
第２竜統合型地域精神科沿療プログラム（ＯＴＰ）にお汁る多職獅の役割１１

て心理職が沿療空IHlであるｌ耐慶室を出ていくことは非燃にまれ，もしくはザえられない

ことであった。しかし，近年，なんらかの蝿IlIで泊恢のルートに乗りにくかったり，従

来の治療ではカバーできない要請を持った､Ⅲi'1噸を援助していこうとする方法が模索さ

ｵし始め，数は多くないが，訪問側談の災践祁iIfや，心理職による訪問噸接の意味につい

ての研究が出てきた。こうした流れはⅡ水にコミュニティー心理学が挫透し始めたのと

川をlIilじくしている。以下に心皿職が'1§柄のjﾙに出ていくことの利点と間腿点について

ﾘ器し，それぞれについて簡liiに述べる。まず以ﾄﾞに３つの利点を挙げる。

①I､披顎の''1での姿でなく，、'１’|端が'いIiする｣ﾙの''１で．そのﾂ部11の文'11Kにおいてそ

の人物を理解し、援助方法に/ｋかすことができ為

これは訪問而接の特殊性とも言える利点である。これにより当事昔が生活する場、つ

ま'）「生きている空間」がどのような'１ﾉ:地条i'|:にあるのか，また家の中の状況を含めど

のような状況にあるのかなど，状況をより具体的に把握し、それを淵'1端の理解や援助

に'|§かすことができる。以前縦締が狐､Ｉ１したケースで，他行へのｲく信感が強く何』似こも

他綱的で，面接室内でいかに向分の家族がI血1分をだめにしたかを宅張し続けた労性がい

た。縦荷はＡ氏の抱えるくやしさのような想いを感じ取ってはいたが，何郡につけ家

族のせいにするＡ氏の雀に納iMLできない想いも抱いていた。しかし，Ａ氏が交皿11F故

を起こして骨折したために肋IHlIm披をするようになり，縦肴の捉え〃も変化した。八

氏の郁雄は庭の離れにあり，食事をするのも風ﾙ}に入るのも切家族とは会わないよう

にｌ:ﾉﾐされていたのである。Ａ氏が而恢領で兄せたあの激しさは，こうした状況ドに

脱かれた寂しさから来ていたのか，と改めて納得することができ，その後のI､縦に火き

な影響を与えた。

②家族力動に面接的な影響を与え，同'1ｌｂに､1洲端を取り巻く状況を調整できる

、１１'1端のﾉに活の場に入り込めば，同時にその家族ﾉj伽に影禅をク･えることができる。

みなとネット２１では利用･荷の家庭で家族との混合ミーティングをよく持つが，｜､接顎

でのよそ行きの姿と違い，セッション1'1に家族喧嘩が起きたりして、大きく家族ﾉJ肋が

肋くことも少なくなかった。その場に'Hﾉ:ち会い，側係にゆがみがあればそれをフィード

バックし，修'1:することができるのは大きな利点である。ただしこの'家族へのMﾘlきか

け，あるいはその1liに取り込まれることが無l'|'肱になされたjﾙ合，逆効果となる危険''1ｉ

もある。

③､'1,1端の′k柄の場でﾘ峡的な問題に対処できる

Ini接篭でのl前披においても呪‘典|州辿にAi処しなければならない場合は多々 ある。しか

し，呪爽に起こっている問題なり牒辿に，、1111梢と一緒になって対処・行動していける
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ところに訪問の強みがある。縦荷が経験した一例を》桧げる。長いこと引きこもっていた

あるｿ)性が，繁荷との何気ない会誌の中で，「i齢佼の孤圧の先生とささいなことで操め

噸を起こしてしまい．それが今でも気にかかっている」と述べた。筆者は男性に一緒に

その教師のもとを訪れることを提案したところ，雌初はﾉ;惑っていたものの、結吋決愈

し，商校をI;力|M1した。そこでの教師の棚かい対応もあり，’ルド|§は一・弧にその行1Iijj範l〃|を

広げていくことができた。気になってはいても，なかなか行動に移すことができなかっ

たそのﾘ)性に対し，直接行動を共にすることで，いい方向へと進み出したひとつの例で

ある。

次に心'''1職がﾉｉｆ油の場にIlliていくことのMlWILないし欠ﾉ則を２つ挙げる。

①心理治療における「非日常」の空間を確保しづらい

これは訪問による相談を行う際の大きな細廻である。通常当事昔は面接室で自分の内

､iを諾り，安心できる戎が家へと帰れるし，Ｉ活したくなければキャンセルすることもで

きる。しかし訪問相談の場合、訪問満は決まった時間に訪問してきてしまい，感情をは

っきりと表現できをい当事者の場合，半ば強制的に而接させられることになる。つまり

家庭での而接の場合，「逃げ場」をなくしてしまうことになる。事爽．筆者が経験した

例でも，セッション111に本人のI淵１．．が鵬<なり‘ｌ‘Ｉ室へこもってしまうことが何度かあ

った。鶴'''一郎副が「守り」と「緋I)」という!_;雌で炎現しているように，「非１１淋性」

と「'1附怖」とのバランスの難しさがあI)，しばしばそのアンビバレンスに直面する。

②時|Ⅲ的，窄間的な「枠」を脱走しにくい

こｊＬも,i〃lHlIrIi恢における利点の典返しのような'''1腿である。鋤ｉＷ'↑が経験した』ｌＷ１１の!|１

でも、！ⅧHl1llに家族内で問題が生じてり,,}るにﾘ,#れず，そのﾘ態の解決を兄届けた頃には

．]亀定の傭の時間を経過していた，ということがあった。訪問においても「枠」を規定す

ることは火;I#なことであり，、'1'|柵のみならず、スタッフも守ることとなる。援助即,Mj

IMlと短絡すると，後にさまざまな支障をきたす１１能性がある。また前にも述べたが，１，

接室と家庭での面接が並行することになり，二.砿櫛造化という大きな問題も生じてく

る。リハビリテーションにおける心理的関わりというある菰特殊な状況ではあっても，

､１１１１Ｆ満の状態と笈iiIIiに応じて，場合によってはI､恢篭での而恢のみにとどめる卿銃も||‘W

には必要であろう。

（３）心理職と訪問面接一結びにかえて

以l:，心｣１Ｍ職が､【1'1端のﾉIﾐ活の｣ルにIi〃|M1し，ｊｌﾐに行仙を起こしていくことの慾ILkやそ

の利ﾉ‘'.(・欠点について，思うまま述べた。従来の心州療法の原則を，ある意味破った肋
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lHlｲ;１１談であるが、当瓶持の抱える''11腿を共にザえ，、lfll端のペースで物.剛Ifを進めていく

というスタンスは，従米の心理旅法と州対するところはない。面接室を出ていくという

ことは心理職としてのアイデンティティーや狐、桃を侵される感じがするかもしれない

が，多恥柿の中にあってこそ，心理撤としての独I‘I'M;が発揮されると筆者は考えてい

る。,;〃lHlIiii核は当'|端が「生きている空間」という極めて「11州的」な場で，、【1,|端と

そのIlWIjHで起こっていることを理解し，IIilll#に呪'だl刺111やｎらの価値観から尚111になっ

て，、11.1f肴の内的枇界に付き合うという「非1.1附的」なスタンスが要求される。そこに

は鮒に「|I術」と「非11鮒」という大きな蒋膝と』$j'『iが′|§じている。鞘'1端との１１M係の

''１で「その時その時の状況」を判断しながら，「'1術」と「非１１州」との｢凋雑を似lる、

というバランス感覚が欠かせない。言わばこうしたバランス感覚が，訪問相談などを含

むリハビリテーションの現場の心理聡に必要とされていることであり、ここに心理職が

関わる賦味があるのではないかとザえる。

（矢嶋敬史郎）

8．さまざまな立場の人たちの関わり

（１）はじめに

WIWIlI陣容の場合，身体障害のように疾忠にⅨ切りがついて障害に移行するのではな

く，イ;||ﾉﾉ:に間わり共存しているという怖微がある。「疾病」と「障制とを併せ待つ桁

iIll陳'iI州の地域生活は「|ｸ誠サービス」だけで支えることはできない。桁神|峨沸を緋つ

人が地域で4ﾐ活するためには，もちろん肺‘‘i;:の職度によるが，住まいの確保、日常生活

の支援，服薬祷理や医療的な支援，就労稀の''11-』災呪の支援，余暇活動の支援など堆活

全般にわたる支媛が必要とされる。だが，これまでWi神陳',i錨のケアは人院治療を中心

とした施哉ケアを'''心に行われてきたため．サービスとしての地域生活支援の幣備はｲく

十分であり，当事者が生活する家の中では災い間，一緒に生活する家族が24時間在宅

での支援を強いられてきたと言っても過局ではない。ＯＴＰでは，多職稲の専門職によ

るチーム支援に加え．ボランティアや,;力間介捜仇（ホームヘルパー）など桁神保腿の(Iji

lIIl職以外の人たちも当事省･やその家族を支援するチームの・貝として捉え，支援計画に

組み入れている。疾病の治療やリハビリテーションの取り組みなどにとどまることな

く，あくまでも､11'僻帝個々 のニーズに応じた.LHｲ《11<J・#1'i神的な′l｛満全般を支えていくた

めにさまざまな地域盗源をiI1i川していく。ルliiIl1l蛾'１Ｗ'↑の地域'|§活（住宅）支援の－j柵を

}11うものとして，ボランティアやホームヘルパーなど「近隣住民に近い」「排通の人’
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の11を排つ人たちの果たす役削が非術に大きくなってきている。ここでは，§'１'1桁の生

柵支擬サービスにおいて比較的ニーズの高いホームヘルフサービスを行うホームヘルパ

ーと各種ニーズに対応する精神保健ボランティアを''1心に非釧'１職の関わりについて述

べていく。

（２）基本的な日常生活支援のサービス提供者として

ホームヘルパーの仕・ＩＦは，障害のため住宅での生添に支援のT･が必婆な人が11附生涌

を送れるようにｆ助けをすることである。唯な11:』卿ﾉ僻は、衣食化にわたる推本的な′ｉｉ

ｉｌＩｉ支援のほか，側係づくり支援（安心感をＩﾉ･える聯）もみられている。IMI々 のﾉ|§iﾙIiIiで

のパーソナルケアにおいては身辺介護，整理整頓，行為消潔支媛，食ﾉ|前IIiへの１１ﾉj高，受

診・服梨・1M』服IrIiへの配慮などがみられる。精神|;榊端ホームヘルプサービスの特徴

は，家1巾慨肋を'''心としてそれを手がかりに間係づくＩﾉ支援をけいながら，利ＩＩ階の1喚ｌ

'ゼでｌ刈Ｉで行われることが多く，、I測堵佃々の状ﾙ１１に合わせたハーソナルケア（兄守

り，肋,↑）を行っているところにある。ホームヘルパーが本人に代わって家mIfなどを行

う「代ｉｊ･援助」よりもむしろ，・・緒に家蛎を行ったり，本人ができる部分を促したり，

時には処〕:る側きかけも必喫となってくる。ホームヘルフサービスをⅢIi神障‘‘i端に対し

て提供する場合，梢神障害の特質に配慮することや，精神陳iI識にとって利Ⅲしやすい

体制を終えることが求められる。例えば．人間関係が蒋下で，新しい人に仙ｵしるまで時

||Mのかかる桁神肺欝肴に対しては，商齢貯へのサービスで行われているようにローテー

ションでたくさんのホームヘルパーが次々とⅡMわるというのは，Ｊ|術に火きなストレス

になる。精神脈涛への厩の商いホームヘルフサービスを提供するためには，その陳害特

性に１１雌できる体制をつくることが欠かせない。

ＷｌＷＩｌｌ脈'‘I;:勝のj鮒介，その多くが|ｸ鋤《（通院，服薬）を継統しているため，問わ'）合い

の''1で||#に椛状に対する対処など|ﾀﾐ旅的な側わりが求めJ,,ｵしるjル合もある。・ノノホーム

ヘルパーらが病気や療養に関する情報を得ることが雌し<，服推やｿ,ki状に側する対応の

11:ﾉﾉがわからないという声が|淵lかれることも少なくない。、'1'1端や家族と・紺に支援チ

ームの・典としてホームヘルハーの》I:たしているｉｉな役Wllは'１１１じ地域で聯!､』す化仏愈搬

を僻ちながら，服薬や辿院がうまくいくように利川貯の唯i〔'i環境を'1('１１m的に終えながら

ⅡMわっていくことにある。また，微細なストレスで病状が変化するWIli神疾魁であるから

こそ，肋IMl先でキャッチした備報を誰にどのように伝え，他のＩＷ１Ｉ職と迎挑していく

か．といった適切な判断と行動ﾉJが非鮒にiR要である。ホームヘルパーの適切な側わ'）

方や関わる際の配応，連携の仕方など，’'1事者を支援するチームの一典として求められ
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ている。守秘雄勝のlHI辿（鋪II部第３･航の５参照）などいろいろな‘１１(胆はあるが、今後

地域における柵神科サービスの''1で欠かせない仔代である。

（３）地域社会とつなぐ架け橋として

＃W神保他ボランティアとは州神障‘‘ｉｆのある人たちの支援をするボランティアである。

陳'‘I端のお祭りやイベントの手伝い，地域の作業所等の柵jijjへの脇ﾉj，デイケアでの各

祁プログラム指導，話し相手や一緒に外出したり，趣味の時間などにケームの相手をす

るなど，，11川勝の趣味や余暇のl昨間を広げる役削を州うボランティアもいｊしば，１１１１:縦利

川汁と|ＩMわるのではなく施,没の遮断に関わるボランティアなどさまざまであるｕ人lHll1Al

係を榊築したり，新しい場所に出向くことが苫予な桁iIlIIlIiit'１１i:荷は，リ,ｉｉ院から退院しても

家に'！lじこも')がちで社会から閉ざされがちである。特に忠ｲド期から,ｌｆｲ脚Ulに発症する

ことが多い統合失,iMl1iIにおいては‘,j2業や就労のＩＩＩｌ析が余縦なくされるjﾙ合があるため，

地域サービスの利仰lや彼らとの緩やかな交流を辿じて地域社会とのつながりを待つきっ

かけとなる場合もあり，社会的な活動や交流の拡大に亜典な役剖を果たしている。精神

脈'‘lf杵が地域で生活していくとき．施設や補祉サービスも火切であるが，地域の''1で精

神|I稲ifに側する111州』を伝えることや，Ⅲi兄を取り除き，、'111端や家族が抱えている側雌

に共感し，それを代弁する人たち、つまり，同じ生活儲であるボランティアの存在が当

』＃締や家族にとって心強いものになる。ＯＴＰにおいても､11』肺稀の多様なニーズに対応

することができるボランティアを佃別的に活川することがある。例えば，２０代前半で

統合尖,淵推をi§推し人退院を繰り返しているＣさんのjﾙ合，間ljIlの脱線が城になって

外出ができず、近所のコンビニエンスストアに出かける以外ほとんど'家に閉じこもる生

祈を送っていた。肺111t代の学生ボランティアと何回か一締に外出することを繰り返すう

ちに，「人に地､,れているという.協観的な感覚はililえることはないが，１人ではなくlilli

かと・紺に外出することによって人に兄られているｉＩｌ'f州ｊがｲ'1らいだ」と感想を述べ

ている。こうしたボランティアのごく』ｌ１たり前の1'１然なi,lき合いは，州Ｉ刑I肺‘,I調の閉ざ

されたﾉﾋ活にｲ|:会の風を送りこみ，社会的侃兄という髄に肌穴をiﾙlけることができる。

（４）糖神障害の相互理解を深める非専門職との関わり

ボランティアが新しい支援グループを組織したり、家族柵談典として相!淡にのった

り、！;1Wしｲ:l呼になったり，辿院にITil伴するなどのslfl蒲と家族を父援するチームの一員

として役Ｗ１を狐ったり、地域全体の慰搬改雌の一端を狐うケースもある。ル!i神保鯉ボラ

ンティアは比較的新しい分野のボランティア活動だが，ニーズは社会的にも商まI)つつ
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あり，広がりと発股が期緋されている。精神保雌ボランティアのilTi1IiIlでは，活仙そのも

のの懲味合いよりもむしろ．ボランティアが当'ｉｆ新との|A1わりを皿してｲ111象的なイメー

ジとしての精神障害者としてではなく，当事者を個別の人間として改めて認識すること

が多くみられる。このことは，精神障害者の地域ケアを進めるうえで亜要である偏見の

慨減にボランティア活仙が布効であることを示唆している。地域ケアを進めるうえで，

雅仕としてのボランティア活動よりもむしろ共に理解し合う場としてのボランティア活

仙としての捉え方が今後ますます重要になると思われる。

こころの病気は縦もがかかる可能性のある疾忠であるが，まだまだIＥしく理解されて

おらず，イ|:会環蝋の幣術も｜･分とは‘.#えないのが呪状である。また，WIii神肺'‘¥は|lに兄

える陳'1ｉｆではないため，身近なところで彼らと接する機会が少ないと「何となく怖い」

｢何をするかわからず怖い」といった印象を持たれている場合が多い。州Ii抑障醇を持つ

人の′|ﾐilIiや枕ﾂﾅを支援する桁神保健ボランティアのiI輔ﾙや，’''1抜的にﾉlii,『ijﾙ1mでの支援

を行うホームヘルパーら非捌''1職の人たちの関わり合いは，当'１１:勝の心の支えになると

l1iI時に，｜蹴欝者と共に謀らす，誰もが生きやすい「地域づくi)」の推進役としての期待

も大きい。

（稲井友理子）
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第零章
地域生活許を対象とした統合期地域
精神科沿療プログラム（OTP）の実例

1．今，なぜ統合咽地域粘神科ケアか
一みなとネット２１の成立

４９

（１）はじめに一統合失調症の「障害」に対する考え

障害に対する歩え方に大きな変化をもたらしたのは「健康状態のI滑り,Ｉ緒」について同

際的な｣'ﾐ皿理解を柵ようとⅢ､界保雌槻関（ＷＩＩＯ）が198()年に苑炎した''１１際'1職I;分類

試案（Intemati()nalClassificali()1１（)flmpairmcllLs，Ｉ)isabililicsan(１Ilandicaps：

ICIDII麓)）である。この１１ｆ紫には腿学の進歩，特に救急医旅とリハビリテーション咲学

の貢献が顕苫にあった。．H:Iiijでは，致命的となった疾忠や命を失うような'1ｆ故にあっ

ても，Ｉ災‘,i4の絡段の進歩によ')救命が､l･能となったのである。しかし，一命は｣Ⅸリｗ(め

たものの，充令に元の状態には腿らずに陣容（後遺症）を残して′|紙に"さる例が多くみ

られるようになってきた。こうした障害（後遺症）のIpl復に対してはリハビリテーショ

ン限'ｉ２が大きな役削を果たすことになる（例：脳血笹障博による火iW洲；状のＩＩＩＩ復，麻簿

等の身体機能のlml復)。また２０１Ⅱ:紀に人って疾病嚇造I‘1体も，感染推に代炎される急性

疾悠から糖尿病・尚血|･伽：聯の′隙,卿W悩病に代表される慢性疾脳に移ｉｆしたことによ

り，iii純な診断と．一時的なケアにiR点が殻かれていたのが，」訓IllIlにわたる蛎祇の櫛理

など，必然的に「疾病の‘淵liI}紬」に派'1が災まるようになった．ｌCII)11の,|,では「陳

'門:」とは「疾病（｡is()'･deI．（)rdisCa5c）の論州緒」と定雑され，機能|i職li：（impai,.、

ment)，能ﾉJ障害（disability)，社会的不利（handicap）と，疾病にリiき続くさまざま

な浦相があることが提ボされた。そして疾病は，社会や実生満で捉えられるような障害

とは狐虻した現象であるか‘.,疾病と陳'lIfは共にi脈作するとザえられたのである。それは

病気を抱え継続的に梢旅しながら．災生活上にも影響を及ぼしている障嘗とも‐緒に蕪

らすということである。その昧蒋が判:会牛活にも影響を及ぼし不利に側〈ことがあると

された。

＞例…公祉典の11．imlJI洲iの雌貯が脳HIIlmを起こしたものの一命が放ｵ)Ｉしたとする。｜‘ｌ

宅に展り，降l｣｛剤を'11り|lしながら失禰症と身体片麻郷の|ノハビIノテーションに励む
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が，結果として復職を果たせず失職を余縦なくされる場合。

＞例…m僅性関節リューマチの符い女性がステロイドを服薬しながらⅡ総生活に皿火な

支障をきたしながらも生活していたが．商度に変形した関節が原因で希望する就珊

ができないという社会的不利をこうむる場合。

雌欠は身体疾悠のみなI.’ず粘仲陳‘iI;:についてもＩｌｉｌ様姦ことが指側でき為としてWlWllIlIiW

'iI献愉（1981年）を杵している。そして，５ｲドを経て，１１本でも１９８６年の桁神州ｸ《縦

に対して妓も影響力があるとされる公衆術イミ榊縦会意兄書の中には「精神障審新は蝋な

る病粁というだけでなく社会'|:活遂行I茜のⅢ雌，不nIlI不利益をｲiする陣’iI端である」

という公式凡解を示すにゼっている。それからさらに５年後の1991年にはⅢ〔京部地〃

精神保健群議会答申では「精神障奔荷は論旅を要する病者であると同時に社会生活を送

る上で困難を有し，不利益を受けやすい陳祥荷であることを理解し，疾病と陣容が典存

していることを光分に認識する」との炎呪がみられ，この頃より桁神陳'､l識には疾病と

陳'1¥が共作することが公的にも認められていった。

（２）「障害」と統合的アプローチ

この２０年|Alの統合失,iMl症に|ＩMする撚械は11覚ましく，多くの知兄が総械されてきた。

なかでも「脆弱性一ス|､レスモデル」（特に11j苑モデルの）に韮づく統合失,肌l症の叩解

やそれに呼応した「統合的アプローチ」（ﾉlZ物一心理一社会的アプローチ）による飛州

的な治旅成絞の向上である。しかし，残念ながら前述したように11本ではi畠にＷｌＩｉ神科サ

ービスの供給制度の雌や実施できる帆111家の不在という塊状により，必要な沿旅が必腿

な人々に照いていないのが実悩である。

「統合的アプローチ」はチーム医旅が雌本となる。チーム医療の歴史が淡い11本では，

今までは「生物学的アブローチル新・行I巡職｣，「心理的アプローチ心理縦｣，「祉会

的アフローチー禰祉職」と別仙に､11ｌ端に伽きかけてきた感が強く，とりわけ′lZ物''1《:的

アプローチを担っていた医療職は他のI倣硫からも分断された傾向がある。これを従米の

ICIDHに砿ね合わせてみる（Ｉｘｌ１）。こうした，分断された榊図のI|'でいち111．〈Ili神障

’iii:汁の「|唯'１I制に粁IＩし，ｌｸ郡lli。／棚l'i・聯のＩｌｌｌ:恢的Iｳﾐ旅従‘|端の沿恢的ニヒリズムを収

|)越え，人的・法的終Miをi#たずにいちI1l･〈地域ﾉに柵の111での「佃祉的援助」を'ﾉﾐjiljし

ながら，「社会復帰」の先鞭をつけたのは地域生柄支援センターの礎ともなった派仙か

らもわかるように精神保雌禰祉上（１）ＳＷ）輔の細祉関係儲であったのは|H1迷いない｡

しかし，これはまた「恢旅モテ'ル」k､ｌ「′慨ルモデル」といった医縦聯とＷｉ祉峨の対'１:柵

造も生み，I11lj省が有機的に機能するチーム咲縦の妨げにもなった1mがあることも孫めな
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Ｋ］ ▼ Ａ －Ａ▼

図ｌＩＣｌＤＨ改変

表１医学モデル・生活モデル・統合的モデル

恢単モデル ｲl§活モデル 統合的モデル

梢療・社会復州・'1枕 独I‘1のライフスタイル 独白のライフスタイル

防Iｌ の賎得 の獲得

恢旅スタッフ 生活荷（利川貯）
利用者÷援助者

(＋チームスタッフ）

疾蛎・ﾘ,M状 人と状況の全休性 人と状況の全休1１

附縦・援助関係 吋報
対呼

（。､エンパヮメンI､）

|侭縦的判断 自己決定 自己決定

すゐ しない する

い。ここで，提起するのは，両者を統合した「統合的モデル」（表１）であり，そのコ

ンセプトは衣に,｣くすとおりである。あくまでも当'1噸・・家族をIli心に，スタッフがエビ

デンスに』‘喋づいたl仙略で援助してエンパワーを似|るというモデルである。塊ﾊﾐ改定され

た国際生柄機能分航（ICF）に従えば，統合的アプローチを前述のケアマネジメントの

手法を用いて，生柄援lﾘﾉもIliなる「福祉的援助」ではなく，エビデンスに雄づく対人援

助技法をⅢいることでﾉ'２柵呪場でのリハビリテーションが'']､能になることを|I指してい

る（図２）。

みなとネット２１は認知行動療法を基本戦略の''１心としている（第Ⅲ部第２噸参照)。

認知行動療法は，従来の恢需一慰者関係のような一ﾉﾉ的なハターナリズム的な関係で'だ

施される沿旅法ではなく、あくまでも､'1』|端とliiIじI｣線でｿを施され，協IriI側係にﾉＩ鴫づく

治療である。、Lijf杵を「２４時間闘える」ようにするために、あくまでも当'1階がi２体
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でそのノウハウを''1じレベルの11線で論旅汁がヒントを拠出しながらおﾉj:いの役削を分

担しながら爽施する。また，’'１ら砿恢的に対処方法を膜衆するなど，セルフヘルブ'の発

想もある。このようにして､11,1f藷自身が症状に対処し、その対処機能を強化することで

症状に対するコントロールや11棟達成を体験することでエンパワメントにもつながって

いる。エビデンスにＪＩＬづき，セルフヘルプの発想もあり，なおかつ比'絞的奔易に洲柵Ｉ１Ｉ

能な対人援助技法を採川することのチームスタッフへの膨禅としては，技法の習得を皿

じて専門の異なるチームの'|'で一種の「共辿言語」となることである。また，この「共

旭言語」の習得をI|折した研修を皿して．チーム|ｸ鋤(の経験のないメンバーにも一体感

が'|;まれ，チームの雌災ﾉJにも役に１t:つと考えている。Iiij述したように，心地一社会的

アプローチのような山:接対人援助技法は，手技としての「技術」ではなく，また薬物療

法に代表されるＬＩｆ物学的アプローチとも違って．その蘭の孤保は薬物のように，市場に

川InlるIiijに一定以ｋに必ず保祇されているわけではないのが厄介なところである。絶え

ざる技術のブラソシュアソフとそのスーパービジョンが必笈となる。このような有効な

対人援助技法を持った人材の系統的な育成が今後の地域桁神科Ⅸ族の成否の鍵を握って

いると言っても過rirではないと:Ii噺は考えている。

地域に§'1'|柵をﾘ'1)したことにｉｌＩｌ１雌して典体的なエビデンスにＪｉ峰づく援助をﾉ厩11iの場で

リハビリテーションを'だ施せずにIliなる「生添援助」にとどまるならば，それは，雌近
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の神維のIi｢蝋‘ド|i脱から艦みても病態をlIliI迦化させることになり､I''Ｍ､のためには決して

ならない。統合火,ﾘ川症の残進状態に対して枇伽Iりにリハビリテーションすることは蝋に

残遺状態に」Ｉ鴫づく陳害の代償機能を向上させるだけでなく、さらに残辿状態そのものを

回復させる作川を排つ可能性を示唆している。こうした，対人援助技法を持ったが門家

をfifてて地域に配H,tすることこそが後れをとった地域楕神科'ﾀﾐ旅の起死'ｌｌｌﾉ'ﾐの策とな

る。

１１本では既にﾉ|号活技能訓練（socialskillstraiI1ing：ＳＳＴ）のような縄知行動療法の

視点に,,ﾉ:った「Aｌ人援助技法」はI剛,Ii、ＰＳＷを111心として紹介されてきた。保険点数

,i,,腿に柵,,ｉｌｌさＩしることで大きな広がりをみせているが，災際にはｿI州〔の''１で禰捜I伽が'ノミ

施していることも多く，その硬の拙保にも労ﾉjが払われているとはいえ，佃別の当蝦省

の現実問題に沿った形で現実の暮らしの場IiIiで応用されていることは少ないのが実情で

ある。また，論外111を兄ると榊神科畷・心蝿職がＩ''心となって統合災洲推の症状そのも

のに認知1mijj旅法的伽きかけを行う'ﾉﾐ股が瑚加してきており，１１本にも先駆的な試みが

みられる。今後の地域精神科医療をザえるキーワードは統合的アプローチの他に’リハ

ビリテーション，エンパワメント，ノーマライゼーションであるが，そのリハビリテー

ションとエンパワメントを僻波しする！↓体的な援助技法としてみなとネット２'の''１心

的雄本職略でもある脇知行動療法がｲ1',えないかと期待している｡ルii述のように，エンハ

ワーにもつなが')、科学的論拠もある技法なのでリハビリにも重要な役刺を果たし、結

局は祉会参jI1にとつながる。今後はより多くの心理職の方々が統合失刷洲;の論療の大き

な一塊を狐うことを期緋したい。こうした，チーム医旅のスタッフ令蚊がエビデンスを

持った対人援1〃技法を身につけて地域で｛i効に伽〈ことが亜要である。

最後のキーワードは「早期発兄・』１１･則介人」である。いち早く介入し，科学的論拠の

ある統合的アプローチを地域で伽きかけることで，統介失綱ﾘｌｉｉの「|jjit‘‘I制の鬼服も夢で

はない')。

（３）日本の現況

厚生労仙術が苑炎したように，向こう１()年の川で７ﾉﾉ２下人の､'1'1F％･が,『|･lIlilj山りで

あれば地域にﾉﾉﾐって搾らすことになる。、'1'|汁を地域で支えるには，ルスi院に既存する桁

神科の祉公盗猟のＷ|肥満を実施することが必要となろう。そればかりではなく，当事精

は入院の良獅や病状の粍度の菜こそあれ，」山城に戻ると保謹された環境から一転して食

1Ｆにはじまり服錐まで''1肋努力で′|；iIWiすることになるので彼らのｒＷ:を促しつつ援助す

ることが必誠となる。統合失調症の堆本陳‘‘噂を,勝えると大きな困雌に,I‘l言I「Iiすることは容
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易に想像される。たとえこうした｢I常の身のIlIlりはIIJ能となっても，その､I'ijI端の肋線

が拡大して本来彼'.'が欲する''11-L実現に向けて、ﾉﾉで遡進するとはぞえにくい。そこに

は，やはりテーラーメイドなリハビリテーションi;|･lIljiが必要となる。たとえ幻聴が消失

して，妄想が疎述化しても友述が自然とできるわけではないし，就労機会も、ずと唯ま

れるわけではない。｜I附化栃の，些細ではあるが､1111噸にとっては爪要な対人関係の問

題，学校・職場での間雌，趣味や余暇の過ごし方のlHl題等にじっくり耳を傾けることは

当事者の大きな支えとなり．ストレスを軽減させてストレスー脆弱住モデルに照らして

も理に適うことになる。来るべき時に備えて社会復ﾘ１１}施設のハードウエアはもちろんの

こと、それらの利川をⅢ｣.能にし，彼らのI‘1己爽｣ﾘ,lを11｢能にするエビデンスに雌づいた対

人援助技法を身につけた人材を育成することである。

援助者（家族）を含めたストレスマネジメントば1Ｗ§率も低下させることが知られて

いる2)。、'1'|端だけにｌＩ４らず一紺に繰らす援助勝に対しても疾病管叩・リハビリテーシ

ョンに対して｜･分なli1i柵を伝え，後述するような典休的な接し〃（第Ⅲ部第２章参照）

を伝えることにより彼らの「負荷』を軽減することは１１溌率の低ドもさることながら，

援助者自身もエンバワーさせる。こうしたソフトウエアの充実を凶ることなく地域での

′|ﾐ活を開始することは，、11'1(料''1身や．当'1僻の援助儲（多くは家族)の典拠をいたずら

に増大させてしまうし,将来的に火きな禍根を招きかねないと簸考は危帆している。

（４）みなとネット２１の成り立ち

近年の実際に論文で散兄する統合失捌症にMMする折たな論験や摘縦技術の進歩が１１本

の制度的背紫をはじめとする11本特有の事備に阻まれて，当事者に届いていないという

ジレンマを感じていた。何らかの形で新たな実践モデルを提出したいと漠然と考えてい

たなかで、偶然にもイタリアで，ある地域桁神科恢恢のモデルを見学する機会があっ

た。１１水の柵神科lｸ訓《の知織しかなかった:Y端には紡鮮な驚きだった。それは，当時イ

タリアfW学''１であったみなとネット２１の副哩J眼でもある慶唯義塾大学糟神神維科水

野雅文諦師を１９９５年ｌｊ１に訪ねたことに端を発する。北イタリアは1978年に法18()り・

(辿称バザーリア法）をllillだしたことにより，及川人院iWllIlj職::詩の地域への脇行，#,'ｊ

神病院への新たな人院燐止，地域における梢神科サービスの充実が次々と実現され，脱

施設化が進んだ地域として知られている。特に，北イタリアのトリエステ市での試みは

日本にも広く紹介されている。

北部イタリアにあってもトリエステ11iとはまた災なる，大変析新な収')細みをしてい

るとⅨ間したサンダニエレＩｌｉの精神保健センター所及のピアニ先生を一緒に訪ねたとこ
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ろ，ＷｌＩｉ抑ﾘ脚院のないこの地域で，地域1Wi神科|ｳ鋤(のﾉﾉ法論として，OptimalTl･eat・

mentｌ>,．()jccL（OＴｌ〕）というエビデンスにｊｌ§づいた統合型州'i神州ｹ鋤(のlIil際研究に参

加しているとのことであった。これは，この研究プロジェクトのリーダー，イアン．

Ｒ・Ｈ・ファルーン先生がイギリスバッキンガム州での実践をモデルにして活動してい

ることを|Ⅱlき，その災践をまとめた水圏'を州lIil後に翻訳することから始めた。大変Iliﾘ激

的な内容でこれに雌づく国際プロジェクトもｲ砿し，識習会もあると|Ⅱlき，筆者と水野

はその後，ドイツ・ボン市，ギリシャ・アテネIIiと延べ２週間にわたる合宿に参加する

ことで，その叩肺的枠紺みと堆水的戦略の'|'核である認知行jiﾉﾙI雛の'ﾉﾐ隙を科得した。

l巡'''1の介術の岐後に決まってｲﾙさ！'るスライドが

「Alth()ughthel･ewillalwaysbeadiscrepancybetweenidealsそ！】1dclinicalprac．

tice,difIicultymachievingidealsisn(F)reasolltoabandonthemJ（JeimyBergen・

'995）「呪爽の臨床と理想には鮒に人きな|)Mきがあるけれども，珊悠を実現するのが困

難だからといってそれを諦める班111にはな１，>ない」

であった。リ'IHI1l後に，これに雄づく実践をまず大泉病院で三浦勇太先′ｋらと始め，その

成果を学会苑炎したところ，発喪の後のKIilIIlでフロアから「とてもいい発想ですが，こ

れから'ﾉﾐ隙に地域の''１でどのようにして鵬Ｉ)Ilしていくつもりですか？」というWilIllをい

ただいた。確かに，地域で実践しないと愈味のないモデルであったので，至極もっとも

な質問である。この言が直接の契機となり．地域での展開の試みを始めた。筆石も病

院を辞して，大学教風となったのを良い機会に礎応綻熟入学精神神緑科と1Ｗ論学院大学

社会'鞍部1,1･脇lill:究所を（)ＴＰセンターとして，さまざまな人脈とネットワークを頼って

ＯＴＰのコンセプトに陵同してボランティアでiIⅧjしてくれる仲lIMを探して成立に壷っ

たのである。その後はＮＰＯ法人化し，’Ｍｆ所も港Ⅸ六本木の|Ⅱ三i''1台Ili'桝交にあるみ

なとＮＰ()ハウスに人l（して杵実に歩みを進めている。

みなとネット２１のｳ:場は地域における拠点としての社会復ﾘ,I}施没の火，Ii:さもさるこ

とながら，病院という保護された施設と比戦すれば何ら具体的援助を期１，¥できない丸裸

同然とも鳶える､I祁稀の自己実現を統合的でエビデンスに雄づいた戦略で災現すること

である。また，それをI1j､能にする援助肘（家族を含む）・(Iji門家を汀成することである。

それは，とＩノもｌｌｉｌ:さず，社会復ﾘ'1}施投がハードウエアであるならば，統合的アプローチ

による対人援１１ﾉﾉ技法というソフトウエアの允災を紋育研修という形でＮｌ>()の覗業とし

て杵及・稗発し，析しい地域精神科恢恢のモデルを提出することにある。そこでは、

各々の州''1家は今までの臨床スタイルとは辿ったスタイルが甥求されている。これは１１

本が置かれている状況とも重なるが，時代とともに社会構造や産業榊造が変化すると同
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じように，桁神科恢旅も変わらないといけない。外ilり変化を脱み取って常に''１i_』‘''''1:新的

(sClIii1n()vativc）である人材と組織とそれを保ｉｉｌ脚~るＩｌｉ１度的な体制の必要性を感じる。

脹者は今までのスタイルを捨て，診察室にこもっていつまでも「ｗａｉｔａｎｄｓｃｃ」ではな

く，地域に出て「R()()ulandwatch」することで，′Ｉ２ｉＩ蹄としての実像が浮かび，よ'）

よい地域)|;IWIlli科医縦が111能になる。冊祉職は地域の′|前ﾙj鮒而で､'1.j摘のみの饗を兄てい

る限りでは統合炎I淵推の令休像は見えてこないだろう。ある時は保護室も必要となるほ

どの病状に兄舞われる砿篤な状態に陥ることも念頭になくては適切な援助はできない。

また何よりも本人が一群ｲ《利諦になる「禰発」のiMl脳を「ｎ己決定」を蹄まえて｜､分に

捉え,,11:す必災がある。「''1,｣‘決定」を股火限lli:んじるＷ:場として，、〃ｉＪｌ端の１１蝿に介入

せずに兇守るＭ|(１１も/kだ妙更けられる。Ｉ１ｊ発は「１１ﾘﾘl答｛!fサイン・チェックシート」聯

を用いて防,こし，Ｉ'j発してもいち早く回復させることが､'1蛎昔にとって一瀞の利怖とな

るのは、Iりlである。「''11-A決定」を砿１Ｋするのであれば，ノノが一.ｌＷをした場合にはすで

にアメリカでもみられるように，あらかじめ論旅のIﾉ時（薬物旅法の内奔，論験を受け

る意思，電撃療法のｲ,｡無）その他（入院の場合には,縦に通知するか．’､会を姫ffi;する棚

手は誰か．ｊどもがいるjﾙ合は一時的に誰に係渡してもらうか等）に対して､'1'1噸''1身

の選択を,肥した文１１|:を111愈しておくことも111能であろう。心理職は従来の「カウンセリ

ング」や「癒し」に流れがちであるがこれから大きな職略となるとザえられる統合火,w'Ｉ

症の認知恢法に多くの人が目を向けてほしいと思う。今までのスタイルにこだわらない

ｲ;Ⅱ互の交流こそが典のチーム隊療を築いていくと,↑える。こうした，チームーメしとな－』

た11的愈,職がないままに，イ《|･分な体制の''１での地域1:ｌｌｉ神科脹旅に移iiすれば，逆にｗｉ

神障害に対する侃兄を助」をさせかねないからである。

今後もこの統合的モデルの瞥及には多くのＭ１雛がｒ想されるが，１つは前述した人材

の教育．育成のlHl胆である。もう１つはzl畠渦支援がi畠に税収による「綿祉」という形で

提供され，１ｹ;縦は「仙服保険」でｌＩ１ｉわれている1iIl嘆I:の'''１胆である。しかし，繰り返し

述べてきたように，対･人援助にはエビデンスを捕った技術が必要であり，それを身につ

けた人材の育成が欠かせない。そうした人たちの訓練を今後どの財源から拠Ⅱ!'し，その

椛訓もどの'1ｲ源か1.,拠ＮＩＩするのか，｛|i'1度ｋの故,Iilfが大きなlIIl腿となるとザえらｲしる。

龍）ＩＣｌＤｌｌは「主肌的なliliをみてい倉い｣．「環境妥囚を,ザ腹していない」等の批判があＩ)，２００１年

５月に国際生柄機能分剛（IntemationalClassificali()11()fFuncti〔〕11ｍｇ､Disabiliい･ａｎｄＨ峡111ｈ：ICF）

と改定された

（村上雅昭）



聯１歳地域生活茜を対聖どした統合型地域摘神科治鋸ワログラム（OTP）の・X例５７

2．都心部におけるＯＴＰの取り細み

－みなとネット２１の立ち上げ

（１）はじめに

みなとネット２１では１９９８年‘ljlからⅢ‘i神脹旅・保鯉iYI祉の多職祁チーム（粘神ｲ;｜

医，看護師，保雌師．桁神保雌禰祉_lg〔PSW〕，薬剤師など）を編成して，地域のｉｌ１で

ＯＴＰを実施する試みを始めている。「みなとネット２１」のfi称には．活動拠点となる

来京部港区，その地域でｲi形無形のネットワーク化を11桁していくこと，そして米米へ

の挑峨を葱味する21111:紀という思いが込められていた。＃〔ﾙ<部港区は人''約１５ﾉj人を

ｲj､するが，区lﾉ､ｌの胸liiIlI科人院病床は慈恵会|熊科火‘,御I;wi院の５０床のみで地域化腿の利川

は極めて少ない。１Ｗ111科を標梯する総合病院，クリニックは計２５カ所ある。社会盗源

は小規膜作災所がｌ力脈デイケア（桁抑脈‘,If蹄l:会復州,)卿l〃!'#業）を笑施する保仙Iﾘｉ

が１カ所と，WI1i神保雌ｉﾙ祉に関巡する社会淡猟の1,t・Ｉﾉ､】祥ともに限定されている。２０()０

年度に実施された港Ⅸ梢神保健福祉ニーズ洲缶によれば，４０～５０代の当』}端が多く，

そのほとんどが家族と同LI)しておI)，高齢の家族が彼らの大きな支えとなっているとい

う。港区ではＮ:会溢il1j1が限1.,れているのにＩⅡえて’家族が､I11lf汁にとって必喫以ｋに欠か

せない支援杵としての俊削を背負ってきている。その家族は年々 ,断年齢化し、‘泉族』唯盤

は弱体化することがI|に兄えており，そうした家族を父援する体制づくりが求められて

いると荷える。地域に根ざしたサービスを股lIlするうえでは、こうした「地域州1;｜を

知ることはJ恥にITi狸である”

（２）当事者のアクセスを容易にする工夫

パンフレットの作成・配布，ホームページの開設

活動､1Ｗﾉより，ドｌＷｌｌｌ保雌細祉のニーズを緋つ,IIfもが'H1い合わせられ，「よりその人I､』

し<」「より間'１１に」その人の佃々 のニーズを'だ呪するために多職樋の立場で統合的な

サービス提供することをモットーに専門家それぞれがボランティアとして参加し，ｉ片lIij

を行っている。みなとネット２１へのアクセスは，地1jの|ｹﾐ旅機関や保健所からの紹介

や他の利川儲からの紺介，他家族からの細介，ホームベージおよび芯！'･メールによるⅢ

い合わせなどがみられ，、'1蕊者が直接問い合わせるよりもむしろ．ほとんどの場合第三

者である家族，保雌師，恢縦関係背，近隣侭壁などからのアクセスが多い。たとえｲ『効

なプログラムであるとしてもそれが礎怖什となる､11’1端のもとにｊＩＩＩかないのでけ愈味を

成さない。枇々が火ﾙ(M1港はでのＯＴＰの爽施にあたり１１k初に行ったのが．地域のさま
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図'４ホームページツール

噌欝

図 ３ホームページ
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ざまな機関同士をつなぐネ･ソトワークづくりの意味合いも含めた地元説明公とパンフレ

ットの作成である。医療機関，保健所，訪問看護ステーション，ボランティアセンタ

ー，作業所，家族会などにﾉIiをかけて脱IﾘＩ会をＩｌＭ催し，ＯＴＰの慨腿みなとネット２１

のIl的と設立の脊紫，サービスイ'川I対･象･荷，サービス内容，ネットワークコアメンパー

の紹介，問い合わせ先などの紺介を行った。利H1者からのアクセスを保障するために，

サービス内容を紹介したパンフレットを作成し，｜前1反内の保健所，リＩｊｉ院，Ｗｉ神科クリニ

ック，ボランティアセンター，｜《|公ｉＷＩｌ:|肋俄公などに配布して，できるだけ||につく脈

へ縦いてもらうようにしたり，家族公でのI洲油をj山して‘i'i:伝ｉⅧjも行-,ている。

また，ウェブサイトを利用して公式ホームページ（http://www､millat()net.ｍin.g'・・

jP/）（凶３）を通して広く一般ili雌にMIIけても111i報発信を行っている。外部機関にあま

り｛;１１縦にｌｌｌｉ向くことのない､111慨や家族からのｲIli淡や，地方からの'''1い合わせ蝶はホー

ムベージを経由したものが多い。

セッションの中で使用する「祇恢的傾聴（アクティブリスニング）ふりかえりシー

ト」「',１期警告サイン・チェックシート」「11M胆解決・'-1標達成ワークシート」「週llIlii

jijj,氾緑炎」などもホームベージ|:で公lﾙlしている（|剛４，ｌｘ１５)。Ｉ化でもいつでもこれ

らのＯＴＰ些本ツールを兄ることができ，ダウンロードして簡単に週間行jijji氾鉢をつけ

ることができる。これらのツールの''1には，佃々 のケースの|ﾉ1容を妃!|iWする「維過,氾

鰍」やセッションプログラムの「介入チェックリスト」「処ﾉﾉの肥紳」などスタッフが

ｉｉに,花鉢するシートも含まれているが，こうしたＯＴＰの各種ツールや!氾鈍シートはセ

ッションに参加する利用者とその家族とスタッフとが共有していることが非常に大切で

あり、、１１事者にとって便利かつ橘川しやすくなければ意味がないとザえているからであ

る。
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（３）メンタルヘルスの普及に向けて

みなとネット２１は地域で生活する､I祁若の再発を防止して外米で維持することに加

えて，ノ<』|電ことは本人、身や家族のAk満の礎や満足度の向上につながるよう､'1』l端、

身が本洲に実現したいことを支援していくことであり，利用群の「ワンストッフショッ

ピング」ができるよう地域内のケアネットワークづくりを進めることも砿要な活動のひ

とつであると考えている。２００１年ＮＰＯ法人の認可を得、また２００２年には区のＩ'１学校

の跡地を利川した施股に独立した活仙拠点を柵え，従米の統合的地域ケアプログラムの

拠供にとどまることなく，広くメンタルヘルスに対する知撤のＷ:及・枠紺,Ti肋を|I的と

した市民公開講座の開催，ボランティアや当事苔グループの育成を行うなど，より地域

に根づいた活動を股開している。

また，こうしたＯＴＰをそれぞれの臨床呪場で活川してもらうことを||的にＯＴＰ－１昌

宰のイアン．Ｒ・’１．ファルーン教授を迎えＯＴＰの爽践トレーニングをｌｌ的としたワ

ークショップを毎年開催している。年々，医師や保健師，ＰＳＷなどの桁神保健従蛎省

の参加のみならず，精神障害符と関わる隔祉施没職員の参加など広がりをみせている。

こうした定期的なワークショッブに加え，コミュニティーにおけるメンタルヘルスの啓

蒙・菩及や精神障害者に対するインフォーマルな支援の拡大を目的に杵年の当'1噸を支

図'５ホームページー各種ワークシート

第１章地域唯活什を対欺とした鏡台型地域精神科治環プログラム（ＯＴＩ》）のｿ<例５９
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ＩＱｌ半Ｍ』庁■、~毎

6〔）輔Ⅱ部統合型地域精神科論療プログラム〔OTp）の‘k隙

慨する'殺生Ｗｌｌｉ神保健ボランティア養成榊哩

や一般Ili災を対象としたメンタルヘルス荊

座にころの病の？.期発見と早期治療」な

どの|ﾙllll1やニュースレター（図６）を発行

している。Ｉiiiにも述べたが，イ｢効なプログ

ラムであるとしてもそれが受益筒となる､'１

１F＃･のもとに｝111かないのでは意味がない。

､'1'1端l‘1｣;ｲ'がリハビリテーションのプログ

ラムをl‘iら巡択しi門川していくため仁は，

地域の桁神保雌禰祉の嘩門家や地域住民に

よりいっそう我々の活動を知ってもらう必

礎があるとザえている。また，ＮＰＯ法人

として地域に果たすアカウンタビリティー

の愈味でもこうした活動報告や情報発信が

非術に人切である。

（稲井友理子）
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３．みなとネット２１におけるＯＴＰの展開

●
■

図'６ニュースレター

（１）はじめに

（)ＴＩ》は，梢神保健分野における「雌稗の沿旅（()l)timaltrcatment)」の提供を|l指

すリハビリテーション・プロジェクトであって，けっして静態的あるいは画一的なアプ

ローチではない。つまり、ＯＴＩ》とは，よりよい流派ﾉﾉ法や介入方法が開発された場合

には．それらを迅辿かつ柔軟に取り入れ，鮒に「雌鮮の論旅」を提供するために改禅を

加え銃けようとする動態的かつ自I_』.発展的なプロジェクトである。したがって．ＯＴＰ

で川いられるさまざまな戦略やスキルI:1体はもちろん瓶要ではあるが，ＯＴＰの場合．

それらの叩剛(や組み合わせ〃は，対象勝・Ｉ昨代・地域・ト|:公などによって術に変化する

ことが舟わば愉命づけられている。ゆえに，（)Ｔｌ'の本質をより深く理解するために

は，そうした変化する具体的な戦略よりも，むしろそれらを採用・展開するＯＴＰ独自

のIlIli仙や姿勢といった雄本的枠組みを‘精ぴとることこそが肝要と言えよう。

こうした点は，ＯＴＩ'を郁心部のⅢＷＩｌｌ保仙冊祉のこ｣Ｘに迦した形に改良した「みなと

ネット２１」という地域実践禰仙にもあてはまる。そこで，本節では，「みなとネット


