祈スキルを雌僻できるようデイナイ

トケアのプログラムを立案し，メンバーとスタッフII1j弓箭の助きを兇ながら全体のマネジ

メントをしている。とかく集団プログラムが多くなってしまうデイナイトケアの巾で．

{1A1人のニーズに対してどのように応えられるかは、利川剛Mj足度の拠点からもin要な‘斑

l幽である。
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以下にささがわプロジェクトにおけるその論恢・概肋の過縄を段階に分けて説lﾘＩす

る。

ａ・初期（脱施設化～２カ月目）

、１１初のささがわヴイレ,ソジのメンバーは長期人院により析肋性が低く１１附ﾉ１２桁の慨Ⅲｊ

を多く必喫としてお|)、祉公性については交際範Ｉｌｌｌが狭く，ノl§柄範Ijllも限J,'れている〃

が多かった。初期ではまずデイナイトケアへ辿って，そこで時間を過ごせることが‘鯛幽

であった。よってプログラムとしてば主に病院で行っていたなじみのある活動，子［典

や，軽いスポーツや散歩，レクリエーションを中心としたものを行った。退院後はスタ

ッフや他のメンバーと恢し、孤虻しないということがﾉ<明であると思われたからであ

る。

また，将来の'|藍活にﾊIする希望や'－１標を明らか(こしておくことも大切である。このと

きのポイントとしては倫削や11標はできるだけ「iiリキロ減}1tしておしゃれを架しみた

い」「湖昨lHlのパートやアルバイトで小進いを稼ぎたい」など典休的で，かつ本人にと

って楽しいものであることが求められよう。′|祇していくうえでの張り合いとなり，ス

タッフ側も支援しやすくなるからである。「問題解決・「I標達成ワークシート」を活川

して典体的にｲ11談を械み’1tねることが11標のIVIIiWi化に(｢効である。

ｂ・中期（３カ月～６カ月）

生活のリズムをつかむというのは簡単なようで雌しい。特に精神障害者にとって||州

生活のリズムは晦状や剛作川に影響を受けやすいため，！‘i分の疾病や副作川をj;|Iりその

対処法を冴につけることが必喫である。、11デイナイトケアでは服薬へのJ'MlW，’１ﾙ§のサ

インを見つける，対人側係のスキル，健康管理などを野につけるために，単科の機会を

提供するプログラムを作った。

週２Ｍ勉強会を設け「梢神科リハビリテーション・ワークブックj2}を読み合わせた

り，小グループに分かれてI活し合いを排ったり，スタッフやメンバーによるロールフレ

イを通しながら'料¥できるように｜:犬した。参川l杵の典味をリlきかつ飽きのこない,肌辿

や話題の選択が爪喫である。脈もが体験するような||僻/に活の''１でネタを探すのがポイ

ントである。

また，｜間1時に恵難するメンバーへ飲み忘れをなくすﾉﾉ法を・紺にザえたり，ＩＷｆサイ

ンがあらわれたメンバーにその対処法を促したり，メンバーに合わせ個別的に臨機応変

に対応している。メンバー問のトラブルが形l言したjﾙ合もその場ですぐに介入し対応し

ている。



３８第１部読合型地域精神科論脱プログラム（ＯＴＰ）とは

し例

メンバーのＡさんが「Ｂさんがi;I'fを|ⅡIいてくれない」とIiliIえてきた。Ｂさんにも話

を聞いてみると，Ａさんはｎ分の誠を一方的にしていたため，Ｂさんはしびれを切

らしその場から何も詩わず版ち去ったようである。双方の凱僻ちが落ち春いたとこ

ろで蛎荷が介入。「価伽Iり伽側」のスキルを忠い,世こすようにlllIi汁を促した後で，

ＡさんはＢさんが''11も『;わずに'>:ちよったことが悪いとI柵し，ＢさんはＡさんがし

つこく話し掛けてくるのでいやになったと話した。それぞれ''１分の気持ちを話し、

お互い和T,がどんな菰持ちだったかを理解できるよう促し，どんな対応をすればよ

いかを締し合った。ここでも「蝿な気分を継ぐするために」（｢Wi神科リハビリテー

ション・ワークブック｣2’80-86ページ）を用いた。

学習の機会を設けると同時に余暇を楽しめるような趣味など、興味や関心の幅を広げ

られるよう，さまざまなＦ１戦やレクリエーションなどを･腿供することも大切であると

りえる。はじめはスタッフが必腿なものを揃えて「･収I〃上取り敬えるが，除々にスタッ

フの手を離れ，ｒ1分で楽しめるように段階づけて促す。

このように''1期ではｎ分の症状をうまくコントロールし』|§柄のリズムをつくることを

11機に縦〈ことが大切である

ｃ，展開期（７カ月以降）

生活リズムが安定してくれば向然と自分の生活を見直し幅を広げようという気持ちが

出てくる。それはよ')I‘Ｗ:したﾉl§活であったり，就労であったり、趣味であったり，人

によりさまざまなjﾙ1mで発押される。股Ⅲ期ではより|M1人の'|罰IIiに牒点を､'↑て、関巡施

伎との連勝を図'ﾉながらI'パノ:への援Ⅲｊをしていった。

またささがわプロジェクトでは，参力11昔を対象にさまざまなiIlI維心｣ﾘ』学的検査による

モニターが行われており，この上りiには瀧葱力検盃の成紙が符しく故押されてきているこ

とがWiil『されていた。このことは，Ｉ'頃のさまざまな刺激が，脳機能を柵性化し，特に

兄落としが減るなど}l鮒生研jﾙIiIiでの改善と検査成績の改鮮の一致が紺:られ，作業療法

上たちの励みとなった。

作業療法の視点は．ともすると牒題の達成に砿がれてしまいがちであるが、そこにい

たる内,mの葛藤やストレスを的雌に捉えて．心理的諜迦を采I)越えるＦ股も・紺に提供

できることが，精神科作業旅法ならではの大事な点であろう。例えば就労に関するスト

レスは，、11初は技術1ｍよりも対人間係のつまずきのほうが大きいことがしばしば観察さ

ｲしる。デイナイトケアでは〕INI｣ﾙにおけるﾉ,喋本的なルールやM1川，ハl人間係のとり〃など

を単科するために，ストレスjﾙ1mのロールプレイや間組解決投繊（輔111部第２章の２
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｢|H1腿解決とI･Ｉ標設定」参照）を用いてそのストレスを'''1避できるよう練禰していった。

また介入のタイミングも飛要であるが、スタッフ側から問題提起することもあれば，ト

ラブルが発生したときに介入していくこともあった。就労に限らず生活の幅を広げると

いうことは人と接する機会が多くなるということであり，より実践的なＯＴＰを提供し

て/l;iI'fスキルをｔげていくことが必腿であると思われる。

（５）集団を治療に生かす

デイナイトケアは恭本的には災Ｍプログラムがi２体となっているため集I寸|で禰伽する

ことが多い。個人的な関わりももちろん必嬰であるが，災側な!.』ではの流派的な役Wllも

果たしている。対人関係の学習はもちろん，リI;ｊ城への不安や怖みを他の人も同じように

抱えているのだという安心感を得た|)，行･‘lfなどを皿して達成感や自信を得たりするこ

とは災Ｍならではである。作業療法ｌ:には災NIの論旅的な効果を仙人に反映する技能が

求められる。集団を治療的に生かすには，その活動の目的・人数・場所・頻度・IW放度

などそのプログラムを構成するさまざまなＩｋＩｆを把握して，プログラムの組み立て方に

配脳する必要がある。実際にはスタッフの数や場所などの制限により限界があるが，ど

のような柵肋においてもそのII的をはっき')させることが大切である。I凋叩満jijjを例に

しても，それが楽しむことをl-I的としているのか，ｒＩ炊のための技能訓練をIl的とした

ものなのかで，調理内容まで変わってくる。｜l的に合わせた周到な準備が求められるの

である。

（６）おわりに

粘神科リハビリテーションにおける作業療法の位洗づけは，特に治療技法の一環とし

てのそれが未だに暖昧であり、初心帝にとっては沿縦的愈鞭の見出しにくさが細廻とな

る。多峨唾チームの''１で、作業療法上ならではの役測をいかに発揮できるかは作業旅法

-ｋとしての向らのアイデンティティーを雌虹するうえでも重要である。そのための課題

は多いが，４言活上の困難を固定された陳祥の結果として傍観するのではなく，脳機能の

可塑性をはじめとする商次脳機能のリハビリテーションとしての脱点からﾉl鳶柄障悔を捉

え1111:すことで，積極的な役剖を兄出していけるとザえるこの頃である。

（成田恵津子）
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7．心珊臨床家の役削

（１）はじめに

稲汁は心珊臨床のｊ,§雌的な研修後，柵神科リハビリテーションの分野に身を瞳き，そ

の''1でも肪川による心J1州１１淡をｉ：たるiI肺Ｉとしてきた。みなとネット２１には約２年間

心理職として側わったが、呪ｲIﾐは他分野に勝を侭いている。本節では飛荷がみなとネッ

ト２１の心理職として活伽したなかで雑験したり感じたりしたことを述べてみたい。こ

れからみなとネット２１のような多職祢による統合的治旅プログラムの111で活動される

心理職の方にとって，ごl‘１分がどう関わるべきかをザえるうえで，ご''1身の綴験と照ら

し合わせて考える．肋としていただければ･播いである。

みなとネット２１のようなプログラムに限らず，系統的な認知行動療法が根づいてい

ないわがl1iIの梢神科リハビリテーションの呪jﾙにおいては，心蝿職としてのアイデンテ

ィティーや独I‘|性を持ちにくいと言われる。ルｉｊ院臨床と巡い，投影法や礎'1M級法といっ

た心理検夜を施1iする機会が少なく，さらに心理職だけが心理的な関わりをしているわ

けではないことがその側かもしれない。特に柵神脈健福祉士（PSW）とは共通する

械域が広く，｜,'州･の述いはiI1Iかと'''1われると返需に撤することもある。心理職がワーカ

ー的な視点を持って紬を進めなければならないときもあるし．Ｉ'ｓｗが心理的なサポー

トを行わなければならない場合も従々にしてある。飛満は他職種と心理職の違いをこと

さらに強洲することはＣＴＩ)の概念になじまないとザえており，ここでそれを述べるつ

もりはない。しかし，みなとネット２１での関わりの''1では，従来ｊＩＩのI､恢宅での仙人

対{|Al人の心JWIi披だけでなく，イ'1川齢のZlfil1iの｣ル（多くは''1'置）を肋11Mしてセッション

を持つことが多く、‘i端は心J'M職が肋間而縦をすることの1ｍ''１さと雌しさを強く感じ

た。そこで，みなとネッI､２１での鋤if儲の維峨と，典ｉＷ↑が1,｣､liii肋'111による心｣'1州l談につ

いてまとめたもの!)とをもとに，心｣Ⅲ職が､I'i1l端の/|｛iﾙのjルに出ていくことの愈味を･ザ

えてみたい‘，

（２）心理職が「生活の場」に出て行くということ

心肌臨床分りfにおいては従来か‘.』，論縦什がI(Ii披顎から出て,;州lによる１m披を行うこ

とは一般的でなく，むしろ危険であるとする:げえが強かった。こｵしには「週11111○分，

liIi接宗という」ﾙで流旅勝と披論旅併（クライアンl､）がＩｌｉＩ会う」という治療,撒造を持っ

たIrIi縦をifうことがliij提とされており，そ!Ｌを破ることは「クライアント」を:､1:れない

ばかりか，治恢制叫も‘.):ることができないとされていた流れがある。心理論旅におい


