
第零章精神科地域ケアの新たな課題

1．家族の力を発挿させるために

一当率者の最も身近な存在としての家族

1‘Ⅲ

（１）はじめに

Ｗｆ神陳窯者に対するケアサービスは地域ケアへと移行し，、'1'1f片が牛活する家の''１で

は家族が､'1』I端の支擬の一部を細っていると‘許っても過寓ではない。また，地域ケアを

進めていくうえでは隙旅・保健・禰祉にわたる多職緬による支援が欠かせない。チーム

支援が求められるのは､11'1堵のみならず身近な家族も同様である。家族の誰かがｿ,;j城に

かかったとき，家族は少なからず何らかの形禅を受けるが、特にWiiIIl疾忠や肺’１１１:をｎつ

たjﾙ合は疾心の知,縦や111州iが少なくル紗,Lがﾉｌｆまｵしやすいため，ｉ肱にも州談できず狐'１:し

ている場合があるからだ。

統合失調症の当可端は，健幣昔に比べて社会的ネットワークがより小規模で，イ11ﾉﾉ:連

絡に乏しく，よりIil純，ｋｌ)依伽り，そのjﾙM1(|)で打ち解けず，iIllllIlとは災なって家族

などの師１次災卜jlとlIiIﾉ11)するといった緋微がみ!.』ﾉしると,糊ﾌｵLている。さらにそうした

家族関係における家族の､I部者に対する感Ｉｉｌｆ炎出（expressGdemotion：ＥＥ）が統合

失,淵旅の再発に強く関係していることなどがIﾘ1らかになってきている。家族が､I郡門･に

ﾊＩして強く批､IＩ的な‘郡１１をした'ﾉ，逆に過哩に､11'1僻に州緒的に巻き込まれたりするｲ;１１

ﾉﾉ:作川のパターンなどをIIlする場合に，こｲしをｈｉｇｈＥＥ（脚iい感llli炎ＮＩＩ）家族と11,||||iさ

れ，そうした家族とlillj‘!+する､11事者の再発率が高くなることはレフ（J・Ｌｅ[f)，ランド

ルフ（E,TRand()１１〕h)，ファルーン（ＬＲ､ILFalloon）をはじめとする統制比較研究

によってもIﾘl確になっている。統合尖I淵症の臓機に関わる心叩祉公的なストレスとし

て，ライフイベントなどの純期的なストレスと農期的な11術ﾉＷｉに間迎したストレスと

しての家族のＥＥが､'1'1端の縛発-f測|'i;の指標として捉えられている。

かつての家族研究は家族間のコミュニケーションの盃みであるとか「分裂病原性のﾊﾉ：

親（SChizophren()質G11icm()lhcr)」といった概念や「二吋ﾘ収脱」など，家族が､11'１端

の統合失調症の禿ｿ１１ﾐにどういう影響を及ぼしたのか，という閃果ﾙﾘ係を狼めるものが参
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くみI､》れた°しかし近年ではこうした家族を統合尖IiMl症の「１%〔Iﾉﾘ」としてみなすのでは

なく，砿恢的に家族が‘i'|崎の龍災な「理解剛であり「身近な協ﾉJ細として支援チ

ームに参加することの｛i効性が明らかになっている。こうした家族を当事誉の「援助.i曽

体」として積極的に数fjf・育成しようとする心剛教育的アプローチがﾉ|ﾐまれた背紫とし

て，アンダーソン（C,A11dcrs()､)')は次の５点を挙げている。卵ｌに脱施Ｉ没化によって

脳貯の多くが家族のもとにﾉﾉﾐったこと，第２にインフォームド・コンセント（説明を受

けた上での同意）の沖及によって，入院が減り，家族の役割がさらに大きくなったこ

と，第３にストレスに対する忠者の脆弱性がiﾘlらか仁されてきたこと，第４にＥＥ研究

の成果か1,』家族も流派に帯.Ij･できるという考え〃が出てきたこと，卵５に，脳粁・家族

のIli比として知る権利の発腿である。心理教行的アプローチにおいては家族の持つﾉＪ

をﾙド{llliし，家族を含めた媛肋者に対して病気の知識や情報を伝え，職恢的に浦療協ﾉJH・

として活川していく。こうすることで､１１１端への理解を促し，ｈｉｇｈＥＥを低減するとと

もに家族内の対処機能（ストレスマネジメント）を高めていくことが３Ｍlﾐは重要視され

るようになっている。聯l肌1家は家族の立場に立って「疾病」や「障割を理解し，家族

メンバーが当事料支援をげえるように家族と共に行動する必災がある。

（２）当事者・家族と共に援助（治療）チームを形成する

ＯＴＰでは当事者と典に呼門家が当事.部i怖の治療・援助チームを形成し，家族の欲

恢的参加を促し一緒にチームをつくっていくことを砺要祝している。兼治医や治療スタ

ッフがﾌﾐ隙に当'Ｉ階や家族と抜することのできる'1州lは'災に限られたものである。・・般

の外来診察では２週間から４週|IIilに１度の外米診察室でせいぜい５分か10分くらいの

会Ｉ活で済まされてしまう。みなとネット２１の訪問でも，一番制''1に訪れる時期でも１

週|Nに１度約１時ｌＩＩｌであるから，残Ｉ)の６１１と２３時間の間は，Ｉ｡'ずと§'1噸肴と家族が

向き令う時間になる。そこでＯＴＰ的な発想としては，一番接触時'1Mの｣逢い家族にこ

そ，良き論療省になってもらおうと考えるのである。もちろん・般的には家族は阪縦や

柵祉の(Iji門家ではないから，例えばたくさんの薬の搭前を知っている必要はないし，剛

作川を令部１１iif組している必災もないし，統合災Ｉ淵推の診断｣脚iを覚えておく必笈もな

い。ただ望まれることとしては，’１のIiliのr1分の家族が飲んでいる薬の搭前や副作川を

知っていること，家族である､'1事者が示す1Ｗ&のサインにいち.iI'.〈気づくこと，、11‘1噸

がM1がる表呪や言い'11|しはなるべくしないこと、などｎ分の家族である､11.‘Ｉ下群に特化さ

ﾉLた・定の‘'1V報とスキルである。すなわち，、1111端や家族と病飢に|ﾘMする知撒や対処披

能を典ｲ『することで．、ｌｉ１端に雄も身近な家族蝋境を調整するとともに，家族が主体と



なってi惚知行!lilj旅法にﾉ,lきづく文慨を行

うことによって家族と､I11l汁双方のス

トレスマネジメントおよび行仙変容を

期緋するものである。雌近の研究‘)に

よれば，病IkIとなるものは渦い感１１１i張

出（l1i質ｈＥＥ）の存在ではなく、かえ
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エンパヮメント

ロ
知識・対処技能

って低い感情表出の相対的欠如である図１０ＴＰにおける多職種チームアプローチ

ことが示唆されている。つまり、、1祁

什に対する批判もなければ，ほとんど何の関心も持たないような低い嘘Wi炎出（low

EE）の家族で，家族と､11』冊粁の直接的コミュニケーションが少なければ再発率は２倍

になってしまうという。このことは，、'‘i事稀の家族および当蛎昔を取り巻く人間関係の

支排の礎が，械めてrR要であること，そして湊雄した迦雌な感州炎川の蝋塊とＮ:公的サ

ポートネットワークこそが必災であるとザえられる。統合失調派の当'1端の多くは，急

性期の陽性症状から|ﾛl復する過程において，引きこもりなどの抑うつ状態を経て．ゆっ

くりと時間をかけて、身の支持を増人させ，技能を鹸化することが１１１.能となっていく。

oＴＩ)では，Ⅱ術の家族側係におけるコミュニケーシ胃'ンの疏血性を将に'1t挫け,Lし，ｉ'j・

定・fffだの感情衣呪やコミュニケーション陳,Ii:のようなｲく適応机以作川のパターンを変

え，行励変奔を促すための〃法を練習して，家族がお瓦いに共感し合い，非難しない，

､11』'１粁の支援勝として協力関係を築くことを|I的とする。したがって，本人のみなら

ず，その家族櫛成典ｲ誠iができるだけセッションに参加することが求め‘､ＪｊＩＬ、実際の家

族のセッションでは，本人とその家族のコミュニケーション能ﾉJや傭報処理レベルに餓

迩な形で，「積極的な傾聴のｲ|:方（アクティブリスニング)」「上手な頼み〃」「秀定的な

感'lilfを炎呪する」「|ill胆解決技法」などの各祁職略'0)を仙川して，家族付ｲ§の対･処技能

の向上とコミュニケーションの向'二とを11指している。したがって，セッションの内容

は、「処､'1スタッフ」対「､W'1端および家族」の間の而接形式ではなくて、当事省とそ

の家族がi具としてセッションの''1心となって司会，進行，淵:記などを務めることが望ま

れていゐ。支援計liWiについても，、11''１汁を念めた家族セッションにおいてチームと・紺

にｲ;|l,淡し，llAl々 のニーズや希1V(に沿って設定され、継続的なモニタIノングを辿して兄１１１１：

しがなされることになる。、'1'脇若と家族を共に論縦プロセスの協働費（'又'１）として捉

え．雌終的には，家族11身が論旅チームの一興として家庭内で機能を畑11(できるように

なることを||的とする。セッションを災施するなかで，家族の''１の1,M:かを．その家族特

〃のりii門的「支援苫」的役削を狐えるよう帝てていくというプロセスは，統合的地域ケ
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アサービスモデルとしてのＯＴＩ'における雌も!､:嬰な点である。こうした悦点は，家肱

に対して過大な期緋や災任を押し1,1･けているのではないかと思われがちだが，むしろ当

‘肘蒋の一番の理解荷として家族の持つ力を評価するものであり，専門家との共同作業を

皿して当1下若を抱えて′1竜活する家族''1身をエンバワメントすることにもつながってい

く。

（３）家族の力を引き出す多職種チームアプローチの実際

地域で多｣|柵'1iチームを綿成し（)ＴＰを腰附しているＮＰＯ法人みなとネソト２１にお

いては、セッションの'''1脳は佃々のケースにより1J“るが．危機介入を含め2‘lll洲州’

1淡を受け付けている。また，利用勝の来訪を締つのではなく，磯極的にアウトリーチが

'だ施され，機動性を派ね備えている点もその特徴のひとつである。すなわち，利用着の

11術'1括jﾙ1mのｌｉ１でサービスを雌供することにより，佃々人がスI､レスに感じているそ

の｣ﾙで破椛il<ｊにストレスマネジメントを肺うことを,断Ｍしており，診察篭やｲ11,淡窯など

のサービス提供機間内（invitro）ではなく，利川儲のにI宅や．職場などの実地（in

viw)）でのサービス提供が行われている。アウトリーチを行う利点としては．よりⅡ

備場IiIiのセッティングの巾でセッションを持つことができ，’'1然な形でf'1川淵とその援

助勝の人間側係であるとか，生添様式を知ることができることが挙げられる。チームス

タッフが訪問し，「来客」としてのfﾉ:場になってはじめて．機関での来所而接では見せ

なかった利111稀の菰配りであるとか，家族との対諦をjwlることも多いまた，利用儲の

Ｉ'１には，「ﾘ|きこもり」や「外出恐怖」などの|州辿を抱えている場合もあり，本人ｲMlZ

での棚談になりがちな外米診療（,|;11,淡）に比べ，機仙''1;のあるアウト'ノーチサービスの

メリントは大きい。１１本では知らない「他人」を家にｋげる生活科悩がないために戸惑

いを兄せる家族もまれにみられるがたいていのjﾙ合，チームスタッフとの信頼関係が

形成されてくると，そうした抵抗は徐々に減少していく。

ＯＴＰの実践のもとになったバンキンガム・プロジェクト扇'では，v1ilIIl的精神保健サ

ービスが既存の家庭恢（Gene'･alPractitioners：ＧＩ〕）を中心とするフライマリケアに

統合されることによって，イi効な１１'･川発兄・I叩発】亀防に対する．Ⅲした統合的地域ケア

システムの枇築がなされた。すなわち．従来の精神疾心を持った当'|端だけを対象とし

ていた精神保雌サービスを，既存のプライマリケアシステムヘ統合することによって，

広く対象の枠を広げたのである。柵Ii神|蝋'芹を持った人，そして地域|i;腿すべての人々を

吋蝋にｒ防か!､)I,'.101輪嘘リハビリテーションに韮る妓迦なマネジメントが継続して行

われることが統合的地域ケアシステムにおけるゴールであるとされている。こうしたブ



阻膨
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Ⅱ全システム

‘裳族公・当'1噛川体

IIi民グループ・住民など

援助システム

,鋤悦・友人・擬助什

'当来昔
、ａノ

'当来昔
、ａノ

ライマリケアとのサービスの統合に加

えて，もうひとつ亜要なのは，統合の

結果として家族やその援助省の械恢的

参加を促し，地域住民へ精神保雌の11ミ

しい知倣の1¥及をtxlること，すなわ

ち，桁神陳'‘!i§に対するステイグマのI隆

減に対しても派意を払うことも念まれ

る。地域の111には，「家族公」や「､1１⑳。Ｊ哩‘1ＷﾉｌＩｌ１－Ｅ，｜永峡衣」ヤ｜、Ｉ図２統合的地域ケア志向モデル

』l#州､11体」など梢神障'iIfを排つ､'1'１噺

や主として家族が中心となって撒築されてきたネットワークがあり，精神陳謝に限らず

障奔荷を支援する岡体やボランテｆアなどが存在している。そうした有効なサポートネ

ットワーク州Wilfともいうべき礎洲を価恢的にWill'し，地域で股州する多職祁チームの

緋つネットワークとリンクさせ，拡大させていく，といった社会システムレベルでのア

プローチもまた重要な点のひとつである（凶２)。当‘I端・家族・地域社会の各システ

ムに介入していくためには．多職稲・多機関の述拶や協仙がさらに必要とならざるを得

ないだろう。

地域でⅢIfiIl1lI鵜lfを持つ２１j！|端とその家族を支援していくうえでは，従来の州lIr兼:i宝導

による「柚旅する側」「梢療を受ける側」というパターナリスティックな関係ではなく、

』'祁勝およびその家族rl卦が''1↓.,諭旅や支援チームに参川'し，VjiI''j家とｊｌﾐにハートナー

シッブを築いていく協側体制へと変化させ，、11'Ⅲ竹や'泉族が「維かのために桃１'|Zにな

る」のではなく「共に満足できる生活」に向けて/[いに脇ﾉ』し合って地域唯添を支援し

ていくことが芯要である。これまで職神保健福祉のWilI1家が持っていた多くの州搬は，

今後wi'1噸，家族および支慨チームのIlIIj〃が知るべきものとして共有していくべきもの

である。（)ＴＩ)を実際に進めていくためには，こうした「既〃の枠組み」を'１１検ｊ1．して

いくことが臨床現場の専門家に求められていくだろう。

（稲井友理子）

2．‘慢性化を防ぐ

急性期入院病棟での試み

（１）はじめに

'''1種ドア，という言葉がある。人院と退院を繰り返す‘If態に対する実に穿った炎現で
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あるが，この典拠が的を射ているのは「何もしなけ‘|しば川'1はそのまま入り１１になる」

というある極のＭＷ性を炎している点にある。何もしなければ，という典には「何かを

すれば」という期待も隠されてはいるが，むしろ実際にはこの「自動性」に対する自|朝

的な響きを念んでいるようにも州こえる。

統合失洲縦をはじめとする梢抑陳'１１Fはクレベ'ﾉン（E・Kraepelin)'''の脱察以降，「兜

解と増悪を繰り返す」慢性疾魁であると信じられてきた。この,信念を未だに支えてきた

のは臨床的事実というよりも，むしろこの回転ドア現象という事態に対する治療サイド

の「弁解」であり，それを秀定しえない治療椛進の貧しさであったのかもしれない。急

1'i抑'嫡似(を退院した後，外米に皿院することのみが論旅の｡i畠体になってしまえば，｜Ｉ燃

時は上記のような「1Ｕｌ転ドア入院」が唯一の確実かつ安全な選択肢になってしまう。だ

が安易な再入院は従々にして医原性の慢性化を招く。回転ドアを月まぐるし〈1画1つた結

果として脳特はl'iウ:のタイミングを失い．ｌｌｌｉＩＩも入り’１ももはやⅨ別がつかなくなる。

このような論旅柵造あるいは沿旅サイドの葱織を変えていくうえでは，まず２つの視

点が重要となる。その１つは症状のコントロールであり，１つは社会復州である。これ

らは今まで全く別物のように扱われてきたが，我々は経験的にこれらが連動する必要が

あることを知っている。ItI発防I|:という１iIlIにﾉ(､Ｉしてこれらは両輪の役Wllを肌う・いずれ

が欠けても}iiiに進むことはできないが，その進め方も1AI々 の状況にﾊj応するものでなく

てはならない。

この節ではこれら２つの側而に符I’し，急性期病棟を舞台に現状をlWlm(する。一方で

私兄を交えつつ，悩惟化を防ぐうえで今後何が必要か，検討を亜ねてみたい。

（２）症状のコントロール

現代の榊神科臨床のＥ役を拠っているのが薬物流派であることは．fff定しえない’|蝶

である。これは外米I診療を兄れぱすぐにわかる。外米忠淵･が１時間に１０人を超えるよ

うになると，｜知Iliの礎間は紋切り剛で端的なものとなってしまい，実際の11常を正確に

把撮するなどということは到底/f､'｢能な､l予態を迎える。したがって論旅は難物主体にな

‘.，ざるを僻ない。だがこのような外来診縦の状況では蕊をのんでいるのかいないのか家

どは，しょせん推測の域を出ず，その結果として1Ｗ&の兆候に気付かず，症状の顕在化

をみてから対応に追われるということがしばしば練'）返されてしまう。

こうした状況を避けるにはどうすればよいか。巡択肢はそれほど多くはない。ＩＷＥの

IUi芽に対して１１能な限り１１を行きlIIlかせるか，あるいはそもそもなるべく･芽が出ないよ

うに条件を整えるかである。
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ａ・再発の兆候

我々がⅢii状を捉えようとするとき，そこで)11,ているものは１鷺として什仙（behav・

ior）に関するものである。「精神」症状とはいっても精神は月に兄えるものでないた

め，観察されるのはもっぱらその表現咽である。いかに妄想に支配されていたにして

も，それが「behavior」として表出されない限りはこれを指摘するのは葬易でない。

｢誰かに兄張られている感じ」を持つのと「俺のことを見張っているんじゃない！」と

叫ぶのとでは災際大分距離感がある。111発の兆候にlElを行き脳かせるということは，す

なわちこの炎IlIiに-ｉｆるまでの熟成期'1Mに'111とかｆを打つという1吠みのことである。した

がってこの迦波期における症状，つまり「Iiij↓K」症状がｲ制lされることになる。

ユン（Ａ,Yung）ら'5)は統合失調症を対象にした再発前駆症状のレビューの中で．阿

発を]濯兄する腎鮮症候として，非特異的な感慌・認知・身体・行動の変化が精神病の顕

在発症に先駆してj棚悠することを示唆している。具体的には落ちｲifかなさ，不変，思

考・災''1ﾉJの陳祥、社会的ひきこもりなどであるが，一〃でこれ,､>がその「非特災的」

さゆえに，それがあったからといって必ずしも再発には茶らない､]能性が大いにあるこ

とも指柵している。拙速な入院判断をはじめとする不必要に過度な介入に上ってしまう

と，社会復ｊｉＩ}をよりいっそう迦らせてしまいかねない''1.能性があるという脂揃でもあ

る。

さらに何発に際してば多くの場合その前駆期間はかなり短く，介入を迷っている問に

事態が進行してしまうというリスクもある。初I‘１１エピソードの前駆期間がしばしば数年

iii位であるのに対し，｜¥苑前駆期1111は２～､１週間とされており2)，しかも変化は「非特

異的」であるから，症状ベースでIlj発の災いを喚ぎ取るのはもはや1Iili人農に近い。治療

者が感度を上げて対応するのは五要であるが，それだけで郷発の兆候を捉える糖度がす

んなり上がるわけではない。

前述のように症状は「炎出」であるため，それは個々のストレス脆弱代や環境因など

に裏打ちされた「表出パターン」に縛られる。したがってこれらを一般化することでは

精度を商めることはできないという観点から，佃々の「表出パターン」にﾉj点を遜いた

介入が検討されている。オルフソン（Ｍ・（)11s()､）ら12)は思性期ｿ,州(において１１j入院を

繰り返す統合失,洲ｿiiil剛の脳薪に対し，人院''1か1.,11#発了i1lIlを試みたが，その結果病棟ス

タッフは５分の１しかその後の再入院をj亀測できなかったという。この反省からより個

別的で桁度のiWjいりスク要肉の検討が必災であると述べている。ＩＷ６のリスク笈lk1につ

いては多くの研究が取り組んだ成果があるが．症候学的な‘狩及がなされたものは少な

い。今後は佃々の症状の症候学的パターンと環境閃などの周辺Ｎ子との影響を路まえた
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仰苑剛|lの研究が必要であるとりえられる。

忠‘''1;j1ﾉl洲州(はこれら症状のパターンを把握するｲi効な機会である。症状の恢川から蝿

解期に篭る過侭を集約的に観察することによって，佃々のり1訂I鴬精的な炎出パターンが把

握される。これを記憶し、記録することによって再燃の兆峡に対し，よりロを行きﾉ111か

せることが111能と左る。こういった臨床態度は現場では暗黙のうちにとられることが多

いが，Ｉ､:災なのはこれをできるだけ柵造的かつ普遊的に行うことである。医師や行遡師

など治旅スタッフは表出される変化を仔細に観察し記録する。さらにこれらと梢仲ｿ,;鋤ｉ

状とのIﾉ1的な間迎1'i;を検討し，蝋塊lﾉ《lなどの外的な喫飛の影ﾂﾘIiをピックアップすゐ．そ

のうえでｌＷ&のリスクをfii定し，スタッフおよび本人，家族のlIIlで迷ﾉ６，典イル，退院

後も引き続きこれを継続する。これを櫛進的に繰り返すことにより再発予測の桁度が断

まl)，より適切な対応が可能となる。こうしてはじめてI{礎の兆1暁に対し「'1を行き胴

かせる」ことが可能となるのであり，同蛎ドアを伸I|:すあことが可能となる。これには

論旅サイドのﾂﾁﾉJだけでなく，こういった雌約的な諭旅を'１．能とするような，それなり

の沿旅柵進の変』V[が要請されるのは,；うまでもない。

ｂ，再発防止のための条件

チォンヒ（L､Ciompi)3'は統合失,淵症の維過について，３削は論癒あるいは寛解に十ミ

リ，別の３側はわずかな残遺症状を持つのみで．この病気にﾊＩする一般的な兄解が悲観

的に過ぎることを指摘している。このデータは条件さえ盤えば再発を防ぎうることが‘'謄

諭ではないことを示すものでああ。そして'だ際にそうした労ﾉJによって再発が防ぎうる

ものであゐというﾙ,'i鵬が柵られてもいる。

ヘルツ（Ｍ１、IIerz）ら7)のグループはｉｉｉ発防止の濃厚な介入を行った場合にｲi懲に

再発率が低くなることを対照研究によって示した。彼らは８２人の統合失調症圏の忠椅

を２僻に分け，一ﾉﾉは従来の２週にllII1の個人補神旅法と梨物維持療法を施し、もう・

〃には心叩教flf，家族教育に加え過lI111の災|Ｊ１療法を取り入れ，さらに1Ｗ&の前1M伽;状

の積恢的なモニタリングと介入を!式みた。その結果後勝の排では前借に比べ１８力)j後

の卿人院率が2()％も少なかったというデータが得られている。

ヘルツらもまたI澗釧；状の｣E雌な把撚については限界を伽じつつも、モニタリング機

能を浪密に進行することでiIj苑の抑止ﾉjが生じたと結論づけている。ヘルツらの研究で

重要なのはIIj発防止に対して統合的な枠組みが効を奏したという点にあり．従米の仙人

精神旅法，薬物療法での限界を桁柵したことにある。｜I擁のリスク笈閃としてしばしば

1111災のコンブライアンスがI而祝さｲL為が，。〃でコンプライアンス良好な％･の３～・ｌＷｌｌ

にlIi苑を,惚めるといったデータ8)や，ブラセボ服川荷に対して心機介入のみをiiった｣ル
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令でもｲ噸にlIi人院の削合を．ドげたという柵;I『'１もある。服錐コンフライアンスをIlIr典

祝することl’１体は|Ｗ§防止に対して必喫ではあるが，それだけでは|･分ではない。コン

ブライアンスを維持するための要I火|を枕ｉｊ･し、これを臨床的に還允すべきである。

具体的には捕紬を持たせ，治療のｲi効性を偲搬させるべく教育をiiったり，縄知行動

旅法や社会機能をjKI強させるような心叩撒行を施すことでコンフライアンスはよ')良好

に保たれるとされる13)が，これはコンブライアンスの維持の'二I的で行わｊしるというより

は、「ij発を防ぎ社会復帰を促進するというそもそもの治療目標に対して行われるもので

ある。結果としてコンブライアンスが保排されたにしても，それは梢旅そのものがｲi効

に進んでいることをﾉ又映しているのに過ぎないのかもしれない。対11,1,|人の枠の''１でコン

ブライアンスの維持のみにとらわれるのでなく，当蛎者を取り巻く祉会靴境の''１で治療

というサービスがｲj効に機能しているかどうかを把握する視点が砿要である。

一方でコンブライアンスにiI'〔結すべき|H1題として訓作ﾊ1のlllI巡がある。９()年代に

次々 に登場した非定型抗精神病薬は制作川に敏感になっていた､11’1階や'泉族をより泊縦

の方向に向かわせたという点で評価できる。これはコンブライアンスの|M1腿ばかりでな

く，認知機能の改泌や|:公的略印（スティグマ）からの解放など次唄で述べる社会復帰

を促進したという噛味でも，大きな‘献推をもたらしたと,『えるであろう。

（３）社会復帰へ向けて

精神科隆旅の進歩によって（あるいは柵神疾雌の職症化によって)，呪′だ的に遂行可

能な‘;!'麺となった「祉公“'1}」は，’j《際の塊場では内奔をI'ドわないお題I|に化してしま

うこともしばしば指摘されるところである。批々 が論療目標として「社会復ﾘiI}」を掲げ

るとき，その移付刈蝶となるべき「社会」への拶察はそれほどTR祝されない。とにかく

家族のもとへ，あるいは職場や‘､l::校へ「復ﾘ１１}さえすれば」．‘|脅陥な紬ｲ〈を迎え1,,れるとい

う一方的な筋,11:きば，１１脚こ､'1』1噸のニーズを強ｳ|に噛りつぶす結果とな')かねない。リｌ

きこもりやI‘1段，ハラサイトシングルといった社会現象をもとに梢神科恢旅の文脈を読

み直すと，本来､11,|晴が帰るべき社会がもはや雌令なものとは言えない可能性が理解さ

れる。IiIIlルミドア塊象はたしかに隣原怖の悩|;化を州きうるが，もはや洲'1端にとって喪

心できる｣ﾙ研は病院以外になくなってしまうのかもしれない。

それでも退院を促し，社会に戻していくことが婆求される現状において，我々に必要

なのは､】１４端たちがそういった社会で′l旦きていくための足場を作ることである。幻聴が

iiljえたから社会に似ﾘ'1)しましょうという宏坊なやり〃ではなく，祉会へ灰るうえでのｲ《

安や問題点を取り上げ濡し合っていく姿鍔が必災である。これが急性期病棟では治療の
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11:上げの股ﾙになるが，呪爽(l<ｊには十分な||州ｌｌはIj･えられていない。急惟jU1論旅の役削

をIﾘl雌にするのであれば，急性川ｿ耐＃〔と祉公を橘波しするlmIらかの!|I間施設が必災であ

る。同時に脚燃予防と￥･期介人を地域レベルで主導していく体制を早期に充実させるこ

とが求められる。

こうした社会との接点をjWやしていくなかで，一方で思惟期病棟の側にも従来の社会

的焔印を払拭させる努力が必要である。入院環境が病棟や病寵などのハード1mでもまた

スタッフなどソフト面においても，社会から隔絶された災礎な畿間であることをやめ，

社会の延災に位儲する場を提供することが；kめられる。このような多職祁にまたがった

統合的な作堆が，結米として慢性化を肋I|:する爪要な堤防の役WIlを狐うと,ザえられる。

（４）おわりに

’i端の外米に焚く皿院されている〃の中に維過の災い裳恕ﾉ;Ｉの統介失調症のｿ州；がい

る。彼は以l1j脈年のように｣Ⅲ泌迷の状態でlIl釧病ｲﾙ〔へ入院する|Ｗ６の附述であった。、！』ｉ

初は活発な妄想を消し去ろうと輪旅の努ﾉJが重ねられたが，結果としてＩｎＩ極ドアを止め

ることはできなかった。結励．Ｉ:犬を爪ねた結果，週11,1の外米でたつふり１時|Ｈ１妄想

世界について述べてもらうというｍ披下法に変えたところ，妄想ｎ体は健在だったが111

入院することはなくなった。彼は呪〈I:塊笈と妄想という二]剛t界の中でそれなりのバラ

ンスを保って生活している。これはもちろん，あらゆるケースにあてはまるものではな

いが，佃々 の状況に応じた沿旅の１K喫性を深く示唆する例である。

｜ﾀﾐ旅の水'W〔は州みに対するｊｌＩＷＩ(と共感のI:に成り立つものである。１Ｗ§肋I|:という棚

点から〃雄を述べてきたが，亜要なのは傾聴と対話であり，それを続けることである。

いかに治旅椅側の数が増えたところでこの態度がなければ、その意義は十分なものでは

なくなってしまうであろう。そしてこの姿諮はまた，現在の社会に欠けたものを｡.断える

とき，１W神科医旅の場だけに甥求されるものではないのである。

（小林啓之）

3．危機介入の重要性と１，i殺予防

（１）はじめに

地域桁神科医療における「危機介入」にはさまざまな側IiIiがある。図３は，統合失I川

推のＩ;ｊ川と|噸‘‘I;:の縄度を,Jﾐしたものであるが，liii駆期からlリ姥までのいずれのり'刷りlにお

いても危機介入が必要となってくる'11.能性がある。特に''１鰐なのは，初ｕエピソード1111Ｉ
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神病に対する危機介入（'１１．期介入）と，再発予防のための危機介入である。

（２）危機介入とは

ａ・初回エピソード精神病に対する介入（早期介入）

近年先進湖Iilにおいては、精神障害の初回エピソードを早期に発見し適切な介入を行

うことによって，悩性化を防ぎ社会的な･予後を故陣することができるというザえ〃が

徐々 に浸透しつつある。実際に，オーストラリア，欧州，カナダなどでは''1.期介入のた

めのサービスが次々 と広がりをみせ，日本でも'｢I･川介人の飛要性が注卜Ｉされてきてい

る。

実際の介入は勝年勝が対象となることが多い。汁年什が次輔に社会的にﾘ|きこもって

いく場合、半:陵や撒場などで問題行動が持統する場合，感情の変化（ｲ《安，抑うつ，イ

ライラなど）が大きいにもかかわらず理巾がはっきりしない場合左どには，桁神障'‘Iで

ある､l能ド|§を脳する必漉がある。ミ'祁貯がWi神州災旅のサービスを希削しない場合で

も，キーパーソン（家族，狐{Eの教師嫌）と定期的に連絡をとることが蝦ましい（IIlJりＩ

介入の具体的なﾉﾉ法,愉に関しては，｜｢精神疾脳'1りり}介入の実際』4)を参鞍にしていただき

たい)。

ｂ・再発予防のための介入

継続的に地域粘神科恢恢のサービスを受け服薬が遵守されている場合でも，１Ｗ&の危

機に直面することはまれではない。再発の危険をＷ９ｌに察知し適切な介入を行うために

飯要なポイントは．

①ライフイベントに派献すること

②'Ｔｌ期警併サインを兇逃さないこと
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図４自殺と精神疾患

表ｌ自殺の危険因子

男性

年齢（年齢がi#i<なるほど自殺率もＭｒｌ.）

敢近の大きなストレス（特に喪失体吸）

サポートのｲ；足（米鵬別ｊ,';，雛嬬，死別など）

側殺の家族服

淵神疾恐の既往

向殺企図の耽従

である。

当1噸のストレスレベルを急速に商めるようなライフイベント（近親者の死，結僻，

,絃l‘i}’’1#故など）は，再発のリスクを商める。このような1111米'Ⅱがあった場合には，Ｉ１ｊ

発の兆雌がなくても､'１'|端あるいはキーパーソンとＩＭＩ紫に辿絡を取り合うなどのiIil』脳が

必要となる。１１雌の早期警告サインをみつける援助については．綱Ⅱ部第２唯の５で11V

述する。

（３）自殺予防の３ステップ

多くの先行研究が示すとおり，’'1縦の背景には桁神疾心が大きく関与している（|‘xｌ

４)。ｉIｻｲ川発症の統合失細唯に雛心した人の５人に１人が''1殺を企同していたとの報

('１．もあり，Ｉ'|段ｆ防は地域＃1ilwl1糾脹旅のiR班難題のひとつであると嵩える。’'1殺j話防に

は３つの段階があり、それぞれフリベンション（prcvcnti()､)，インターペンション

(iI1tervcntion)，ポストペンション（p()stvention）と言われている。フリベンション

とは，’'1殺の)ﾙ〔lﾉﾘとなるものを'1州jにとらえて．ｎ殺の危険性が低い段階でその1亀防を

すあことであり，蒋発教fjfなどもこﾉLに肴まれる。インターペンションは，今まさに,哩

こりつつあるl‘i般の危険をj１１期に推j,!Lして介入し，、殺を防ぐ段階である。ポストベン
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ションとは，イく幸にして''1殺が'|《じてしま-,た｣ﾙ合，他の人々 にIﾉ･える形禅を．i'1.能なIﾘ（

り少なくすることである。

ａ・プリベンション

’'1殺の危険囚子としては炎１のようなものが知られているが，ImI股を試みる人を'1ﾐ脈

に州{|lすることは，′ﾉﾐ隙にはＪＩｉ洲に|ｲ;I雌である。しかし地域で''1股j命防に取り細み，成

功したいくつかの'ｊＷＩｌは〃ｲIiする。これらの成功例ではいずれもうつ病の』fL期発j,IL，’１１

期介入に亜点が置かれている。うつ病対策を効采的に行うためにはプライマリケア|鵠の

協ﾉJと，地域住民に対するメンタルヘルスの』§礎知識に関する教青がｲくIり．欠であり，こ

れについては後に刑:述する。

すでに帆'i神保雌のサービスを利用している人に関しては，１:IliilII疾心に雛態していると

いうことIと１体が自殺の危険Iklfのひとつであることを忘れてはならない。アルコールや

薬物のiLjIIが認められる｣＃合には、さらにその危険性が尚くなる。それ以外の危険閃ｉ・

を多くilM1たす場合にも，特にサポートを強化する必要がある。ｌ’|段をする人の心皿に

は，いくつかの共通点が,認められるが，その''１でも特に注付すべきは「強い孤立感」で

ある。桁神疾患に脈心したことによ')，川|川の人々 との緋が断ち切れてしまう例は少な

くない。この緋を'11|復させること，あるいはＷｉ:しい人lIIj闘係をつくる援助をすること

が，/|這るﾉJを1111復させる火きな原動ﾉJとなりうるのである。

ｂ・インターペンション

Ｉﾘlらかな、殺念瞳が確腿される，’'１殺未遂に及.〕『など，今まさに''1殺の危険が迫って

いると判断されたjﾙｲﾔには、’''1:ちに以|､.のような危棚介入をｉｉ･うべきである。

①1；治1ｹ〈と連絡をとること。輔神科恢旅サービスを利用したことがない場合には、Ｗ,'ｉ

神保健の専門家に巡絡をとり受診の必災性について検討すること。

②''1殺の手段となりうるもの（薬，ナイフ，ひも知など）が､il1l端の||に触れないよ

うな処概をすること。アルコール知もIml職の危険性を助」とさせるため，脈ﾌﾐに述ざ

けること。

③i'1級の危険を｜･分に叩解している援助間が鮒||制､l･き添うこと。」ﾙ合によっては人院

も聯肱する。

汲喫なことは，援１１〃勝が符理的に対応するのではなく，、'1』|崎の「死にたいほど牌し

い気持ち」を受け止め．′I:きるための援助を州しまないという姿鵜を示すことである。

ｃ･ポストペンション

いかに優れた梢illI科|ｸ《旅-り･一ビスが捉供されたとしても，’'１殺汁をゼロにすることは

/f；可能である。不幸にして''1殺が起こった場合は，その影響を雌小限にとどめる努ﾉjを



･眠れない

｡いったん張っても．すぐに目が覚めてしまう

.恐ろしい夢を見る

．自殺した人のことをしばしば思い出す

.知人が自殺した場面が目の前に現れる気がする

.自殺が起きたことに対して自分を資める

･死にとらわれる

．自分も自殺するのではないかと不賢でたまらない

．ひどくビクビクする

．周囲にベールがかかったような感じがする

．性慾が梨中てきない

･些細な頚が気にかかる

･わずかな事壱決められない

･誰にも会いたくない

･腿昧が湧かない

するべきである。自殺が造された人々にグ･える影響は，病死や1f放死よりもいっそう複

雑で，」とり|くものである。過された人々 がうつ病やＰＴＳI）（心il(』外Ｉｊﾙ後ストレス|縦'‘11;:）

などをリ|き起こし，精神科恢療の刈蝋となることもある。しかし''水では向殺をタブー

強い牌のあった人が亡くなるという体験は，道された人にいろいろなこころの問

題を引き起こしかねません。病死や耶故死よりも，自殺はさらに大きな影習を及ぼ

します。このような体険をした人の中には以下に挙げるような症状が出てくること

があります。時間とＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を発病して､専門の治療

が必要になることさえあります。

次のような症状に気づいたら，けっしてひとりで悩まずに，誰かに相談するよう

にしてください。

(自分ならこの人に棺談するという人の名を学げてみてください。

）

図６群発自殺が起きる心理機制

|病的Ｍ一化

カウンセラー）（）’(、〔iilll絡先：保健師０つｎ○〔)Ｃ

騨門医○Ｃ‘）Ｏ(Ｙ

,不安でたまらない

.ひとりでいるのが怖い

.心涜がどきどきする

‘息苦しい

‘漠然とした体の不羽が続く

･過呼吸

･落ち清かない

.悲しくてたまらない

．涙があふれる

.感情が不安定になる

．激しい怒りにから札る

｡どことなく体がだるい

｡食欲がわかない

･やる気が起きない

．仕醐に身が入らない

|被暗示効果

図５知人を自殺で失った人へM’

1５４第II部統合型地域桁神科論療プログラム（0.1,Ｐ）の爽際

１
１

１．１段の

ｌＥ刈化“’』 ｂ

鯨絡的原因分析

解決策を伴わないコメント

象徴的印.象の付リ

''1縦i:f為''1体を仙‘）Aｌ

圃
函

被暗示効果

病的Ｍ･-化
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脱す為側IfIlが依然として強く，世された人々が|'|分か'､j援助をIl1し出ることはまれであ

る。また''1殺が起こった''１１:後には､〃揺が激しく，擬'1〃を受ける心の準術ができていない

場合も少なくない。したがって、ＩＸｌ５に示すようなパンフレットを下漉すという方法も

巻えられる。

ひとたびI‘I殺が起きると，鋪２，鋪３の|‘l股がり|き起こされる呪象は「俳発111殺」と

して知られている。学校のように｣1§辿点の多い人々が災まる場所では特にこの現象に注

意が必要である。群発向殺が起きる心理機制を，Ｍ６に示した。ある人が1‘I殺した場合

多くの人は．その人が何らかの悩みを抱えていて，その悩みに耐えきれずに''1職したと

いう似I式を思い描く。このため，「いじめられていた」「受験のことで悩んでいた」擁

｢原I火1らしきもの」を見つけると，短絡的に「それが原因だったに違いない」と号えが

ちである。原Iklが単純化されると，故人の境遇にlIiNIliしたり，共感したりといった人が

多くなる危険性がある。また「''1股は防げないものである」というI;|I蝋をﾉﾉ.え1,,れた

り，｜‘1殺行為そのものを郡細に知らされたり，｜‘|殺行為が災化されたりすると，被暗示

効果が商<なり自殺行為を正叫化してしまう心の動きが出てきやすくなる。このような

現象を防ぐために．学校などで''１段が起きた場合，精神科医療サービスの州''1家が現場

と迦ルをとり，辿切なWiWl促供や''1桜j亀防に間すゐ数行，ｊﾙ合によってはlMl別のケアを

実施することが望ましい。特に次のような人には派‘職する必要がある。

．「I殺した人と強いつながりがあった

・自殺した人と境遇が似ている

。'‘I殺が起きたことに災怖を感じている

・''1殺の現場を目撃した．あるいは遺体を搬送した

・弗雌で特に打ちひしがれていた

・''１殺が′I;じた後，態座が礎化した

．さまざまな|州廻を抱えている

・周ＩｊＭからのサポートが十分に得られない

・これまでに自殺を同ったことがある

・附冊:'|'疾岨にかかっている

胸Ii神利．|ﾀﾐ旅のサービスを礎けている人の身近で''1殺が発生した場合には，辿やかに主

沿侠に怖搬提供をすることも必喫である。

(4)危機介入と自殺予防のための基盤づくり

危機介入や自殺予防対策が打効に機能するたいには，サービスが提供される地域にこ



１５６鋪ＩＩ部統合型地域精神科抽縦プログラム〈ＯＴＰ〕のｿ僅陶

ｵＬｌ.』のサービスを受け人ｲしるための推盤ができていることが伽拠となる。将に，W,IiiIll疾

心に対するステイグマを減らすことは，より'１'・川の介入を行ううえでJ|§鮒に亜要であ

る。

ａ・啓発教育と広報活動

、'1'1端やその家族が＃liiIlI州'ﾉﾐ旅の援助を求めることに祇抗を感じるﾉくきな災lklは，州ｌｉ

神疾心に↑ドうステイグマや，桁illI疾蝋そのものに刈する知識のｲ《足か↓､』くる誤解であ

る。近年では，メンタルヘルスに関する講演公や州版物も多くなり，ＩＩＬい知識を身に

つける機会が増えている。これらの識漁会や出版物はさらに充災していくことが割まれ

る。しかし，桁神的な危機に陥るIiiiに''１ら枇恢的に1．Iii報を収災しようとする人は未だ少

数派であるという問越がある。

突然のﾙ>j気や外傷により身体的な危機状態となった場合には，１１９冊に連絡すればよ

いということは誠もが知る「附搬」である。しかし，ｌ'|殺の危機をはじめとする柿神的

な危機状態に陥った場合に，どこに助けを求めればよいかを知っている人はほとんどい

ない。これからの地域精神科恢療の課題のひとつは「無関心層にいかにして訴えるか」

であろう。このためには、メディアの協ﾉJが不''1.欠である。先進洲ilの中には．テレビ

コマーシャルや映Ilijlのスポットでl‘1股ｒ肋をi押えたり，インハクトのああボスターに危

機的hIiiIlI状態に陥ったときの辿絡先を掲示したりする,戒みを始めているｌｌｉＩもあり，わが

岡でも参考にすべき点は多い。その他，電ボのＩｌ１陥り広告，インターネットの活用な

ど，メンタルヘルスに側する怖椛が自然に11に入ってくる環境をつくる丁夫が必要であ

る。

ｂ、プライマリケア医の教育

桁神的な問題を抱えた人が援助を求めようとするとき，前述のスティグマの問題など

から，まずブライマリケア賑のもとを訪れる１１｢能性が商い。将にうつ病は身体的なｲくI淵

から椛状が始まることも少なくないため，棚神的な病気とは気づかずに内科や整形外科

などを受診することも多い。したがって精神疾心の!Ｔｌ･期発兄と''１．期介入を行うために

は，地域のプライマリケア1ｹ《に対して精神疾心のスクリーニングの〃法および専1'１１機間

への照会〃法についての紋flfを行うことが‘』iMましい。この際派愈すべき点は，紋fif効染

の排統期間はそれほど｣とくはないということである。このため数〈にとにIlj度数肯を受

けられるように記臆すべきである。

ｃ・ゲートキーパーの育成

ケートキーパーとは，WIWIl'的他機に陥ったﾉＷを''りりlに錐兇するための、,'L帳I)僻」

である。′i紳交や職場でメンタルヘルスに関心のある人，適性のある人を進出し，精神疾
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血の初101兆候や対応の１１:ﾉﾉに間する継統的な{ill:修を1iう°

ｄ・学校教育

呪在の学校教育では．精神科医療についての教育はほとんど行われていない．薬物乱

川にIＡＩする教育が行われることがあるが，これも１．分であるとは｢;いがたい。しかし学

佼教fifがその後の物の兄ﾉﾉにIj･える影禅は脈脱できないものがあり，*IWllI疾血に対する

iIllij,,Lを緋たないうちからIliしい知撒をラ･える愈獲は大きい。まずは「メンタルヘルスの

話題は子どもには難しい」という先入観から排除する必要があるかもしれない。実際に

災藤間では対象年齢に応じてIﾉ､l容を吟味したメンタルヘルスに側するテキストが作られ

ている。これらを参拶にしながら，１１本の対Iliに合ったj・・どもI(Ilけのメンタルヘルス数

行盗科の作成を検討する必要があろう。

（山下千代）

４．ＱＯＬの視点

（１）はじめに

先進|l:Iの呪代恢’,ｉ４においては，病める人'''1をケアしていくにあたり，lii､に疾心のりiii状

lniでの転帰のみならず，疾悠を抱える佃々 人がどのような生活を'jﾐ際に送るのか，その

渦足度や龍きがいに重点を置く潮流がみられる。「臓器は治したが'k活が破壊された」

というのでは，科学的探究心に術む咲学･荷としての11標は達成できても，臨床家として

恥ずべきことであるし，、'‘i'ｌ端．家族，川llIIの汁の撚冊へはつなが',』ない。

惟柵の衝（qualityoflife：QOL）とはまさに，その人のﾉ|菊I1iの総緋的な良好度であ

る。疾病からくる諸症状のコントロールも大切であるが，同様に，家族．友人との交

流，趣味の櫛築，経済状況，’'1らを取り巻く安令の確保，社会参加，頒教的安蝋など

も，その人のＱＯＬにとってなくてはならないものであろう。111:界１Ｍ:雌機関（WII()）

によるＱＯＬの定義は，「佃人が生活する文化やlllli仙観の中で，１１機や期待，基準，１１Ｍ

心に側連した自分、身の人′liの状況に対するＩ協搬」と炎呪される。ここで述べられてい

るように，Ｑ()Ｌとは多分に１２鯉的なものであるから，これを咲旅のアウトカムとして

とＩ)あげるのは，科学的批1111に耐えないとみる向きもあろう。しかし呪爽には多くの研

究や洲盃で．ＱＯＬを爪甥な指標としてとりあげる傾向が強まっている。がんのターミ

ナルケアや，糠ﾙ間I>j，，１.ilillJi;などの慢性疾仙に間するＱＯＬは1%心が,1.Jiい。臨床泊験の

''１でもliWIIIiされ，また維済効果の|mでもI}‘Ｉ11Niされるなど棚めてl1ir腿なlMii床I;Wlilikの地位

を与えられつつある。
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（２）精神科領域におけるＱＯＬ

前噸で述べたように．症状が充令には「摘らない」または「論りづらい」世性的な疾

患が多い桁神科領域において．Ｑ()Ｌは必然的に軍祝されてきている。しかし緋神科領

域におけるＱＯＬの概念は，身体疾脳におけるそれよりも一段と複雑であり，１．分に理

解されているとは言いがたい。

統合失I州症のＱＯＬ評価に対する側心は，入院泊旅から地域での生iIIiへという''1:界仙

動きの１１で，１９８０年代に始まり１９９０年代になってしばしば諦られるようになった。他

の身体的分野に比して，ルIi神疾忠，特に統合失洲ﾘ,稚のＱ()Ｌ研究が遅れた叩111として

は、池噸の緋統をはじめさまざまな脇知機能障祥のためにjlillIiの趣旨を理解できなかっ

た|)評価に協ﾉJできなかったりすることがあり，ＱＯＬ,祁価に適さないと考えられてき

たこと，また､'1事者自身によるnLl‘評価としてのＱＯＬはその機能障害のために伯頼

性，妥刈性に欠けると碓測されてきたこと，などが雑げられよう。

ようぺ』<近年にな')，多くのlill:究で統合失洲推当'1端のＱＯＬi;WIlliについて，その{,す

頼性，笈､１１性が確保されてきたと!寺われるようになっている。ただし．そのために求要

なことは，当4渚のＱＯＬを､lil端からの情報により一ﾉ測1勺に評価するのではなく，家

族，友人や介挫荷．あるいはケアするＷ【門スタッフなどI剛ｌ１の村からの視点で存脱的Ｉ沖

ll1iを加え、総済水堆や住環境，諭宏等の外観的条i'|:も取')入れた，多而的州llliをしなけ

ればならないということである。

例えば，艮期入院''1の､ｌ１Ｗｆでは，征１１ほとんど変化のない生活をし，IrIi擁しても

｢大丈夫です。変わりないです」とだけ籍えたりすることがある。その11のテレビ榊細

が最大の楽しみであI)，何か望むものを尋ねてみても「いや，別にないです」とIli調に

答えたりする。こうした場合，この人は自分同身のﾉ|を活にどの程度満足しているのだろ

うか。もちろん，入院していても樵せ，満足であるという人もいるだろう。wil端にと

っても'求族にとっても，病院にいれば地域社会と述-1て州に脈旅的支援がi'iI:ちに111:られ

るという愈味では，なるほど半せかもしれない。しかしI‘I宅で同じような環境で生活す

る型倒端と比べて著しく、｢i１度は少ないし，祇会参加も｜-分ではないし，またｒＩ宅でも

必笈な医療は望めば享受できる。したがって雌服な地域ﾉI§活を知っている勝からみれ

ば，人院､'１１端が恵まれているとは‘ﾔいがたいだろう。以ｋのような剛藤は，いわゆる

施設症（ホスピタリズム）によってﾉ順じたものと思われ，、'1.1f省が長期の人院環境に適

応して，’'1らの求める生油水池を低く補正しているために生じたものであろう。この場

合，、!'i』ＩＦ櫛のI‘I党する生活iiMl足腰だけで排価すると，悩ド|§仙人院がIli､I1化されることに

なりかねない。鍛近の研究によれば，詳観的な生活条i'|:をiﾙせて考瞳してみると，災期
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人院､'1‘|州･はグループホーム人)ﾘiW'i･より，グループホーム人所特は一般的な地域ﾉ|｛iﾊ､'１

』j端よ')．ＱＯＬが低いことが示されている。

精神科領域におけるＱＯＬの概念を理解するために、もうひとつ薬物療法に関連する

例を挙げてみる。非定型抗梢神病薬によって当事計のＱＯＬは向上した，という炎現が

しばしばなされる。１１i・にⅢIi神州j'畔的ｿ,ｉｉ状の改祥のみな‘､’ず，薬物の制作川やそれによ

るスティグマからの解放は，災ｲドにわたり服薬せざるを緋索い統合失I洲ﾘiii､11.ｉＭ･にとっ

ては補間である。しかしここでも，唯活のさまざまなmiを考慮して，、11.1脈州|,1人が感じ

とるＱＯＬの'１１面も巷職して|Ｗ州|iすると，少々 複雑な紙になる。現ﾊﾐ，１１本の桁神科

陛療では通院恢療曲公W江i仙制度の充実によ'ル11‘1噸の薬剤礎川畑11は雌減されてい

る。しかし今後の同家的維済状況によっては負狐jWがないとは言いきれないし，制度を

あえて利川しない､1科新にとって、新しくどんなに優ｵした薬剤でも商lI1Iiな難IliI11の処方

は，そのメリットとデメリットをﾉ<秤にかけてようやく逃択しうるものであろう。また

hi'｣作lUチェ､ソクの採血のために狐IIIlの辿院を災するようになり、そのための|'州lや交辿

費は少額では済まされないかもしれない。そうなると非定型抗精神病薬に切り勝えるこ

とが，、'1'脈蕃にとって本当にＱＯＬを上昇させているのかという問題は，薬効のみから

．m的に,縦肺できるINI胆ではないことに気づかされる。雄体外路症状の川呪やＩＷ６卒の

低ドのような容観的条件の改岬が，当1f荷のＱ()Ｌの改稗に'111:結するとは眼1,,ない例で

ある。

精神綱jﾘ1学的症状は，もちろん桁神科治療上の雌火の標的であ')その解決は恢めて亜

要な課辿であるが，当'1階'’1身のＱＯＬという点からは淵に問題視されるべきであると

は限らない。例えば．、'1』I端の堆活にあまり直披的に影響しないような妄想や幻覚は．

臨床1ｹ《'､f:的には無視できないものかもしれないが，、I祁稀が生活Iあまり|ｲ《Iっていない

のであれば，ＱＯＬ的観点からはさほど問題祝されない。．〃，lll1lや感'|,!i'ド板化など

の陰性ﾘii状は比較的ＱＯＬとのﾙﾘ辿が強く，ｎのｲ;HMMを､liliiIfする研究がある。

対象となる当事省の重視する生活面を個別的にげ応し，客観的生活条件を調査し、テ

ーラーメイドに治療プログラムを細んでいくことが佃々のＱＯＬの向上につながること

をあらためて脳,紬したい‘，

（３）脱施設化とＱＯＬ

脱施設化に伴うＱＯＬ問題はいくつかの報告がある。ここでは総論的な点について述

べたい。

統合失調症､'1事者のＱＯＬは退院によって改葬するのだろうか？これまでの研究報
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｛!『によれば，「少なくとも加川的には，、'1那附のＱ()Ｌは入院|聯と比べてｲ｢賊にliIl上す

る」とされている。諸研究によれば，退院後､|曇年から1年の間，ＱＯＬはl:､ｹ{,するがそ

の後低ﾄﾞするのが一般的である。しかし脱施設化前す衣わち入院時以ﾄﾞになるという報

鮮はほとんどない。

なぜ退院後時間が蒜過すると，Ｑ()Ｌは低ドしてしまうのだろうか。多くの研究勝は，

呪‘ﾉﾐ世界と1.1分の能力とのギャップを時間の経過とともにIﾘ,泌撒するためであろうと鞍

えている。、１１蛎者は退院してか!､』，知らず知らずのうちにも肘I淵に住む雌附人と''１i-Lの

状況の比較をしてしまうことがある。就労問題を例にしても，一般就職は厳しい競争に

耐えぬく必災があり，よりエントリーのたやすい作巣所の闘金では|･分なI‘l桶はできな

いため．′k活保謹に頼ることも多くなる。また，性のlHl題はＱＯＬの1'１でも爪要な採題

のひとつであるが，薬物の副作川により性行動が制限されることがあるだけでなく，出

会いの少なさ，人間関係榊築の雌しさなどから１．分ilII1j足した′ifWTを織られないかもしれ

ない。紬僻の‘WW迫をとってみても，維済的典拠に耐えられるか，ヅニどもを作るなら妬娠

に耐えられるかなど，新しい家庭をつくっていくうえでしばしば困難にｌｌｍｉする。

恥に脱施役化のみを覇ｋ命題として，地域での支援を抜きに退院をすすめていくと．

思いがけず当'1端のＱＯＬを批なうことがある。脱施1伐化すﾉしば''1仙的にＱ()Ｌが向上

するということではないのである。呪災の社会で脚らを旭応させていくのは，人院とい

う不lllllさにｎらを適応させるよりはるかに難しいようである。

（４）おわりに－周囲の者のＱＯＬも含めて

これまで，．↑ﾐに当蛎稀ｒｌ身のＱ()Ｌを論じてきたが、’'1脳する者や援助する職の

ＱＯＬも，長期にわたる援助を維持していくうえでとても大切な課題である。また地域

1i;腿のＱ()Ｌや粘神科サービススタッフのＱＯＬのlfllkも，本人のＱＯＬに彬聯を'ｊ･え

かねないI｢i､喫なIHl腿であろう。

ことに脱施投化を進めていくなかで，援助者として!|I心的な役割を果たすのは家族で

ある。家族は進水的に無報酬で介謹にあたるわけだが，その負綱感に対するI刑I1iiまでも

ザ雌して支援方針を決めていくシステムはわが111にはｲＭ：せず，ともすると､11然の蛍務

としてみなされる肌潮すらある。、L1'１噸が退院したいという希削があるのに、そして現

在は‘淵推状も梢まっているのに，家族はかつてのﾉ|§柵が､11.1端を中心にIIilっていたとき

のI1if労を思い出し退院に勝路することもある。粘り強い脱僻と，当.'州･や家ﾙﾐへの教

行，蝋境惟術に努めるのは大切であるが，それでもうまくいかないとき．‘iliIl縦が心の

中で家族に対する陰’性感梢を膨らませていることはないだろうか？


