
粥２歳｜#縦,|'f:}郷錐院脅を吋凱とした統合型地域精神科輪療プログラム（OTP）の実例８１

（７）ＮＰＯ法人の意瀧

ｉ畠たる蛎業は)苫住施,没ささがわヴィレッジと地域/に活支援センターアイ・キヤンの

運営である。ＮＰＯ法人アイ・キャンの理念はYillageISAの受け光りのようではある

が「メンバーは障窯.汁である前に１人の人lIMである」というものである。メンバーには

リスクを恐れずにいろいろなことに挑戦してもI､』い，そのためのサポートをできる限り

する，という方針でiﾊ肋している。また，ＮＰ()法人は，特に地域との'！Mわりを躯典祝

し，さまざまな側IHiから支援していくことをll指している。

アイ・キャンはＮＰ()法人という特性を′1弓かし．就労支援を行っている。スタッフも

就労の１１t喫性をよく叩解し，地域生柄支援センターアイ・キヘ.ンはデイナイトケアと

MﾙﾉJして就労訓練プログラム「し,ソツワーク」を|ﾙl始した。さまざまな1t』ＩＦの場ｌＩＩｉに合

わせて、′健習の制|かいステップを定め，科熱度をチェックしながら，段階的にステッフ

アップをＭる。この就労1,111練参llll勝は週１１mlミーティングを行い，就労状況等を紙し合

っている。呪在は，ささがわヴィレッジ以外の参加首も含めて.10人程度が就労プログ

ラムに参加している。近い将来．ＮＰＯ法人として収益事業を腿附し，雇用を広げ，維

済的にも'''１Tすることを’１桁している。

（８）ささがわプロジェクトの評価

ささがわプロジェクトがスタートしてからは．退院を想定した緊張感の中でＯＴＰの

心J'|蛾f『や認知リハビリテーションを導入し，メンバーと向き合い，家族との述絡をよ

り幣にと|），あらためて地域のﾉﾉ々 の｣111ｶをｉｌ卜るﾂﾁﾉJをし，スタッフはそれぞﾉしの'>:｣ル

にｳ:って医療や生活支援に新たな取')|iみをけった。そういう腫味で，スタッフ数は減

っているが、以前よ')も礎の商いケアを提供しており、またメンバーの社会参加の機会

も大きく広がっているとりえている。

ささがわヴイレッジからのメンバーの肋IＩ,lや定期的に行ってきた!{W神症状，ノ雌柵陳

冷l;:，ノ|:活の度（quality()Ｉｉｉｆｅ：ＱＯＬ）などの客帆的評価や神継心J1畔的検査について

は鋪II部第２噸の２－１「|ｳ:旅的背剥の節に述べられているが，そのデータ以１２に，

スタッフはこのプロジェクトを皿してメンバーたちの大きな変化を‘ﾉﾐ感している。災1111

ﾉ１２柵ではあるが，Ｉ紬:し、協ﾉﾉして生活の｣ﾙのルールを守り，地域に接し、さまざまな

1.11i報に触れながら，′lﾐ柄の楽しみ，苦労，また雌しさなども体験している。対人関係の

'111腿も′|;じるが、助け合う｣ﾙ１ｍも多くみられている。さらに，就労プログラムによるメ

ンバーの変化の大きさをザえると、このプロジェクトを‘洲Iiliするにはさらに良川的にみ

ていく必婆があるとザえる。
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表２ささがわプロジェクト前後のスタッフの変化
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（９）ささがわプロジェクトの経営分析

この「ささがわプロジェクト」の迎憐の分析を,す。スタ､ソフを比'肢するとささがわ

ホスビタル時代は隆帥３御作業療法士２ｔi，行,郷lIi28筏，’1f務職典３名など合わせ

て計４５名のスタッフで90～100人の人院忠輯の治療にあたっていた（表２)。ささがわ

プロジェクトでは，メンバーと関わってきた何．繊師３橘を肋lHln微ステーションに卿j」

した。デイナイトケアには１３櫛，地域fI{i門支援センターアイ・キャンには５門，ささ

がわヴイレ･ソジに専価２門と夜間､LiIl4I:として11肋３橘,|:Ⅱ当の合,『|･５１'１，変更後は計2(ｊ

街である。

ささがわプロジェクトの維済的な分析を紙みた。新しい施設は何もつく‘.’ず仁改修し

て使川しており，大きなキャピタルコストは苑'ｋしていない。しかし、｜|ﾉI|々のメンバー

の維沸的な状況から，このプロジェクトに蝿解をいただくためには，退院後ささがわヴ

ィレッジでの４２活世と沿旅1ｌｉの合計が入院''1よりも地えないことが条件と琴え，家箇、

狐は雌低限の必笈経世とした地域ﾉk活史援センターアイ・キヘーンも'ﾉ故は旅i‘:なの

で、Ｎｌ)ｏ法人全体での収支は現在のところ赤'j･:である（側５）プロジェクト全体の

収支でザえると，ささがわホスピタルと比鮫してスタッフが２６人に減り，収支バラン

スとしては収入，支川が典にＭＩＩって，全休としてilIIとか収支バランスを保っているが，

締‘断収支の状況としては病院||#代よりも忠化している（l1xl6)。ももろん，今後折たな

施投改修や4f業への投淡は。新たな収入源がない限り不可能であろう。
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第２章精神科描院退院lfを対象とした統合型地ＬＲ消神利治蝶プログラム（ＯＴＰ）の爽例８３
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図６ささがわプロジェクトにおける経済分析（２）

ささがわプロジェクト前後の経営収支の比較
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（10）おわりに

１つの病院を閉鎖するという，雅椴とも思えるこの紙みのI|'で，ＯＴＰという概念は

大変販要であった。粘神疾魁の論恢の概念が，近年火きく災なってきている。その鮒ｌ

は心理社会的アプローチである。ＯＴＰは本来家族と共に心理教育を行うことを堆本と
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この維営分析から，経済的なインセンティブからこのような'臓換を図ろうという恢旅

機IAIは今の状況のままではないということは|ﾘIらかである。少なくとも，このような形

で医療のスリム化を図I），地域ケアを進めるうえでは，」と川人院省が病院を退院して，

生活訓練をする場と，またその後の地域での生活費，特に伽‘I十費用への援助がないと現

実的にはｲく､｢能であろう。
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８４鮒II部統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＰ）の実源

するが，家族教育を念め，本人，家族が疾忠をJ1IMW(し，ﾘｸﾐ心の旋状へのより巡切な対処

ﾉﾉ法を'114ぷことは論旅上ｌ１ｉめてｲr賦推である。1協11;IIiijiI療法的にﾉk油の｣ﾙで,側推ぴなが

ら，論旅していくことは，地域での治雄の可能性を広げている。第２の変化はチーム医

旅である。多くのコメディカルそれぞれが，専門職として自立し，その卿'11性を高め，

ひとつのチームとなって‘I11f肘を支援していくノjはﾉ<変大きなものとなる。１１本では，

保険制度や施投の勤務規定|:の制限が多く，地域で肌､IＩする行雄師が，入院後も関わる

などの柔!炊な継続性のあるチーム医療体制が組みにくいことも事ﾌﾐであI)，リ,;f院内のチ

ームにとどまらず，さまざまな地域交源との迎挑の概念が極めて!r要となってくる。

今11)Iのささがわプロジェクトは，地域での生活，社会参加や就労への可能性にI(』1けた

体制づくりを行ってきた。この２年間に，ささがわヴイレッジから隅祉ホーム，共同住

嶋．アパートなどへの転居荷も徐々に哨え，地域の!|1での4ﾐ活の場も広がっている。ま

た，デイナイトケアか!P,，デイケア，あるいはこれらを半推して就労'''心となっている

メンバーWf，ノヒ活のI:Ｗ:や祉会参jIIも徐々 に進んできている。このプロジェクトを皿し

て，メンバー全体が明るくなり，自発性，活動性も改鮮され、笈際に生活，１，棚jの場が

広がったことは有意蕊であると学える。それに加え，入院IlIには見出せなかったであろ

うメンバーの能ﾉJや．､｢能11iに触れ，またメンバーが巡択する〃向に援１１ﾉjできることによ

り，スタッフの忠気がlill上し，賦欲を侍って職伽Iりにメンバーに関わっていることが印

象的である。

あさかホスピタルでは，昨年よりI)-プロジェクト(1)einstituti()nalizati()llPI･oject）

と称して，慢性期航域と地域ケア価城が巡鵬し，断たに退院支援室を股縦して，６～８

人を１グループとして２力)111MのＯＴＰのプログラムを災施するシステムを虻ち上げ

た。退院を1-1標として，ＯＴＩ'以外にも，退院後の堆柄のための具体的なリハビリプロ

グラムなどを’jを施し，近々 ，此'りl入院藩３橘がささがわヴイレッジに退院するｒ定とな

っている。

このように，退院前の関わりからＯＴＰを実施し，ささがわヴイレツジを唯油訓練の

初期の段階として退院のハードルを下げ，退院後は爽際にさまざまな刺激に触れること

により新たに地域生iiIiのIi機を排ち，ノＩｆ柄の''1世や就労などの機公を広げている。この

・辿のプロジェクトの維験を'|;かし，ルｌｉ神症状，能ﾉﾉ脈'’[f，爽際の′l祇脈‘111:，そして本

人''1身の希望や目的に合わせて，より利用者のＱＯＬの視点に基づいた′慨IIiの場の確保

と，多I({i的で柔軟なI笑廉綿祉の支援体制を右機的，統合的に形作っていければと考えて

いる。

（佐久間啓）



第２硫瀞神糾荊院退院省を対象とした統合型地域精神科治撫プログラム（O､rP）の実例８５

2．脱施設化しﾉk活施設で弊らす人々を対象とした取り組み
ささがわ方式の実際

２－１．疾恢的行賊

（１）はじめに

「ささがわホスピタル」は2002年３月３１１１をもって，その精神障害者のリハビリテ

ーションをロ的とするWIi神科病院としての役１１を終え．２００２年.ｌｊｌｌｌｌより典111脚‘iｌ

｢ささがわヴイレッジ」として生まれ変わった。′|fまれ変わったといってもそこにいる

人'1Mが入れ替わったり，処物が新しくなったわけではない。では何が変わったのか。そ

こに関わる人間の「意雛」が，あるいは「脇賊」が変わったのだ。それがささがわプロ

ジェクトなのである。

ここでは医療併側の視点で兄た脱施没化前後での葱識の変化について述べたい。

（２）脱施設化前

ａ・対象者の背景

ささがわホスビタルから退院することになった対･象患荷の1'ｆ剥僻'１を炎３に,パした。

平均年齢は54.5歳，、I晶均の発症年齢23.0歳（統合失調症６５御|'）で，延べの入院期

間の平均である平均似塊期間は303カJＩ（25.2年）であった。・般的な精神科病院性

'|'|;川|}'１敗州陳での傾lr,Iとも・数することと忠わｵしるが，入所しているiliiIlIl叩'‘Ii:荷のI,含lWi

帝は多岐にわた|)，９４件''８２名が統合失刷り症で，その他１２１'１のうち，精神発進迦洲；

に↑|きう情動障害が４橘，てんかん精神病が４儒・燥うつ病，分裂感怖障害．クラインフ

ェルタールｉｉ候群，アルコール依存旅が各ｌｆｉとなっていた。

ここで，まず「ささがわホスビタル時代」に入院していた２門の病雁を簡I1iに細介し

たいと思う。

【症例１４８歳男|'i§診断：統合失調症】

発病は２１歳時。冊脇ｌＭＩ;'11市で同胞３橘の第２ｊ･･として出生。１８歳で親類を頼って

Ｍくしil:』I#に就いたが，もともと対人交流はMf手で１１:事以外はアハートに閉居していた

という。就職して３年ほどたった頃に「ＩＬＩ分は何荷かに狙われていて会社の人もグルに

なっているようだ」と締すようになったのを捲端として発病。リⅡ}竹しそのままあさかホ

スピタルヘ受診し人院となった。

診断は統合失調１，i;で約２年間の入院で#I‘汁I|雌状は改葬し一時退院するも２年後'１j苑
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表３ささがわヴィレッジ入居渚の内訳
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８６蔀II部統合型地稔精神科治療ﾌﾟログラム（OTP）の実際

0

し，あさかホスピタルヘIﾘ入院した。３年の縫過で柵ｌｊ抑症状は落ち蒲いたものの，家族

は1Ｗ§のおそれと日常生活能ﾉﾉの低さを理由に自宅への退院に難色を示し、ささがわホ

スピタルヘ絃院し入院′|畠活を送っていた。

このようにささがわホスヒタルヘの入院は洲神派状のIlj苑で家族が家庭で受け入れる

ことがM;|雛になったために、退院がなかなか決まらず，それでも111とかして社会復帰を

させたいと願う家族の希望で砿院し入院を続けるという経緯をたどっている勝が最も多

い。ヅパ院そのものは:'１時としては先進的なリハビリテーションを1I的にしてＩ没ｳ:された

ものではあるが，２０年以上が過ぎてみると，多くの人院触荷の状況は一般的な柵神科

病院の'|'で慢性期開放病陳へ極陳する状況とほほ同維と考えていただけると思う。

【症例２４２歳女性診断：精神遅滞】

lIil胞２機の第２了･olIil胞（姉）もあさかホスピタルの慢性期病棟へ１１i神発達遅滞で入

院している。

出ﾉ|§弊の状況についてはｲ剃りlolI1j親は農家であったが２０年ほど前に他界。病院へ入

院するまでは両親と生柄していたが就学はほとんどしていなかった様子。側:親が他界し

たのを契機に本人が１５厳のときにあさかホスピタルヘ入院した。当時の‘肥録では，ＩＱ

は４１であった｡周囲の恕荷との対人関係に伴い怖肋がｲく安定となり衝動行為などもみ

’

Ｉ

０ Ｉ

１

全体

人 数

平均年齢

平均在院期閲
全入院

ささがわホスビタル

ﾘ州：

6２

54.5

297.0

12.1.7

女性

3２

5５．４

338.9

89.9

介，i１．

9､！

54.5

303.1

112.3

診 断 禍

統合失調症

ＩＩＷｌＩＩ迎洲

て ん か ん

飢分|猟‘t1f

統合失脚鋤W雁!子

ｱﾙｺｰﾙ綱に鍋僻およびi動の障害

クラインフェルター症候群

妄想型

残造型

111純型

男性

2２

3０

女性

1６

１２

合計

38(46.3％）

42(51.2％）

2(2.5％）

統合災捌推

人 散

,Iz均年ｌＷｉ

平均ﾊﾐ院川1１１１（月）

』F均捲椎年齢

ﾘ)性

5,1

5４．３

301.6

23.3

女性

2８

5５．３

331.5

2２．５

合削

8２

５４．６

312.1｝

23.0



露２章精神W消阿院退院勝を吋熟とした統合型地域精神科沿療プログラム（ＯＴＰ）の災例８７

られたが２２歳頃から病状が安定し，ささがわホスピタルヘlli院した。

このように比11唆的砿度のWIWllI巡Wﾙがある症例では，本人の11M解ﾉJの問題から心｣''1敬櫛

の効果が出にくく，対人関係スキルの拙劣さゆえに､】1半者|H1のトラブルの'''心人物にな

ってしまうことも多い。このような場合には，あさかホスビタルヘ短期問転院していた

だいたりしながら対処していた。

このような､'1事者たちはささがわホスビタルでどんな'１２活を送っていたのか？

ｂ・ささがわホスピタルの１日

ささがわホスピタルはり)ｒﾘI);陳7()床，女ｆ病棟30床の211t位の慢'|'|刈冊放ｿ,州〔か』.，

成る聯W神科洲)i院であった。｜刑放ｿI州(なので外出は､'燃可能であった。しかし外出|i州Iは

厳しく制限され，家族から許可を僻ることが必要で，そのうえ雌長２時間程度とされて

いた。食』Ｉｆに関しては栄養課の作る給食を１階の食堂に集合して食べていた。入浴に関

してはささがわホスピタルでは柵泉が柳いており２４時Ⅲ入浴､｢能な条件が略っていた

が脈lllll州lのみ|＃l放され，入浴'1州lは(|ill限されていた。小辿いは杵哩され，ヅ,jj院lﾉ､jに

売店がないため，買い物も週にｌｌｌｌｌ希蝋考が集団でスーパーまで買い出しに行ってい

た。一方でリハビリテーションをIl的とした病院であることからすべての入院心什は作

業療法に参加することになっており，プログラムが展1%'されていた。雌Ⅱ'1:前中は作雌

療法士および行護師の指導で隣接する農地での農作業をiiっていた。午後は燦作災を!|Ｉ

心としたプログラムが展開されていた。また，ボランティア添励として時折周辺のゴミ

榊てjﾙや近くを上るiWi線道賂の歩辿のiIW1I}布どもあった‘，この際，必勝に対してボラン

ティアilI1i肋にﾉ(‘lする愈搬づけばなされていた。ささがわホスピタルに入院していたすべ

ての脳撒がおおよそこのようなﾉk派を送っていたのである。

（３）脱施設化に向けた準備

ささがわプロジェクトは２()()()年ｌｊｌから始動していた｡ささがわホスヒタルlIl院の

２年Iiijである。この間まず行われたのはスタッフ教育である。単に慰者を退院させてア

パート作らしをさせたのでは過｣；に欧米'洲I1RIで行われた「人辿的配慮に雄づいた脱施股

化」としての賦味しか緋たず，「IIIlI肱ドア呪象（人退院を織り返す)｣．「ホームレス化」

が起こることが容易に推測される。ささがわブロジェクl＼は前述のとお'）「意織・Ｉ惚識

の改革」がその中心にある。よってスタッフにそれを求めることから始まった。イア

ン．Ｒ、１１．ファルーン教授から1111:彼ＯＴＰに関しての教flfを堤け，旅ﾉjどのように脱

施股化へのili<|Wjを進めるかをIhIiし合う検Iij公縦をI没けた。、''’1噸である入院脳勝たちへ

の働きかけは汎乱を避ける葱味でも1典爪に行われた｡２()()１年７）lから「勉強全」と称
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して()ＴＩ》にＪ,噂づく心理教帝を作難旅法の午後のプログラム内でｌＩＩｌ肺した。対欺人数は

lIIilに６部'雌，伽災は辿ｌ～２１１１１ｲ!雌で継続された。勉強公はｿl)州〔のｲ盾1.1灘スタッフを

中心としたチームが進行役となった。しかし『精神科リハビリテーション・ワークブッ

ク｣3)をテキストとしてそのまま利川した場合，精神遅滞やＩ断齢の統合失調症の当'1ｆ･荷

は1.分に珊解できない可能性があり，仮にその場で理解できてもささがわホスヒタルで

のとＩ誌で使うことの少ない内詳に関してはｿを践する場がなく定ｲff化されにくいことが1亀

想された。そのため内容に関してプロジェクト内で検討した結果、脱施設化の準備とい

うＩI的を独洲するため，退院時に1,1i低限身につけておくべき「挑物旅法継続の必甥性の

'1111W」と「''11-Aの症状杵哩」の２点を爪点戦１１とザえ，そjILらに絞って勉披公を進め

た。すべての入院患者が週ｌＩｎｌ以上の削合でこの勉強会には参加し，理解が不|･分な心

省に対しては病棟内で同じく看継師が平素から繰り返し教ｆｒを行った。この流れの111で

｢退院という１１猟に向かっていこう」という瓶織が､'１，|端に排'1をえていった。

（４）脱施設化後

ａ・脱施設化で得られたこと

２００２年.ＩｌｌｌＩＩにささがわヴイレッジが艇生した。今振り返れば，変化は恢めてﾉく

きかつたが，円淵に移行作業は進んだ。スタッフが燭やした2‘l力ｊｊとメンバーたちが

費やした９力川間の準備はひとまず災を結んだといってよいだろう。脱施設化での変化

を端的に災呪すると１つ|lのキーワードは「ｎ曲」である。メンバーたちは脱施I没化で

入院とはよった〈述う′|そ油を．fにした。それまで人院血併に刈・して1lIjl-的にげｵ)ｵしてい

た生柄のコントロールが各仙人のスケジュールとして符理されることになった。すなわ

ちメンバーの選択による行動が!|1心となったのである。デイナイトケアへは１週間に‘’

1111参jjllできるよう配慮がなされ，それ以外の１１にはメンバーたちは''1111に外川が行える

ことになった。２つ'1のキーワードは「''1Ｊ災任」である。メンバーたちは前述のとお

'ノ７力川|Ｉの準備を終え退院となった。服薬を行うのはメンバー自身，病状に雌も俊敏

に対応できるのはメンバー、靴ささがわヴィレッジでﾉﾋ柵-)-るのはメンバー'’１身とい

うことがi1I111il0l間''１に惚知され，こうした機能をうまく発抑できるかffi:かは''１分'’1卿に

かかっていると各メンバーが慾撤していたことが病院か‘.,''２祇施縦への移行期にあって

混乱を招かずにすんだ大きな要Iﾉ《lであろう。３つ目のキーワードは「意識改革」であ

る。それまでは入院している陳',Ｗ↑ひとりひとりが退院することを｢1棟として人院ﾉｌ２ｈＩｉ

を送ってきた‘，その'1猟が述成されＩ必勝さん」から「ささがわヴィレッジメンパー」

へ呼び方も変わり「向｢'1」を｛1卜て「l'|【-1‘典任」を負ったことで地域で牛満するという脳
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識がil.〃まったのである。

ｂ、脱施設化後の生活

2002年４）ｌｌＩｌに「入院患者」から「ささがわヴイレッジメンバー」となり，生活

は大まかに以ドの２ハターンとなった。

【パターンＩ：デイナイトケアへ参加するjﾙ合】

デイナイトケアへ参加する場合，デイナイトケア実施主体であるあさかホスビタルで

３食ともとることになる。徒歩１０分ほどのあさかホスビタルヘ到粁後，朝食を食堂で

済ませてデイナイトケアへ参加。１１ﾘlのミーティングがありそこで１１１の柵仙lﾉ容を決

め，そのｒ定に従ってi11hmﾉする。１７１岬にミーティングがあり行１fなどの辿絡'Ｍ〔がi攻

達される。その後'８時から夕食．その後ささがわヴィレッジヘリⅡ)宅し，２１時までに入

浴を済ませて就糎となる。

【ハターン２：デイナイトケアへは参加せずささがわヴィレッジで過ごすj吻合】

デイナイトケアに参力lIしない場合には特にﾉk活ｋこれといった規制はない。一lIIl'向

出に過ごすこととなるが，訪問看談の申し込みをしている場合は訪洲行繊師の訪問を受

ける。それ以外の|岬間は脚''1である。デイナイトケアの活動としてｶﾒ週２１１１１，各１

～1.5時|H1の()ＴＩ'の勉賦公が逆jUl的にiiわれ‘る。脇行､'1初はデイナイトケア伽､11の|ｹﾐ

師と作業旅法l:，ソーシャルワーカー，府．,池''111iが'1f前に誰義内奔のｲ1.ち合わせを行い，

その内雰に雌も適切と思われるスタッフが進行役となって進められた。この勉強会は，

準備期にけっていた|ﾉ熔だけでなくさらに進んだ形での対人交流のスキル料僻などにも

Iﾉ僻は及んでいる。ほとんどのメンバーが週にｌ嘆はこの勉強会に，術い合わせたりし

て参加している様-f･である。この勉強会はすべてのメンバーが可能な限り２回のうち最

低１１１１１は参加できるよう配慮している。

ｃ・脱施設化の結果

２００２年４ｊ１１Ｉｌ以降，メンバーたちにはさまざまなことが起こっている。我々は現

在もこの９４橘のメンバーたちのｒ後淵盃をけっているが，執筆時点（2003年１２月）

での鍛新となるメンバーたちの状況について簡蝋に細介する。

性析の変化】

２()()２年‘1ノlからデイナイトケアに参加し始めたメンバーたちは､11初あまり外出もせ

ず，デイナイトケアとささがわヴィレッジの従復をし，あさかホスピタルの尤店や近く

のスーパーでＷったインスタントラーメンなどのlllI食穐度しか行わなかった。ささがわ

ヴイレッジで終11過ごすときも1,11嫌で，外出するメンバーはほとんどいなかったようで

ある。こちらが推察していることがlＥしいとすれば「退院したことに柵足するとと：，
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に，ノi惑いつつ，悩れようとしている時期」とザえてよいだろう。、ド均２３年lⅢという

人院ﾉI;満が少なからず影禅していると思われた。一〃で，｝iii述のとおりささがわホスピ

タルでは企典が農作業などの身体的な活動を行っていたのに比べ，希望しなければほと

んど動くこともなく１１１を過ごす総果ともなり．いわゆる「′l菖活料悩病」が悪化したの

はこの時期である。このためデイナイトケアでは擁スポーツや散歩など身体的な活肋に

重点をWiいたプログラムを股開した。

その後メンバーたちはこのようなﾉI2iI1iリズムに適応してくるに従い，少しずつ外部に

I|がI(!'き始める。例年行われているNIiiIlIli料端のスポーツイベントへの参加や，地域の

お祭りのカラオケ大会へ参川Iした。ささがわヴィレッジの近くで飲ilIIiし脇町状態になり

帰れなくなるなど問題行動もあったが祇勤の幅が次第に広がった。しかしその後は徐々

に生活に「緊張感」が薄れた時期がきた。勉強会への出席率が下がったり，仮病を使っ

て脈師の診察を避けたりすることもあった。確かに・嘆迦応してしまえば作業旅法でも

デイケアでも典味はマンネリズムに陥り雑排しにくくなるが，ささがわプロジェクトに

は地域でのﾉ|乳,『iを1-Ｉ指す意識をlhI上させるという使命がある。そこでメンバーたちのニ

ーズ調代をけい，その結果に雄づいて，地域とI括支援センターアイ・キャンと典IIilし

て就労支援を'''１姑した（第II部第３噸の２参照)。これによりメンバーの興味を維緋す

るためには経済的な満足度を向ｋすることも極めて爪要であるという貴重な経験を柵

た･

その後はこの就労支援欄1Iijlがメンバーたちに徐々 に投透してきており，呪ｲＩｉｌ６荷の

メンバーが縦雌しており，今後もさ!､』なる股|)'１がj息想される。

ささがわヴイレッジを出て生柄を始めるメンバーも現状で.1門いる。アパートへ賑11'卜

したメンバーは１名，福祉ホームへ入居した者が２名．グルーフホームでの生活を始め

た荷がｌ橘である。就労と比較すると多い人数ではないが，経済的雌盤が終ってはじめ

て住lの巡択に入ることができるとけえられ，塊状でもささがわヴイレッジを辿脈し地

域生柵を桁蝿するメンバーが10科ほどいる。しかしながら地域における精神昧害淵･に

ＡＩする(llIi兇が根深いことはIlliIlllliも例外ではなく，ささがわヴィレッジを退所した後の

11ﾘ雌脈は大きな間哩となっている。

【病状の変化】

ささがわプロジェクトではささがわホスビタル時代から呪亦まで継続してメンバーの

コホート研究をけっている。脱施被化によって精神|I鵜I粥．，特に統合失調症の病状はど

のように災化するのか。それも（)'1,1)にJ,鴫づく心叩教ffをはじめとする脇);IIii1liﾉj旅法が

どのような形判iを及ぼすのかを３０｣:川1以上に関して追跡している。ここでは簡11』.に検
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討内群とその結果について細介する。

検討項I.|は大きく分けると，①精神症状の!刑I1Ii，②本人の病識，③薬物療法の|ﾉ1祥お

よび自身の輪恢臓欲，④神経心理学的な脳機能の緋{llli，⑤メンバー自身の碓柄のI'〔

(qualityOflif(､：Ｑ(.)L）に関する評価の５つのカテゴリー，から成る。

①桁神症状のi神{illiではﾙ性・陰性症状I州I11i尺度（１）()sitivcandNegativeSyndI･ｏｍｃ

Ｓｃａｌｅ：ＰＡＮＳＳ）および機能の全体的評定尺度（GlobalAssessmentofFunction・

ｉｎｇＳｃａｌｅ：ＧＡＦ）の評価を施行している。退院面前に比べ脱施設化後６カノ．iまで

は改稗していく傾向が認められた。特に陰性推状でその傾向が強かった。ＧＡＦで

は就労支援プログラムが始まる頃に３分化され，瀞「の機能低.ﾄﾞを,Ｋす汁とあまり

変化しない杵と改無を示す者に分かれた。

②病識に関してはI)avid，s病識評価尺度（Schedulefol･AssessmenlofInsighl〔'１

本諦版〕：ＳＡＩＪ）を川いて評価した。退院時点では多くのメンバーがI‘Iらの摘状

を認織できていたが、徐々に退院生活が続くに従い点数は下がってきている。これ

はメンバーが退院後経験した地域生活へのl‘l傭が病状のlnI復と混乱してしまってい

るために生じている変化と推測している。

③薬物旅法に附しては１１１あたりの抗附Ii神病莱処〃1,ｔ（クロルプロマジン換ｉ;':）での

評価を行っているが投与故の有意な変化は,淵めていない。しかしメンバーたちの服

薬観の評価(1)1．ugAttitudelnventory：ＤＡＩ）では経度の低ド，すなわち服蕊に

対する需定的,抑lIlliが強まっているようである。ｊＷＥはこれら病織の低ドと服梨観の

低ドの２項11の結果からり|き起こされる瓶薬などのトラブルはあまりＩ１ｆﾉ:たない

が，勉強会の''１で疾病の理解と服薬継続に側する内容を充実し，病識の低Fを食い

止めようと努力している。

④神経心Jq咋的検椛としては派意ﾉjや災I|'力，蝿１９１’把憶などを測る８つの検侮を組み

入れている。脱施没化から６力川州でiji戯jの改泌が進i比，その後そのレベルを

維持しているようである。退院に伴う生活蝋境の変化は脳機能に対してまで好膨騨

を与えている可能性が示唆される。

⑤メンバーのＱＯＬに対するﾙド価はＷＨＯQOL,２６とＳＱＬＳ（SchizophrcniflQuality

ofLifCScalc）で行っている。結果としては脱施設化後，心理社会的な内容で

ＱＯＬの改善がみられ，環境面や本人の病状によるＱＯＬの変化は乏しかった。

以上のように，長い入院'1言活後の脱施設化という大きな環境変化は当1畷の4号活スタ

イルだけでなく，脳機能そのものにもJ弧を超えた彬禅をもたらしているようである。

この調査結果は脳という器官が極めて１１．塑性の1筋いものであることをマクロの祝』A(で盤
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づけるものになるだろう。また艮期の入院ﾉ側Tiで社会的機能が低ドしてしまっているケ

ースに対しても，さまざまな'ノハビリテーションの組み合わせにより機能lIIl復する11｢能

性を示唆している。愉旅スタッフの側には，・1,,Ll1Iil疋している機能障審をi湘冊や促期人

院の結果のせいにして諦めることなく、個別的な}lIltlIIffを_L大していく努ﾉJが求められよ

う。

このコホート研究は現在もりIき続き行っている。今後さらにメンバーたちの1落後,淵慌

という形で．Ⅱ本流の脱施設化が当事省に及ぼす影響を評価したいと与えている。

【脱施股化後のりI)ﾘ状悠化側列】

雌も噸嚇な'1蝋としては''1職締が１禍いた。こｵLは脱施伐化から２力jlとまだ′MIiに

適応しきれていない||制０１に唯じた事故であった。また，ドl殿ではないと思われるが、無

断外ＭＩＩ後にWikでﾀ亡が確認されたメンバーが１橘いた。lZl殺のようなiltﾉくな,|蝶がﾉ|き

じた隙にはスタ･ノブ会,鵬を|Ⅲき，、１１:故のiuf雌や雌近の嫡状，ささがわヴィレソジIﾉ1での

人間関係などにMMする検舟i･を行い，スタッフMIlの1.1'i洲次進システムの充実などにより11ｉ

発防止対策を行った（第II部第４章の３参照)。

その他の退所杵のうち精神症状の悪化に↑|§うIIj:入院は６名，身体推状がlﾙiIklの11j入院

が1()将であった。州ｲﾐﾘ!ii状については1､lMjIl｣.能であったにもかかわらず他ﾙ職測Mを怠

ったために入院となった勝が３橘，］怠防ｲ《１１能な身体疾脳に伴うと思われた％･が７ｆｉで

あった。このうち|I雌ささがわヴイレッジヘ人所することになった省はＷ１で７ｆｉは呪

ﾊﾐも入院継統''１である。lIF1li神ｿ,i言状よりも身体縦状により退所した蒜が多くいたことは，

メンバーが比岐的I州附であること，心理数行により１，W抑ﾘlii状悠化へ半期介入が11｢能であ

ったことによると勝えられた。

（５）おわりに

以上が現在までのささがわプロジェクトの維過である。このような伽きかけに|ＩＩして

は少なくともわが'11|ではliij例もなく，呪状はＩ八行鮒牒の連続である。この本をお縦みに

なった方が，我々 とＩＩｉｌじ拙度で脱施設化に向き合い，我々 の緑験をもとにもっと､'141端

にとってｲi効な脱施I没化のアクションを起こしてくれることを剛緋している。

（魂席之助）



第２軍精神科鋼院辿暁什を吋製とした統合型地域精神科治撫プログラム（()"1,1,）の実例９３

２－２．生活詩としてのIＩ々

（１）はじめに

病院からﾉI輔施設へ転換した20()２年'1）１１１１は，前Ｈの３月３１１|までささがわホス

ピタルの入院池荷だったメンバーにとって，９，１１'iが・庁に退院し，地域における'1：ｉｌ１１ｉ

料となった記念すべき１１となった。この脱施殺化の収')細みにおいて，大多数のメンバ

ーが２０年．３０年という1をい入院ﾉlZiITiにピリオドを打った。

退院を果たした､11初は，メンバーもスタッフもノド惑いながらのlI々で，新しい/k折に

仙れるということが第１の'1機であった。これまで院外作業で外部の’|『業所に伽きに出

ているメンバー以外，ほとんどのメンバーが買い物などで外出はするものの．病棟で決

められた生活リズムに沿って，作龍派法のプログラムなどに参加するなど，病院の1'１で

１１１が光緒する生活を送っていた。メンバーの''１には病院時代か!､)院外作災で地域にあ

る，Ｉｆ業所へ週２～３IuI係度，仕'脱こ行-,ていたメンバーも敷摺おり，ささがわヴイレッ

ジ帳向後も続けて仕事へ行っていた。新しい生活の''１，真而'－１に仕』僻へ行く饗は頼もし

いものに感じた。

９‘lfiのメンバーのj'§llilﾉ|;ｉＩ１ｉのスタート時は２７fﾉiのメンバーがiIiII､ﾉかの形で|｜'|Ｉに就

きながらデイナイトケアへ辿っており，その他ﾉ<多数の６７符は週.111のペースでデイ

ナイトケアへ通っていた。その他肋間呑謹を活用しささがわヴィレッジでの11術'|畠柄

における支援を受けていた。それぞれが言うなればお膳立てされた'1苓柵スケジュールに

沿一'て4晶栃を始めたわけだが，この病院か.うの移行期には緩やかな秘ｲｉを進めるうえ

で，ある程度必要なことだったように忠う。この移行期は憂い入院期間の受勅的な推活

に慨れていたメンバーに，実際の「地域'に活」のイメージを抱いてもらうための時期で

あった。もし地域'k活のイメージも排たないままに，、ｌ１初からメンバーそﾉしぞjILに''1分

のスケジュール管叩を令て脈せてしまっていたら，メンバーの多くはl‘１分で11ﾘをしたら

いいのかがつかめないまま，何となく征||を撫為に過ごしてしまっていたかもしれな

い。しかしこれはあくまで移行101のことであって，ここからメンバー''１身がどう''1分の

11棟にlilIかって能ililj的に〃11のスケジュール杵j1Mをけっていくのか，それを文慨してい

くことが我々スタソフの牒迦となった。

退院によるもう一面の変化は．ル州〔だった各フロアに医師や看護帥など恢旅職がいな

くなったということだ。「ささがわヴィレッジに変わって何が良かったか」とメンバー

に伽H1すると必ず返ってくる瀞えが，「''1111になった」というものである。この「''1111」

を「うれしい」と感じるメンバーが多数であったが，一方で「ｲ《変だ」と感じたメンバ
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－も存ｲEした。その理I}Iとしてはメンバー|荷l士のトラブルが発生したときに職典がいな

いと不安だということが挙げられた。ホスピタリズムの強いメンバーほど，今までのほ

うがよかったという思いがあったのかもしれない。いずれにしてもこの「自巾」という

感覚を，退院を旭じてメンバーたちは肌で実感していた。

この脱施投化では，処物やAI椎環境等のハードIniに火きな突化はなかったが，仙唯で

も述べられているように病院機能から生柄施設の機能へとシステムを変更することで得

られたソフト1mへの変化・効果はさまざまだった。またスタッフ自身も病院から4括施

設に変化したことで，いかに生活者として，神通の感覚で支援していくか，意識の変雌

を求められた。今，振'ﾉ返るとスタッフ自身もメンバーと同じ経過の''１で変化していっ

たのかもしれない。

2002年４ｊｊから今|｜までのメンバーの生活状況や意識の変化・スタッフの支援体制

輔を火きく以卜・の３段階の'1刷り}に分けることができる。

（２）第１期：多くの生活支援が必要であった時期

【2002年‘１月～９川

病院から′k活施設へ娠換した１１１１:後は，極めて無水的な部分での41§活支援が必要な時期

であった。さらに堆本的な衣食1i：についての生活スキル換柵の支援も必要なケースもあ

った。それまで病院の''1で光紬する生活を送っていた彼らの多くは，ホスヒタリズムも

強く，ｎ分の愈思で物'1fを決め，ｎ分の堆活を仲していくことに仙れていなかった。ひ

とりひとりのエンパワメン|､にlAlわり，メンバー'''４}が''1分のことをｎ分の,ザえで決

め，行動するためのスキル（怖報収集・交渉．、己主張擁）を雌得する支援をしていく

ことが必要であった。しかし当時のメンバーたちはそういったスキルが伴わないまま生

活が始まったので，「退院したから自由だ」という解放感を澗喫するあまり，徐々に体

1K増加に伴う健康管理の|川越，金銭管理の問題，服薬符珊のMIl題，そして飲洞の問題，

メンバー間での対人トラブルの発生といった生活面への影響が出てきた。特に体軍琳IjlI

に伴い，高血圧や職lll&ｿ,ijの悪化などがみられ，身体合iﾙ症で入院するメンバーもいた。

入院''１にはカップラーメンや即席ラーメンなどを11にしなかったメンバーまでも食'1Mに

食べるようになり，入Ｉ【端の|ﾊIで｡-時期，ラーメンがブームとなった。このままではメ

ンバーのほとんどが生活料憤病予備軍となってしまいかねないということで，生活習慨

病の学習会を開いたり，訪'1M行護の指導などで意撤づけがなされたのもこの頃であっ

た。これまで揃陳スタッフがメンバーの食4ﾐ柄への配肱をしていた部分が生添施般とな

り．日常的に行われなくなったことの影響が大きかったと思われる。食事・食生活・栄
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獲将理についてセルフマネジメントできるような支援が必嬰となった。

次に金銭梼哩の'1M腿が深刻であった。入院中には''1分で維済行為を行うことはほとん

どない生活であった。メンバーたちを金銭管理の方法で分けると，①辿帳や障害年金等

のすべてを自己瀞理しているメンバー（スタッフの支援の必嬰ない）と，②通帳をスタ

ッフが棉理し，ｌ力)1分の′臓制?（''1i-LIlIil制）を波し、ｌ力川H１，１'ＩＩＪ‘杵理するメン

バー（スタッフの支援が少し必喫）と、③通'帳もスタッフが将叩し、１１１～１週間・２

週間ごとに分けて生活世を渡し，それを自分でやＩ）くりするメンバー（スタッフの支援

がかなり必要)，の３１Wに分けられた。、11初は②の肘のメンバーが多く,'iめていたが，

たちまちのうちに①のﾙｲに加わるメンバーも出てきた。むろん，支援の〃向としては，

③の隔から②の脳へ，②の肺から①の層へといくことが望ましいわけだが，③の層のメ

ンバーは知的障害のため金銭同体のiilli値・計算方法がわからないメンバーや，妄想が強

く金銭にⅢ執するメンバー，命蛾があればあるだけ散財してしまい，必腿なところへお

金を使うことができないメンバーとさまざまで，その人に合った支援の仕方にたどりつ

くまで，スタッフとメンバーのやり取りが続いた。約束の１１より前に「お金がない。お

金をください」とメンバーがやってくるとスタッフの側には，「どうして?!」という思

いが'ｋじた。本来このお金は水人のお金だから，本人の〃きなように使っていいのでは

ないかという考え〃と，好きなようにどんどん使ってしまって本､'1に生活支援と言える

のだろうかというジレンマが4ｋじた。そうした葛藤の''１，「械恢的傾聴（アクティブリ

スニング)」を川いてメンバーハ身はどうしたいのか，そのためにはどうしたらいいの

か，メンバーと・紺にりえることでそれぞれのやり〃がﾉ|§まれた。③の胴から②のﾙｉ

へ，「できるようになる」ということは確かに大切なことではあるが，いつも矢印が上

向きだと，メンバーもスタッフも疲れてしまうようだ。どうしてもメンバーの力だけで

は難しいところをスタッフがNiうことで，無理なく向き合うことができるようになった

のかもしれない。

服薬管理も同様で，当初ほとんどのメンバーは１週間の''１己智理から始まった。しか

し序々に服薬が不規MIlになるメンバーや１週間の自己管理が雌しく混乱してしまうメン

バーが出てきた。訪問行･渡チームが１２犬をし，服薬併恥ケース等をilWIllしたところ，混

乱なく服薬符哩ができるようになったメンバーが聯えた。それでも符叩しきれないメン

バーについては，職興がア渡しした。一方，問題なくIflLL癖｣〕'1できるメンバーも多数お

Iﾉ，６ｶﾉー ''零Iより２週|H1分の服莱神]'1を行うメンバーも出てきた。

飲WIiするメンバーや対人トラブルも発生した。飲澗に|ｌMしては，外でビール鞭を飲ん

で酒臭を漂わせ，帰ってくるメンバーが増えてきた。また宴会を企画し，イ'１１人かのメン
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バーで飲み全を冊くこともあった。ささがわヴィレッジでは′|§活するうえでのルールと

して施設Iﾉ､lでの飲illliはできないことになっている。そのため外で飲澗してくるメンバー

が増えてきた。未成年ではないので飲酒することｒ1体を蛸【上することはできない。飲ilIli

することでアルコールがもたらす作用などを知ることが必甥だということで、『聯liiIlI科

リハビリテーション・ワークブック』3)の鋪４ｌＷｔ「たばこやアルコールに頼らないため

に」等を活川し，デイナイトケアなどで学習会を附いた。

対人トラブルは女性のフロアで多く起こった。特に知的障害のメンバーがトラブルの

原閃であることが多く，少しのことにも反応し，荷い研いが絶えず，他メンバーを巻き

込んでいることが多かった。その時はIIlj荷の‘;片を械概的伽聴することから始めたが，’'１

然に仲山|ノしていることもあり，次第にひとつひとつのトラブルに振り|ﾛ1されることも

少なくなった。一ﾉﾉ，リ州ｉで起きるトラブルは誰ﾉJや1ﾉｲしが絡んだ。・例を挙げるとlIi・

'１ﾘlより，ｿ)'|'liのフロアに女‘|'|;メンバーが行き来をし、そﾉしに対し好ｳ:ったメンバーのひ

とりがちょっと火ｊｌｆをIlI,したため，女性メンバーの及人であるｿ)性が腹をfﾉ:ててそのﾉ<

声を出した男性メンバーを殴ったというものがあった。また別の例では男性フロアの洲

理室にて調理111にﾘj性メンバー|両Ｉ士がトラブルとなり，そのうちのひとりがﾉﾘ物を持ち

出し．「殺すぞ」とトラブルのｲ11Ｆを門したものだった，後のプロジェクト会縦におい

ても，警察へのj１１級のありﾉﾉも念めて討議された。それぞれその｣あの介入、その後のフ

ォローを各スタッフでiiった°しかし，男女間フロアの行き来の問題や刃物所持のⅢ腿

が浮止した。これらの1川ﾘをきっかけに，ささがわヴィレッジにおけるﾂ)女フロアのげ

き米について，人111柵|'|〃にJ:るルールづくI)が始ま‐』た。また〃物についても洲jIl1蝋

に包１．を常備しておI､’ず、使うときに職員にIl1し出るという方法が不便だったために佃

人で刃物を所持するようになったということがわかった。そこで調理室に紛失防止のワ

イヤーをつけた包１．を,郷'tし，必喫なときにいつでも使えるようにした。以ｋを振り返

ると生柄をすることでのｲ､仙さ・イくl‘1山さがちょっとした鰻みとなりトラブルの原lﾉ《lと

なっていたことがわかる。ｊ塵こってしまったトラブルをメンバーとスタッフとがきちん

と兄つめ商すことが，′|柄Ｌの不便さ・不間11Iさの解決に肋〈l”カカとなった。

（３）第２期：社会参加への試み

【2002年１０Ｈ～2003年５月】

メンバーたちもささがわヴイレッジでの生活にも慨れ，順調に毎｢1の生活を送ってい

たそろそろ個別のニーズに｣,§づいた支扱が必喫な時期であった。地域生活支援センタ

ーにおいて，４ノlから９１１にかけて個別面接をほぼ全典にした結果．将来に対する「希
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朝」がある程哩|ﾘIらかになった（炎.l）。表４ささがわヴィレッジメンパーの
将来の希望

退院口体を日標にしていたメンバーが多
く2002fI:.‘１月～９月＞

く、今凹生活施設へ転換したことによる退

院が爽呪したのでこのままのﾉt活を靴けた

いといった）肺が多かった。・ﾉﾉ，祇仙のjル

では帆労したいというメンバーが多く、′|；

柵の場はこのままでも，仕『Ifはしたいと聯

えているメンバーが多いことをうかがわせ

た。この噸から、就労への｣ｋり組みの換衆

が始まり，どうすれば働く場を確保し，就

労に向けてのトレーニングができるかさま

ざまな就労制度とのすりあわせを行ってい

った。その結果，浦締業務や調理Mi肋，食

○生活の場について

ささがわヴィレッジがいい……‘ｌｌｆ

ｌｌｉ〃/k派がしたい……１２偽

家族と・緒に．煤らしたい……６‘#'１

朴会似帰施設を利用したい……‘１名

老人ホームへ行きたい……５名

わからない……１２名

○活動の場について

デイナイトケアへ辿いたい……３３糊

仕事がしたい……３９鴇

作業所へ行きたい……０名

その他……lＯｆｉ

器洗浄業務など３カ所の働く場を確保でき，就労準備支援プログラムを取り入れ，２力

師についてはデイケア・デイナイトケアと合IIiIで'ｊ鋼プログラムを進めていった。また

１カ所についてはハローワークと｣IﾐlIilでｿ釧支慨をけっていった。それぞれの'ﾉﾐ洲が終

j･した後は，ＮＰＯ法人と』jf堆所のｉ１ｉ[i契約により，グループ就労として支援していく

こととなった。こうして３Ｍき，１５橘がグループ就労をしている。

また，これまでにささがわヴィレッジから辿lﾘiして，次のステップヘノ|；折のjﾙを脇行

したメンバーも２橘いた。１人は柵祉ホームへ人)’1}し，今後ひとり･媒らしのI‘I|,;をつけ

iii身生活を|･1指すこととなった。もう１人は，家族の近くのアハートで巾身′職1Tiを始め

た。ノl看活を始めてみると新たな課題が現れ．１１雌アセスメントを行い，必要なサービス

を取り入れ，その形成された支援ネットワークを利川し，ノ崎iWをしている。徐々に各人

がしたいと脂祈が形になっていきはじめた時期であった。

またこの頃，地域生活支援センターアイ・キャンに喫茶店を作ろうという試みもス

タートし，スタッフとして参力11を希削するメンバーと話し合いを壷ねていった。ささが

わヴィレッジ以外のメンバーもllI1わり、オープンにIfIlけて，堆術を進めていった。この

ときもメンバー主体で締し合いを進め，なるべくｒ１分の葱兄を述べられるようなⅢわり

をしていった。地域の喫茶店に兄学に{iったりして，『|分たちのＴ･でつくる喫茶Ａｌｉにメ

ンバーたちの夢も膨らみ，さまざまなアイデアが出された。

こうしてそれぞれがI‘１分の||的を少しずつ兄つけ1Iijjき出していった。Ｉ|:'冊は人をエン

パワーするというように．雌I唯始めたメンバーはどこかｎ倍に満ちた表情をしてお
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リ．「もっと頑張りたい。今度はひとり瀧らしをしてみたい」とまた次のステップを｢｜

術そうとしている。こうした姿には私たちスタッフも曲気づけられた‘，

（４）第３期：自分の生活を目指して

【2()()3年６ｊＩ～呪在（20()‘1年２jl)】

こうして徐々にメンバーたちは''1分たちの生iiTiについて秒え始めていったようだっ

た。妓近では，結婚したいというカップルも２組現れ，話し合いや具体的にアハート探

しなどを始めている。メンパーイ１１ﾉﾉ:に影響し合っているようだ。また折しくできたグル

ープホームでの新唯活を始めたメンバーもおり，これまでとは述った｣l§lril生活を楽しん

でいる。もう１人のメンバーはやはりひとり蕪らしの、信をつけたいと補祉ホームへの

入居が決まっており，今後は，蝋身生活への準備と再就職に向けた準備を２年間で行っ

ていく-J亀定だ。

スタ",フの支援〃法も仙々のケースについて-i畠論咲，デイナイトケアスタッフ，肋ＩＩＭ

行渡スタッフ，地域生活支援センタースタッフの担当でチームを組み．それぞれのニー

ズに応じた関わりをしていくことになった。

呪化は，鮒１期にみられたよう櫛IIL乱もぐっと減り，メンバーそれぞれがするﾉﾉをつ

けていっているといったことが災感できる。それはスタッフにも言えることで，、11初は

全体を兄よう。ささがわヴィレッジ全体を何とかしようという思いばかりが先けしてい

たが，ひとつひとつの課題を乗り越えていくことにより個別の関わりの敢災性を|叩認厳

させられ，ひとつひとつのケースに向き合うことができるようになった。

ささがわヴィレッジのメンバーの堆活荷としての日々は始まったばかりであるが，メ

ンバーたちは力強く生活している。

（安西里実）

２－３．チームの構築

一ワークブックを使ったささがわ方式

（１）導入までの経緯

【1999年１２月～2000年２月】

ＯＴＰは本来家族蝋位で進められるものであるが，ささがわホスビタル方式では生活

を共にする同室の当・'1Ｆ締も．友述や近隣の良き援助詩という視点で捉えることができ

る。そこでグループセッションの脚＃lもI'｣.能にしようと活動を進めた。



噸２．i髄桔ｉｌＩｌｲ}摘院退院茜を対象とした統合型地域精神科治撫プログラム（ＯＴＰ）の実例９９

病院内での()Ｔｌ)i,Ⅷﾉjは，初めての,戒みでありスタッフもイ《宏と期待を抱えていた。

､１１初スタッフ'1Mで検Ii,'し勉強会に参加する数梢の候補荷の進出までこぎつけたが，、1，１，

希の年齢や物'脈の側断能ﾉJを考えると勉強に抵抗を感じるかもしれず，参加への了解を

得ることは雌しいのではないかという考えもあった。しかしとにかくスタッフの気持ち

をそのまま伝えようということになり「I',分の病虹や薬のことを私たちと．緒に学びま

せんか」と’活を持ちかけた。その結果，、',』勝肴側から「自分の病気を学びたかった。楚

非お願いしたい」とスムーズに『解を得てＯＴＰの準備を進めることができた。

（２）説明と同意

『緋神科リハビリテーション・ワークブックj31の本文には統合失調症の病名が記戦さ

れていたということもあり．セッションを開始する前に当事着が病名と個人の服用して

いる薬の将前を多少1111解していたほうが進めやすいと忠わｵした。また９１刺端もｎ分の油

飢を知りたいと勝えていることがわかり，ｉ艮棉医より｜･分な時間をかけて病蒋のｉｌｉ知と

薬の説Iﾘlをけい（)ＴＩ)参加の'111患を得る形式で進めた。

（３）セッションの進め方

【2()()()イド２）l～20()１年ｌ１Ｉｌｌ

ａ、スタッフの構成

｜ｸ《iIIlil桝，、繊帥１ｲﾉi，ＷｌＷＩＩｌ保雌'１，州|:ｌ:(PSW）１門，作業療法l:１ｆ'i，薬剤師ｌ橘

ｂ・対象者

Ｉグループ（2()００イド２）l～20()１年ｌＯｊｌ）り)性２名，女性３答

①統合失洲症の〃

②IQ65～1()()の範|＃lで本が挑め｣'11解できるノノ

③柵lIi唯状が多少あり愈欲低ドの地受け!．'れる〃

④門分の愈忠で参加できる〃

⑤性別や年齢にはこだわらない

２グループは２()０１イ|:ｌ）lか1.,5門、３グループば２００１年６)･Ｉから５街の同意を得て

MIl始した。

２グループや３グループになるとＩＱ５０クラスからも選州し実施した。

ｃ・セッションの内容

①脳の病紙とストレスの影粋について'､ｊ４ぶ。

②薬の作川や制作川について準び，服薬記録炎を、いrlu管理能ﾉJを高める。



lＱＯ鋪Ⅱ部統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＦ〕の実際

③IIL期警綜サインを知り，その対処法や巡絡方法を理解する。

④金銭i氾録表をもとに収支バランスを理解し将蝿能ﾉJをＩ断める。

⑤週間行動記録表を用い自分自身の生活パターンを理解する。

ｄ、セッションの方法

①参加メンバーに学科するlﾉ僻をフ7･イルにして肥伽する。

②Ⅲ111Mは週１１１１１とする。

③参加メンバーに内容を説明する。

のrWilii''1科リハビリテーション・ワークブック,1柵の読み合わせを雑木に進める。

⑤進iiはメンバーが｣iIl解した段階で次に進め決して芯がない。

⑥拝観的にｎ分、身を観察する。

セッション当初の内容を当事醤の了解を得てビデオ搬影し，後11自分の姿を兄直し，

熊炎悩であったり姿勢がうつむき状態である，‘ヤ災がはっきりしないなどといったI‘1分

の状態を観嬢した。これは自分たちが周|ⅡIからどう処．，ｵしているかを知るよい機会にな

り，向ら言葉や表情・姿勢を改めていくひとつのＦ段となった。

(4)脱施設化の転換準備としてプログラム変更

ａ・調理実習

【200］ｆｆｌｌＨ～2002年１月】

○||標

簡''１．でバランスのとれた食'1fを作ることができる。

○川･象

全風（ｌグループ６名で１６グループ災施）

つ''１１数

辿21111

○内群

レトルト・冷凍食姑の利用方法

ガスコンロの．使い〃

お湯の洲かしノノ

ご飯の炊き方

みそ汁の作り方

Ｏ紬染

艮川人院'１１ずつと給食という形で食''1:促供さjIしていた､11』l端は，レトルト食1Vパ』冷


