
第２爺精神科病院』且院簡を吋箪とした統合型地域輪仲科諭撫プログラム（()ＴＰ）の実例１０１

ｉ１Ｉ〔食AIIIをｒ･にする機会もなく‘iljij'･レンジをlllいたI測雌ﾉﾉ法もわか‘､ﾉなかった。この

ｌ１ＩＪ１Ｍ'j鋼では「こんなのがあんのかい！」と驚く場lniが多々 み'.』ﾉしていた。

ガスコンロの取り扱いに対しても派懲ﾉJに欠けていたり、鍋のほうばかり気になり

火加減が洲節できず他の当恥什に細っていることが多かった。また全典がガス答祁

器の汗を災際にllilいたことがないということで，アルコール峨瀧を利川し答雑獅を

’1ﾙらし操作の仕方を学び理解した。

ｂ，学習会

【2()(｝2イド１）l～2()０２年３)l】

脱施Ｉ没化にl(,lけてＯＴＰを金ｉＷ蚊として災施するため，｜｢lWli肺''1科リハビリテーショ

ン・ワークブック』3)の一部を簡略に改変して使用した。

○対象

御.ｉ（１グループ６f'i孫嘆）

○||洲Ｍ

旅1１（'|倉前・午後の２回'災施）

○〃法

①伽111スタッフ２～３橘参Ⅲ1１（作梁旅法I:．ＰＳＷも随'１#参加するが-i§に病棟行‘遡

師が''1心に関わる)。

②ささがわホスピタル独自で改変したテキストを各グループが２クール繰り返し学

び，’'1分の体験を振り返りながらｿ,;ｊ菰を理解する。

Ｏｌﾉ1群

①脳の病凱とは何かを学ぶ。

②菜の効きめや副作用について理解し，自己符理方法を検討する。

③咲帥に''1分の状態を'2手に伝える〃法を学ぶ。

④111･川瞥ｉｉｉサインを知り，対処法や巡絡〃法を理解する。

⑤社会盗源を知り利、していくためのI凋査〃法を理解する。

○結果

企典が刈蝋ということでＩＱ別にグループをつくり脱'ﾘlした。川的レベルの低い､１１

』1階への病気の説明は模型やジェスチャーを交えてJ'M解できるよう根気よく繰り返

した。

服難杵JIMは紫の学科を開始し理解できた段階で１週間分の|‘I巳縛理へ移行した。

！i1.1Ｗ隣ｉｌｆサインは‘把人川紙を２枚iwi姉し，’'１分とIli雌什が叩解するために１枚は祁

腿に貼るよう勧めた”



全の活動に参加（引率あり】

☆各行’1fの企IIwi巡憐・毎月の当事荷

金地好・ノ|；活ｋの役削や各当帯決

めを当'1州･が典施（・部の､I1jlf荷）
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1０２票１１部統合剛地域楕神科治療フ悪口グラム（ＯＴＰ）の誕厩

ステソフ．ｌ：、Ii'1卜什は全く

ステソフ･３ 当・ilf荷自身によってｎ.'１１め

企'1川

☆ささがわホスピタルの大半の当事荷か

ここに脈する

I卿ｌｉ的な洲１１(内で憩欲低ドしているjルイ↑

企lIIil

運営する活、に参川

iimmiﾉjしないか

（６）地域社会との交流

擬期人院で地域社会との交流なくﾉい111を送っていた､'1'1端が，今'1の祉公の状況を叩

解するためには，多くのものを'､峡ぷ必腿があった。そのｿI;i院内からの収')細みとして，

交通安令課職ｊｉ・消防粋の職員・小学校教師との交流・小学生との下級の交換・ボラン

1全的接触をもたないＩ

図７地域における自方牛活へのステップ

(5)活動上のスタッフの留意点

①各セッションを退鵬しないで楽しみながら参加できるよう，スタッフはユーモアや

巧みなI;IF術を取り入れ参加者を飽きさせないｌ:夫をする。次ｉｌ１Ｉもまた参加したいと

いう菰持ちを抱かせるようひとりひとりのｲＭ(を大切にする必要がある

②学校の教龍的感覚を思わせないこと，緊張を取り除き気軽に譜せる｣ﾙをI没け，飲み

物やお典｢･群を唯術しリラックスできるよう配慮が必要である。

③､11'１１|'i･とスタッフの|ﾘM係は人人と大人ということを1,祝し対応する。

④参加汁ひとIﾉひとりの推言を大切に，決して11叫蚊いせず1,1然に''1ｕ災ﾘ11できるよ

う誘っていく。

⑤スタッフのIIIli価観を相手に押し付けないよう配慮し，スタソフ''1身も術にスキルア

ッフを似lることがiR要である。



霧２厳購神科病院退院醤を対望とした読合型地域精神科泊療プログラム（ＯＴＰ）の実例１０３

質問内容

問Ｉ

ＯＴＰの参加の声が力､かつ
たときどう思いましたか？

問２．

ＯＴＰを学んでよかった点

|ま何ですか？

問３

ＯＴＰを学んで自分が変わ

ったと思いますか？

問４

ＯＴＰを今後も続けたいと

思いますか？

問５．

①これから自分の病気とど

のように付き合っていこ

うと患いますか？

⑧これから家族や友迩とど

のように付き合っていこ

うと思いますか？

⑧日常生活で自分はどのよ

うにしていこうと思いま

すか？

回答内容

Ｓ・Ｆ：不安だった。人間関係が少しうまくいくようになった。

Ｅ・Ｓ：不安だったが．興味があった。「病気が治るのかなぁ」と思

った。

Ｓ・Ｓ：うれしかった。精神病とは何であるか知りたかった。

Ｙ・Ｍ：不安で少し気が進まなかった。

Ｓ・Ｆ：薬のことが勉強でき，自分の描気のことを知った。

Ｅ・Ｓ：感謝の気持ちをうまく伝えられるようになった。気持ちが

軽くなった。身近な看護師に助けを求められるようになっ

た。

Ｓ・Ｓ：自分の悩みを話せるようになったことがよかった（小さな

悩みが消えて胸がさっぱりした)。普段あまり話をしないの

で，ＯＴＰをやって話せるようになった。

Ｙ・Ｍ：薬の内容がわかった。

ＯＴＰの内容が少しわかってきた。

Ｓ・Ｆ：責任感が少し強くなった。

Ｅ・Ｓ：自分から話ができるようになった。

Ｓ・Ｓ：痢院の外に出るのが抑いだったが，今は外に出て何でも覚

えようと思って社会に少し足を脳み込んでみたら買い物に
行くのが少し楽しくなった。

Ｙ・Ｍ：自分のためにはならなかった。別に変わったところがない。

Ｓ・Ｆ，Ｓ・Ｓ，Ｙ・Ｍの３名：続けてほしい。

Ｅ・Ｓ：続けたくない（一度勉強したので話すことがなくなったか

ら)。

Ｓ・Ｆ：薬を飲んでいることを前提に病気と仲良く付き合っていき
たい。

Ｅ・Ｓ：スタッフの方たちの助けを得ながら病気とうまく付き合っ
ていきたい。

Ｓ・Ｓ：自分の病状が一日も早く良くなるようにＯＴＰの本を読ん
で前に一歩一歩進み綱極的になりたい。

苦しくなったらスタッフに話をIlli,にもらい病気を軽くし

ていきたい。

Ｙ・Ｍ：みんなが病気のことをわからないので，あまり話さないよ
うにしたい。

Ｓ・Ｆ：仲良く思いやりをもって生活しようと思う。

Ｅ・Ｓ：相談して気持ちを切り昔えながら付き合っていきたい。

Ｓ・Ｓ：家にあまり迷惑をかけないようにしたい。兄弟の言うこと

もよく聞いて病気を治していくよう努力したい。
Ｙ・Ｍ：あまり病気にならないようにしたい。

Ｓ・Ｆ：平凡に暮らしていきたい（平凡に生きるのは難しいと聞い
た)。

Ｅ・Ｓ：週１回でも働きに出たい。小さな自分の家に住みたい〈私
の夢)。

Ｓ・Ｓ：疲れたときは休みながらできるだけ体をmかしたい。本も
大切なので，少しは読めるようにしたい。

Ｙ・Ｍ：薬を飲み続けたい。

図８０ＴＰアンケート調査結果

(刈欺：】グループ‘l侮継統期liIl：１９９９年２川～20()１年８月）



l()４幕II部競合型地域精神科治盤プログラム（ＯＴＰ）の実際

テイア活jＷ（クリーン作戦２１''１イド・小'１４校へ乎継いＷＩ.'|j'‘(f付・将別礎繊世人ホームへ

T息;M慨'&州･など）を実施した。

この教行的視点から実際に働いている方々を病院の1'１に州き入れ交流を図ることで，

知識も深まり当事者の生活意欲も術まり自信を取り瓜す助けとなった。

炎辿指禅典が数橘来院し，淵'1f荷は瞥察の人が入ってきたと思い込み緊帳した」ﾙＩｍも

みられたが，’'11を重ねるなかで交辿脂導典たちと楽しそうに全紙する姿もみられていっ

た。

小'､糾災救師との交流では、今のjr･どもたちの遊び（ケームボーイなど）や勉蚊のIﾉ熔

(ハソコン）を|ﾙlき自分たちのl･･ども時代と述うことに総いていた。

子どもたちからの励ましの手紙は，・蒋段の生活の!|Iでいたわりや励ましの言襲から述

ざかっている当事者にとって生き'1旨きした感情を取り戻すよい機会になり，女性､'111#稀

の'|'には感激し涙を流しなが'P』統んでいる場|ｍもみ‘､,れた

ボランティアi,師jlは，地域の・典としてI‘1党していくために､11'|端というｲﾉ:jルより，

ひとりの人'1Mとして「私たちにもできる」という思いをｲhIi〃化することに五点を縦い

た。結果としてクリーン作戦を緋1)返し実施するなかで，タバコや缶の投げ総てはJi'1『

制lら率先してやめていったという維紳がある。

（７）その他のステップ別活動内容

lii院|ﾉ､lか!､』の祁備を爪ねて､'１‘Ⅱ汁がさまざまな維験を多く持っていること，ケiIlってい

るということは恢みであり，’'１１‘#の雌ｉｌ卜にもつながる（Ｍ８)。また長期入院していた

当』１階が退院するときスタッフはどのような環境の場にﾘ'1}るのかを理解し，その場のノヒ

活維持に必要と予測される多くのことを当事者と一紺に聯え準備しておく必要がある。

（大谷典子）
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1,1岳

第参章地域におけるﾈｯﾄﾜーｷﾝｸ゙

1．みなとネット２１におけるサポートグループ活動への発展

（１）なぜ地域の中でネットワーキングが必要なのか？

地域リハビリテーションのり,１場で和談を受けていると、通院をしながら状態は安定し

ているが，品間のﾉﾙ場所があるわけでもなく，維済的な収入にも結びつかず，ほとんど

外出することなく家族の支援に頓ってﾉk活している人たちに巡過することがある。こう

したI‘1宅に引きこもって家族以外の人たちとの披触を避けている人たちは，決して「ﾘ｜

きこもり」の状態に満足しているわけではなく，むしろきっかけがありさえすれば社会

参加の機会や社会的な役割を持ちたいと願っている瀞ﾊﾐ的なニーズを侍った人たちであ

るその''１には，過』：に社会とのつながりを排とうと外に}'1,てはみたものの1,1らかのj1l1

lllでうまくいかず，失敗経験がｲく'炎や恐怖心(こ結びつき，家から出られないでいる人も

いる。こうした「引きこもり」状態をひとつ例にとっても「本人が出たいと思っている

が111'られないﾘlきこもり」や「H１１ない状態でなんとか然ちi‘；いた状態を保っている')|き

こもり」など，ひとりひとりの状態や維巡が巡一》ているため，IMI々別々の状況を知る必

嬰があるのは蒲うまでもない。例えば，ｉｌ:公とのつながりを求めているのは誰なのか，

どんなことを蝦んでいるのか（友達が欲しい，どこかＩ!'}場所が欲しい等）など動機やタ

イミングをきちんと把握したうえで，｜Ⅲ別のきめ細かい刈応と側きかけがなければ地域

サービスに結びつかない。また，たとえサービスを利川し始めても雌初の時期にうまく

馴染めずドロップアウ|､してしまうと，そのあとり|きこもり状態が複雑化する場合もあ

る。精神障害の特徴として，障害が同定化せず，陳秤の雅礎にある疾病そのものの変化

により陳'1ifのレベルが変化するため，洲;i状の悠化や些細なつまずきが危機に拡大しない

よう本人を支援する専門家と地域サービスとの協側的支援体制と，個々のニーズに応じ

たケアマネジメントが非常に並要である。したがって，IIji門家は地域の中にどんな桁神

保雌怖祉サービスがあるのかを１．分に知っておく必甥がある。

地域でﾉ|;折するﾈ'１州lIIiit',『端は「疾ﾙ側と「|縦‘IlI:」をill:せ僻ち，腹合的なニーズを排っ

ている。また，新しい継験が不得ｒ･で，ｌ‘ＩＪＩⅢIを愈,職しすぎたり，言いたいことをうまく



１０６第11部統合型地域楕神糾治蝶ﾌﾟログラム（ＯＴＰ）の実際

人に伝えるのがI1f下，という生活・対人関係ｋのlHl題から地域のI|'にあるサービスへI‘Ｉ

らアクセスするのがM1雌である場合が多い。精神障害者の地域/lﾐ活支援では，医療機|ﾘ則

や関係機関，社会復ﾘ1,}施投ｲ:Ⅱ瓦に紹介する「受け入れ」や「送致」というレベルの利用

紹介にとどまるのではなく，ニーズに即した社会査源やIｳ《旅・保健サービスへの当4端

のアクセスを支援し，サービスをｲT機的に「つなげる」ネットワーク化が不.''1.火であ

る。

（２）地域の中にある社会資源を積極的に活用する

入院治縦111心の精神科恢旅体制から地域梢神科サービスへのI賦換がIx'られるなかで，

精神障害者を地域で支えるための小規模作業所やデイケアなどの''''1の活動の場である

とか，援護寮やグループホームなどの生活の場，地域堆活支援センターなど精神保健禰

祉サービスの数もｲ耐iも年を締るごとに恥加傾ｌｉＩｌにある。しかしながらこうした精神疾

心を緋つ人に特化したサービスは，」坊合によっては、地域|:会とのﾙﾙたりを強化し，さ

まざまな可能性や機会を喪失することにもなりかねない。＃i噸が縦験したケースの中

で，１０代後半に統合失拙雌を発症し，数何の入退院を雑て呪在はグルーブホームで唯

活しているＡさんを細介したい

Ａさんは，ＨＩｌｌは医旅機側のデイケアプログラムに嫌日参加し、１１洲的に精神保健縞

祉の専門家と接しながら過ごしている。Ａさんが地域の''１で安定した生活を営んでいる

背紫にはさまざまなスタッフの支援があり，些細なﾉWilzの附雌が生活の破綻につなが

『》ないよう，Ⅲったときに助けを求められる支援体1illが槻能している。Ａさんは桁神保

健隅祉サービスを利川しながら地域の中で上上活をしている・・〃で，ノl§活や行動の範囲は

限られていて，週末にどこかへ出かけることもなく，スポーツセンターや図書館など近

所の公的施波を利川した維験もなかった。Ａさんは「出かけられない」わけでも「出か

けたくない」わけでもなく，地域にどんな施設があるのか，どのように利1Wすればいい

のかが，わからなかったのである。ＯＴＰでは．地域社会をさまざまな資源が数多く存

在する「社会資源の涜雌」と捉え，、Li事者本人の希望や11標に韮づいた計画を立てる際

には，既存の洲神保雌袖祉サービスに限らず，さまざまな茨猟やサービスも含めて破極

的に利Iijを検討し，活IIjしていく。たとえ保健所や咲旅機関のデイケアでなくても，友

人と会う，公園に出かける，散歩をする、買い物をする，趣味のサークルに参加する，

科い』ＩＦをするなどさまざまなｲ'剛iの選択肢が活用uI能だからだ。Ｗｉ神陳祥者が身近なと

ころでさまざまなサービスを利川したり、昧祥を持たない人と関わり合うということの

メリットは，当蕊者の支援ネットワークを広げることにもつながるだろうし，精神障害
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に対する誤解やlii兄を取り除く手段としても布益であると荷える。

亜篤な陣iIfを持っている人にとって、地域′|§柄を維持していくうえで約ｉｉ神保健の帆肌ｌ

家の支援とサービスに対するニーズは高い。だが，我々は病院の中や，限られた施殺の

中と比鞍しても地域にはたくさんの資源と怖報，機会が存ｲfしていることに多くの‘１１例

を皿して気づかされている。Ａさんがデイケアを利川するようになったのは、友進が欲

しいというニーズに雄づいていたが，デイケア内で年代の近い友人が何人かできたもの

の，一方で発病前の友人関係が病気を境に途絶えてしまったことを気にしていて「病気

になってもう杵の友述には会えない」と話していた。そこで，スタッフは「発病前の友

逮と迎絡をとること」を'1標に，竃級のかけ〃のロールプレイや病気のことについて|Ｈ１

かれた場合の対応などについて小さな課題に区切って1''1度も話し合いを持ち，；,1銀，そ

の友達と述絡をとって''1宅に遊びに行くことができた。こうした「ごくごく沖辿」の友

人関係を通して、レストランへ食'1#に州かけるなどの「緋旭」の経験が輔えていったケ

ースである。

精神障害者の地域ﾉ|言活を支援する際には、当然のことながら当事省のn機に合わせ

て．彼の住む地域の中にある一般的な資源を視野に入れ，地域社会とうまく「つなが

る」ようにＡＩ;iIIiをつくっていくことがﾉ<明である。

（３）「当事者性」を市民活動に展開する－共に地域社会の一員として

さまざまな仙康|:の‘洲岨を抱えて生きる人々 の'''1腿を解決する場合、同じ細幽を抱え

ているか抱えた維恥を侍つ人々が関わることによって，間辿解決への途がIﾙlけることが

多い。しかし一方では，こうした問題に対して多くのIlj腿からの共感や理解，そして支

援が必要であり，特に精神保健福祉問題に関しては身近な問題認識として捉えづらく，

11号しい知識や111州iｲ《足による祇解や偏兄が根強い。こうした障容を持つ勝と待たない締

との間にあるＩ|に兄えないバリア（隙唯）が，逆に､'11噸の地域社会へのアクセスをlｲｉＩ

難にしている111能惟もある。したがって、精神傑雌佃祉の専門家は，、ﾙi覗箭に対する佃

別的なアプローチにとどまることなく，地域社会をいかに巻き込みながら共に柵jiIを進

め，桁神保雌のI|;しい,偲搬とI誤解を解いていくのかという社会的な側Iniも非淵に大切で

ある。こうした「､'1'1噸性」と「市民性」と「糾叩l性」の緊張関係をダイナミックに展

開していけるかが、そこに精神保健サービスが地域のI|'で根づくか否かの重要なポイン

トであるように思われる。

「みなとネット２１」はWi仲障'‘I端を地域でサポートしていくための多脚祁ボランティ

アネットワークとして発足した。さまざまな社会盗源がネットワークを組んで地域での
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堕掴

＞
-方向的

図１一方向的な支掘

一三〆
地域のり,(門京

狐〃向的

一一一

図'２双方向的な関係性

図 ３当事者向けの案内状

ﾉ|§活動線をi''1帳し．肺'‘I端がいき

いきとした生祇を送れるようにし

よう、柴活ｋの州雌やストレスを

減らすことで111飛を防ぐだけでは

なく，ノl拓汁として典の|:|・会参加

を促そうというのが大きな'1ⅢWで

ある。活動を進めていくなかで，

撮助「する側」と「される|M1」の

一方向的な支援（似１１）から，

｢共に考える．参加する．栃仙を

創造する」双方向的な関係性（図

2）を作り川す必災代があるので

はないかと,勝え．対等な側係で．

瓦いの成果をフィードバックでき

る体制づくりをＩ|桁し，「一歩蹄

み出したい，′崎門を災えたい」と

いう当'|粉やその家族，地域の桁

神保健福祉の＃門家，「桁神障害

を理解したい、何か役に１１ﾉ:ちた

い」ボランティアや学唯，ｌｌｉ腿な

ど地域社会を術収する脈もが共に

精神保健について身近なＩ活腿とし

て瞥え、！;＃し．ｉＭｊｊするjルとして

みなとネット２１のサポートボラ

ンティアグループｉＩ師jllを|H1始した

のである（Ｍ３）。我々のこうし

た祈肋は，（抑'１‘衆による支慨とい

う一方向的「援１１ﾉﾉ恥,lhIijj」から地

域住民と共につくる収ﾉﾉ向的「共

剛性活動」へ．「洲題解決恥,師jl」

から「{Iiiiil雌11世ﾉ；ﾘ柄仙」へという

恵識の転換を図っていくことも息
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味している。

サポートボランティアグループ活動はｍ宅から出る外出の機会にしたい」「どの程

度11:'1『（作業）が続けられるか試してみたい」「家族以外の人とのコミュニケーション

をと')たい」などの､I祁希ニーズに基づいており，それに応える形で発足された経紳が

ある。したがって，みなとネット２１の利111門．（､'1'1崎）が1''心となっており，ｌＩｉｌじ悩

みを分かち合うヒアサポート的役割も大きいが，ここで陥惚しておかなければならない

ことは，このボランティアグループの活動の趣旨がデイナイトケアと瓶似のものではな

いということである。グループの榊成は，利川綜家族，・般ボランティアとなってお

り，あくまでもメンバーの合愈による''1-脚Iり迎桝をﾉ!《水としたlliLWi1liljがi；な'Ｉ的であ

る。また，この禰肋は「地域播動」を主iIillIに展|ﾙ'し，グループi11hliIIそのものがilr民i師力

にほかな↓､,ないと巻えている。グループおよびIli比iIⅧ11を1j･うメンバーは，その性使を

維侍するために､'1'|崎であることやﾉ,1,1Fきをはずした'111,|人として参りI|することを1%ilIIlと

し，メンバーは一Ilj腿として参加すること．メンバーIlill:の側係はそｲしぞれ柵怠とする

ところで竹われる相補的な役割分担の関係と高えよう。

サポートボランティアグループ活動内容は以下のとおりである。

．､11Ｗ州Iill:の交流

・ボランティアiITi動

．'‘1分たちの情報発信

・Ili民のひとりとして地域活動へ催開する

．､１１'1輪のみならずｉ１ｉ神保雌脇祉の１W進をII的に化比，′Ｗｋなど多くの人が・縦に柵

ｊｉⅢに参加する

なお､'1グループ祈勤の成果として，ホームページが,ﾉﾉ:ち上げられているので．ご覧い

ただけｲしば稚いである（httI〕://ｗｗｗ・ii-pa１．k.11c(／ＳＯＩ･cike/)。みなとネソト２１のホー

ムページか↓､』もリンクしている。

（稲井友理子）

2．地域生活支援センターアイ・キヤンの艇Iﾙｌ

地域交流行事，事業

（１）はじめに

桁神肺‘iI;:を抱えた人たちを取り巻く変化は脱施般化，「入院'''心から施俄へ，施‘没か

ら地域へ」と地域におけるケアを中心に腿開される流れの''1にある。１W神|臓欝者地域生
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油支援センターは２()()０年‘lノj，法改正によって社会復ｲfI}施設のひとつに位i侭づけられ

た。

そのような流れのIllで「地域生活支援センターアイ・キャン」は2002年４月１１１に

福島県のほぼ''１央に位|i',Iする人1-'約30万人のlllilIIllTに1N所した。当センターの'iIImijj拠

点はｉＷ秘↓でも上にﾙｌＩｌＩ地|>〈（２１|j・３Ｍ；〔161111.村〕）であり広範囲にわたる。冊Ili部

もあり，郡部もあり，交辿手段の不lIiなところもあり，柑仲障害を抱えた人たちへの取

り組みもさまざまである。

精神障審瀞の媒らしやすい社会をつくっていくために，地域への働きかけはﾉ､§変iR災

である。地域1i;腿の破解と侃兄は充全になくなったとは,言いきれず，また，淵』1噸･が*１１ｉ

神障害による生活のしづらさを侍っていることもあり，地域で生活していくうえで細遡

は多い。

障鴇を抱えている汁が′|菖析しやすい地域づくりをI|術すとき，１１.''1:端，家族，地域化

腿，行政，医旅lYli祉機|AI弊のネットワークの形成は/fnI欠であり，有機的な迎挑が求め

られる。また地域は関係群だけではなく障害を抱える人たちも含めさまざまな人が生活

している。地域社会は障嘗のあるなしにかかわらず，令ての人にとって自L』.実現の場で

ある。さまざまな人たちとの川会い，ふれあいによって，人と人とのつながりができ，

当半者が自ら社会参加し，エンハワメントを商めていける環境になっていくものと思わ

れる。またそのことは桁神陳害を抱えた人たちに対する理解を深め，誤解，偏兄の除去

となっていくのである。

このようにWIii神|I職!i:を抱えた人たちがそれぞれ地域でI‘|分らしく生柄し，rIi-L爽呪し

ていくために，地域におけるネットワーキングはなくてはならないものであり，地域4皇

祇支援センターの果たしていく役割は大きい。

（２）開かれた地域生活支援センターを目指して

地域生活支援センターアイ・キャンの活動を紹介する前に当支援センターの環境を

記す。

、11支援センターの人ﾉﾙする処物の1iii身は１９５３ｲドに佐久'''１ｲＷＩｳﾐﾙ|iにより0111没さｵした

｢腿療法人災枇保盤剛附鵬縦川病院」という，作業旅法や|塊外作巣を辿し社会復ﾘ'1)をlＩ

指した102床の精神科病院であった。その後'999年に「ささがわホスピタル」と名称

変更した。

この「ささがわホスピタル」を２０()２年３)･ｊ３Ｉｌｌに礎院し，没Wi，迎灘i§体ＮＰＯ法

人を立ちｋげ翌11の.1ノ１１１１より３階建ての２，３階を此'11化居「ささがわヴィレッ



家族・次人

医療機 隅

行政機Ⅲ（Ililllj.{､1.,行政機Ⅲ（Ililllj､'’１．．

保険湘祉'１１勝所・傑仙Iin･）ﾘi・傑仙Iii）

ホーム ヘノレパー

第３章地域におけるネソトワーキング１１１

｢－－１ 卜1.全復州施般

i1111.%

〃ー■

ボランティア
訪

ノ、1画、 一ワーク

'1『雛所

家族全‘家族

当覗

家族公・

当７１F者の会

|IWi･砿

図４支援ネットワークの形成

ジ」とし，１階を当支援センター「アイ・キャン」とし病院機能から脱施設化し地域に

おけるケアを中心とした機能に恢換した。

「アイ・キャン」には附所､1111から２つの役削があった。すなわち地域′ＭＩＩ父援セン

ターとして地域の利用者から求められる役割に加えて，既にささがわヴィレッジで4袖

している９４名の地域生柄秘行への支似を必嬰とする利用新（メンバーと呼んでいる）

に対するものであった。こうしたなかで，いかに地域の盗派としてアイ・キヘ｡ンを,柵知

してもらえるかがひとつのＩ那池でもあり，当'|堵たちが地域でよりよい′khIi，’'１分らし

い生活の実現ができるように地域におけるサポートネットワークの形成が求められてい

た。

このような状況の''１，地域交流ii･11f’１錐を展|＃lするために地域に'１１かれた地域生柄

支援センターを目指し３つのﾉﾉ針をfﾉ:てた。

①いつでも誰にでも気縄に利川される施股

②利川儲中心の支援ネットワークの形成（似|.l）

③稗業，広報祇肋の股lﾙｌ

①②③は別々のことではなく，①が行われれば②への口｣能性へとつながり，緋果的に

③となり，相互作剛しlIM係している。

（３）地域交流行事と事業

精神障害者と地域住民の垣根を取り払い，精神障害者に対する理解を深め，磯解，偏

兄をなくし，｜砿害者を地域で支えていくネットワークを構築していくためには．さまざ

ま左地域住雌が気雌に施投を利川し‘’"ﾉしることが必饗とザえ，以ドのことを脚M1してい

った‘，
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ａ・インターネット接続パソコンの設置

パソコンを附時インターネット接続し憩いの場としてのオープンスペース（憩いの

場）にｌ台設慨した。使川料が無料ということもあり，ＩＴ化の現代を反映して，脈１１

使いに立ち寄る附辿の利川汁がでてきた。後にはボランティアが先生役を果たしてのパ

ソコン教嶺がﾉ|§まれ，アイ・キャンの緋色のひとつとなっていった。

憩いの場におけるハソコン濡要は多く，現振では３台没ii'iされており，うち２台は附

時インターネットに接続されている。このうち１台は地域住民からの寄付によるもので

ある。

ｂ・地域交流室（７９ｍ'）の開放化と利用

①会合，打ち合わせの｣ル

町内会の会擬に利川ﾉﾉ法について和談にのっていただいた。すぐに町内会の会合が

｜ﾙ111Mされ，また会合jﾙIﾘiを探していた地域のI'･ども行成公が州かれることとなっ

た。ｆどもｲ成金iITMiﾉﾉに熱心な父雌が多く，ノi,では作，奥，冬休み，祭り，ノ又禰会

等定期的に利川していただいている。

母親でもある役典が多く，夜の会合のため、然と了・どもを同伴する参加満が多くな

っていった。「･どもたちは会合が終わるまで，、Li支援センター内にある地域の化峻

から寄州された本の|､x1,'|:コーナーで読了1ドをした')，ハソコンでインターネットを染

しんだリ、お絵かきをしたり，テレビを兄たりとそれぞれ思い思いの過ごし〃をし

ている。

このことが学恢の光'|；にも低わり，児欣たちが「アイ・キヘ･ン，アイ・キヘ･ン」と

言うのでどのような所かと兄学に来た。今では小''i4校の教師も後で記す別の||的

で．定期的な訪問勝となっている。

児‘WiのIIIlの1.1州雛Iは述く，たちまちのうちに'､洲:細''}りにハソコンを利川する児jfiが

出現した学校の術迦をインターネットを使Illして,淵べたり，ケームをしたI)とさ

まざまに楽しんでいる。もちろん当支援センターのメンバーも一緒に憩いの場を利

用しており''1然な交流が生まれている。またWlII||｣{lﾙ〈'1膳I識就労述絡協縦会，ｌｌｉＩＷｌｌ’

保仙ｉ州:ふ１Ｌあい公聯の.'1.ち合わせjﾙ所としても定｣りl的に仙川されている。

②ボランティア・サークルへの伽きかけ

当支援センターの企幽は，地元のカルチャー教室とタイアップしている。人形劇，

郡111圧諦Ｉ滞り部の公．絵下紙教室．パソコン教寵、アートフラワー、お料珊クラ

ブ，将棋クラブ，コーラスサークル，ガーデニングクラブ群，いろいろなサークル

がセンター|ﾉ1のスペースを利用するようになり，地域の化民も多数参加している。
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ボランティアilrhliljをしている人たちも１１頃のｉＩⅧjの準の場や成果を柄川する機会

や場所を求めていることは，新たな発兄でもあった。センターとボランティア柵1ｍ

の，ちょうどよいマッチングであった。

③研修会の場

２()()２年４）lか1.,WiiIlI陣‘iI舗に対する'111淡窓11サービスがllil'1j､村に移榊:さｊしたこと

に伴い，各IlilIIl,村の狐当昔研修会が開催され，ネットワークの形成に重要な役削を

果たした。

あるときは，’''1.の保雌WIIiから詔介されたという〃からのｲ:Ⅱ談があり，抱えている|Ｈ１

辿も家族令体としてゲえる必要があり，ｌｌＩｌ腿の11ﾐｲ『化，関わり〃についての検ﾙ１．を

関係勝会,砿として行うことができた。また逆に各1|i町村から家族教室においてのIiW

師派遣依頼もあり，ネットワーキングの''1で支え合いの輪が次第に広がってきてい

る。

利川荷-iﾐ体の′I§活支援を災鮫していくと，利川汁を'''心とするネットワークの形成

が必然的に必喫となってくる．広範囲な地域を活動拠点としている当支援センター

においては．各ｉｉｉ''11.付はじめ，他機関とのネットワーク化は今後ますます覗要さを

噸してくることであろう。

ｃ、さまざまな行事の開催と地域活動への参加

①夏祭り

利ＩＵ杵が爽行裾iiとなり，模擬応ケーム，１W(冊ショー，よさこい踊り擁が企lllilさ

れ，地域のⅨ旅冊祉側係の〃々，ボランティアの協ﾉﾉを僻て．利川総遇ｲ1,:ﾘ)次の

地域住民が多数参加し盛大に行われている。

②クリスマスハーティ

地Ｊｔ州身で11;|隙的にiI洲Ｉしているフルート撫片や獄111帥，Ｊ９４歌を歌ってくれる牧師

等いろいろなボランティアが参加・脇ﾉJしてくださっている。品食|畔の,):食ハーテ

ィは地域と共に食'1#をすることにより叩解を深める時間となり，陣審稀も|唯'iI端で

ある前にひとりの人1冊であるという」|§皿認,紬がjﾘﾐﾉ|ﾐえ，利、儲も地域住雌と典に衆

しみ過ごすことでエンハワメントが似'られている。

③クリーンデー

年２回行われ，‘iﾘ１６時から沿道のゴミ拾い．側渦諦除を行っている。ささやかな柄

動ではあるが､''1'１噸''1弊が社会参加活仙し，地域に戊献していくことでＩ誤解やIIiIi兄

が取り除かれ，Ｉ‘l然に地域に溶け込んでいけるのではないだろうか。

④ボランティア折仙への参加



１１－１節II部統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＰ）の突際

表ｌアイ･キャン喫茶実習プログラム

（１３：３０～１５：００）

１週胤

2週'１

3週1１

､1週l:Ｉ

５週|･’

3/31(月）

<共通＞

･仕jlfの心榊え

･接客の基本

’１１:Iの流れ

4／７（、）

<ホール係＞

開店淋備～お客様を迎える

4／1ｊl(月）

<ホール係＞

注文を取る～料理を出す

4/21(月）

<ホール係＞

お容様を送りH1す～閉賎

4/28(）j）

<共通＞

一緒の練習(飲み物を使って）

全になった‘

､!Ｗf背であるメンバーから，「''1分たちも地

域へ典献したい」という希望があり，社会棉

祉協議会にメンバーの社会参加活肋について

ｲ11談したところ，「在宅独ﾉ老人配食サービ

スの'Ⅲ災をけっており、人ｆが足りないの

で，雌非参加してほしい」とのI誘いを'更け

た。在宅独居老人配食サービスは，地域の社

会棉祉協縦会と地区婦人会．ボランティア連

絡会搾の６協ﾉj剛体によって年‘llIIlifわれて

いる。

メンバーも地域住民に教わりながら約300食

の弁当の盛り付け作業に一ﾉlﾐ懸命取り組ん

だ。地域性比からは，「大変助かった」と感

謝され，メンバーも作業をやり遂げたという

達成感，自分も社会に参加しているという脚

|,↑を1M:られたようで，「楽しかった，また参

加したい」という感想が'1Mかれた。

一般の方々と一蒲に作業に取り組むことで，

地域住民にも構神障害希のことを理解しても

らい，メンバーも地域に参加していくよい機

このような取り組みによりノーマライゼーションの実現へと一歩近づくことがで

き，大切な意義を持つものと思われる。メンバーもクリーンデー，１１.食サービスに

参jlIしてからは「地域の〃が挨拶してくれるようになり，闘い物していても地域の

人の視線が良い意味で変わってきたように感じる」と話している。

ｄ・軽食喫茶手作りの店パステル

波lirt辿鴬．iﾖ体であるＮＩ)()法人の|ﾙﾉﾉのもとにアイ・キャンの!|Iに「,|iii食喫茶I:.作り

の店パステル」があり以ド4つのﾉﾉ針を禍げ2()()３年６ｊ]より展|＃|している（炎ｌ，似’

５）。

①特別な場所ではなく地域に数ある武派のｌＩ１のひとつとして，地域の人々がｒＩ然に利

川するなかでノーマライゼーションを脚っていく。

②アイ・キャンメンバーとの共liil作業により企'111から店づくり巡営をｲjい，その過程
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ハード1ｍ システム
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・ユニフォーム
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配慨決め

･川人リスト

・企画晋

･看板

･装飾
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図５アイ・キャン喫茶店オープンに向けて（案）

｡'蝿'ｿマニュア

ル．Ｈ縄

・メンバー勤拐

災

・レシピ

･批労附釧片|ｲ,]

け脱明褒料

･オーブン1.i:似

チラシ

，就労メンバー

募典チラシ

,鵬,販ｊｊｌ６作i１，１，

蝶災

からエンバワメントを商めていく。

③地域ii畠民や利川竹が趣味で作った下作り作品や作推所の投雌製iYI嫌の展示・受托販

売を皿し地域交流を|刈る。

④メンバーの就労支援の一環として積極的に腰側する。

ここでパステルがオープンし３カ月経過した頃、ある1人のメンバーが語った言葉を

紹介したい。「I鰹1分の人ﾉｌｆ，、ドば諦めていたけど，什氷をする城になり向信がつきまし

た｣。アメリカ・ロサンゼルスにあるVillagelSAのマークI侭師は「1,1複」ということ

を「病気が回復するということだけではなく、その人、身が1mI復することである」と述

べている。就労は、Ｉ#には雌商の治療となりうるのである。

ｅ・講演会の開催

諦淡会の|州|脚{Niや､1111の迎'尚は，地域に|ﾙlかｵし根ざした支援センターにとって人礎

刺激的な企画である。杵禁，広報活動を展開するうえでも欠かせない事業であり，「地

域の人々が多く参加するには？今回の対象着は？会jﾙは？……」といつも試行錯誤し

ながら行っている。

これまで開催した諦波会のタイトル，講師機，参加齢人数を記す同



116弟１１部統合型地域梢神科論療プログラム（〔)ＴＰ）の実際

〃第１Ｍアイ・キャン榊揃会

Ｃ

｢家庭や地域における111人暁]篭防や社会復帰促進への取り細み‐

講師：三浦勇太医師（慶鵬義払大学病院精神神経科医師）

参加着：７２門

師2111|アイ・キヘ,ン州油会

「まわりみちを楽しむ」

講師：玄附宗久氏（芥川俄作家）

参加肴：１５０撚

○輔３Ｍアイ・キャンii雌油会

「病院朕療から地域ケアへ」

講師：イアン．Ｒ・ＩＩ・ファルーン博士（オークランド火堆教授）

アントニオ・マストロエニ|ｹ〈師（イタ|ノア・コモルｉｉｉ''１保他細祉センター長）

参加竹：１３０ｆｉ

ｆ、機関紙の発行

年６回，毎回５００部作成しlAl係機関，家族，メンバー，地域（Ii1I随版）に無料で配布し

ている。紙lniは活jiIj紹介．メンバーのｊＩｉ，Ｉ微減会お知らせ，スケジュール，嫌である。

（４）まとめと今後の課題

地域の中で桁神障詳を抱えている人たちが自分の求めている本､11の生活ができるよう

文慨していくことが地域ﾉ'２活支援センターの役削であるが，今後も地域ネットワーキン

グも含めアイ・キャンの取り細んで行くべき課題は多い。

また，これらの課腿を進成し役測を卜分に担っていくためには投脱巡常-腫体である

NI)Ｏ法人のj,蝿の安定，強化か求められる。

その111でも財政的ﾉi蝿の強化は急勝であり，会眺‘州､i命，illi肋命輔は火,lドな収人伽ｉ１

ではあるが，独立し継続した組搬迎営を行うに催ＮｐＯ自身が''1らのＦで収続』|f業をど

う創出し展開していくかが大きな課題である。

このような牒廻に｣iくり細みながら，縦もが地域の中で'災心して''１分‘）し〈'1識できる

ための地域環境づくりの・塊を拠っていければと思う。

「Ican1（私はできる)」を合‘す災に……。

（橋本家康）



寵３軍地域におけるネz，トワーキング１１７

3．作業所，生活施設，かかりつけ医との述挑

（１）作業所，生活施設など，医療施設以外の施設・機関との連携

欧米を'''心とする,洲外lIilでは，ＯＴＰは家庭への‘;州lを１%111ﾘとして行われている。、'ｉ

'1噸が'Ｗiする呪'災jﾙ'''1iである家庭には，、'1'1汁の１１術蝋境の形成に'府ﾉくな役Wllを肌う

家族がいる。このような家庭において家族も交えて行うセッションは，治療的にも効果

的であることは篇うまでもない。一方，１１本においては，精神科サービス機関による家

庭への訪問は比較的に少ないと思われる。そのJIMIlIは'1水仙''１のものとして，いくつか

あるだろう。まず，、今旅I剛がｲ《IﾘI脈であるため|ｸ《旅機UVかIP,の,湖H1に際しての距離が述

すぎること，次に，似『+環境によっては家族がスタッフの!;力間を受け入れることに紡果

として拒fffを示すこと，さらに蛾も孟大な間腿として，肋''１１ﾉW1の医療については塊状で

は医療保険の遮川が,MjlllI行I灘のみに設定されてお|），（)ＴＩ'のような沿旅的プログラム

を実施するに際しての財政的な保障がないことなどが挙げられよう。これらはⅡ水にお

ける障壁（ローカルバリア）として存在している。

従来の隊療的コンタクトは病院，診療所をＩ''心として行われており，もちろん、病状

の改禅や思惟jUIの人院などで､’１'1端への咲旅的取り組みのＩ''心として・定の効果を繋げ

ている。しかし，このような|ｹﾐ嘘機関の取り組みについて，今IIt組の|災旅・柵祉の統合

的な推進という肌ﾉ‘I‘(においては若干の問題点がl制'1Wされる。まず，長期人院やｲく迦切な

薬物療法による辿蝋1節により陰性症状が避延化したI)するなどし，社会参川1に向けての

愈欲が失われてしまうこと、次に病院の'1:地のﾙＭｉによ')退院後の辿院にM;I雌が'|;じる

こと，また，外米i没瞳においては|･分な診察１１洲１１の確保が困難であり、、11』I晴のi皇観や

生活状況の把握が不・|-分となり，特に社会参加やエンパワメントに向けてのアプローチ

が進展しないこと，などが挙げられる。

より生祈場1ｍに近い所でのI災旅と冊祉の腿|Ⅲlが､'1.1端の利益に寄Ij､することはIﾘllPﾉか

であり，よって，雄水的には家庭への訪'1Mを原則としながらも，lTil時に作業所，′崎,'１施

I没などにおいてもセッションを行うことは，ｉ１１ｖｉｖ()での1ｹ誠的側面も含めた'！Mわりを

投定するうえでｊＲ婆である。

（２）家庭・地域におけるセッションはなぜ重要か？

従来の医療サービスは、すでに述べたように恢旅機関において行う病院''１心型の|ﾀﾐ旅

が多かったが，以ドのjIMIlIから，地域!|I心ｊ則の|ｸ棚〈的枠細みを検,#|･する必腿がある。



1１８鰯Ⅱ郁統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＰ〕の実際

ａ・柵神疾患を有する当事者の生活技能

例えば統合失I川症においては幻党や妄想などの推状が出呪するのみならず，１１術ﾉＭ１ｉ

上の技能（対人交流技能，作業能ﾉJ，日常生活の遂行の機能など）に問題が生じること

もある。問題が解決されないことは社会参加を遅らせてしまうだけでなく，当1f荷にと

ってのストレスにもなり，よってこのストレスを契機とする１１暁・悪化の可能性も否定

できない。作裟所などにおいて，Ⅱ州の生活場而における技能のエンハヮメントを推進

させることは，咲療的にも再発の予防可能性を高めると言えよう。

ｂ、持続する症状への対処

難物慌法をI川盤しているにもかかわらず幻聴や妄想などの柵神雌状が残〃する場合，

作業所などでの現実的なタスクにも支障が出ることは少なくない。従米の医療モデルに

おいては，推状が完全になくなるまで薬物療法をはじめとする医療を推進するべきであ

るとのサえも一部にあったが，医療と綿祉を統合したモデルにおいては，リl1i状|‘1体が|Ｍ１

腿なのではなく，症状への､11』|f新のI‘１姉（diStress）やり'１４状によって呪爽生i門のタスク

が妨げらｵしてしまうことがより間胆となる。つまり．よりＩ|:公に近い場面における､１１‘lド

者にとっての症状の影響の度合いを，、'1事者や援助新で織り合い，問題性が商い場合に

症状への対処能力を商めるセッションを行うことが望まれる

ｃ・再発の兆候は家庭や地域で発見される

何発は多くの場合，疾患特異的な症状（幻覚や妄想など）がいきなり出現するのでは

なく，さまざまな身体症状（噸州，食欲低下，不眠，イライラ，落ち込みなど）や微細

な社会的機能の低ﾄ゙ （作業の効》槻が班くなる，身の'''11)の'Ｍﾘを｜･分には1iえなくなる

など）という形で呪れるが，これらは』１１期警告サイン（earlyWamingsign）と呼ばれ

ている。この早期警告サインを放祇すると深刻な再発の可能性が高まるので，いち早い

1,1期鮮牌サインの把握はとてもｉｎ甥である。灰旅機関への外来'受診時に|･分に'1ﾘU1鮮告

サインを肥蝿することはＭ１雌であり，むしろ「現災4；活場liIi」でこれらは確偲されうる

ので，作災所や生柄施設などでのｲく定的愁訴や社会的機能の低ドを取り上げる:11･'|端・

スタッフ間でのセッションは効果的と考えられる。

（３）地域の社会復帰施設における医療的サービスの実現

多くの社会復帰施設においては常勤の医療職（精神科阪師、看護師）は存在しない。

しかしながらすでに記してきたように，ノl冒活場而でのIｹﾐ旅的な間わI)は社会参加の促進

にも,R嬰なので，以下の111.能惟を辿求するべきであると拶え!.』れる・



第３策地域;こおけるネントワーキング１１９

①jWillI1科ﾙﾙ托恢を配M'tする

怖にWi神刷･愛,珍をしていない，もしくは''１断している当ｲ端について，その恢旅的

診断や初期対応の決定のために有用である。

②地域の係他所・保他 センタ 保健相談所の保健師とケースについての怖報を』lﾐｲ1｢

する

保雌W'1iは地域の医療機|卿についての情報を豊富に持っていることが多く，緋に柵神

科蛎託灰が配侭されていない場合やその時点において精神科を受診していない淵'i；

勝について，咲慌機関との「賑渡し役」が期待される。

③医旅機M,Mや,;加川行,世ステーションからの腿旅蜘の派避を鰹,iI’iする

すでに旭院光医療機lIMが定まっている場合には，その拙当医の桁,にてこれらをフミ

施することは可能である。

①外>|唖,珍時にスタッフがＩｌｉｌ行するなどし，弧､illﾀﾐ帥と‘llIi報を１１ﾐｲＩする

従>|《，ｌ災旅槻'！Mと地域施設の巡刈‘は，残念ながら１．分であったとけ’了えず，ノI:いが

狐ｆＩ:して､11‘l端と関わることによる混乱がたびたびみられてきた。今後は，それぞ

れが(W1Il'''1§を禿押しながらの，よりいっそうの述挑・役削分肌が１１k進さｵしるように

しなければならない。

⑤スタッフが医療的知搬・技術を雄得し、当4端の病状、への多少のアプローチを行

う

冊祉をＷｉｌ１ｌ１的に‘γ:んできたスタッフにとっては，医療知撤・技能の料僻にはためら

いや，賜合によっては抵抗感があるかもしれない。しかし，イilI勝らが依細を受けて

側わってきた施投の多くにおいて，例えば．幻聴が亜篤で仙荷と関わることが恢め

て少ない，妄想に挫づいてスタッフに着しい怒りの感情を表現する．うつ状態のた

めにl‘|篭にこもりきりになるなど，一兄するだけでは治療を必要とする桁神旅状が

7Ｍiするようにはみえないケースがあった。このような場合，WiiIlWlii状に鮒する淵

旅を行わずに支援を行うことは，かえって病状の悪化を招くことにもなる。よって

多少の|ﾀﾐ旅的な殻定を施設内で行うことは軍要である。「みなとネ･ソ|､２１」は定川

的に(.)'1,1'のスタッフ向けのワークショッブを|＃l附している。このようなスタッフ

の|ｸﾐ恢的知搬・技術のli,I上をはかる機会を利川することもﾉ<明であろう。

(4)施設における医療的側面も含めた関わりの手順

①初川'ドﾘl折（ファースト・スクリーニング）の'1t甥性

スタッフの1ｹ〈旅的知i識・技術が向上してくると，Ⅱ術の１価｣jの観察などか!．』＃Ili神炊
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忠の存征や症状のjW忠を''１期に気づくことが可能になってくる。まずは限療的関わ

りが優先されるので、初jWの判断はとても敢要である。

②本人の要望の把握

しかしたとえ初期､ドﾘ断によって|ﾀﾐ旅が必要と祥脱的にﾙlIlllliされたとしても，当』j端

にそれを蚊いることはhiil1II的にはできない。ネ,ＷｌｌＩ疾心をｲiしているか↓.』こそ，受I診

をためらったり，イ1鱗を,ｋしたりすることもある。この場合には，施設外のスタッ

フも交えながらの情雑提供，スタッフが「積極的傾聴（アクティブリスニング)」

を用いながらの､L1'1階にとっての（病状だけではなく）Ⅱ術の隅りmlfの共ｲiが，受

診への礎となる

③薬物療法の陛開

精神症状がみられている場合には，薬物療法の実施がとても111婆である。薬物の処

〃や薬物についての1,1州lの促供その他は，｜ｸ《旅機側で行うことが・股的であるが，

一方で服梁というiiM》そのものは'1州生祇のｌｌｌでij･わｲしるので，薬物恢法をめぐる

問題点についての施投での間わりは現実的に大きな迩味を僻つ。以ドについて施設

内で､11事者を交えて険肘することは当本省の利樵になる。

・制作111柵､服の拠供とその出現時の対処法策定

．忘れずに服薬する〃法についての検討

・残存症状への対処法の被定

④本人が門党するﾉi稲|xの'''1腿点や'1皇活上の目標を｣lﾐｲＩ

エンハワメントを促進し，よりいっそうの社会参川Iを'典呪するために，スタッフが

以ドの４Ｗjを取りｋげることがすすめられている。

．「積極的傾聴」の’災施（物ｉｆを椎進するためには本人の「やる幻「希蝋」が何よ

りの原肋ﾉjになるので，まずはスタッフが「械械的傾聴」を倣蚊徹尼'だ施しなが

ら，、'1‘l端の婆望・''1覚的な|M1辿点をIﾘlらかにすることがﾉ<切である）

･問題点の解決やⅡ標の達成を可能にする本人が宅体的な役剖を狐うブﾛグﾗﾑの

策定

・その時点におけるﾉ|諦技能の間雌についてのサポート

⑤叫発の1亀防

再発に先寸:ってみられる.!iりりl警併サインをlﾘlらかにし，その出現時の対処法を決定

する。

⑥チームの柵成

施設のスタッフのみでは､'1然ながら十分な恢旅・支援的なプログラムを策定し実行


