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することはできない。多くの施i没の職此が，、11‘l端との関わりの''１で，「波労」し，

｢孤独」に陥っていることがある。関わりのIﾉ､)容もどちらかといえば，「経験龍護」

に基づいてしまい，スタ･ソフ間の「縦割り溝造」も問題を生じているようである。

ＣＴＰではあくまでも科公j』:的根拠に雄づき，爽証主義的にケースマネジメントを行

っており．もちろん狐､11刑を脈川することもあるが，いわゆる「ケースの抱え込

み」を排除し，できるだけ多くのスタッフが当事者に応対するようにしている。ま

たケースカンファレンスを頻同に行いながらも．そこではいわゆる上意ド達的で経

験jZ洞i<j・教条i邑炎的なスタッフ間のやI)取I)はせず，絶えず関わりの内祥の「根

拠」を検索し､すべてのスタッフがブレインストーミングしながらカンファレンス

を深め，かつ，雌終的には当』|i:苫に花体的に自らのプログラムを設定してもらうよ

うにしている。

（５）精神科以外の，かかりつけ医との連携

ヨーロソハの多くの地域では，家庭際（generalphysician：ＧＰ）が存在する。家庭

や他,没で'1；じた|ｸ《旅的''１１腿は，それがlﾉ1科的なIHl腿であっても精神科的な問題であって

も，まずは地叩１の家唯恢にコンサルトすることが多いようである。そしてその家庭|ｳ則こ

おいて，より州111性の1mいＩｳ鋤(機'１Mの受診が必要であると判断されると、各診療科･'1の

それぞれのⅢilIlIlﾀﾐ・センターへの紹介がなされる。よってこのような地域においては桁

神科の受診維蹄(1)alhwfly）も比'波的に幣附されており，’１１期発兄．､１１J.｝ﾘ胎旅に一･定

の先進'１１;がある。’'水ではI珍旅間がｲ《lﾘllM6であ'），脈他所・保健センター・１Ｍ:雌ｲ:I|,淡所

などでの肘Ii神保雌ｲ111淡や、学校や企業の（精神保健にも傾注している）健峻管理部将へ

の､'郡片側からのアクセスがなければ，、ＩＨ端111身の「男気」による「敷ﾉﾙの高い禰神

科ﾘI)j院・診恢所」の1111:縦'２，惨が必腿になる。1111:接受Ｉ診への「ためらい」が沿派lMl始を巡

らせてしまうこともあり、柵神科医療をめぐっての，よりいっそうの環境整備は必弧で

あろう。多くの桁神疾態では初期的症状として身体の異常を訴えることもあり，精神科

以外の「かかりつけ灰」が柵!i神疾忠の初期的スクリーニングによ')いっそう習熟し，よ

り(Ｗ１的な診察・Iｹﾐ旅が必嬰であると判断されたj坊介の速やかなl1ji門機関への連絡維路

が確虹されなければならない。

（三浦勇太）
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4．退院支援塗(地域生活支援竜)の設脱とＤ－プロジェクト

（１）はじめに

Illjlll1liのあさかホスヒタル（W肺''1科581床）では，」訓l人院忠箭の祉会復ﾘiiIをI]的と

して,２０()３年9jlよりO'1,1'をｿﾌﾄｳｴｱとして川いた退院促進ﾌ゚ ﾛジｪｸﾄ(1)-

プロジェクト）の迎営に取り組んでいる。Ｄ-プロジェクトのＤは「deinstitulionaliza・

tion（脱施設化)」のＤに曲米する。この節ではプロジェクト立ち上げの主な流れと実

例を交えて、’ﾉﾐl潔の支援内容を紹介、今後の細坦などを述べたい。

（２）Ｄ‐プロジェクトの立ち上げ

ａ・ＯＴＰを用いたグループワークの実践

あさかホスピタルの伽WIlI科悩性jUllIl放病陳に人院il1で参加J』馴i§に該淵する当'1噸に対

して３～６力川間の災I|'的な心哩教脊および脇知行仙旅法をIli心とする研修（以ド，

ＯＴＰ研修）を実施することで、各仙人のニーズの共通部分をテーマに，退院に向けた

指導や援助を行い，さまざまな州AlによりＭ１雌であった奨期入院者の退院を現実のもの

にすることをⅡ的とした

プロジェクトの辿憐を州当している職祁はプロジェクト狐､11陳'''1i，プロジェクl､担､１１

作業療法士，ブロジェクトイ1r'１編御lli，プロジェクト担､11臨床心理-t，プロジェクト担

､11薬ﾘlIIli，減台鵬ノl粥支援センター仙､'慨、イ11,11肋lHl耐鄭lliである。まず狐､'１スタッ

フ間でIlIし込みのあ-’た心門･の受け入れ会縦をけい、‘|･I州lを｣lﾐｲ｣.化し，参加ｲW:iﾉ』メンバ

ーとのミーティング後にその‘噛忠を雌I淵，プログラムを側始している。

セッションばi乳に作紫旅繊|:が逃げし，Ｉﾉ熔によって('jil'11の職種が実施した。週2

111'’１セッション111州脈'11逆とし，ｌクールが終l'す為まで191''１，３力)jを艇する。

心理紋ffの教材は１%ＷｌｌＩｲ:|･'ノハビリテーション・ワークブック』５)をもとに，よ')１２坊

な炎現を使ったオリジナルのテキストを仙川した（セッションの内奔については炎２を

参照)。参lIIメンバーの参川|#の状況も含めた各セッションのiil』鍬は''１１i報シートとして

スタッフ'''1で｣|ﾐｲl･化している。その''1州lは脈'111参加していたｿ,ｉi仰のｌ11.,11行繊帥が､'1,1噸

の生析の勤である病棟で僑仙ケアの介入にﾉl§かし，｛'111|別性を亜喫祝するフォロー体IliIlを

整備している。

【'だ例】

統合欠捌ﾘ,i;により１１M放洲iil1|〔入院IlIのｌ()f'１（Ｗ４Ｊｲドi怖‘15.‘l戯，人院｣りllHl１．５年～２１

年）を対象とした。｜＃l始時点よ')対･象勝からは内容の雌しさがIＩlかれたり，比体的な退
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暁へI('1けた1i〃機づけが付われておらずセッシ:jンのIﾉ熔も.鰍につかなかったり，あるい

は他人'１fと捉えているような部分もあった。またr1IP,の推状に刈するイ《宏をｊＷ強するこ

とも起こり，途中で参加を拒むような’鋤jが′|§じたI)もしたが，雌終的にはl′1.}ﾐ的な参

加がされた。１０名中８街については雌後までセッションに取り組むことはできたが，

|‘lらの退院に刈する典体的な慾,職を排つには頓らないという結果に終わった。

【改鮮点】

グループワーク実践で雌も問題となったのは沖段の病棟堆柄の''１では災川人院箭に退

院の愈欲は籾きにくいということ、」を期の入院ﾉ|箭冊を送ることで施没症（ホスピタリズ

ム）としての葱欲低ドが‘惚められ，「退院を械恢的にした<ない｣．「退院したいがあき

らめてしまっている｣，「退院することがイメージできないＦＷ更に蛾遺状態が病状を支配

している」という施設症的11ﾃ紫があり，我々スタッフのアプローチすべき点「退院に向

けた励機づけをifうこと」をより多くの入院片からリ|き川していく労ﾉﾉとＩ:ﾉぐの必饗性

が示唆され，次に示す公lWl術順の|ﾙlii脚が具体的了･段として》勝げられた

ｂ・公開講座に-カレッジ」の開講

、ｌ１院の楕神科慢性期i)M放病陳に人院Iliの勝に対し()Ｔｌ》研修を公冊荊晦形式で誰でも

I1IIIIに参加できる｣ﾘﾙとして提供することにより，退院にｌＩｌＩけた肋機づけを行うことをI｜

的としている。Ｅ-カレッジのＥは，「cmlX)wCrmCnt（エンハワメント)」や「CduCa・

tion（〔心理〕教育)」に''1米している。

講師はiﾐにプロジェクト狐､ｌｉ灰で，その他洲馴＃〔スタッフ，薬剤師，ケースワーカーが

辿立,i#錐を爽施．作業旅法|資が雌1111の進{rや‘祉鈍を狐､'1しそのＩ１ｌｉ肋に､'1たっている。２

つの精神科慢性期IH1放病棟（各々平均入院汁数６８人，６７人。、ド均化院１１数249711,

6341日）のデイルームを会場に、各々の病棟週lli'１，３()分冊セッションを‘災施してい

る。

テーマは、①ＯＴＩ)の必婆性，②病紙について，③錐について．とl)'11･lUl普併サイン，

⑤小遣いについて，⑥社会資源について，⑦たばこやアルコールに頼らないために，の

7噸目を実施し、各々のJmlを復押のため各２１''1繰り返しセッションを災施している。

【災践例】

各病棟とも人院勝数の８刺は術に参加してお')．ルリ唯の時''１が近づくとスタソフより

先に参加者が誰とはなく会場の般常を始め，「今11は術l‘lfの１１だ」と棚から楽しみにし

ている荷も多数みられる。縦蛎はｉｌ１ｌを1耐‘j'るに従い，参り11汁か1.,のWilMlや愈兄がjWえて

おり，またセッション''1に挙手をして側M1や賦兄をＩｌｌｉし，参加片|‘I身の1,'川縛(ｉｆサイン

を術廉終I'後にｲ:Ⅱ談している姿も姑受けられるようであった。また，雛の!iﾙを聴き終え
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た後は，錐剤師にＩ'1分の薬を下に衝IHlをする参加勝がり|きもきらなかった。

【今後の展開】

障害の特徴からも，個人的な働きかけからはストレスを受けることが多い。このよう

な勉強会への参力Ⅱにより，蒋段から話している''11じ病棟の入院-荷同-1菅で話す日常の会納

のI|'にも緋服の|ﾉ､l容がjIi腿になることがある。その結果「その狐のなかった」杵を刺激

し「その気にすること」が呪征のところうまくいっているようである。

今後の牒題として，公開講座を機に佃別アプローチの必要性に対してどのような形式

でフォロー体制を雑えるのか，沖段の災勝の'|'でどの』:うに職Iiliill署が迎挑を取|）合い

’ﾉﾐ峨していくのか，という点が』勝け'1,』ｵしる。

（３）退院支援室（地域生活支援室）の設置

200‘|年ｌｊｌに、慢性期開放病棟から典llil的（やI:I宅などに退院を予定する心若に，

適切な支援をすることをLl的に退院父援寵を没縦した。典体的役割としては，①典lIil住

職などへの人脳を希望し，退院支援室へI'１綱．契約したケースに退院に雫るまでの支援

をすること，②Ｄ－プロジェクトの一環としての「E-カレッジ」運営の２つとし，具体

的な伽きかけをすることでllAl々のニーズに合った退院形態の提,をし退院を促進してい

く場としての機能実践を卜l指した。

‘榊成メンバーはＤ－プロジェクト狐､'1と爪:腹させ，地域診療部長，慢性期病棟狽当医

''''1i・行批iili災，慢性期エリアミドルマネジヘ,－，ルIi神傑仙柵祉|：（PSW)，作業療法ｌｚ

および州院近くの地域支媛センターj側ii，Ⅲ"''11冊I鯉I111iである。

支援間始は退院予定Ⅱの約１力jlIiiiよりi)M始することとし，2004年１月中旬から'ノミ

際の活動を附始した。退院支援室の定例会瀧はﾉ,噂水的に週１回実施され．ケアマネジメ

ント的にケース検討を行い，各職仰の役W11分州を決定，側わりの塊状と牒題，進行状況

などを報告し梢慨の典ｲiとアプローチの統・を似Iっている（炎３)。

【実践例】

モデルケースとして共同住宅（ささがわヴイレッジ）への入居を希望している統合失

I洲症の人院箭３儒への退院準備の史媛をﾐ施した。年齢は各3()歳代，．!()歳代，５０歳代

で人院期間は約３年，５年，３０年である。

ｉＺ治医より本人やその背景に関するプレゼンテーションを実施した後，受け入れ会議

でのﾉｋI惚を得た。２）lよりＯＴＰ勉強会（服莱，１Ｗ§J篭防，ノk祇料憤病に対する対処）

が’ﾉﾐ施され，Ililll#に家族への脱|ﾘl公，WIIiiIlIlIiit',li:地域ﾉい'i支援センターへの続鉢，ささが

わヴィレッジヘの外泊訓練，デイナイトケアへの仮辿所などを行い，３名とも３ｊｌｌｌＩ
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表３退院支媛の流れ（実跳）

第｜回対離者の紹介と支扱決定

.I{1mV者３街のプロフィール紹介

・各部門の現倣までのアプローチ状況の峨侮

・支援内雰の検ii,1．

・今後の役wll分担

第２回具体的支援内容の決定

・支援スケジュールの決定

・共同化鵬への外泊の実施について

・訪問行渡について

・ｏ'1,Ｐの内容と焚施１１秘の検肘

・デイナイトケア参加について

・共同化A'+人)片契約について

・３橘への脱IﾘIと|向聴

→支援の決定と共Ｉ１住勝人膳のIIil意

退院支援プログラムの脱咽と同意

デイナイトケブ仮旭所フォローI川始．ＯＴＩ,研修の実施

第３回日程の硫開と進行状況

・全休のⅡ職の陥泌

・家族への脱明と同意

・３家族への脱明と同意

＞人ﾉ‘';ｆ定･汁とその家族の共同住居の兄学と入居契約

鋪４回進行状況の碗潔

地伽状況の碓脇．支援l:のI川題や抑題の砿泌

第５回進行状況の碗潔

退院希望巷と支援篭との契約についての検討．

第６回支援室の運営について

今後の支援篭の辿僻について

をもって退院となった（I,xl6）。

ＯＴＰのセソションは３梢各々の状態や性格なども考噛し，病棟スタッフ！ＯＴＰのセソションは３名得々の状態や性格なども考噛し，病棟スタッフ，作業療法

l:，ＯＴＩ’'11.､lilｳ《との伽'Fし合いで沢施し，週３１，１，３()分1111とした。計1()|nlの内窯は，

①|j職Ｗ)班解（Ⅲ)if'iiIf知を含めたり,ii状の把州)，②難物縦法の必甥性（効果的な蕊の使

い方)，③１１りりl蝶i1iサイン（21111)，①たばこ・アルコールについて，⑤外油訓練の指

導，⑥栄難符IiM・ﾉｌｆｉ１Ｗﾘ:J'11とした。’1'1じlﾉ群を繰り返すことで講評効果をねらい，また

参加勝の紫脹をほぐすためウォーミングアップをﾐ施したり，雌''11茶緬会を設け，退院

に対する不安の'|唯減などをｉｎ祝した（炎‘l）。

テキストは『精神科'１ハビリテーション・ワークブック』5)を入院者向けに改変して

オリジナリティを持たせ，セッションはＯＴｌ'州当|侭WIli，作業療法-ｋ，病棟担当看誰

師，デイナイトケアスタッフが仙､I1し，退院後も継統的フォローが突施できるよう配慮

した。
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図６退院前１カ月間の支援スケジュール表

日 月 火 水 木 金 土

４
週
間
前

３
週
間
前

２
這
間
前

午前

午後

午前

午後

前
一
後

午
一
午

１
週
間
前

午前

午後

午前

フ
ー

フ
ー

終日ヴィレッジ
可一■ー

(食事：弁当）

午後

入浴

９：３０～

:２：０，

デイナイトケア

１６：００～

ＯＴＰ顔合わせ

９：３０～

１２：００

デイナイトケア

入浴

９：３０～

デイナイトケア

外泊

ﾉり

入浴

〃

入浴

ﾉ夕

0０

ﾄケア

１６：００～

ＯＴＰ３回目

９：３０～

ﾉ６

デイナイトケア

～Ｂ：３０

帰院

１６：００～

ＯＴＰ４回目

終日

1７

デイナイトケア

外泊

入浴

2１

１６：００～

ＯＴＰ８回目

退院

3／ノ

外泊

．＝

ゆ●●■■■

外泊

１６：００～

ＯＴＰ５回目

2３

９：３０～

デイナイトケア

～１６：００

デイナイトケア

入所

９：３０～

2ギ

デイナイトケア

～ｉ８：００

デイナイトケア

入浴

終日

/８

デイナイトケア

～１８：００

デイナイトケア

入浴

2Ｊ

９：３０～

2６

デイナイトケア

～１８：００

デイナイトケア

９：３０～

２７

デイナイトケア

～１６：００

デイナイトケア

１６：００～

ＯＴＰ９回目

入浴

２８

１６：００～

ＯＴＰＩ０回目

'０：００～

契約・説明

１５：３０～

ヴィレッジ

訪問看餓

/２

外泊

(夕食：弁当）

帰院

ﾉ，

９：３０～

2‘

デイナイトケア

～１６：００

デイナイトケア

１６：００～

ＯＴＰ６回目

入浴

２ノ

１６：００～

ＯＴＰ７回目

１８：

外泊

00～

家族同伴

ヴィレッジ見学

〈昼食：パス
テル）

１６：９０～

ＯＴＰ１回目

ﾉ３

出弧デイナイ

卜参加

(朝食･昼食：

弁当）

～１５：００

入
Ⅲ
デ
旧
Ｏ

‐
‐
Ｉ

>画

:00～18:００

イナイトケア

：００～

ＴＰ２回目

入浴

ルノ
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表４：退院支援室におけるＯＴＰ実施一覧

頓Ｍ 批当 内容

第１皿 ストレスの話 ＯＴ*/Ｎｓ糞噂 ①この会を叩く理ｌＨ

②ストレスの話

,ストレスとは

,ストレスにﾉﾋ,l処す為には

･難を飲まないと

第２同 ストレスの話 ()T/Ｎｓ ①復洲

②ストレスの話

・ストレスと体の調子

・ストレスへの対処

<川‘,炎のポイント）

第311'１ 痢気の語 ＯＴ/Ｎｓ ①復料

②病飢の話

③薬を飲み忘れないために

側)i‘;l篭メンバーと､ﾉ)航合わせ

鋪４Ｍ '1ﾘﾘ隅i'1サイン I)【･*＊ゥ (1.)jiりり鱗Ilfサインとは

②11りりI腎告サインへの刈処

③【i'L期替告サインを兄つけよう

第５同 早期腎告･ﾘ･イン ＯＴ/Ｎｓ ①'1'･期瞥告サインとは

②.'11．川腎;Ifサインに弧づいたi,』

<l11lMiのポイント）

13''111りI稗ｉｌｉサインを兄つけよう

第６向 病気と業の作川 OT/Ｎｓ ①ストレスのiIlIi

②病気と薬の作用

③薬のメiノット･デメリット

④梁介Ililli服提供i1I:の恥iゼ

師７１''１ ストレスのIilI1 ()Ｔ/Ｎｓ ①ストレスへの対処

②WU1瞥告サイン

第８同 たばことアルコールについて ＯＴ/Ｎｓ ①た ぱことアルコールについて

魁J外ｉ |/lについて

師９１'リ 栄礎杵哩について Ｏ'1,/Ｎｓ (1)栄錐1”11と1111食について

②生活料慨病について

第１０Ｍ まとめ OT（爵 ①退院後の不安について

億()Ｔ：作推療法．ｔ／･･Ｎｓ：７職師，．..Ｄｒ：腫師

ささがわヴイレッジヘの外泊やデイナイトケアへの参加を繰り返すなかで仲間づくり

につながり，人と話すのが億劫な人も同然に打ち解けている姿がみられた。すでにささ

がわヴイレッジで生活しているメンバーによる３街への記職が大きかったことも兄逃せ

ない。家族との,淵終についても病陳とＰＳＷの辿側9によりスムーズに災施することがで

きた。
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【今後の股ｌＩｌ１

退院支援篭は院内の細細としてより機能的'だ澱を行うこと，より効判I<jにまたより佃

別のニーズに応じたサービスを提供するためにシステムを盤附していく必甥性がある。

今'111のケースを通して得た経験をもとに今後のシステムについていくつかの拠礎がなさ

れた。

退院支援の一巡の流れとして、退院文援蛍鉢川紙を川いての俄鍬の受瑚，戯鍬片プロ

フィール用紙内奔に雄づく支援'ド'1定を実施することである。これはより効率的にまたス

ムーズに退院支媛を実施する隙の流れを良くするために必甥とザえられる。また得職祁

の役削を確泌しlﾘl砿化すること，退院先別（''1'tj，」l§ll11化ｌＩＩｌ、グルーフホーム輔）の支

援内奔のlりI確化を図ることでより多くの入院締に対して１１１冊の広い、個別‘''1;に応じた退院

促進サービスの提供ができればと考えている。

なお今後は退院稀にk,Ｉしての地域における′|;活父援・論旅援助を行う磯能もi州せ緋つ

必要があることから，「退院支援篭」から「地域′|；iIIi典援寵」へ改称のｒ定である。「地

域生活支援室」にあっては，地域に蕪らす輔神陳:‘l鍋のﾉl§柄支援に加えて，慢性疾必を

抱えた』'祁希に対する医療サービスも途切れることがないよう，統合的なサービスデリ

バリーを提供する役刑を果たしていくことになる。

（４）おわりに

過去１０年間のわがhilの桁神保健をザえると，入院|侭旅''１心から外米・地域ケア''1心

の施策の臓換が似'られてきたしかしその典iｲ<的介入〃法や各職刑H1で統一されたリハ

ビリテーションプログラムの提供〃法．システム化されたチームアプローチ法の典休的

な姿が明確に浮かび上がってこないのが'１f笈である。今'1111)-プロジェクトをｿﾐ銭して

あらためて脱施縦化の雌しさに'''1:而するとともに．（)Ｔｌ》を論旅技法として川いること

でシステム化されたアプローチがIIlf能となり，各職祁が１，州(を典｛１.することでより効淵（

的かつ個人のニーズに沿ったアプローチ法を股|＃lするためのﾉ,噂撚づくりができたように

思う。

各職砿が『#,Ii神科リハビリテーション・ワークブック｣剛をテキストに利川すること

でlIilじフィールドに":ちlIilじ知雛や1.,1州lをメンバーに仏供することが可能とな-』た今

ﾛ，当事肯の佃別性を敢要祝したチームアプローチが必腿なのではないかと,サえる。

（渡遥ムツ子）



１３０卵11部統合ｊＭ地域柵岬端慨プログラム〈OTP）の実隙

5．守秘我務とネットワーク

（１）はじめに

守秘義務を瀞るとき，地域におけるネットワーク内での守秘義務以前に触れておかな

ければ＊らない間腿がある。それは，統合的アプローチの''1での多恥稚チームlﾉﾘにおけ

る守秘蕊務の問題である。医師・保雌iIli・濡謹師・心理l言・柵神保健福祉士（PSW）・

薬剤師．作業療法l亨等が参加するチームアプローチでは異なった専門分野からメンバー

が参加しているこれらの参加メンバーには必ずしも作に法的な守秘義務がかかって

いるわけではないのが'ﾉﾐ州である。また，このような統合的多職硫チームが地域で活剛

するとき，病院のように全てのケアが施設内で調達されるのとは異なり，さまざまな社

会制度を利用しながら､１１'|噺が''１なした生活を送るためには，当事者を中心としたネッ

トワーク形成は不可欠となる。１，|力:した41識をＩｌｊ,能にする異体的な社会資源として，フ

ォーマルなネットワークとも,『うべき冊祉機側，保健機関，社会復帰施設，教育機関，

職場，人権擁謹機関．地域の民ＡＩ員委此はもちろんのこと，家族をけじめとして友人，ボ

ランティア，セルフヘルプグルーブ鞭インフォーマルなネットワークの参加も不可欠と

なる。今後の木幡的な地域ｉｉｉ神州侭縦の鵬|ﾙlをザえると．ill:に守秘推勝が裸せられてい

ない多１１柵ｉｎチームの1Ｗ'1家間に限らず，当'1端が社会参加を可能にする支援体制を怖築

するにはフォーマルネットワークかインフォーマルネットワークかを問わない多くの

人々 を巻き込んだ111洲・な､1111端の''11,'八１１１柵の低迷・交換が欠かせなくなる。しかし，特

に欧米などではｌｌｌｌｌｌ人'|lIi柵は「ｌＩｌＩｌＩ人の延災」と拶えられ，その‘､１１:秘縦務は厳しく股定され

ているのでジレンマが/I：じ，倫｣Il1的な即伽状態も唯じる。今まで吟えられてきた，守秘

義務の概念では対応できないおそれがｒ魁されている。

こうした‘１１:態をM1iまえて，今後の本Wf的な地域納神科恢旅に|(11けて守秘義務とネット

ワークの'''11幽点をl1jl脈にし，将来的にはガイドラインを作成するll的のために，‘i端も

参加した2111|の,淵飛が'ﾉﾐ施された（平成１２，１３年度厚4暑科学研究及び平成１４年度ここ

ろの健服科学研究'1i業：「洲illIlﾀ群における倫理的・社会的|{{l胆に関する研究〔主任研

究荷：鈴木二川〕」の一部として災施された「地域ネットワークと守秘縦務との'1M係に

間する研究〔分拠研究汁：ｉｌ:畑敬介〕｣鋤)。おそらくこの獅の調査としては本州初であ

る。この調査は1111111は「緋神保健・阪旅・福祉従事省に対する調査」として，①１１常

業務における守秘渡務への対応の災態，②家族述挑と守秘義務の関係，③ボランティア

との仙人111州iの典ｲi化，についての視点から１３頓11の礎間が川愈され，郵送．1,1収．

分析された。また，2111111は「梢神障害若と家族に対する調査」として，①情報開示，
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②)伽jiの:､1:秘維務について，③'泉族辿Iルと'､1:秘漉務の'1M係（拡ﾉＷ秘維獅の範川)，Ｑ）

'’1愈なしに仙人11'i報を知I.』せてよいとザえる範IＩＩ（肱ﾉぐ､1:秘推務の範Ｉ)||)，⑤ボランテ

ィアの佃人情報の共府化（拡大守秘獲務の範州)，⑥守秘推務に関するガイドラインの

設定についての視点から１９項１１の礎間が川懲され，郵送・lnl収・分析された。１１本病

院・地域ＭＷｌＩＩＩ災学会，’1本作梁恢法|:協会，全lIiI脈拠・'ｳくりji<・棉祉心J'|ﾘ職能i朋公，全'１１

精神障審街地域とｉｆ渦支援協縦会，企'1:l祉会役ﾘｵ施投協会，地域ﾉkiITi迄援施,没協会、全ＩＩＲｌ

精神保健相談典会の学会員・会典，およびこれらの学会ｊｉ・公典が伽〈施投を利川され

ている家族．､'祁若の協力を僻て実施された。また、この洲代のiﾐｲ剛|:究此であるiI:畑

敬介氏はこの'''1腿を近年の欧米の火･'＃にも触れた、優れたI論文も111:かれているので311;Ｉｊ

希をド記の点から解題して紹介したい。

（２）守秘義務の概念と実際

まず守秘義務の概念について術iliに触れておくと，以|iiiは11本における，守秘渡務の

｢ｌ的として「公序的利益」が挙げられており、これは士ル１１によれば「もし仮に忠.荷が

医師に個人の秘密を被源して受旅した場合に，その秘需が染露されるおそれがあるとす

れば，忠･汁は論旅を避けてI)ｲ状を悪化させ不論に陥るｆ１．も'|そじ，それはIlil家が公続のた

めに医薬を認めた迦旨にＩえする」とのげえである。しかし，このザえ方は１９世紀ｲﾐに

特にアメリカでプライバシーの権利が個人の人騰椛として股|ﾙIされるに及んで「公序的

利益」よl)も「IlJiI人的法益」が優先されるザえに変わってきているという。この場合の

｢佃人的法益」とは「私'1鋪の平穏」であり，「一般的に知られていない‘ｌ”§（秘幣）を

他人に知られない」ことだとしている。これ‘.'のプライバシー蝋亜に加え，緋に怖神科

医療の分野では灰師一患者という備傾関係を雅礎にした論旅側係が〃在するので，これ

が柵なわれないように守‘､,なくてはな‘.』ないまた，催に/kだにｲ１Ｍ畠するIlii兄か1.,の保

渡という怠味合いも排っている

ａ，多職種チーム内での守秘義務

最初にも述べたように11本の現行の法律体系の!|Iでのチーム|ｹﾐ旅に参IlIlするIIlf能性が

問いメンバーの‘､):秘.龍勝のﾉ1喋盤をみていきたい。

【医師】

医師の場合は紀元前460年頃にﾉ1房まれたとされるヒポクラテスの鱒訓がｲ端である

が，これはあくまでも倫皿脱走であった。１１水において法的にMIL定されるのは

19()７（lUl論･10）年に刑法が制定さｲしたときである。

レルIl法第'34条（秘犠脈,）：|ｸ軸Ili，蝿IⅡI1li，｜りく錐IwUﾙﾉ&災汁，肋雌川,}，弁I秘l:，公
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！;'１１人Ｘはこれらの職にあった勝が，ＩＥ､ｌ１な理iilがないのに，その業務ｋ取り扱った

ことについて知り締た人の秘楕をもらしたときは，６ｊ１以下の懲役ｘは1()ﾉ|ﾘ以

ドの削金に処する。

【保健師・行繊帥】

何度か法改11ﾐが災施されているが，以ドの法律で規定されている。

>保111ⅢIli肋瀧師編渡師法第４２条の２（守秘義務）：保健師，助産師，看謹師又はｷﾘ端

鋤I1iは，ＩＥ,I1な理111がなく，その業務上知り得た人の秘密を端らしてはならない。

保拠WlIi，耐伽１１又は淋行繊師でなくなった後においても，Iril嫌とする。

＊守秘推勝述反として第.1.1条の３に６ｊｌ以ドの懲役又は１０〃Ｉｊｌ以l､.のｌＩｉｌ金に処す

るという柵Mll規定がある。

【肘'i神保雌補祉lj

llil家fWf化に伴う以|､､の法ill;で脱逆されている。

ｐｌｌ:IIilIll側&雌陥iII:|:法節‘'０条（秘密保持獲務）：梢神保健ｌＹｉｉｌｌ士は，１１ﾐ､'1な』Il1lliがな

く，その堆勝に|則して知り{１１:た人の秘密を漏らしてはならない。精神保仙Ｗ４祉l:で

なくなった後においても，lIil様とする。

＊lIil様に‘,j:秘.侭勝述ﾉ又として鮒‘１４条ｌにおいてこれに述灰した｣ル合はＩイド以卜．の

懲役又は３０ﾉjlIl以.ドの制令に処するという罰則規定がある。

【薬剤師】

|ｸﾐﾙIIilIil様にlIIl法第１３４条で〃雌されている。

【作災旅法|:】

以卜．の法維で規定されている。

陰理‘,鋤f法上及び作業療法l:法第１６条（秘密を守る義務）：理学療法士又は作業旅法

｜:は，１１ﾐ､ｌｉな蝋'11がある場合を除き，その業務上知り得た人の秘密を湖,.〕してはな

↓.,左い°ｊ'畔旅法I:又は作業療法l:でなくなった後においても，IIil様とする。

＊:､1:秘渡務述反としては第２１条１で50万円以下の罰金に処するとの糊Mll規定があ

る。

【臨床心叩ｋ】

多蜘孤チームに参〃|Ｉするメンバーとして心理職があるが，臨床心叫I言はlIil家登絡では

ないので．鵬慰|､i1体による倫理規定は存在するが，法律により定められた守秘鍵務は〃

ﾊﾐしない。

１，jlk，心jIlり剛ｿ,外は雄(|<Jに,1:秘樋筋が定め１，，れておI），守秘漉務が|剛Iﾘﾙ,Lだのｲ｢伽に

側係なく法ilkに|ﾘl‘肥されている。
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第’''1111のアンケート調慌で，「11附紫折における守秘渡務への対応」を|淵うた「雌

剛１１f報の提供を蹄蹄した体験｣，「忠符'1州lの提供を拒否した体験｣，「同一職場内の(ＷＩ'１

職間で忠苔情報を共有する際に患苔の同葱を御ているか｣，「同一職場内での事例検討会

の後でiIⅧ記録を１回I収しているか」の衝IHlに対する１１１１群からは，守秘筏務に対する態度

は得I,Ijilii11'紫によって州､'1災なっているし，彼I>がⅢくl側場によっても態度にばらつき

があることが判iﾘlした。決してイlkな対･応がなされているわけではなく、混乱している

'』&態が読み取れた3)。職種別・職場別にはばらつきがあったものの，「同一職場lﾉ1の聯

ｌＩｌｌ職lHlで心州榊Mを典ｲｧする際に心汁のlIil剛をi1卜ているか」の「心什のIIil意をi1卜ていな

い」の｣''1111として''1111解縛柵では，「論恢拠約は旭儲と細細の''１１にあって佃々 の職jiと

の|{Mにあるのではない｣，「情報共ｲi化はチーム咲縦の前提である｣．「同怠を得ることは

沿療の効率を低ﾄﾞさせるとの理由で不要である」との職兄に集約されていた。これは，

｢11州堆筋における守秘義務への対応」は11柵ilWIlや)職j射別でのばらつきは認めたが，恥

祁別では病院，小規撲作業所等の別佃な環境の職場で伽くＭ一職種を合計したものであ

り．職場別では，働く環境は同じ病院や小脱挑作難所等でも，別個の職場であるため必

ずしも多臓稲が集う同一の「病院」「小規縦作堆所」の結采ではないことを考えると，

IIil・の蜘場での多職祁チームでは，すでにある繊度の'’1:秘推務をIiii提とした「多j柵iliに

よるチーム咲療」は成立していることがうかがえる。このことは，第２１ml目の精神陳'iIデ

汁と家族の結果からも読み取れる。同一施,没|ﾉ1のjl雌iを拡大守秘義務の範|淵だとする桁

iIlI脈'‘|{:尚.は約７剛であり，家族では8111'1であったことは，、'１，ｌ端も多職諏が集まる施I没

では「チーム恢旅」のがｲ{；をI柵めていることがうかがえた。

一瀞身近なインフォーマルネットワークのひとつである家族に対する拡大守秘義務と

も胃える「家族連携と守秘義務の関係」もここで触れておく。ｌｌｎＩ目調査で精神保

肌・'ﾀﾐ旅・袖11:の従'掘粁に対する「あなたは心貯の'1t柵をしている家族から心料の111i報

の提供を求められたときに、どのように対応していますか」という「必稀家族かIP,仙締

怖報を求められたときの対応」を探る面|州に対しては，「必要妓小限に答えている」と

する勝が最も多かった。「患者の脈l意なしに，求められたことは全て答えている」とす

る締も２測強みられたが，職諏別，職場別のば‘,,つきはﾉくきかつた。また，「あなたは

心勝の111:1活をしている家族に忠制Ili級を提供することがありますか」という「心荊家族

に忠苦悩報を提供すること」を探る質問からの'''1群をみると，「患誉の同意を得なくて

も拠供する場合がある」とする荷が雌も多かった。「腿供しない」とする稀も２割弱が

ｲＩｉした。１１仙価には大きなばらつきがみられた。また，逆に２１IllllIiIWiﾐでﾈIIi神Ｉﾘt‘‘'i:勝のｌｗｌｌＬ

＃,(からみると，「家族も拡大守秘義務の範|川に入る」とする片は粘神障害杵rI身は約６
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剛，家族''1Jし)'は７１ｌＩｌｌであった。

Ｈ本ではそれほど|M1池にはなっていないが，あくまで仙人雌収の|炊米で，１肺に柵'汁''1分

析療法の今盛期には家族に対しても治旅樹は守秘淡務を貫く原則が徹底しており，欧米

では､I怖新の州椛を倣えるか否かで人きな筒鵬が〃旅し，栽判でも争われてきた")。雌

近ではアメI｣力でもWll例を砿み上げることで，こうした心拙Y報を家族にも教えること

を拒否する権利を絶対化したような従来の状況からは変化をみせているという。雌近で

は精神保健医療に関連する専門家は楕神病幽荷に対する家族の支持的役測の亜要性につ

いて認識するようになってきたが，それにもかかわらず，実際にI世話をしている家族で

さえもわずかなl1liWiしか得ていない塊状であるとの慌捕がある‘)。「絶対的'､1:秘侭務

(abs()lutccon[id《〕】1Lialily)」は１%〔11|｣としては蝋ましいが，それは既にひとつのフィク

ションに過ぎ家いとする立場もある4)。リミ際に，他科であっても診断・諭恢には医師を

はじめ，屑,郷Iii，臨床検侮技師，レントケン技WlIi源多くの嘩門職が柵わるので，心荷が

治療|｣的で１つの診療機関を受診した｣弥合は適切な|ｸ《旅を受けるためには'1A1人,ｉＩｌｉ報が伝

達され、それはすでに拡大守秘義務として定締しているという7)。

ｂ・地域でのネットワークと守秘義務

このようにⅢ|々 の職{lli，佃々 の職lﾙの111類でまとめてみると州''1‘家の'111でも‘’1:秘漉

務・拡火'､j:秘推勝に側する態度はｲ;'1当に述うことがみてとれ，Ｉ木|雌を抱えていることが

推察された。しかし，ｌｎｌ職場内での多職祁チーム医療は一定の認知をされていること

がうかがわれた。今後はこうした，チームiﾀﾐ旅が定杵するとともに、今まで〈Ｍｉしてい

た家族に対する拡大守秘獲務にとどまらずに，緋に外部機関との巡柵がよりi1$苑になる

ことが予想される地域でのフォーマル・インフォーマルネットワークとの側辿で'ﾉﾐ施さ

れた２回の調布の葱味を読み取りたい。

【フォーマルなネットワークの''1での:.):秘推捌

ここでは，、'1'1端を災援するのに必災な他のフォーマルなネットワークとも1WえX,外

部機関である耐11:機'1M，保雌機関，教育機１１M，人権擁護機関に対する守秘侭勝のﾉ,嶋盤を

みていきたい。フォーマルなネットワークの多くは地方公務員・凶家公勝jiであるの

で，排別法ｋの秘密脈illl訓｛として，以1,.で脱走されている。

Ｐ地方公務旦法節３４条（秘密を守る義務）：I伽jiは，職務|ご知り得た秘密を洲らして

はならない。その職を退いた後も．また．ＩＩｉｌ様とする。

＊|剛111脱走は地方公務風法第６０条２でｌｲド以下の懲役又は３ﾉﾉlll以ドの柵金に処

するとル&旭さﾉしていZ,。

>山家公務Li法節ｌ()０条（秘密を守る鞭務）：糊典は，職務上知り僻ることのできた
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秘幡を柵らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

＊刑則規定は国家公務典法第１０９条１２で１年以下の懲役又は３万１１１以下の削金に

処すると規定されている。

また，地域での活動を専門とする地域生柄支援センターの職員は以下のように規定さ

れている。

し柵神保雌及び精神陣《i¥者紬祉にＩ！Mすみ法ilk第５()条の２の２（秘密保緋蕊務）：桁'１１

昧欝肴地域生活支援センターの恥jiは，その職務を遂行するに?11たっては，個人②

附条に間する秘密を守らなければならない。

また，社会復ﾘⅡ}施投の職典に関しては行政通知として以Fのように規定されている。

傍梢神|瞳害者社会復帰施設の設世及び巡'尚の留態１脚項について（健咲精発第１７勝）：

社会復帰施設の職員は．職務を行うにあたっては，利用者の身上に関する秘密を守

らなければならない。

＊ただし守秘義務逃反に刈・しての洲111規定は披けていない。

地域の中でも特異な位置を占める氏4号餐災は公務員でもなく，専門職でもないがとり

あえず，フォーマルなネットワークとして｣Iくり扱っておく。下記の法律により守秘溌務

が脱進されている。

似民生委員法第１５条（職務）：脳生委典は，その職務を遂行するについては，仙人の

人格を尊頑し，その身上に関する秘密を守I)，人祁，信条，性別，社会的身分又は

liIl地によって，差別的又は優先的な取扱をすることなく，Ⅱつ，その処理は，実１１１１

に即して合理的にこれを行わなければならない。

＊これに対する罰則規定は設けられていない。

第111'1Ｈの調盃における「他施設の州'１職に心州ili縦を提供する際に想勝の同感を得

ているか｣，「他施設との半例検I;､l･会の後で'1Ｆ例記録をｌｌｌｌ収しているか」という質問にﾉﾋ‘Ｉ

するＩＩＩｌ答を通してフォーマルネットワークの'|'での拡大守秘義務の態度をみてみる。雌

初の髄間に対する，情報提供の際には同恵を得ている者が最も多く，次に「場合によ

る」とする勝が多かった。職諏別のばらつきは多かった。心折の同葱を得ていない｣吻合

として，「紹介や依加はすでに本人がﾉ知している｣，「他の施設の〕倣典も守秘漉析があ

る」などが挙げられていた。「場合による」とした粉からは「病状が悪化して本人から

lIil,砿が得られにくい場合｣、「緊急性や''1傷仙'‘Ii:のおそれがある場合」が挙げられてい

た。２冊'1の，’川列検討会の後で'1Wﾘ妃鍬を'１１|収するかfffかについては，lllIj勝はllIi仇し

ていた。「場合によってlml収する」も２Ｗ11,秘めた。職場別のばらつきも多くみられた。
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同収していない汁からは「仙人が将定できないようにしている｣，「他の職典も守秘漉務

をｲiしている」などが挙げられていた。「｣ﾙ合による」とした勝かＩ.』は「仙人が特定で

きる回l能性がある｣，「‘『l法事例の場合」が挙げられていた。

このように，必ずしもフォーマルなネットワークに対する拡ﾉぐ､1:秘侭務でも態度は一

定ではなかった

【インフォーマルなネットワークの''１での:;1:秘義務ｌ

フォーマルネソトワークでは拡大守秘淡務に関する態度は必ずしも・定ではなかった

が，剛1111肌定のｲi郷は別として，１，illlllII群からの指摘にもあるように，鱗的な守秘義務

が‘縦せ!勘>ｵしているjliWiIiがほとんどでああ。しかし，地域のIliでのﾉI：ｉＩ'１を支えるには州ｌｉｉｌＩＩ

保雌陥祉の州111スタッフと地域にｲＭ：するフォーマルなネットワークの栃川に加え，さ

らには守秘疑務がかからないボランティアを代表とするホームヘルハー，セノレフヘルブ

等のインフォーマルなネットワークのilTijllが砿婆となる。家族はインフォーマルサポー

トの代炎であるがIili述したのでここでは触れない。友人も広い愈昧でボランティアと肺｝

列に扱う。

地域にｲ椛する社会復帰施設は作堆研に限らず，今では多くのボランティアが活動し

ており，ｉﾉらのおかげでlII釧的になりがちな施,没の「風辿しが良くなった」「外からの

空気が入る」聯と歓迎されている。また，ポランテイア参加勝からも「WIilII障曹群のイ

メージはザえていたのとは全く違った」「11tの中で言われている二ととも全く違ってい

た」等偏兄打破の一助になっている。ホームヘルフ事業はすでに御Rlで隙励しており，

,{&稗も柄発に爽施されている。また，セルフヘルフグルーブも多くの所で活肋してい

る。

これらのインフォーマルネットワークの''1での拡大守秘義務の態度を，第’''''日の精

神係雌．iｸ《旅・陥祉の従‘脚許に対する,川代のIllで「ボランティアに守秘侭務の成約を文

‘I|:で総ているか｣，「ボランティアとの.仙州11州lの典ｲi化の程度」の価冊を皿してみてみ

る。実際に，ボランティアと仕蕊をする機会があったのは５割弱であり，そのうち文苫

による誓約を得ている昔は１割に滴たなかった。共有化の程度については，「必要最小

限」とする肘が７Ｗ||と一悉多かつたが，「一切典ｲ了していない」が２側であＩ)，合計す

ると約!)側が|,I州ﾘﾐｲ｣.化には慎.iliな態腿を,ｋして',､た。それにもかかわ!.’ず，誓約を柵

ているのは法的拘火力に疑問はあるとはいえ，ごく少数であった。また，「区別をしな

い」も少数なが‘,〕秘めた。これは，法的守秘雑務のないボランティアとの今後のあり〃

をザ肱すべき内秤になっている。

一方で，２１１１１１１の当１１端と家族の視点で「ボランティアに仙人Wf椎を知らせる､r了ff」
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という，インフォーマルネットワークにﾉ(‘lしての肱火'j:秘侭務の態雌をみてみる。′ﾉﾐ隙

にボランティアと接触がある崎に限ってもその約３分の１は仙人情紺が伝わることにつ

いては不安を感じていた。同意なしにボランティアに伝えてもよいとした昔は，同一施

設内のボランティアでも約１５％，施設外では５％未柵であった。家族は「ボランティ

アに､1111桁や家族の仙人↑,!i柵を知1,,せる''1御については，「ｌｌｉｌ激をすればよい」とす

る者が過､'２数を占めたが，「知られたくない」とⅡi孫の態度をとる儲が約４分のＩにみ

られ，慎重な態度がうかがえた。「同意なしにボランティアに伝えてもよい」とした希

は，１，１－施Ｉ没内のボランティアは約２０％、施,没外では約３％であった。

今'''1の,淵:1fiEには含まれていないが，今後，迦性職｣鰍就労援助プログラムの逃げにil1

い，守秘義務がかからない一般の職場に対する守秘義務の態度も考嘘しなければならな

いｏ

守秘瀧務のガイドラインの没定について､'1,1端と’求族に「地域ネットワークと利Ⅱ州

の|ⅢMI1i報に関するガイドラインをつくることについて，あなたのえは」とIHlうたの

に対して，双方とも「つくるべきだ」と答えた者が雌も多かった。その理山をまとめる

と「円滑な支援体制をつくる」ために必要とするものであり、もう１つは「無制限に湘

洩するのを防ぐ」プライバシー保縦のIniからであった。

（３）今後の課題

地域精神科医療が推進さｵしるなかで，ケアマネジメントが本格的に導入されればチー

ム|ﾀﾐ旅がi畠流になっていくとザえられる。州Ⅱl職はA111ﾘ脱定のｲ撫は別にして、法的に

は守秘義務が規定されているので守秘義務に対する態度の統一と遵守は収散されていく

とJ認想される。問題はインフォーマルネットワークにおける守秘錐務である。般近では

緋に欧米において，家族がwi’1f勝を支えるI1的の礼会盗源としてのlllli値が兄IliI:されつつ

ある。守秘雑務の|H1煙とも'則迎しながら，家族にＡＩする辿切な‘|､11畔|雌,や援助体(|;|lがあ

ってこそ初めて社会盗源の利用が可能になるのであり，iuIら援助体制なしの状態では一

方的に家族に負担を強いる以前の状態に逆戻りしかねない。十分な情報と地域で､'1,1ｆ

荷・家族を共に支える体制が必災である。また，家族のみならず，ボランティア聯のイ

ンフォーマルネットワークも亜典であり、守秘恭勝に留恵しながら形成されないといけ

ない。

みなとネット２１では経験がないものの，精神障害将の''１にはもちろん触法忠稀も存

征し，また，恥悠時に攻哨|<j・価jW的ｿ,1畠状を11Aする､11'1端も〃在する。こうした，、！'i'ド

省の状態を適切に地域で把握することも地域精神科Ⅸ縦の発展には欠かせない、触法患



１３８第II部統合型地域精神科治療プログラム（ＯＴＰ）の実際

平成Ｍ年度厚生労鋤省こころの側服科学研究胴雛Ｉ淵神医学における倫]11'的・礼会的問題に関する研究．

『地域ネットワークと守秘義務との関係に側する研究」（分担研究班）

（目的）

今後，我が国が地域清棒保健・医涼・掃祉体制を充実していくためには，地域ネットワークを円滑に形成していかな

ければならない。その際には，感趨悩報が伝遮されなければならないが．それは職員の側の守秘義務と相克する羽合が

あり，談たそれと患者のプライバシー係股との均側を図らなければならない。現状ては，守秘渡務に閲して職貝の間剥

意識は必ずしも一定しているわけではない。また同一施設内或いは他施股との患者情報の共有化の甥合においても，騎

員の患者情報の取り扱いは多様であり、賦棚間でも相違が見られる。したがって，地域ネットワークをより円滑に形成

するために，職員の守秘義務の運用の湘拠枠としてのガイドラインを定める。

(脱則）

1）恐者もしくはその代建者の承麗なしに拶省備報を患者を同定される単柄と共に何人にも閣示ないし伝連してはなら

ない。

2〉顛者を同定できる事樗を何人にも開示ないし伝達してにならない。

3）もし患者偶報を開示ないし伝達しようとする人はそれを受け取る人がその情報によって患者を同定できると信じる

利用がある時には，患者摺報を朋示ないし伝通してはならない。

（患者悩鞭の開示ないし伝達ができる咽合の原則）

１）１４鯉以上の患者ないしはその法的代理巷によって．患者惜顎の伝達ないし開示の同言が得られた場合

２）患者が１２歳未満である力､もしくは同意能力を欠く認合には，患者の法的代理者によって同意が得られた喝合

但し．次の埋合には．診療情報の|M)示を拒否することができる。

１）対欺となる診療傭報の提供．診猟妃録の開示毎が，第三者の利益を窪する恐れがあるとき

２）診猟011M鞭の蝿供，診療記録等の珊示が，患召本人の心身の状況を著しく拠なう恐れがあるとき

３）前２号のほか，診療情報の提供，診旅館雌等の開示を不適当とする相当な崩由が存するとき

(同篇なしに伝達できる場合）

1）サービス提供施設内

2）慰者の世蛎をしている家族からの嬰鯛がある喝合には‘詞名，禰状、治猟法，予後，綴畏上留恵すべきことなどの

医学的基本消報及び家族に期待される役割など患者の療養に必要な慨報。その場合には，患者と沿線者の間に直接

に交わされた会話をそのまま伝運することは壷ける。

3〉亜鮎な疾患ないし外傷から患者を守るために必要な場合

4）自殺，自傷ないし他人への危険が迫っている場合

b）サービス提供施設によって順用されているのではない臨床スーパーパイリ－

６〉司法槻側からの文書による法的根拠を持った問い合わせには，その問い合わせ内容にのみ文譜で回答する。

7）支払い耶務ないし苦情処理に関係する場合には，そのサービスに必要な慣報のみ

(個人傭報の取り扱いについての細則）

i）他の施股ないし専門誠への伝逮には忠看ないし法的代理人の同意潅得る

2）ボランティア,学生,研修生など守秘溌務のない者への個人悩報の伝遮は行ってはならない｡それらの人逮へ個人

澗報を伝述することが必要な堀合には，それらの人遅に守秘義朔を雁行する確認書を取り．さらに患者本人ないし

法的代理人から個人消報をそれらの人逮へ伝達することについての同撒な文普で得る｡

3）顎例検討会においては毒例が特定される表現を避ける。事例検討会に守秘義務のない人が加わっている場合には，

碩例倹射会の後でその人に渡されていた砺例配錨は回収する。

図７地域ネットワークの形式における個人悩報の伝逮に関するガイドライン



(同一施設内韓員に対して）

施 設 厘 罰

私， (本人名ないし法的代理人 ）Iま．（サービス施

設名）を利用するにあたり，私に対するサービスに必

要な憎報が当施設内において私のサービスに関わる守秘

磯獅のある縦興に伝迩されることに同耐致し獣す。

日付

本人ないし法的代理人の馨宅

<他施設の職邑に対して）

施設長殿

私，（漆人名ないし濫的代理人）は．私の撰名．病状．

治療法，予後．療養上の留意事項など医学的基本情報が｜

私に対するサービスを向上するために〈他施股名）の

守秘燕務のある職員に伝運されることに同窓致します｡

(家族に対して）

施股長融

日付

本人ないし法的代迎人の騨老

私､ 【本人名ないし法的代理人】 |ま．私の病名．病状‘

治療法,予後.療雲上の留意扇項など篭学的基本情報が，

私の家宗である（家族名）に伝迩されることに同意

致します。

日付

率人ないし法的代理人の署名

第３童地域におけるネソトワーキング１３９

(守秘義務の規定されていない者に対して）

施設長殿

私‘ (本人名ないし法的代理人】 ま．私の病名．病状，

治療法，予後，療養上の留意頭頂など医学的基本情報が‘

(ボランティア名・学生名・研修生名】 に伝逓されるこ

とを，上配の省が守秘凝務狂順行《jる誓約文祷を椛蝿し

た上で同意致します。

開示ないし伝通する目的：

閣示ないし伝蓮する内容：

日付

本人ないし法的代理人の噌名

(その他の人に対して）

雁設屋霊

私‘ (本人名ないし法的代理人］ Iま 私の診断．検近．

名）に対して治凍の過程で得られた間報を（対欺名）

開示ないし伝運することに同蔵致し』す。

開示ないし伝達する目的：

開示ないし伝達する内容，

日付

本人ないし法的代揮人の薯雲

図８個人情報伝達に関する同意書

汁の迦切な対応や，jil悠'1,の刈応が１．余であることは必弧の束i'|:であり、，irわば地域粘

神科|災療の両輪と言っても過‘↑ではない。当事省と地域住比が余Ｉ汁な'1m兄とは別個に，

ノーマライゼーションの叩念のもとで共に安心して葬らせるのが11標である。それに

は，地域への社会盗源を11耐Bli'iして，この極の|淵胆にも｜･分に応え↓.,れる人椛に配脳し

た体制を構築することがiIIIよりもIR災であることは，強閲しても強I川しすぎることはな

い。さもなければ，ひとつの大きな不測の事態や不祥事が一気にこの肋きを逆行させて

しまうだろう。、1群背を支える地域のフォーマル・インフォーマルなネ･ソトワークと情

級をどの礎度典ｲiしていくかがｌＲ典な問題となってくる。

ｋ記の２１ulのi淵従をもとにガイドラインの試案がまとめられている（Ｍ７，Ｍ８)。



1４０藤１１部統合型地域総神科治療プログラム（0.1,1》）の実際

このような1Mり幽を采|)越えなが‘､,地域でノーマライゼーションのJ'M念に11ﾘって､11111荷か

ﾉ|皇活できる体llillを梁かなければならない。

注）１９７６年タラソフ雄判：梢神保雌抑陳は忠併が第三者に危誓を加えるⅢ｢脆性があると結諭づける

のが喪､'１であるjﾙ合は．その鋪言什を防術する下段を榊じなければ布;』左い

（村上雅昭）
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