
堀ｌ紙地域/Iﾐi剛を吋蝋とした統合型地域梢伸ｲﾘ袷繰プログラム〈OTP）の実例６１

21」の異体的な峨略よりも，むしろその'勉蛎IIhliﾙにおけるiｌたる緋徴（ｊ,畔的枠組み）

を'''心に細介することにしたい。

（２）当事者と家族を中心とした多職種チームによる協働

ａ、チームの柵成員

みなとネット２１は，、'11噸，その援助汁（:i畠に家族)，医師，保健師，脅護師、ソー

シャルワーカー，心理-k，莱剤師等から悩成される多職種チームによる協働をその特徴

のひとつとしている。つまI)，リハビリテーションに肋Iけて､il'|噺の待つ多様なニーズ

を導き出す統合的なアセスメントやそれ'､〉のニーズをilMjたす戦略を災施するために，各

蔀門職が持つ知雛，技術，視点が広範州において、当』I端やその援助稀に反映されるよ

うに多職諏チームが僻成されているのである。このチームにおけるチームリーダーは，

その＃'測端と援助汁を'''心としたリハビリテーション・プログラムの,淵雑役としての機

能を果たすと1111時に，典体的な戦略を'だ施する臨床家のひとりでもある。

ｂ・情報共有のシステム

多職稲チームによる協伽においては，チームリーダーが情報をとりまとめ．それらを

各メンバー間でいかに典ｲiしていくかが成功のひとつの鋤となる。みなとネット２１で

は，そのために定期的なチーム全縦と，猟繁な怖椛交換（i齢門，迩了･メール，ファック

ス等）が行われ，術にその介入の〃If11性が各メンバーに明確にされる。もちろん，この

際，、ｌ１１Ｉｆ稀やその援助片に|ＩMわる↑,IiWlの'､1:秘.侭筋については，細心の瀧愈が払われてい

る。さらに，みなとネット２１では，、'1,1噸やその援助勝とのサービス|ﾉ僻に関わる↑I'ｉ

報の説明蛍脈と契約も瀧勝づけられている。

ｃ・チームにおける当事者と家族の役割

みなとネット２１では，、11'1端とその慨lUjH･をリハビ'jテーション・プログラムにお

けるｉ§たる蜘献汁として捉えている。つまり､11'|端や'家族は，iliなるサービスの受給勝

といった受伽|<Jな役削ではなく，サービス|ﾉ､j祥を決定し，みなとネット２１の備えてい

るさまざまなilif略を仙械的に''i』:W，｛しその技術を'魁脱していくという，より龍導的な役割

をｲ'1.うことになるのである。そしてプログラムの進1iに従って、VIilIIl家の介入を雌小'１４

にし，、11’1端やその援助片が，’料Vした戦略や技術を川いてｎ分たちでｌＨｌ題解決ができ

るようになることを１１桁している。
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（３）さまざまな戦略を駆使した統合的アプローチ

ａ、方法論としてのケアマネジメント

統合的アプローチというと，その代表例として，近年さまざまな恢城で汎用されてい

るケアマネジメントが挙げられるかもしれない。ケアマネジメントは，多様なニーズを

持つ当'1階に対して、それぞれのニーズを柵たすためのさまざまなサービスをi淵終しI淵

述していく〃法である。そのなかでも，「仲介ケアマネジメント（br()kerorexpanded‐

brokercascmanagement)｣，「臨床的ケアマネジメント（clinicalcasemanage．

ｍ(‘､l)｣，「ストレングス（sL1･en質ths)｣，「リハビリテーション（I･ehal)iliLa(i()､)｣，「械

恢的地域|ﾉ､l論旅（asscrtivGc()mmunitytl･eatmenl：ＡＣＴ)｣，「災1l1Ii1ケアマネジメン

ト（illtcI1sivccasemanagement：ｌＣＭ)」などさまざまなモデルがみられる8)。

みなとネット２１は，当覗掛の複合的で多様なニーズに対応するためのサービス調盤

を行うという蹴味では，ケアマネジメントの枠細みを利１１)している。しかし，１１本の介

,泌伽!:険lliIl腿において利川されているような「仲介ケアマネジメント」とのｲ;'1述は，みな

とネット２１では､【1事省に必要な生物医学的・心理社会的なサービスの多くが多職種チ

ームによって提供されている点にみられる。その意味では，この多職祁チームのチーム

ワークはかなりiJt藤になっている。みなとネット２１でNiえないサービスについては，

地域の側巡機関と辿携して提供し，さらに地域に不足しているサービスについては，そ

の寅源側発も行っている。実際，精神保健福祉ボランティアがｲf征しなかった港区で，

＃WilI保雌補祉ボランティア誰庫を開催し，ボランティア養成を行っている。その結果．

ボランティアを必災とする､'1噸荷に対して，ボランティア派巡サービスを提供すること

ができるようになったのである。

みなとネット２１で英践しているケアマネジメントは．単にサービスを兄つけそれを

､【祁什につなぐというだけでなく，チーム内の荊伽l家が､ｌｉ，l端とその援助荷に1111:被臨床

il<ﾉに|州わり，さらに彼らがﾉl罰,Iiする地域環境の改灘．|(１１１．もI脂すという，地山RをＪ１喋盤

としたより柔I肱で統合的なアプローチであるとザえられる。

ｂ，さまざまな戦略

みなとネット２１は，、１１４群とその援助汁のゴールを逆成す為ためのリハビリテーシ

ョン・プログラムを礎供している。さらに，単にプログラムという枠組みをつくるだけ

でなく，それを実際に動かすソフトウエアを提供している。コンピュータもソフトウエ

アがなければ「ただの箱」であり，そこにわかりやすくて使いやすいソフトウエアを導

入することで，はじめてその機能が果たされる。

そのソフトウエアの役割を果たしているのが，みなとネット２１で戦略と呼ばれてい
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る()ＴＰのさまざまなＴ･法である。これらの戦略には，認知行肋療法にﾉ,§づく心列1教

fjf，生活技能訓練（socialskillstraining：ＳＳＴ)，｜川睡解決技法，Ｉi１期警告サイン，

危機介入，薬物療法，積極的傾聴（アクティブリスニング)，ストレスマネジメント等

がある。チームメンバーは，統合的アセスメント，チーム会議スーパービジョンによ

って決定された介入職略に雌づいて，ｋｉ肥の技法を,il･'1'il的かつ効>判1<ｊかつ効鵬的に1ﾘK使

していく。さらに，よりよい治縦方法や介入〃法が科学的に実証されると，それはあら

たな戦略として加えられるため，ソフトウエアパッケージは常にア､ソプグレードされて

いくのである。

このような幽範で岐新の職略を爽践していくためには，チームの州Ⅲl家は熟練したス

ーパーバイザーによるスーパービジョンとあらゆる関連分野におけるトレーニングを継

続的に受けていくことが求められる。

（４）継続的かつ統合的アセスメント

ａ，コミュニティヘルスレコード（CommUnityHealthRecord：CHR）

みなとネット２１では，３力Ｈごとまたは状態が安定してきた場合は６カ月ごとに，

wi'1f汁とその援助勝とともにアセスメントを１j･う。この際，、izに利川しているのが，コ

ミュニティヘルスレコード（CIIＲ）である（付録参照)。ＣＨＲはＯＴＰで独白に開発

された統合的アセスメントであり，英国のバンキンガムシャーにおける地域介入プログ

ラムで実際に使川された記録川紙を改変したものである。ＣＩＩＲには，Ｉｹﾐ学的・粘神灰

'¥:的な背於，症状と’診断の状況，家族雌，生析状況（活iiiﾉﾙ|畠を含む)，ソーシャルサポ

ートシステム，住宅・収入・サポートなどの問題にみられるライフストレッサー，社会

的な対処能力，薬物療法の作用と副作用，心理社会的介入の効果，家族のストレス，さ

らにはこれらの介入における伽Ⅱ対効果などの頓'1が含まれている。

従来，このような統卿合的内奔のアセスメントは，各々の帆111仙城ごとにその帆''１家に

よって単独で行われることが多かった。しかしみなとネット２１では，このような断片

的なアセスメントに依拠している状況を改稗し，医師，看護師，心理k，精神保健福祉

･･lz（PSW)，薬剤師など，チーム|ﾉ1のすべての1,Ｗ11家が，ｉ§となって肌､11する､'1‘1噸と

家族のＣＨＲを記録することを原11|lとしている。もちろんその際，＃j〔門彼城のチームメ

ンバーからスーパーパイズを受けることは必要不可欠である。例えば，症状や診断につ

いては精神科医からのスーパーバイズが必要であるし，また住宅・収入・サポートなど

に側する項11については，ＰＳＷからスーパーバイズがなされる場合もある。

さらに必要に応じて当事省の精神症状評ｲIlli尺度であるＢＰＲＳ（BriefPsVchiatric
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RalinHSCalc）やＣＩ>Ｓ５(）（Cu１．１．(ｍｔｌ》syChia(【･ｉＣＳｍＩＵＳ５())，また家族内での感悩炎

川（expresscdcm()Li()、：ＥＥ）をil111る尺度であるＦＭＳＳ（FiveMinuLeSpeechSam・

ple）や当'1f満や援助箭のソーシャルネソトワーク分析などがアセスメントとして用い

られる。

ｂ，当事者と援助者のゴールを重視したアセスメント

みなとネット２１が提供する辿のサービスは，lIIjl-的なものではなく，当李若や援

助者のその時々のニーズや状況に適応するべく慎爪にデザインされた個別のものであ

るこのようないわゆるテーラーメイドのサービスを可能にしている爪喫な災素のひと

つが，CIIＲのような継続的かつ統合的なアセスメントであるのは‘了うまでもない。

ＯＴＰの提略荷であるイアン．Ｒ・ＩＩ・ファルーン隙lgは精神|美学が妓近まで初期

の診断アセスメントや急性エピソードからの側復にばかなリノjを注いできたが，心理社

会的リハビリテーションi}１．１１iiiの利続にはあまり派l’してこなかったことを指摘してい

る3'。もちろん､'1'1端の洲抑症状のil1i尖は地域′I:柄を満むうえで，雌初に取り組むべき

ゴールであるが，それがすべてではない。みなとネソト２１のアセスメントは。当事者

のＷｉ神症状やＣＩＩＲにあるさまざまな存観的指猟の排llIiのみならず，生活の質

(QOL）のIｲ,1上，つま')''1分の′１２栃にどﾉしだけ柵足していけるかという佃別の-i竜脱的指

標の評{llliも砿視する。、11'1＃汁や援助勝が１１１１を求めているのか，つまり彼ら'’1身のzl括上

のゴールをlﾘl確にすることが'11嬰となるのである。奨期的ゴールを設け．それを中期的

ゴール、漁lWliI<jゴールに細分化することによって、それを達成するうえでバリアとなる

l川辿をlﾘlらかにすることもできる。

このような､''i，肘特や援助･荷の′|号満上のゴールを'1t祝したアセスメントは，ＱＯＬの向

上に大きく釘liltするのである。

（５）訪問中心のセッション

ａ、当事者と援助者との生活場面面接による効果

みなとネット２１では，そのセッションの多くを当り端の''''七で行っており，このセ

ッションには､l11If門･の他に似lﾘﾉ門．（1(に家族）も参川lして，ノI：ilIilﾙliliでの家族介入をif

っている。こうした/|首柄場IrIiIm恢の利‘'.'‘(としては，、１１'1州とその家族のﾉl2iITi環境のより

正確なアセスメントができること，１１りりの人間関係がより共休的に理解できること，

｢家庭での柵察は外来での慨察よりもよりIEIilIiに家族の呪'j<を反映すること｣I;'が挙げら

れる。さらに，′|勅TijルI(lｉ（家庭）への介入は，「施,没への収容とそこでの佃人の避けが

たい社会的な逸脱を雌小胆にすることによって，柿神保健システムでの介入のｲ『害な剛
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作川の111.能性を少左〈する｣7)とも･ザえ‘ｼ>れている。、'祁貯と援肋稀．i３体の'ﾉﾐ股を行う

ためには，彼らがより主導的な役割を担える場や機能を提供することがＩＦ:甥になる。ゾミ

際チームの聯門家が自宅訪問するのを楽しみにしていた当覗昔が、わざわざお襲子を

側って瓶附してくれていたり、かいがいし<お茶を入れてくれたりするのをI|の､Ｉ１たり

にし，IMjlHlした&〔'''1家のみならず，家族までがその什肋に驚いたケースがあった。この

ように当ｊｌ端の眼体的な役割は，外来の面接室の'|'でよりもむしろ，’'1らの慨れ親しん

だﾉＷｉ場面で促進されていくのである。

その一ﾉﾉ，Ⅱ水では．まだまだ他人を家に迎え入れることがあまり｜|附的ではなく，

雌初は肋||Mに対してlliｧ軸〈jな家族も少なくない。災際，‘MjllMをlIifffしていた､'1'1端や家

族に刈して，ｎ宅近くの喫茶府や公園でセッションを'1Kね，その後，’’1'ｾ肋|冊に笈った

ケースもあった。しかしながら，鹸初は訪問を拒否していた､11'|端や援助汁の多くは，

Ｗ''11家とのラポールが形成されると''1宅肪lMlを‘受け入れてくれるようになっている。

ｂ、２４時間体制の危機介入

地域で′|畠油する端神障害肴を支援していくうえで．常に念頭に|i'tかなければならない

ことのひとつに，いかに再発を防11:するかという課題がある。訪洲!'I心のセッションを

行っているみなとネット２１では．２４時間体制で､11'|端に吋応できるような危機介入の

体制を備え，必要なときにその場所に出向いていくことができる。このような24時間

の危機介入は，精神科病院などの医療機関以外の場所でも効果的に機能するとの研究結

果，》や，２‘111洲１１の危機介入のシステムを活用することにより，少なくとも５０％)の入院

を肌止できる鋤ということが発表されている。つまり，従来は「病院に入院していれば

1111かあっても安心」という考え方があったが、みなとネット２１では「家庭で生活して

いてもいざとなれば対応してもらえる」というサービスを提供しているのである。

さ』,,に，肋'''1を!|!心とした危機介入のプロセスのI|'で，、li1l端や援助汁は，リlii状悠化

のより叫休的な隣(Ifサインやそれについての対応〃法などを‘料，{する機会も持つことが

できる。これによって，、il堺者や家族は，自らの危機介入へのある秘哩の対処法を‘ﾉﾐ践

できるようになる。

（金田知子）

4．みなとネット２１の援助システムとモニタリング

（１）はじめに

みなとネット２１は１９９８年１０月・東京都港区を中心に桁神に疾心を持つ人たちの地
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城4ﾐ活を支援することをⅡ的とし，任意ボランティアi,棚ｊＭ体として，統合型地域柵神

科流派プログラムの取り組みを開始した。２００１年Ｎl)Ｏ法人として認可され，六本木

にあるみなとＸＰＯハウスを拠点として活動を腿附してきた。現在までみなとネット

２１は，広範囲に援助活動を行ってきたが，大別すると，桁神疾患の再発防止と社会参

加のフォローアップを含めた'''1:桜的援助iI師ﾙとサービスステーションとして地域の''１で

細成している地域資源のネットワーク化をliX1る'1M砿的援llIj活肋の２つに集約することが

できる。ここではみなとネット２１の援助システム（|州７）とモニタリングについて紹

介する。

(2)間接的援助活動

①みなとネット２１の情報発信祇動の一環として，パンフレットを作成し各公共機関

に設続している。ニュースレターは３力jlに１度発行し，会風，関係機関に送付あ

るいはＮＰＯハウスツf務所前に掲示している。柵料金や研修会の開催についてはホ

ームページによって喫緊の情報を発信している。

②2001年から連続して３年，イアン．Ｒ・Ｈ・ファルーン先生の直接コーチによる

（)ＴＩ)のIi附料会を|)|l催した。今後も継統してＯＴＩ'沖及に労める。

③１１本社会精神医学会，Ⅱ本病院地域・椛神灰‘,j::公諜で学会服需を行い，第三者から

の意兄，批判を同活動の運営に灰映するというチェック体制を術築している。

①「こころの病の早期発兄と1,1.期柚旅一'1；しい哩解の仕方」「梢神科恢旅を変える家

族の｣''1解と支援」「こころのトラブルをもつため'‘j*雌，就労を111断された人たちを

支援するサポーター養成誰座」についてのIlilX:緋座を|ﾙl催し，一般I1j民の「こころ

の病」についての理解を広げる活動を股附している。

⑤呪椛，精神疾患を持つ人たちのノーマライゼーションを11桁し，地域で4ｆ活をする

なかでのバリアを特定，、j視化する日的で，爽際に港区1人ｌの公共機関に出向き，施

投の利便性，職員の対応，秘密保持等の調盃を行っている。

⑥港灰の精神障害者居宅生活支援事業へ参伽したり，小規模作業所「みなと_'二房」と

協力して市民識座を開催している。

⑦1993年アメリカで始められた，脳器質脈1ilfを含めた脳に障害のある人たちの脱ス

テイグマキャンペーンの一環としてのシルパーリボンキャンペーンを推進してい

る。

⑧､'1'|端の多くは，その疾脳のためにｌＩｌ２４１ｌ制'11のうち就湛，身体に係る時'''1以外

の||制M1の社会的時間（就労や学業）を失い，どのように地域の'|'で生活すればよい



⑨セッションを繰り返す
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６８塀11棚競合畑山域h1iIIllF}抽縦プログラム（()ＴＰ）の実際

か，どのように|聯間を過ごせばよいかということに特応している。その結恥「家

にIjlきこもっている」「・''''１テレビを兄ている」という状態が続くことがある。

みなとネット２１では、外出の機会を提供し，叫事者同上の自主的な活動を通して

｢他荷とのコミュニケーションをとる」「ボランティア活動を通じて他稀に関心を向

ける」「仲|H1をつくる」といったセルフヘルブグループ的な柄勤である「ボランテ

ィアサポートグループ活勤」をｊｌ２１ｎｌのペースで行っている。スタソフは，ｊﾙの設

定や級し合いのまとめ擁．後〃支援の形で当事希をサポートしている”

(3)直接的援助活動

①みなとネット２１の利川の多くは、地域の医療機関や保健所からの紹介である。そ

の他'1コミ，総合病院・精神科診療所・保健所，家族会に置いてあるパンフレット

やホームページをj,,Lて，雌I;門やファックスによるアクセスの〃法がある。

②､11'1端，′求族か1,,のアク･ヒスがあると、まず雌初にみなとネット２１が提供できる

サービスlﾉ1容とﾉﾉ法について脱lﾘＩする。もっと詐細を知')たいという問い合わせに

｜H1しては，来所していただき実際に使、するワークブック鋤などを示しながら援11ﾉ」

〃法について，１．分に脱|ﾘIを行う。

③1ＭWに､'1'1端のI'解を得て、アセスメントを行う。この時ﾉ,'‘(で当'|端のｒ解がとれ

ない場合は，まずは,'111淡箭から|ﾙlき取り調査を行う。

(耐Irliスタッフのアセスメントをもとにチーム会議を開き，みなとネット２１で収ﾘ

ｨﾉｾうケースか縛かを検１１，１．する（Ⅸ旅機UVや保雌所からの紹介の場合，みなとネット

２１の鮒象となるケースを熟知されているので，断るケースは少ない)。

③チーム会砿での「了解」を櫛たことを利用醤に報告するとともに，再度サービス内

詳と〃法を雌秘する。

⑥､'11聯汁，家族の'111愈を緋て，契約を結ぶ。、'1,1端，家族との1m接の〃法（訓IHIある

いは米所，１，接は当'|端のみか家族も同席するか）や間隔（月に何Inlか）について

Ｉ･分にI折し合う。

⑦､１１'1『符と援助櫛（家族や皮人など，利川粁と近い側係にある人)，みなとネット２１

のスタッフが・体となって「論旅・援助チーム」をつくる。もしこの時点で､'1ﾘ端

の了解がとれない場合は，机談街，友人，同僚等とスタッフでチームをつくり進め

ていく。

⑧》11’1;荷，家族から「統合ｿt,淵Ⅲ1;」について‘;ドし<知りたいとの災削があれば、スタ

ッフの鵬l1Iliが脱Iﾘlを加え，みなとネット２１が作成した統合失調症についてのビデ



露１章地域生活苦を対熟とした統合型地域楕仲刷論慨プログラム（()Ｔｌ』）の'j〈例６９

オを兄ながら心J'M教行を行う。

⑨スタッフを含めたチーム単位の話し合い（セッション）を繰り返し行う。セッショ

ンは「､'1ﾘf者，家族」対「専門職」といった対立的な関係ではなく，将来的には当

’1階とその家族が家庭の中で．ｎ主的、主体性に行えることを｢1桁しコーチングす

る。セッションは迩立ワークブックにある「俄恢的傾聴（アクテイブリスニング）

ふりかえりシート」「問題解決・卜|標達成ワークシート」「l:ｆに航み'|#をするワー

クシート」等のツールを使いながら，「当李者が今１１１１をしたいのか」「そのために何

がｌＩＩｌ腿となっているか」「この先どうしたいのか」を'ﾘ1‘､,かにしていく。岐初３力

ｊｌぐ１．ｺいは，棚|,,１（１週間に１１野『I鞭）に･ヒソションを，ﾉﾐ施する。その後２週，‘’

辿に１度と'111脈を延ばしていく。緊急体1illについては，危機介入を||的として、ス

タッフのひとりが2《1時間体制で携帯遊話での刈応を行っている。

⑩慨lUjIiI･IIIiiを作成するために()ＴＰｉｌ:様のアセスメントシート，Ｃ()mmulli(ｙｌｌ(PalIll

l《ec(),．。（CllR）を使い‘llIi報収集を行う（i,1.鉢参川)。，I|,llIiiを作成するにあたって

は，まず「､』1事肴自身が11ﾘをしたいか」を明確にする。「ｎ分の'1標を'‘ﾉ:てよう」

ツールを使って、航期i~I標（３力)j）と｣を期'1機（約１年）を決める。この時，当

’1#杵は.11'･〈‘:}と災や就労に復ﾘｉ１)したいという紙緋ちが強く，１１標をlwi〈ｉ雄すること

がある。例えば，焚年家に閉じこもる状況か‘.'，資格をとって就峨したいと考え，

溢絡取得のために１日１０時間勉強するといった計両を'>:てる場合がある。この場

合スタッフは，盗儒取得を111項歌111にみたて、まず避Ｉ)たい111のhW報を災め篭111ル

ートを検Ⅲ､｝し，111の満さにあった装備を叩く術する。そして「今できること」かI､'始

め，｜|標の111より低い山を登るといった足悩らしをする必笈があること説明する。

このように目標への道筋は、できるだけ低いハードルを設定し，ひとつひとつハー

ドルをクリアし，段階的に到達するようにする。そのために「辿''１１肺仙‘氾鍬炎」を

つけ，Ｉ|柳述成に向けたプロセスを′1号ilIiの'|'で点検する。スタッフは|Ⅲ人の化柵に

雌Ｉ.(を合わせる援助と並行して各関係機関と迎絡i川嶋を↑iい，、【”''１．のネットワー

クを拡大することに努める。

⑪lil･lI1ilを呪'j連の′I;押吻|ｲIiで’ﾉﾐ行する。このことはJli州に火'Ⅲなことで，歩ｉｉｌ１ｌｌ純に例

えると，広く段装のない訓|練室で直線歩行のiﾘ||純をするのとり'１'ﾉﾐの'k活j坊|､で歩付

するのとは全く連うからである。実行I|'、呪実生活の場伽で出てきた|州辿について

は，「問題解決・｛1標達成ワークシート」を使い，間胆を解決していく。スタッフ

は定川的なチーム会1雛で，各卿而l職の懲兄をもとにI汁iMjiの進行lいやサービス'ﾉ熔

の碓惚を行う。



7０鰯Ⅱ部読合型地域糖神科描療フ・ログラム（ＯＴＰ）のり蝿

⑫雌lnl而按時に，前1111か‘.，これまでの「過'''1行肋妃鍬表」を当'j端とモニタリングす

る緋に「よかった行動」についてI活し合う。節1１（３力)j’１年）に．利川撒I‘１

身が達成感や充足感があるか．またどのように変化したかを自LL評価する。同時に

スタッフは，ＣＨＲを使用して３力jlごとの述成庇やｲf効性を評価する。

⑬｣と期'１棟が述成でき、セッションの''１１激も１年|lMに３～４１１１|確嘆となったとき．、'１

，|柵のｒ解を得て・・応の終｣.とする。

⑪これまでのケース記録を振Ｉ)返')，,|後部ｲllliを行う。

（４）直接的援助活動の評価

ａ・モニタリング

モニタリングは，計阿が呪爽生油現場で爽行されているかどうかを，当事者と面接，

心活，ファ･ツクス．メール謀で怖報を交換しながら‘汁1wii達成に向けての調維を行うこと

である。みなとネット２１では，次の５点に爪点をiifiき，モニタリングを行っている。

①計凹で利用している社会黄源が適切に機能しているか

>例…保健師から居住区内の保健所のデイケアに行くように勧められ，計画に組み

込み行ってみたが、商齢の〃が多くどうもなじめない。

＞例…,汁l1IilのrlIで，）j，ノk，金'''1111週31,1デイサービスを利川するとなっている。

しかし実際に行ってみると金lMWHのプログラムの|ﾉ1容がＦ１分の思っていたものと

述い，行きたくない。

＞例…デイケアのブラグラムはおもしろいが，人|H1側係がつらいときがある。

このように当事昔のニーズと社会炎源がうまくマソチしない場合は，別の社会寅源

を探す。またプログラムにＩＩＭしては，別の11の利用を検制･する。人間関係について

は，施Ｉ没の職此や専lIIl職と怖報を交換しながらＩ川嶋を行う。

②i汁IllIjl'ﾉﾐ行途''１に発生する問題を解決する

みなとネット２１では、当事者は前lplから今II1Mi披時までの生活を「週間行動記録

炎」（凶８）に記入し，毎Ｍ面接時にスタッフとともにモニタリングするシステム

をとっている。「週間行動I把鍬炎」は、伽縦時に「いついつはどのように41§活して

どうだった」とliMく必要がなく，この炎を兄ればひと１１で生柄の様子がわかるよう

になっている。したがって計画作成からI汁iIIil進成時の間，現笈生活の場面で発生し

たｌｌｌｌ組については，「週間行動I氾鉢炎｜から統みとることができ（空欄あるいはい

つもと別の行jiIがI;Ｌ１城されている聯)，そのllll胆について｜洲辿解決・’1冊W述成ワ

ークシート」を使い，雌も祥坊な（'１棚１，技術，お金，その他）ノノ法を選び出し，



ＰＯｌＮＴ５

Ｉｌｌの生納の中での雑川時Ｎｉ，

海ｌ戒地域唯活廿を対塾とした統合型地域梢神科治療プログラム〈ＯＴＰ）の突例７１

ＰＯＩＮＴｌ

ｌｊＩ起き'･〕恥鞭い』ﾙ合，
るｌｍに11標越庶時Ⅲ’
ておくこともあるョ

まず,把鰍を‘1.牧・1．

就寝IIMIl】を没定し

ＰＯＩＮＴ２

記懲記入を忘れた淵合は．起床時INIと就
寝時間だけ記入Ｌておく

F守q■■凸一

ＰＯＩＮＴ３

晩111j正しい生活を送っているかどうかみ

る。とくに起床時'1Mは１辿間平均して一
定であるかチェックする

ＰＯＩＮＴ４

仕華や勉強など緊張した時Ⅲ，リランク
スした時Ⅲ，日揃生活に僚る時'111を色分
けし，どの噸IIに多くの時II1IをWlやして
いるかみる

ＰＯＩＮＴ５

色分けした時間の中で，リランクスした

時間がどのくらいあるかみる（下記のIド
グラワ参照),、

POlNT6

iullIl1剛J記鍬炎ｲ噌休を),LIl1:す．磯しか〕
たことはｉｌｌＩか。概足感をi拙刈1.に柵Jljは

'''1か。この記録を1,j･けることで役にirっ

たことはｉｌｌＩか，時間の使い方に関してわ

かつたこ上は'''1か。ill･iilI1した11標にlhIけ

てどのようなｉｌ１伽をしたかを限り返る，

ＰＯｌＮＴ７

やりたいと思っているilWIlilJを禽めた，次
の週の1棚j剛･I1YilをhQてる。

リラ〃クスした時Ⅲ､緊張した時Rｒ

１８，ｆ

代乎や勉強等
緊弧した昨川

ﾛ■■■■区

問題を解決していく。スタッフはチーム会議で，各専門職の意兄をもとに計両の進

行典合やサービス内容の碓拙を行う。

し例…益まで寝てしまうため，３カ月後に毎ＨｌＯ時に起床するという計凹を立て

た。就寝時間（眠剤を服用している場合は，服用時間）眠剤服用時間の確認を行

い，１１党まし'１脈|･を９時半にセットして寝ることとした。しかし柵，「1覚まし時

，11.が11ﾙるのはわかるがどうしても起きられない。このような場合「問題解決・’１

標進成ワークシート」を使い，家族で話し合った結果，ｔ，Ｆ１雌1-1起きてこない

場合，家族が､'171端を起こしに行き，その他のＨは目覚まし時計をもう１つ恥入

し，９時3()分と４５分にセットして渡ることとした。

このケースで，｛l標時間に起きられるようになったら随時起床時間をITI,める。上，
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7２鋪II部統合型地域精神科論療プログラム（ＯＴＰ）の実際

IIlIIMIIは起きることができるがその他の11が起きられない｣ﾙ合は，もう一度「|淵題

解決・’1機述成ワークシート」を使って別の方法をえる。また全く起きられない

場合は，起床時間の変更，就寝時間の確認，薬の影響等を検討し、計lIIiIを変史す

る。

③､'１'冊間･の澗足度を大州こする

、'1'1噸の多くは，「まだまだやれていない」「うまくいってない」「ｆＪｌＩ怖眠ばかり

している」という具合に自己に対する評価が厳しい場合が多い。その時は「週間行

肋,肥鉢炎」を班1聯荷と兄1141:し、思ったよりたくさんのことができていることや少し

ずつﾉばITiが改沸されていることを'jき感してもらう。

候例…どうしても決めた|聯間に起きられない。

これまでの「週間行動記録表」を見ながら，計lIlil前から比べると少しずつではある

が，起床||側１１が早くなったことを存観的に派す。

④次のlil･lIlil作成に/kかす

「週間ｉｎ、記録表」をもとに，無理をした点やリラックスしたり染しんだりする時

間が不足していないかどうか振り返る。また，余裕のない,汁I1IilはIl々の生祇をかえ

って職ＩI|なものにするということがわかったり，，}|･ll1ilを巡行するためには迦した時

間,M:がある二と，逆に都合の惑い時間帯があることを知る。次1111,Ｉ|･llIii作成時には、

以ｋの点を１．分に踏まえ立案する。

⑤新たなニーズが生じていないか

、11'1Ｗ↑の環境，′面!『iが変化するとおのずとニーズも変化する。Ｉ汁lIwiが進成されれば

新たな１１機，計1111が必要となる。毎'''1の面接時での1僻|』収災から新たなニーズが発

ノl旨していないかを見械めることも必要である。またI;|･iIMi災ｲj･時に家族が入院した

り，親戚の1m側をみなければならなくなった擁の間胆の苑ﾉkは，，;|･IlIilI‘i体の変災の

検,il･は必災であるが，lIil時に,i片を．'-分に'111き，１，!i神的なサポートをｉｉうことが必挫

である。

ｂ・頚後評価

・定期IHl終j'後，．'ｉ後アセスメントを行う。、'1'１１勝l4i排が進成感や光)止感があるかと

いうことは非術にﾉくllfなことで，次の１１裸や計lI1jiを.虻てる際の'１t災なフプ･クターとな

る。‘汁1町をfI:てたが，結果は計画通りにいかなくとも，その過縄であらためて家族の支

援や淵I＃Iの人の励ましを感じたり，新しい場所で友人ができたりといったことに注目

し，このプロセスがいかに大'ｌｆな､二とであるかを‘iルし合う。次lmIIilliIiiをウ:てる際は，計

l1Iilの,ﾉﾉ:て〃のどこに無理があったのか，もっと傭1ilな〃法はなかったかを‘;＃し合い．で



第１章地域生活者を吋象とした統合型地域梢仲{端Ｉ朕プログラム（()'1,1)）の爽例７３

きるだけ笈行11｢能な計IIIilを,):てるｌ:夫をする。スタッフは，ＣＩＩＲを他川して３力)jご

との迷成度やｲi効性を評価する。

ｃ・終了

災期I|標が達成でき，セッションの回数も１年間に３～４１１１１程嘆となり．当事荷が

｢これで終わりにします」と舟った時点で一応の終'・とする。しかし危機播理体制は継

統して行うので，兇変があった')，相談鵜があれば辿絡するように指'する。

（高橋佳代）
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精神科病院退院肴を対象とした統合型
地域精神科治療プログラム（OTP）の実例第参篭

（１）はじめに

２００２年１２川の社会脈陳審縦全障秤勝部公輔神障害分会による「今後の精神保健医旅

棉祉施策について」の細ifで梢神利嫡院に｣創り1人暁Iliで「受け入れ条件が艦えば退院可

能な７ﾉj２千人」について1if及された6)。７万２千人という数字の根拠や退院可能な条

件の定義については祁々縦諭のあるところではあるが，いわゆる「社会的入院」を解決

すべき共辿の問題として測紬し．縦論する契機となったという点と，あらためて日本の

ｉＩｉ神科恢旅のあり方が大きなIli換lりlを迎えているということがIﾘ1,さ/したという点で大

変1K要な洲!『であった。ｌＷｌ§労lIill術は１１本型のＡＣＴ（assertivec(〕mmunitytreat，

mGnt）や退院促進プログラムなどのモデル‘胸業も催附している一方で，精神障害省の

社会従ﾘ'1}施,没蜘lliにはilliliﾘ《的であみ。また，この大きな'|i戊換期に，今後の粘神科咲療と

Ⅲill:の|Alかうべき典休的な〃lhl性も1,,Lえてこない。

１１本桁illI科州院協会は，マスターブランIilI盃において，精神科病院の入院忠符の梢神

ｿ,ｉｉ状と能力陳‘iIfの,洲ｲif・分析を行っている5)。３ｲ以上の長期入院者が55％を超えて

おり，その蝋I刑Iｿiii状と能ﾉJlIjit‘‘li:は慨めて多様である。」とlりl入院締の退院の111.能‘|'|；は，こ

の本人のW,ＩＩｉＩＩｌｿｉｉｉ状と'|折ljiW‘I；の礎哩のみから縦iMiすることは塊実的ではない。退院後利

用.''1能な社公安棚，地域の環境，そして'ｸ誠サービスの密度や質等の外的要凶によ'）大

きく変化するものである。例えば，イタリアでは，かなり重度の精神症状と生活障奔の

ある心粁をグループホームに退院させているが．利川瀦ｌに対し］に近い'1本の病院以

ｋの何I灘スタッフが配縦されている場合もある。したがって「受け入れ条件が整えば退

院可能な入院制を規定する場合，その「受け入れ条件」をどのように整えるかを明確

に定燕することなく，退院のＭ１能性を論じることはできない。退院後の生活施設として

どのようなものを川葱するか，地域隆療サービスとしてどの標度の体制を組み，さらに

州111スタッフの数行をどのように，どの程哩行うかなどによ')，良期在院者の退院可能

1．ささがわプロジェクト
あさかホスピタルにおける脱施設化の試みから今日まで

戸
｛
』

【
Ｉ
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7６第II部蓋合型地域精神郡諭慨プログラム《0.1,1,）の実原

雌〃

５０

／

／
4０

３０

２０

１０

０

／

／

／

桃は大きく変わるのである。

今こそ11本におけるI|:IliilII州ﾀﾐ旅・＃IWll:のグランドデザインをlﾘI雌にし，そのグランド

デザインに沿って，｛|Al人の病状や状況，あるいは'1機に合わせて，地域社公でのﾉlﾐ柄，

治旅，社会参加を柔!炊にザえていく必要がある。その際精神lIiWt'’1州･の地域ケアにおけ

る精神科病院，そしてWWI抑:|･の'､IjillIl職祁の役割と位侭づけをIりl伽こする必要がある。そ

して雌も『E笈なことは，多くの(ＷＩｌ職が，地域ケアにおけるVlillil性を畑11iしていくうえ

で．典皿の知識とツールを緋つことである。

口梢神朴描床口社会復冊施設

図１判神科病床と社会復帰施設の比較

／
／
／
／
／
／
一

（２）あさかホスピタルの現状と概要

あさかホスピタルは|Ｗ;I)1WlliIlIIliにある。肌IIlIljの人11は約３‘1ノノ人，IIlIllllliを''1心

とする福島県''1灰派閥は人１１５５ﾉj人で，特に精神科病床数が約２．T･と多く，社会福祉

施設は全国平均より少し多い地域であるＭ）（図ｌ）。

あさかホスビタルはｌ()Ⅲ)州(，581床の病床から成る。急''1;川の側釧ｿI州１，ストレス

病陳，痴呆疾心泊旅病陳，州米疾心旅挺病M(，合i〃症対応ｿI州〔，リハビリを.唾とする慢

性期病棟，重度の知的陳'i噂やてんかんに起閃する精神症状のための病陳などに機能分化

している。２００２年３ノlまでは慢性期のリハビリテーションをⅡ的とした１０２床の開放

jW1病院であった「ささがわホスピタル」が分院として〃ｲI乱していた

全|到の桁神科病院に共皿と思われるが，’'１院のlI1f而する課題のひとつは災期ｲ院患蒋

の処遇である。新たに入院する脳荷については、急性期治恢や退院に向けての努力が，

'ﾉﾐ際の退院や社会ﾉｌｆｉ門への伽11}につながっている。例えば，、!'i院にl996flzに入院した

仙片の８()％が退院するのに２２()｜｜鹿していたが，２()()ｌイドの人院心什で(j:１５()１１で8()％

が退院している。一ﾉﾉ，デイケアなどの外米治療体制や訪問行,池などの｛I;'七サービス体

／

＝7１

，’

一Ｆ

剣二感二

ゴ
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ささがわプロジェクト検討ＮＰＯ法人アイ・キャン立ち上げ

ささがわプロジェクトの意義，可能性の確認と蕊憐分析の検討

ＯＴＰに基づく心理教育主として疾病と薬に関して
VillaRelSA研修

VillaRlelSA研修

ささがわプロジェクト会談発足（週lIiil）

退院に向けた集中的ＯＴＰセッション

vilIagcIsA研修

ささがわホスピタル閉院

ささがわヴィレッジ，ネ,ji神I;榊端地域'1§活支援センターアイ・キャンｆち上げ

図２ささがわプロジェクトの経総

刑があるハリ煙１Wfっても，悩性の｣をj91人院心符が退院するにはあるF1,り蛾IIiiIlI1,iﾐ状が安定し

てい/ことしてもさまざまな附雌が伴うものであった。しかし近年，WIlillllﾘｹﾐ心の論旅とし

て遮切な錐物縦法と家族を含めた心理教育や認知行動療法などの心f''1社会的アプローチ

を組み合わせ、さらに多様な地域サービスや唯活支援を含めた在宅サービスをiﾙ川する

ことによって，退院のI！『能性がｲ‘f'だに広がってきている。リ,jj院恢縦から地域ケアへのIliパ

換を進めるにあたっては，まず適切な医療を提供しつつ，ノI冒活のjルを雌保し，社会参加

や就労などの社会的サポートをいかにして行うか，すなわち恢撫心叩，社会的側lniを

統合した地域ケアシステムをどう購築するか，が噸要となってくる。このような視点に

ｳ:ち，、'1暁で検討さﾉしたのが「ささがわプロジェクト」である。

（３）ささがわプロジェクト

ささがわホスビタルは，１９７８年にリハビリをＩＩ的としたあさかホスヒタルの分院と

してIIl1i燈jlした’()2床の|ﾙＩ放)W病院である。近年は，作業療法l:２橘による作堆派法も

械恢的に行っていた。しかし，結果的に長期在院昔がほとんどをIliめ，この１)jl塊からの

退院が進まない状況に陥っていた。そこで，この病院を閉釧して，慢性｣を川ｲl；院心ｈ･を

退院させる「ささがわプロジェクト」の典体的な検ｊＩを２０００年か!､』111姑した（l'xｌ

２）。

このプロジェクトを進めるにあたって鍵となる主要な概念は次のようなものである。

①|ケミ旅とﾉ|:i,'１文緩の椎み分けをIﾘl確にすること

②多｣|棚'1によるチームアプローチの'だ塊と倣底

③多職緬チームに共通のツール，あるいはソフトを用いる



７８節II部統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＦ）の梶隠

のﾉIﾐ満支援や社会的サポートを行う視点の撚換

⑤それぞれの部門の連椛と附報の共禰

①の灰療と福祉の棲み分けについては，組識を分けるという意味で，ＮＰＯ法人をウ：

ちｋげた。新たなＮｐＯ法人が'１２活，社会参加，そして就労涼の支援を行い，｜ﾀﾐ旅は本

院にその機能を集約して質のIｲ111:を１１桁すこととした。このＮＰＯ法人は「私はでき

る」という愈味から「アイ．キャン（ＩＣＡＮ)」というf'１前にし，初期の聯業として地

域唯活支援センターと居作施設「ささがわヴィレッジ」の符理運営を行うこととした。

②の多職柿によるチームアプローチについては，当初より’多職諏によるプロジェク

ト会,砿を行ってきた。プロジェクトが進むにつれ，ＮＰＯ法人，訪問行l灘ステーシコ

ン，デイナイトケアなどに部門が分かれたが，全体がプロジェクトチームとして協ﾉ」

し，逆携することを重要視している。チームの''1でそれぞれの専門職種がその専門性を

どうﾉkかし．かつチームワークをどう保つかということは，精神科地域ケアの成功の鋤

となる。

（４）ＯＴＰプログラム鋤

Ｉiii噸の③に挙げた，「多職祁チームに』Iﾐ皿のツール」として収')入れたのがＯＴＩ'で

ある。、11腕は，１１本で卵２のＯＴＰセンターとして，１９９７年からイアン．Ｒ・Ｈ・ファ

ルーン紋授によるワークショッブを脈年|ﾙＩｌＩＭし，2002年からは，ＯＴＰのⅡ本の第１セ

ンター慶唯義熟大学|侭'､挨部柵嚇IlIIilI維科*|:会IIlliillI1ｹ:‘ii4Iill:究室とＯＴＰを地域で災澱してい

るＮＰ()法人みなとネット２１の|ﾒﾙﾉJを僻て，｜陥広くｿ悶院職典のトレーニングをけって

いる。

実際のところ，それまでささがわホスピタルに艮期入院している患者は，病播告知が

なされていないことはもちろん，病鉱の症状や服薬への理解も｛･分ではなかった。した

がって，緋に薬や病気に関する心理戦行、そして退院後人変1Ｋ典となってくるとザえ‘.，

れる服薬自1-1‘符理，症状符理，Iij:発のｌＩＷｌ際;'iサインなどに重点が置かれた。退院の１

年liiiよ')心理教育に取I)組み，退院前'１４年間には．集中的に１人当たり最低１０セッシ

ョンの()ＴＰプログラムが{iわれた柵。退院後は，ｉｚとして昌減制ﾀﾐ，デイナイトケア，

,i"lIWi･舷の|ｳﾐ娠的なケアスタッフが()'1,1》プログラムを継続災施している（ｌｘＩ３）。

（５）VilIagelSAでの研修

（３）の頓ののに挙げた，「′|;i1Ti支媛や祉公的サポートを行う祝点の'|噴換」にﾉく礎役ｳ：

ったのはアメリカのカリフォルニア州，ロサンジェルス棚にあるVilla輿elSAでの研修



鋪２溌荊神ｆｌ病読過院荷を吋象とした統合型地域梢神科論療プログラム（ＯＴｌ)）の突例７９

慢性。

棟粁挫．作業撫法士．咲帥

脱施股化による退院

ウェルiMj

ステーシ

|侭111iによぉ (ささがわヴィレッジ】

センター

図３０ＴＰによる心理教育と認知行動療法

であった。このVillaRclSAは，公的な機関として，生活支援，社会参加，就労を''１心

に，本来のメンバーのﾉJを|‘『じて，ハl禅な側係で父援しようという哩念に」,Eづいてい

る。ｊｉ端を念め，′災隙にささがわプロジェクトに関わる医師，行脚lli，作堆恢繊ｌｇ，州‘ｉ

神保健冊祉|：(1)ＳＷ）の帥･'0人がViliagelSAの研修を受講する機会を持った。スタ

ッフは、従来の灰旅jWサービスモデルとは災なる、地域における総合サービスモデルと

してのVillagclSAのJIM念と'ﾉﾐ股方法を‘,l‘:んだ。緋に'1;柄支援や就労.父援を'''心とする

ザえ〃は，今後地｣典におけるサポートを11』心的に扱うＮＰＯ法人，特に地域'|前1弦援セ

ンターのスタッフにとって火変ｲｲ意義であり．学ぶべき点が多くあったと考える（表

ｌ）。

（６）ささがわプロジェクトの実際

閉錨したささがわホスビタルには当時９０人が入院しており．７８人が統合失調症であ

った。

２()０２年３１１３１１１に病院を廃Iこして，翌'1の４ｊｌｌＨからはＮＰＯ法人によるノバ化施

設「ささがわヴィレッジ」と精神障害者地域生活支援センター「アイ・キャン」の２つ

に変身した。ＮI)()の職仇として，２橘がささがわヴィレ､ソジに勤務し，１人は従み込

みで'1§柄支援，′Ｗｉ技能の擬ｌｌﾉﾉや辿味のｉｌⅧ１１などをけっている。地域/|荊門支概センター

は．メンバーの舟削にﾉ,峰づいて，ケースマネジメントを行い，各サービス利川を含めた



8(．）鰯ＩＩ部統合』('』地域梢神fl臓蝶プログラム（ＯＴＰ）の‘髭陳

表１梢神障害を抱える成人を対象にした２つのモデルの比較

従来型／隆縦モデル

隙蒋が論縦を規定する

雌状腫M(ﾉ‘'1（

施峨という縦走

断片的なサービス

ストレスの維減を助ける

低い要求

岡IIliが決定を~ドし，論旅を決める
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リスクに立ち向かうことを助ける
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メンバーとスタッフが協ﾉJしながら
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図４各施設間の連携

１力)jの]亀定づくりなどからスタートした。現在は就労支援や喫茶店の迩営を含めた，

就労iIll純などにﾉﾉを入れている。病院の灰旅サービスとしては．、'1初はささがわホスビ

タルに勤務していたスタッフを''1心に，継続的に訪問行謹やデイナイトケアで関わるこ

とで，メンバーのｲ《安を擁減し，咲療サービスの厩を落とさないように努めた。メンバ

ーの病状を含めた1,1'i慨は，各施設間で共１jできるように，粥に連絡をとっている（側

４）。


