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地域化Ltの'k柄環境の''１に，緋にlHl巡行1lijIのない$'1,|端を'更け入れさせることは存助

かもしれないが，’''1度も駁ぎを起こしてはii;比を巻き込んで人退院を繰り返していゐ､'１

半者が，また帰ってくるという事態にI尚:而して，化比が不安を抱くのも無理はない。家

族のみならず，地域化比がその､'１１崎のストレスマネジメントにl淵わって，コミュニテ

ィーとして包み込むようにケアすることが報まれもが、呪災にはなお11洲Mがかかりそう

である。そのための啓紫添肋も求められる時代になってきている。

（藤田信明）

5．就労をめざして

（１）はじめに

就労は，礼金ﾉ|晶析を憐むうえで’而腿な愈味を排つ。淵Ii神障'‘I端のみな』､’ず，すべての

成人にとって就労が，社会活動への参加，維済的''1Ｗ:を鰹得する乎段のひとつであり．

何よりも、分の能力に自信を持ちたい｣，「他人から認められたい」といったl‘|我欲求

や社会的欲求を洲たしてくれる微となりうるからである。

′ノミ隙，みなとネット２１の､'1'|端たちも，及川ゴールを枇労とする肺が多い。しかし

ながら，発足６ｲド||でｉｉにボランティア帆肌l家災卜１１から柵成されているみなとネット

21が展開する統合的地域ケアの焦点は，「当‘l哨・（クライアント）の再発を防11:しつつ

地域での'贋施した'1ｔ柄を雑排すること」に淀がれ，それかIP,一歩進んだ就労支援，緋に

腿間企業や'1喋所への伽きかけといった徹底した父援にまでは，なかなかr･がﾙI|かない

現状も否めない。これはみなとネット２１だけの牒腿ではなく、多くの精神保健袖祉関

連施設に共通するものであろう。

そこで本節では，柵神障''1端の就労施策を'卿Mしたうえで，みなとネット２１が'ﾉﾐ施

している.i畠に､11,Ⅱ勝や'求族をﾉ(､I象とした就労支援のありﾉﾉについて述べることにする。

（２）精神障害者をめぐる就労施策

ａ、就労形態

就労の形態は，般就労，棉祉的就労の２つに人別することができる。

一般就労は，競価･的条件下における民間企業、１f業所，官公庁などでの就労を指し，

一般雇用とも呼ばれる。この就労形態は，’1Ｆ龍i；との）１１(川関係を結ぶことによって労仙

し，雌低衝術繊などの労伽法MILが遮川さｵし，そのため、）ili川貯には一定の労伽ﾉJか求め

られる,、



１６２弟II部統合型地域精神科論療プログラム（OTP）の爽跨

これに対してiYI祉的就労は，一般就労がIｲ1雌な陳'‘1端に対して，授雌施i没，柵祉|：

｣坊，小〃,L枇作難所などの隔祉的なサポートの緋らｵしる場Ⅲiでの就労を葱味する。授雌施

設や袖祉1二場は，「精神保健及び職神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法)」にお

ける術神障諜箭社会復帰施設として法的に位砥づけられている。

授雌施股は，イ:n当稀度の作巣能ﾉ｣を緋ちながらも，一般企災に〕伽'1されることがＭ１雌

な精神陳'1Ｗ1･を対象とした施設で．施,没と利用契約を結ぶが，労働法規は適用されな

い。この施,没は，通所型，入所１W，小規模型の３種類があり．粂同で325カ所（2()０２

年４）ｌｌＩＩ時点）殺慨されている。

柵hl:l:jﾙは，授雄施設とは災なり，その利川荷と城川|A1係を紺び，労働蝉(k法におけ

る最低蘭術を保証している。しかしながら，福祉工場の没Wt状況については，全lIilで

１５カ所（2002年４月１日時点）と巡々として進んでいない。

小規棋作脳所は，締神保健拙祉における地域活肋の''１で，家族会蛎の雌間-12禅で'‘,!〔の

恨的に礎ﾉｌ２した加n世である。法ｉｌｌにノルkされていない法外加Ilf:であり，共同作業所とも

'1平ばれている。小規模作業所の役IVllは，「作業の場｣，「訓練のlﾙ｣，「仲間づくりのjﾙ｣，

｢ほっとする場」等と多岐にわたるが，その名の示すとおり何らかの作業を付うことを

I|的としているところが多い。「きょうされん」のi淵在によると斜M1で1722カ所（20()１

年８月時点）股淡されていることから，当』1堵にとっては細祉的就労において雌も利川

しやすい施設であると言える。

ｂ、障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）

’1水において，｜{iitW杵の一般)IlIlllを惟進する法fltの'''心となるのが，「陳轡蒋のlIi〔川

の促進聯に関する法律（陣需普肱川促進法)」である。｜『1法は，そもそも身体障害勝を

対象とした法律として１９６０年に成ｳ:し，その後、精神に肺'ilfがある省も対象符として

含むようになった。而州率制度，脈川納付金制度．肺'‘I端に対する職業リハビリテーシ

ョンサービスなどについて定めている。

）僅川率制庇は従業員の一定比率以上を陣容省で占めることを，lf業主に義務づける{|i'1度

で，塊ｲI：のところ，その適川を身体|;iit‘11識および知的陳'tI端と限定しており，Ｗ謙''１|噸'i：

勝は除外されている。ル!i神陳',If荷の雁川を促進するうえで，一剣も111．〈，Ｗｉ神陳’１１i:･勝を

雁用義務制度の対象にすべきであるという葱兇がある．〃で，緋神障害省の雇用率辿川

については，①企業の中に精神陳'禅将に対する適切な雇用符理の方法が蓄積されていな

い，②多くの企業においては採川後に桁神肺詳を持った稀が多数が在し，彼らのすべて

が'''1.,の陳'‘Ifについてオープンであるとは眠らず，）ｉｆ川率を猟人することによって，本

人の意‘W,にﾉえして適用される「州I|り起こし」の問題が起こる'１１能性がある，③企業に〃
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征する採川後桁神障雷･稀の対応について，企業はそのＩｉ〔j{l梼理に典拠を感じているた

め．その問題が解決されないと新たな城川{こは結びつかない群の葱兄もあり，まだまだ

検討が続いている。

)ｉｆ川納付令制度は，障害滞嘘、率の末達成の企業が「ｲく足人数分×月額」の金額を１１

水脈《‘11:細|(川促進協会に納1,1．する制喚である。この納1,1余は陳'‘11:杵の雁川を促進するた

めの各種助成金として還元されており，桁神陳'‘I荊にもこの助成金は支給されている。

職業リハビリテーションについては，公共職業安定所（ハローワーク)，障害者職業

センター，職災能ﾉJ1ﾙ1発校等で展1%Iされている。ハローワークでは，求職i価ﾙの窓|Ｉと

して，）側梁ｲ11談や職業紹介を行っている。ネｌＩｊ神|縦‘‘1術'､11('''1の「柵神|I職'iF荷ジョブカウン

セラー」を配慨しているところもあるが，その隙「息iﾖ治脈の慰兇醤」の提出が求められ

る。

陳蒋荷I倣業センターは，①地域'1鴨'諸職業センター，②広域陳蒋濡職業センター，③

陣'海締職業総合センター，と３つに分けられる。このIllで．血接，障害者の相談・援助

を行っているのが，地域障害者職業センターであり，各都道府県に１カ所設置され，ロ

本陣祥勝厭用促進協会が運営をｉｉっている。ここでは，リjiI叩1の障雷稀職業カウンセラー

がIWiされており，ハローワークとの迦冊のもと，．i畠に職災ﾙl111i，職堆指導，職災リハ

ビリテーションの策定のサービスが提供される。

さらに就職に稲るまでに何らかの訓練が必喫とされた場合は，地域障害蒜職業センタ

ーが’j§施している」,§水的な労Ilill料仙を卿につける職》訓kiIlli‘illl純や，「技術支援パートナ

ー」や「′ｉｆ柄支援パートナー」のもとで‘ﾉﾐ隙の1雌所で,{111純を唾けるj倣城|ﾙl発掘lﾘﾉ'１１

業、・定の訓練期間の後，引き続き)IIi川しても1,,う｣職｣坊迦応訓練等のほか，職業能ﾉＪｌＩＨ

発校などで訓練を受けることもでき，さらにこの｣ル合，訓練７当ても支給される。

ｌ:,肥のように「隙奔儲１１１１川促進法」においては、陳'illド締の)II訓1促進のためのさまざま

なサービスが規定されている一方，袖神陳′‘If荷にとっては．城川渡務が制度化されてお

らず．他の障害昔よりも「後れ」をとっている師は縛めない。そうしたなかで．２００２

年のlIil法の改正によって．法定化された職場適応援助間．（ジョブコーチ）事業は淀１１に

帆する。IIil'１f災は、ジョブコーチが職場に1111:披州li1lいて，｜;jif'‘1端が職場に適応できるよ

うに援助するものである。企業や‘!』:業所は…般的に精神脈'『ｉｆの理解が乏しく，さらに精

神陣詳貯はその環境からストレスを感じ病気の懇化をきたしやすいことが多い。ジョブ

コーチは，精神陳1,i帝への支援のみならず，IWIlI脈‘‘Ｗ↑がIIiIIきやすい職場環境づくりや

I|:，Ⅱの|ﾉ､1群についての'1f,堆什への父擬，およびljjWt‘‘Ｗ１･のlIilI紫'1§柵を支える家族にﾉ(‘Ｉする

ｲ;''１縦を行うといった，まさに精神陣'沓:荷の111(川に'1Ｍして仙人と環境への働きかけをｉｒう
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而災な役刺を狐う援助儲として今後の活躍が期祢される。

（３）当事者と家族を対象とした就労支援のあり方

ａ．深い理解から始める

WWI|I陳‘謀を緋つ'１１人の多くは，「|Iilきたい，伽きたい」と!ドう°しかし，’1Mい,;,ｌｉめて

nMII1を考えていくと，１Ｍりの椛かに荷われて「伽かなければならない」と思っているの

か．社会での居場所が側<場でしか見出せないのか，それともただ11ｔに病気が発症する

前の自分に戻りたいがために「伽きたい」と思っているのか，それは|I内I々さまざまであ

る。

就労支援のスタートでは，、'1‘lf賛を含めた援助苔チームがまず本人の「働きたい」と

いう思いの意味を的確に叩解するように努めることが大切である。特に､'1事者が，門分

''1身の隙iIfをi'i･施し，それを蹄まえて塊'ﾉﾐに対処していこうとしているのかどうかとい

う点は，今後の帆労災似の大きな雌となるであろう。本人が'''1､，の|蝋'111:を遮りJに雌解し

ていない場合には，しばしば「～したい」という欲求がI‘1ｕ'農呪への処設的な希望とい

うよりも，実情から派離した非呪爽的な望みであることが少なくない。そうした場合

に，その飛離を捉えて取り合わないのではなく，１１慨をより呪'ﾉﾐ的，爽呪''1能なものに

変更できるように，さまざまなツールを用いて取り組む必要がある。

病気の治療のはじまりからIlIらの障害の受容に至るプロセスは、長期にわたることが

多い。援助瀞チームは，、'1'1崎がImIらの障害を受容できるよう，根城撒く1,|･き合いつ

つ，「Ili1きたい」といった､'１１１１汁の思いを｣'M解していく。そしてそこからはじめて典の

枇労支援が開始されるのかもしれない。

ｂ、地域活動で交わる

、l11lf瀞への就労支援にとって，デイケアのようなkljilⅢI的で保,波的な余暇柄11Wは，就労

にli1lけた過渡的なステップとしては非燃に有効であるが，しかし逆に，そこに焚期IⅢ関

わることで、当窄若の就労への怠欲を低ドさせてしまうことにもなりうる。そこで，み

なとネット２１が実施している就労支援においては、当'1端がまず梓辿に市民として地

域でのさまざまなi1lhliljに参加するように援助することがlTi:災であるとげえている。

例えば，施,没でのボランティア，駅の消拙，ホームヘルハー研修への参加，インター

ネットでのチャット，カルチャースクールへの参加，ペットの'1t,活，識淡会零への参

加，新iﾙl配述，フリーマーケットでの出店，チラシの肥ｲｌｊ，求人の間い合わせ，教会へ

の参加，間物，スポーツジムに皿うこと，ホームページのり:ちｋげや'11州↓雄{‘;擁，この

ようにﾐ際に列挙してみるだけでも，、【1事者が参加できる地域柄勤の選択肢はかなり広
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いことがわかる。柵神昧秤を排つ人たちが地域‘|話を街むうえで，沖旭のIii艇として，

肺秤を持たない人たちと関わっていくことはごく当たり前のことであろう。さらに地域

に根強く存企する差別や偏兄は，、'１１端ひとりひとりとの接触体験によって変春されう

る。、11』僻若が利川できる浅脈を「柵神陳',I端(Iji川」の地域盗源に限定するのではなく，

地域illhliIIをよ'ﾉ広〈捉え，、'1‘|端がそこで交わり，そこからゆっくりと就労の｣ﾙへ彼ら

を後;IllIししていくことが川喫であろう。

ｃ、問題解決技法で対処する

職場状況に適応するための技能や災際の職｣淵で求められる１１:聯の技能は，その職j勝状

況や(|:』l#の内奔によってさまざまである。しかし，多くの職場に共通している技能とし

て，ＯＴＰの提唱者であるイアン。Ｒ・’１．ファルーン博上は以下の術点を挙げてい

る5)。

「求職／応擦と面接／旭鋤と時I川を守ること／身だしなみと消潔／公ii9の技能／'''1題

解決技能／11課のI汁llIji／術,をよくｌＩｌくこと／批判への対処／規則的なペース／決まり

きった仕萌の繰り返しに耐えること／ストレスの杵理』

もちろんこれらの他にも，職j鮒での服錐の|洲題，休憩時間の過ごし〃，１１:'1ｉの催光ｌｌＩｉｉ

位のつけﾉﾉ蝶，さまざまなⅢ他や,,1Ｍmが》樵げられるかもしれない。しかし，このような

|Ｈ１題や牒迩は．基本的にはみなとネット２１が多川する城略のひとつである「''11胆解決

技法」によって対処していくことができる（詳細は第III部第２章の２参服)。

ｄ・家族中心のリハビリテーションで支える

みなとネット２１の特徴のひとつとして、、111勝儲とその援助荷（iﾖに家族）を'''心と

した多職種チームの協勧が挙げ‘.,れる°卯''11家によって構成される多職樋チームが当蛎

･荷とその援助者（主に家族）へのエンパワメントを行うことによって，州町I家の介入を

少なくしていく，といった〃針で取り紺んでいる。

こうしたいわゆる．家族'''心のリハビリテーションにおいては，家族ぐあみで､11'1f怖

の就労を支援していくことが必嬰になってくる。なぜならば，家族は，、11'|端がストレ

スを采')越えるうえでili災な役削を鵬たすことができるからである。典休的なﾉﾉ餓とし

ては，まず家族|人lでのストレス杵jⅢを行う。尚い感怖炎川（GxI〕ressedcm〔)Ii(〕、：

EE）の家族は，肯定的,洲ｌＩｉ（ポジティブフィードバック）を川いつつ，その点を低減

させていく。当事者のよいところを兄つけ，それをきちんと言葉で伝えていくポジティ

ブフイードバックには，ＥＥをドげるだけでなく，、１１事肴の自己評価を,荷めていくとい

う効果も期俳できる。次に，、１１‘lf片が職jﾙで感じるストレスを家族内での,１門し合いで収

リヒげ，対処していく。これには，鋪III部第２戒で紹介されている「破恢的傾聴」や
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｢問題解決技法」の職略を川いることができる。

いずれにしろ，家族は､111端の就労を支える強力なサポーターであり，それゆえ弊ｉｉＩｊ

家がいかにサポーターとしての家族をエンパワメントしていくかが'K要になる。

（金田知子）

6．退院に向けての心理教育

（１）はじめに

１９８０年代に入り，心哩戦育という概念が欧米において波|’され始めた。統合失Ｉ凋症

の当事者やその家族に対する心理教育が重要視され始めたきっかけは，アンダーソン

(C,Anderson）らによる蝶’'11i投出（expl･essedemoti(ｍ：ＥＥ）から発展した家族介入

Ⅲ:究において、家放の卜>Ｅをドげることで§Lf'1端の11雌》縦をドげる効果があるというこ

とがｳ:証されたことであった。これ以外に，｜ｳ鋤《の呪｣ﾙにおいてインフォームド・コン

セントが重要祝され，疾ﾘIiiに側する情報の提供が求められていること，脱施設化によっ

て､11事者が地域で′１２活するようになったことで，当事勝I‘1身やその家族の対処技能が以

IIjより菰要になってきたこと，といった時代背･雌も心皿牧行が派！'され始めた理IlIとし

て考えられる。１１本においても近年，心理教育はかなリー般的なものとなり，多くの施

設で実践され始めている

心理教育は､111端やその家族に疾病に関する知識を提供するとともに，当事苫本人や

家族のＩ惚知と対処技能の改沸をもＩ|脂すものである。、i'i'1端に川しては，｜，|身の推状へ

の対処法などの治旅的iMi)ﾉの強化をI-I的とする。また家族を諭恢Mﾙﾉj荷として位慨づ

け，家族のエンパワメントを似lることにより当事者のストレスを減らし，再発予防やｲ1：

会復ｊ,i}促進を11脂すことが心叩紋育の堆水的耶念である。

心理数行の効災については．１１確率の低l､.、家族のＥＥの低ﾄ゙ ，峡ｿ1Wや服薬に側する

知識の向上、対処技能の改鮮などの有効な結果が，欧米を1''心に雛告されている。

（２）当事者自身への心理教育

心理教育という’１『雌は，』|制こ11本において，家族教室もしくは家族旅法のほぼ同義譜

として受け止められてきた維紳がある。そのため，わが岡における当蛎若、身を対象と

した心理牧行の例はいまだ少なく，その内奔も統合失ﾙﾘﾘ,i畠のりIii状・維過と薬物療法に関

する'|,'i報提供といった色合いのものが多い。

、11典1Ｆ者自身に対して心塊教fjfをｉｆう卜I的としては，論旅遵守性の向上，治療関係の向
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ｋ，病撤の唯得，などが挙げられる。つまり．、Ｍ'1噸本人が主体的に論縦に参加するこ

とと，具体的な対処技能を畑1卜することで当11噸向身のエンパワメントを似ＩることをIｉ

指すものである。

そのためには，前項でも述べたように病気の旅状や薬についての知搬をﾉﾉ･えるだけで

はなく，．|¥苑のliii1ﾘI棚；状や緋統すゐ１，ii状に対する対処技能についての散1'iをiiう必礎が

ある。そこで，生活技能訓練（S()cialskillstraining：ＳＳＴ）などの技法を川いて，磯

得した知識を用いるための技能iilll練を1脈せて行うことも多い。また，当1端がi畠体的に

参加するためには，スタッフが当'1端･のニーズを知り，その知りたいという欲求を受け

止めたうえで，それに雌火限応えようとすることが敢災であるとげえられる。こういっ

た当或省に対する心理教育と、家族に対する心理教育を併せて行うことが雌も効果的で

あると考えられている。

前述のように，、11ﾘ端本人を吋蝋とし，疾病に関する知搬をリ.えるだけでなく対処技

能の砿緋をもIl指した心哩数1ｒ７の例はⅡ水ではまだ少ない。戦勝の勤務する部Iﾉ1の柵Ⅲ|’

科単科病院において，多職諏チームが脇ﾉjして炎施している上記をⅡ的とした心理教育

について，その具体的なIﾉ僻，呪棚;の側迦ﾉ,'‘(，今後の展哨に関してご紹介したい。

(3)心理教育の実践例

ａ、入院当事者を対象とした心理教育

【'た銭方法】

○I昨間

作業療法のプログラムのひとつとして週に１，，約１時間半。

はじめに，メンバー同'二が近況報;!；を行い．終「後に質問を交えながら・7．↑感想を

述べる時|M1をとるため，実際にテキストに柵ってI活を進めるli細Ｉは１１州1ｲI雌とな

る。スタッフ側としてはこの時|M1は決して｜･分とは言えないが，メンバーの災''１ﾉＪ

が保たれること，負担感をなるべく少なくすることを考臓すると，これが遡､【1な時

間のようである。

○メンバー

叢録制のクローズドグループで５～８人。

当事者本人から希望があった人．・源台灰や病棟看護師，作業療法上などのスタッフ

から要望のあった人を帯げ，各-減制ﾀﾐや心理教育に関わるスタッフ間の締し合いに

よって参加の！'『秀を決定している。

参加メンバーは大きく分けると２つのグループに分かれる。急性期の症状が改禅
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し，退院間近の比較的約:いメンバーと，艮期入院皆で新たに退院を'１桁している人

である。前者については，クールの途''1で退院してしまう人も出るが，ほとんどの

メンバーはそのまま最後まで参加している。後昔については、具体的に退院の‘活が

出ていなくても．退院へのひとつの仙機づけとして利、することも多い。このプロ

グラムを始めた､'1初は，Ｉiii片を1畠にﾉ(､|象とする･1急進であったが，」鋤l入院''１でスタ

ッフとも気帳に話ができるメンバーが放人川Iわると,;111がスムーズに進み，作災旅法

にまだ|･分なじんでいない燐いメンバーも発向しやすくなるような印象を受けてい

る。そのため，ｌ'iIj荷が通､ｌ１な1V'1合で狐じるようにメンバーを進ぶ際には,ザ脳してい

る。ｌＩＩ１ｌの人数を５～８人と少なめに股定しているのは，各々がi；体的に参１１１１でき

るようにするためである。

Ｏスタッフ

狐､11作業旅法-{:，狐､111ｸﾐ帥．‘肥鍬係となるスタッフの計３人。

そのほか，Ｉﾉ僻によって薬剤師や柵!ｉ神保健陥祉lｇ(1)ＳＷ）などが参IIlするおお

よそスタッフ１人に対してメンバーが２人くらいの割合であり，話の流れについて

こられないメンバーのフォローも111能で、各々が自分のテキストやシートなどに,証

人する際なども個別にﾉ(､l応できる人敷となっている。

【プログラムの内荊

ｌクールは全８回で，その内詳はド,肥のようになっている。

○パート１：病気の特徴とliIl似までの維過

ここは|ﾀﾐiIIliが担､1札，疾病に側する11：しい知紬を提供する。ここで1冊腿になるのは

病名の告知の問題である。このプログラムに参加する前から．主沿医に病橘の告知

を受けているメンバーは毎回１～２人程度である。我々はいつも、「精神疾忠」と

いう言難を用いて説明し、摘橘を知ることよりもそれが脳で起こる化"γ:的バランス

の乱れによって起こること,その原|ﾉ《1にｽﾄﾚｽが大きく関与していることを蝿附

してもらうことに努めている。

○パート２

０パート３

薬の作川と副作川

:薬とのＭ:･なＩ,l･き合い〃

ここは薬剤師が処､I1L，｜ｳiiIlIiはアドバイザー的な役剖を務めている。蝋に|H1するI！；

しい知識へのメンバーのニーズは，伽'11非常に大きい。ここでは抗精神病薬、抗不

安薬，睡眠薬などに間する．般的な効｣M:やMﾘ作川について説Iﾘlする。その隙，難の

制作111に対してｎ分でできる対処法や，薬を忘れずに飲むI火などが，なるべくメ

ンバー、身から挙がるように配肱しながら，耐を進めている。
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○パート‘ｌ：I判ったときの対処法

ここまでの31111で，メンバーにとっては新た＊知識を多く提供されることになるた

め、この回は作業療法ｔがl1rI1し，ざっくばらんに困っていることを締し合う場と

している。時間の制約があるため、１１J仰ぐjな問題解決法にまでけなかなか‘i＃が及ば

ない。しかし，ここでI|淵|ｲ;|っているⅢ腿や，｜Ｍ悩んでいることを!;,りすことで，

メンバーlIiI上が･'1.ち解け，その後の,綱し合いをスムーズに１jうことができる印象を

′受けており、求愛な場であるとげえている。ここでは韮にメンバーからの綿幽でi;IIi

を進めるが，縦にでも家庭，ｿI;#院，地域に多くのｲ;11談机下がいることを雌,淵し、雌

後に脚分の州淡ｲ11.fとなる人を一・緒に雌鯉するようにしている。

○パート５：無理のない生活をするために

こ二では，パート１を振り返りながら，ストレスマネジメントについて|擬師が術を

する。雛もが川いるストレスという，↑熊を１１§し〈靴解し，ストレスカ叫体的，M1iiI|’

的コンディションに大きくlIM1j･していることを理解することにIIt点を股いている。

この'''1では，自分のストレス発散法をメンバーやスタッフから挙げてもらうが，２

つ３つしか挙がらないメンバーもいて，ほかの人の意見が非附に参砂になったとい

う愈兄がいつも'1111かれるのが111%↓深い。

○ハート６：Iﾘ発の．]篭防

主に早期警告サインに爪点をii'iいて、医師が話をする。ここでは，スタッフがメン

バーに''61別に対応しなが'.’・ｿ'州〔スタッフや-i2論医の助けを借I)て各々 のIIWl警ｆｌｆ

ｻｲﾝをﾘﾘlらかにする｡そして,’'1分のｽﾄﾚｽ発散法や､'１１期普flfｻｲﾝ,身近

な相談相手などを明記した，「1Ｗ§1亀防シート」を作成している。こういうシート

を作るのは，自分の凋了･の良し悠しにI･Iら気づけるようになることと，そのメンバ

ーに関わるスタソフに，メンバーのことをよりよく理解してもらうことが||的であ

る。このシートを，Ｗｉたに１７〈ようになった作業所のスタッフに姑吐たり，肋間行・

縦スタッフに兄せるなどして，うまく利川しているメンバーもいるようである。

○パート７：よりよい祉公盗洲のために

ここでは、社会盗源について，Ｉ'ＳＷから‘|,ＷＭを提供してもらっている。｜:|,会盗洲

も多岐にわたり，１時間秘嘆の時|M1ですべてを説明してもらうことはｲ《Ｉり．能なた

め，お金、住届仲間，仕1f，といった項目を挙げて．メンバーからの喫報の多か

ったテーマについて締をしてもらう。ここで印象的なのは，メンバーの災削が多い

のはいつもお金とil:'1fについてであるということである。今までほとんどのクール

において，この２つの噸１１に側する脱Iﾘlで終わっている。この1111の延焚として，希
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望希を募って作堆所への兄学にも行っている。

○パート８：今までの１，|分からこれからの自分へ

ここは，振り返りとまとめの時間である。そして，自分のこれからについてなるべ

く具体的で，近い将米'ﾉさ呪'!』､能な11標を各ILIが京て，雌後にテキストに,1ドき記して

いる。

【爽施状況とその効果】

このプログラムを立ちｋげてから約１年半の問に７クールを終了した。参加苫は、５９

人である。参加勝のうち，外米当1f勝として初めから参加した人は６人であった。入院

''１から参加した５３人のうち４３人はプログラム『'１もしくは終「綾に退院したが，そのう

ち６人は何らかの理由でlIj入院している。また．両人院した人を含めて１１人は未だ入

院'|'である。

プログラムを行った効果について科‘判1勺，統計'判|<ｊには検ｉIしていないが，メンバー

からの反応はおおむね良好で，ル州〔のスタッフからも好献的な怠兄が寄せられている。

また，すでに参加したメンバーから勧められて参加を希蝋する､111階も多い。

【現在の問題点や限界】

ここまで１年半にわたって，多少の改良を加えながらこのような内容の心理教育プロ

グラムを作業療法プログラムの・環として行ってきたが，やはり問題点もあ')，いくつ

かの点で困難も感じている。

まず１つ1-1に，入院期間が短いことによる限界である。人院川|H1が短くなっているこ

とは｣|猟に．牌ばしいことであるが，こういったプログラムを週に１１Ⅱ|というペースで行

うには限界が生じてくる。作災療法に参加できるほどに'''1復してから，さらに何カ月も

入院している例はほとんどなく，そのために内容を鍍小限に絞って１クール８回約２

力jIという期間をI没だしている。しかしこの期間では（１）の項で述べた心理教育のI｜

的のひとつである当4噸『1身の対処技能の痩緋という点では，全くイく足していると鳶わ

ざるを得ない。例えば、問題解決技法や，症状や強迫観念へのコーピングなどを，実際

の11常生涌で添用できるように練習する時間はとれず，どうしても知識や情報の提供と

いう而にⅢ;りがちになってしまう点は間腿であると感じている。

２つ|言|は，このプログラムで緋た知識や情報が，その場限りのことになりがちである

ということである。これは，スタッフ側の問題という而も大きいが，【11.期警告サインが

スタッフ間で典ｲjさｵ1ていなかったり，少し時間がたってから外来での診察時に話題に

すると，全くと‘『っていいほど党えていなかった，ということもある。このプログラム

に参加した後退院したメンバーに，怠薬によって再入院した人が激人いることも，残念
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ではあるが現実である。

ｂ・外来当事者を対象とした心理教育

【実践方法】

○時間

デイケアのプログラムのひとつとして週にlIIil，約111洲1,|f・

デイケアでは，もともとメンバーが知りたいことをその分野の州肌I家に|ﾙl〈，とい

った意味合いのプログラムが発峻して．現在のような心理教育的プログラムになっ

た。間に５～１０分の休憩を挟んで111州1,'４行っている。

○メンバー

オーブングループで，１０～２０人。

そのロデイケアに参加している人のうち，自ら参加したいと希望した人は誰でも参

加できる。そのため，縦1111参加している人もいれば，１回限りで終わってしまう人

もおり，人数もかなり１１による。メンバーのほとんどは統合失洲雌であるが，他の

疾患の人も参加しており，年齢牌もさまざまである。

○スタッフ

臨床心理l:，イ1.,池川i，１ｹ訓lliの３人。

そのほか話の内容によって梨剤l11li，ＰＳＷ，栄養l言などに;門をしてもらっている。

【プログラムの内雰】

こちらは前述のプログラムとは迷い，iI1IIllかで完結するのではなく，Ｍじ内奔を繰り

返しながら継続して行っている。したがって，決まったプログラムはない。作堆療法で

川いているテキストに必要な頓'１を加えたものを用い・おおよその流れは１１１１じょうにし

て行っている。ここでは，作業旅法におけるプログラムとの違いに爪点を慨いて説明す

る。

まず雌も人きな巡いは，メンバー|H1でのミーティングのI昨|川を必ずとっていることで

ある｡例えば,病気について勉強する11であれば,知識を提供する前にグﾙｰブで'1‘1

分はなぜ薬を飲んでいるかを＃,1Fし合った|），蕊について話をIⅡlく１１には災のM11作川に対

する対処法を,活し合うなどしている。ミーティングのグループは大体，スタ､ソフ’人に

メンバー５～６人という柵成であり，グループ内のIfl会と普記はメンバーＭ':で決め

る。こういったミーティングの形式をとるのは，一方的な情報の押しつけにならないよ

うにする意味もあるが，メンバーにとってはスタッフが前に倣って話したことよりも，

lIilじメンバーが11にした愈兄のほうがiIlI傭ものiRみがあることを感じることが多いこと

もある”ミーティングを行うようになった当初は話がそれがちで，なかなか'たりある話
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し合いが行えなかったが，雌近は徐々にメンバーが彼れてきている印蝋を受ける。

次に，先ほど問題点に挙げた当'1端の対処技能の獲得をLl的とした'典践的な練洲を行

っている点が違いとして挙げられる。問題解決技法は，そのためのシートを配り，グル

ープに分かれて実際に|刷っている|州辿を挙げて，一緒に解決しながらその技法の雌僻を

11桁す。ストレスマネジメントについても，家で行えるiWill.なりラクゼーションを・紺

に’魁燐したり，ストレス発散法についてもグループミーティングでよ'旭↓体il<ﾉなi;IＩＦし合

いを行っている。

さらに，デイケアという場が'|§活支援という意味合いも持つため，冊IiiIlI疾仙に間する

Wf縦のみならず，′f禰習悩描をはじめとした他の身体疾悠について↑I1i報提供する場も猟

1111に設けている。便秘の対処法を行I伽Iliと捗えたり，生活習慣病にならない食'|f法を栄

養|ざに教わるなど、実際の生涌に′にきるような話が多く聞ける場ともなっている。ま

た，）lにlIIllは雌砿チェックとして，参加メンバーの血尿や体iIt，体脂肪率などを測定

し，雌服への意識づけもけっている。

【災施状況とその効果】

Iiij述のように毎何参加締が述うため，何人の人が参加したかを11;雌には把侃できてい

ないが、こういった心雌教制|<ノブログラムの形が雌ってから約２ｲドがたつ《,り災ｿI;jに|ﾘＩす

るliIi級提供から始まって，蕊のこと，’１１他解決技法，ストレスマネジメント，１１リリI答併

サイン，社会資源，生活群悩病などの身体疾忠など一通りの内容をおおよそ､Iも年前後か

けて実施して，31,1以上は｝え復していると忠われる。・番はじめから継続して参加して

いるメンバーもいるが，疾病に|1Mする知撤や''1らの111期警fliサインに柵葱する盗勢など

は，ようやく定肴してきた，といった感がある。

【現在の問題点】

人院豊'1'１崎へのプログラムと比べこちらは期間の制約がないために，メンバーがきち

んと』'M解して，Ｉ‘1身のｲ隙IIiに′|首かせもよう'1州lをかけることができる。しかし，まだ多

くの間辿点があり，今後改良が必腿と忠われる。

雌も大きな問題点は，オーブンのプログラムであり，参加はメンバーの愈忠に任せて

いるため，姉'''1の参jI1汁がまちまちになってしまうという点である。そのため，そのメ

ンバーに関わるスタッフとの巡1%や，その後のフォローが思い辿りに行っていない状態

にある。前述のように，２年前から継統して参加しているメンバーにようやく定耕して

ぎた，といった状況であり，そのjル限りの参加では｜･分な効果は得られないと思われ

る。ミーティングにおいても．初めて参jIlI1するメンバーにはﾉ『惑いがあり，うまく紬し

合いに乗ってこられず．このことが次'''1の参加を臆蹄させる而もあるだろうし、以前よ
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I)参加しているメンバーにとってはもどかしさもあるだろうと推測される。

（４）今後の展望

今後，ますます多くの統令失訓ﾘIi竜の§'郡者が退院し，地域で川話することになる。し

たがって，、!Ⅷ汁が1,1分''１身の疾忠を１１;し〈ｊ１ｌｌ解すること，’'１分''1身の症状に|‘|らのﾉＪ

で対処できることがますます敢要祝されていくこととなる。そのため，心理教育的プロ

グラムの充実が急がれる。

前述した問題点を解決するために，入院から外米への述挑をさらに綿密に行うこと

や，プログラムで柵た知,職や技能を11縦ﾉ|荊において生かせるような援助を||ＡＩ別に行一）

ておくようにしていかなければならないと考えている。また，メンバーのみならずスタ

ッフ側の知雛や技能のl(,lこのため，心理教育に関わるスタッフの勉強会も継続して行っ

ている。

さらには，こういった取り組みが病院の''１だけでなく，地域でも行うことができ，地

域で当事誉をサポートする人たちと協力できるような体制を整えていかなければならな

いと考える。

（山潔涼子）
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第零章介入の実際にあたって

（１）はじめに

この燕では，ＯＴＰを川いた介入の‘ﾉﾐ際にあたってのいくつかの制賦点について脱Iﾘｌ

をり|lえる。水ｉＩＩ:でと')あげているﾉﾉ法論は、欧米を!|1心として新しく峡IMIされている|ケミ

学的根拠に基づいた介入の爽際であるが，なぜこのような新しい方法論がI砿甥な恵味を

持つのかを説明するためには，むしろわが111における従来型の医療的枠組みについてま

ず脱ﾘﾘﾙなければならない。

（２）従来型の精神科医療

従来の桁神科|ﾀﾐ旅の枠紺みは，どち1,』かといえば論療勝側から当1噸側にIi1,かっての

－〃皿ijYlりな形態をとることが多かった。例えば，「この薬を飲みましJ:う」とか，「入

院しましょう｣，「退院しましょう｣，「デイケアや作業所を利川しましょう」などで，そ

のような提案は治療者側から．〃'ｉｌ１的に､'１噸者に向かって発信されていたことを指摘し

なければならない。もちろん､Li1端がいわゆる急性期の状態にあって，派状の激しさの

ために現実的に物PIi:をザえたり災行していった')するﾉjが批なわれている場合において

は．支援する立場の人々が本人に対していろいろな提案．促し．指示を炎1Ｗすること

は，むしろ､'1事者を保護する観点からiIt要と言える。よって従来型の灰旅は忠代期にあ

る本人を保繊するためにはｲ'･川であったと忠わｵしるが，問題はその怠惟｣U,Iiuの1ｹ鋤《的枠

組みを急性期から脱した後も紬けていることにある。例えば，比岐的ﾘ,i;状が宏定して本

人なりに社会参加へのニーズを炎Iﾘlできる段階になっているにもかかわらず，社会参加

に向けての道筋を処､１１灰の111'1か1,』提'農するような設定があると、紬果的にプログラムに

､１１''噺のニーズが反映されず，、'１''#勝''１牙がi'11.,を変えていこうとする,賦欲や．収,ﾉ細

みをしていこうとするﾉjがかえって仙なわれてしまう。つまり精神疾忠をｲiしているか

否かにかかわらず，周囲から言われて1mIかに取り細むよりも自らが「やりたい」と思う

ことを実践することが、結果として物'ｉｆを推進する。社会参加を推進するには、、1,』ド.荷

のニーズ・意志（will）を制服I家は１W:11tするべきであろう。

社会参加のために必要なプログラムが複数ある場合、例えば病院のデイケアや地域の
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作業所の利川，もしくはリハビリテーションセンターのリハビリテーションプログラム

の利川など，いくつかの社会資源が選択肢として挙げられると，従来型の医療的枠組み

では岬1家がその中から１つを優先的に採川して，、'1』ＩＦ者に促していく形が多かったと

!すえよう。しかし筆者らの体験では，むしろ､Li'|端にとって利用可能な資源が複数あっ

たjル合にはそれらをll1l:微に提,Jﾐし，それぞれの利点や欠点について｜･分に当‘|端を含め

て検!;､Iを加えながら，雌終的に当'1ﾈ将に逃択をしてもらうようにしている。

従来型の医療においては，施設症（ホスピタリズム）の問題が指摘されることが多か

った。もちろん施設症に陥る､'1'1噸l‘l郷の1州IlI的なりI;jJIl1もその原Iﾉ1として喬定はできな

いが，。〃で､【1‘1階をめぐる周辺の環境i没定，もしくは関わIﾉの枠組みの形態ｎ体が施

投縦の原|川や促進囚子になっていたとザえられる。よって準勝らの介入では当事者側か

らの情報発信をむしろスタンプの側が排つという姿勢を維持し，それを村会参加への担

保にしていくように心がけている。

（３）本人や家族の意志（wiII）を尊重する

すでに記したように本人の意志が関わりの出発点として亜要であることは言うまでも

ないが，111時に､'1'1噸と4ﾐ油を｣ｌ４にする家族の愈忠もスタッフは把握し雌爪するべきで

ある。一郎の家族では当り渚に対して限恢的に巡りjでない態哩をとることもある。例え

ば服薬をしないように働きかけたり，、I11f･荷に刈・して一方的に無理を強いるような要望

をしてしまったりするなどである。そのような｣ﾙ合には，スタッフが「あのご家族は|・

分に物'ｉｆをＪＩＭ解していない」とか「蝿の火切さをわからないこのご'求族にはlｲ;|ってしま

った」などと腿識することも少なからずあったであろう。しかしながら，家族は医旅的

に必要とされる知識を当然ながら排ちあわせていないことが多いし，さらにここで強調

したいこととして．家族自身も､ﾙi‘1階への応対に「彼れて」おり，側わＩ)のI|'で１１姉

(disL１℃ss）を持っている人も少なか‘､』ず〃在するということである。そのような家族

にとっては，当然ながら医療的に望ましいと鳶われるような関わりを発揮できる余地は

なく，結果として当事者との間での混乱状況がみられることもあったであろう。

よって今後は家族にも，よりいっそう熊点を､】’iてることが大切である。つまり疲労し

た家族にも無点を､【↑てて，家族なりの苦悩・''姉を｜･分にスタ.ソフが傾聴し，家族の気

緋ちを大切にしながらその負担感をむしろ減らしていこうという取り組みが亜笈とな

る。家族はいずれ､11事者にとっての良き叩|Ｗ↑となりうるであろうし，灰旅的枠組みを

家庭でつくる際の節ｌの援肋勝となる''1能‘|'|iがある。だからこそ家族の飢緋ちをまずス

タッフが受けIこめ、冷怖にしかも適切に家族に'|,Ｉ州４雌供や腿恢的に必要とされる技能の
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提供を行っていかなければならない。

（４）家庭への訪問を原則とする

従米型の恢療的枠州みにおいては，ほとんどの場合において､I’ｉ１端や家族の側が病院

や診旅所に出向き，，珍察寵でわずかな１１洲M狐､lil災と而恢をする。しかしながらわずかな

時間で，しかも医療機関という極めて構造化された空|M1におけるセッションそのもの

が，果たしてどれほど､'1』|f満や家族の抱える問題点もしくは今後への要望などを充足さ

れうるだろうか。診察寵という人i:的な空間においては，一部の､'1那荷や家族は，いわ

ゆる「取り総う｣，もしくは「‘ﾔいたいことのうち１つか２つのみしか‘了わない，厨え

ない｣，さらには細》Li医からの一言に対して反応する時側も余総もないなどの状況が多

くあると思われる。このような従来型の枠組みにおけるセッションそのものは，決して

ﾈ|:会参加にliIlかって，もしくはlIj苑〕緊防について効果的とは忠われない。よって‘i'１梢ら

は．家庭への肋lMlをlKlIﾘにしながらセッションを股llIlしている。

もちろん家庭への訪'''1に際しては，事前にこれに対する､１判f省と家族の了解が必要で

ある。家庭に伺うことの愈錐をスタッフは十分に説lﾘ'し１．解を得てから訪問することに

なるが，その際もあまりﾉ<人数では出向かないように心がけている。なぜなら家庭の中

に医療的な雰州気を「突然」に「強く」吹き込むことになると，かえって家庭の中に多

少の混乱状況が起きる可能性も否定はできないからである。

縦者らが家庭を訪川して感じるのは，どの家庭にも仙緋の雰|〃I銃や環境が存在すると

いうことである。ある家庭では，とてもにぎやかな猟jll奴でl1MIﾘlもIﾘlるく家族がなどぺ』

かに談笑する光紫がよくみられることもあれば，別の家庭では，あまり物音もせず肺か

で，家族同-tの話し合いも少ないように感じられることもある。家庭ごとのこれら自律

性を雌菰することはとても'而喫である。家庭ごともしくは家族肌ごとに独rlの生活稗･仙

や生活様式などがあり，たとえそれが周囲から兄て．特に|ﾀ派的な側而において不辿切

なものであったとしても，一時的にはそのような自祁性によって家庭内の均衡が保たれ

ていることがある。端的な例を１つ示す。家族のうちの維かが､M躯箭に向かって比絞的

に孫定的な苑!『をすることが移い場合がある。これは咲旅的には、かえって''1聯儲のス

トレスを増火させり,i;状の悠化をもたらすという懸念をfff定はできず，決して望ましいも

のとは言えない。しかしながら，その否定的な発言をする家族にとってみれば，Ｈ々の

当事着との関わりの巾での．llIf悩・負拠感などがそのような苑‘；をﾉｋじさせている場合も

ありうる。そのような家族''1身の抱える牒悩を解決せずして発言の|ﾉ1容だけ訂砿するよ

うに一方向的に強く促しても，かえってそれはその家族におけるストレス状況を強くさ
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せる結果につながってしまい，より''1'１噸への適切な側わりができなくなってしまう状

況になりかねない。

よって筆昔らは何よりもまず家庭内の自律性を尊重することを心がけている。これは

､11'1｛者がひとり蝶らしをしている｣ﾙ合や施役で生活しているjﾙ合などでも同様である。

ひとり煤らしの､I洲崎がJ|(州に孔緋な'|;ilIiﾂ訓Iの!|Iでﾉ|;ｉ１１ｉしており，ごみが散'，,かって

いる，片付けができていない，イlil､１１が蚊きっぱなしになっているなどの状況があったと

しても，その生活環境を術生的に「劇的に」変えようとはせずに，まずは､'1事者自身の

状＃ILについての泌識や飢緋ちを把握し，その巾で当'1端''1身がIIIl題として、党したこと

について関わりを始める

（５）目標指向性の関わり

ｉ-1標指向性の似lわりはとてもiR典である。すなわち，従来)Nの|ｳﾐ旅においては､11'1端

''1身の病状や生柄ｋの能ﾉjなどについて，もしくは家族の状ﾙｌＬについて，「どこが|H1組

なのか」ということに脈点を､'↑ててしまい，その問題点を「11;す」というウ倉場をとるこ

とが多かったように思われる。もちろん問題点を放置しておいた場合には，よりゴール

への道のりが逆くなってしまうことは言うまでもないが，むしろ縦門・らは，当ｊｌ端や家

族の側がどのような11機を持っているかを把握し，それを達成できるように関わりを深

めている。例えば．「友人をつくりたい」とか「映画を観に行きたい｣．「薬を減らして

いきたい」などの要望が,された場合には，これらがどうすればﾐ塊できるかについて

の|･分な術し合いを行い，本人が取り細むくきトレーニングや家ﾙﾐ側のI:犬などをプロ

グラムのテーマとする。

つまり､'1事省にとってｌ１らのlMl題点を必要以上に認識させるような状況をつくるので

はなく，むしろ「|『|分がやりたいことをやれるようになる，なりたいものになれる」と

いうIﾘlるい倫望を持てるｋうな枠紺みを脈,;'1；している。

このような日標を当'1端の'1111から｜･分に災IﾘＩしてもらうためには，スタッフはひとつ

の大切なスキルを身につけてそれをセッションの中で実施しなければならない。それ

は，「械極的傾聴（アクティブリスニング)」である。スタッフ'’1身が礎の良い「iHlき

役」となることで，まずは､1111端もしくは家族の側からどのような11機を持っているか

を炎明してもらうように働きかけて，それを可能とするプログラムを決めていく。この

ようにして決まったプログラムには，当然ながら当事希や家族もＩ･分な欄極性を示し，

納果として効率よくこれが鵬lIllさｵしていくことは‘#うまでもない。


