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表３感謝の気持ちの伝え方

①(;Iljzに近づく。

②柵乎の顔を兇る。

③笑顔で優しい声の調子で紐しかける。

①何をしてもらって雌しいのか，はっきり具体的に伝える。

⑤!'＃しい狐持ちをはっきりとＩ了蝋でj1釧して伝える。例えば「州しかっ

た」「幸せだ」「楽しかった」「とても感激した」「うきうきした」。.…

といったような表現を恥ずかしがらずに檀極的に使う。

Iロールフレイで感Iiﾘ|の気持ちを伝える紳洲１

①｣ルl(liのllj呪による練洲

感謝の城持ちを相手に自然に低えられるようにするために，以liiiに蛎しいと感じた

ことが起こったときとまったく同じ状況で練習する。蛸しいと感じた場而を再現

し，以前伝えることができなかった感1洲の気持ちを伝える練料をする。炎呪例とし

て炎２を，手順として表３を参げにする。

②スタッフが棋施例を示す

「今Wl，秘の役削である折lﾙI取りを代わりにやってくれてありがとう。おかげで寒

い思いをしなくてすんで蛾しかった」など。

③フィードバック

ロールフレイで感謝の気持ちの伝え〃を行い，どこが良かったのかを家族も含めて

話し合っても‘.,う。『濡し合いを通して，京族の全典が良いと思える感謝の伝え方を

ザえる。

④師11の′lIilIiの''１で爽践

１１分の感‘ﾙlの気持ちを表現する練料をした後は，毎'1の生析の''1でも災践できるよ

うに''１分なりの炎呪のⅡ:〃をザえていくようにする。

間ljilの人に感謝の気持ちを伝えることができたと思ったときは，それをシートに記

録しておくようにする。向分なりの炎現を兄つけられたときは，それを実践できる

ように‘把録したシートをI~1につくところにIIlliるなど，シートを柵川できるようにす

る（似'３の「感棚{の菰排ちを伝えようワークシート」をｉｌ１ｉⅡ1)。

レロールブレイの例

Ａ満（本人）が岐近，嬉しいと感じたことは．昨日，お父さんがＡイ{と・緒に裏

下にある'''1まで行ってくれたことだというので，その時のことをＡイIiとお父さん

に思い出してもらいながらIIj呪してもらう。

Ａ君：門のところに警察が来ている。ずっと見張られている。怖いよ。
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峨日 蝋しい気分にしてくれた人 どんなことをしてくれたのか 気持ちを伝えた言菜

月Iid

火躍

水蝿

木躍

金躍

士IiW

日附

図３「感謝の気持ちを伝えよう」ワークシート

お父さん：答察が来ている？お父さんはそう思わないけど。

Ａ君：机を唆したから，僕を辿れていこうとしているんだ。ずっと，兄張っている

んだよ。

お父さん：じゃあ，警察がいるかどうか，兄てみなさい。いないから。

Ａ君：やだよ。怖いから。

お父さん：しょうがないな，じゃあ，兄てきてあげるから・緒に米なさい。

Ａ君：……

お父さん：いないことをｎ分で雌I棚しよう。何かあったらお父さんが言ってあげる

から｡

Ａ君：わかった。

(スタッフ：Ａ君に「ありがとう」を言うように促す）

Ａ君：ありがとう。

お父さん：どういたしまして。

(スタッフ：Ａ省に気持ちを聞いてみる）

Ａ君：良かった。昨lrIはありがとうって言えなかったけど．荷えた。（表怖もｲ|lむ）

(その他，「～しなさい」よＩ）「～しよう」のほうが会ｉＩｌｌｉはりlllみ，よい雰l脈|気が作れ

ることもアドバイスする）

(3)上手な頼み方

ａ・他の人にお願いするということ

他の人に秘たちがあることを「お願いする」ということは，そのｲ:11Fの立場からする
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と私たちの「お願い」をかなえてあげる機会を得たことになる。しかし，皿燃，仏たち

はそのように巻えず，逆に人に「おI、いする」ことには抵抗を覚える。

子どもの頃は何か欲求が唯じると，思いのままにその欲求を櫛たそうとして親にねだ

ったりせがんだりする。しかし，そうした欲求や主張は，しばしば肌か!､)I1i編される。

そしてこのような維験のＩ'1で，あまりしつこく腿求をすると帆を怒らせ'Iじられぁことを

知る。そして一般的にI‘1分の典求が受け入れられたり拒否されたりするといった経験を

経ながら，成長するにつれて多かれ少なかれ合理的で適切な要求の1t方を学んでいく。

ここでは当掘粉が人にiilIか頼むのは蹄蹄してしまうといったときの援助を述べる。

ｂ・上手な頼み方

【上手に頼むための手順】

ド記のような質問をしながら，典体的な場而を想定して練習を促す。

弧緋ちの良い細み方をしたからといって，助けてくれる保祇はない。しかし，ｌ晶予な

頼み〃をすることで{１１F･に嫌な思いをさせたり，言い争いをしたりすることは避けるこ

とができる。

Q、皆さんが誰かに助けてもらいたいと思っている問題を勘き出してみましょう。

Q、その問謹について，誰かに頼んだことがありますか？

【ロールプレイで上手な頼み〃をする純測

順み事をするときの頼み〃は，何をしてほしいのかを明確に伝え，協ﾉjしてもよいと

いう気持ちになってもらえるように配慮するのが一般的には上下な帆み方とI；える。表

現としては表４のような炎｣FlI1がよく使われる。このような炎Jlllを川いることでI'|分がど

のように感じているのかを,ＮＩＦに伝えることができる。

①ロールプレイでｋＦな頼み'側をする練習

スタッフがいる場合は換範を兄せるが、いない場合はまず誠かにやってもらい，そ

の後，衿で良かった点や改禅点についてI濡し合ってもらう。手順としては炎５を参

券にする。

②場面を設定しての練習

より自然な場而を作って，いかにも１１常で起こりそうなことについて純料する。実

際に蚊み恥をする｣ﾙ所に付くか，もしくは似たような場所に行く。そこで'lfIiiiにI禍

し合った内容を爽践し，成功するかどうかを確認してもらう。
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表４ 頼 み 方の表現

～していただけますか。

～だとありがたいのですが。

～だと州しいな。

③スタッフが脱範例を示す

表５上手な頼み方

①ｲ11-Fに近づく。

②相乎の顔を見る。

③笑顔で優しい声の調子で細しかける。

④もし頼み‘I唯引き受けてくれたら，Ｉ‘１分はどんな気

持ちになるかということを柵Fに伝える。

⑤｢～していただけませんか」「～だとありがたいので

すが」「～だと嬉しいな」等の投呪を使う。

スタ‘ソフが，Iilfかに刈・して帆み１１をしてみせる。

④フィードバック

ロールフレイで縦かに頼み』Ifをして，その頼み方のどこが良かったのかを話し合

う。そしてさらに向ｋさせるにはどうしたらよいか意兇を'11｢l〈。そして，改浮点に

気をつけてもらいながら再度、ｉ武みてもらう。

⑤毎'1の′|ﾐiITiの111で実践

｢I椛かに細み‘１１をする」練習をした後は，伽Iのﾉ慨iTiのIliでも'剛塊できるように、

分な,)に純洲していくように促す。紳判の|iiiに(t炎４を参’ザにして，｜‘１分なりの炎

呪を勝えても‘．，うようにする。炎．'を大きく紙に僻いてl'につくところに貼ってお

くのも効染的である。また．次ｌＩｌｌのセッションで検討できるように「上手に頼み事

をするワークシート」を使った,把鍬も取ってもらう（同‘l）

（４）嫌な気分を軽くするために

当'|端は柵liI1lIﾘｸﾐ伽を起lklとする桁仲機能隙'‘i『，その障雷から派ﾉl：する′|§hri能ﾉﾉの低

ド，付随して'|;じる祉公的ｲく利，こｵしらの状況における雑‘､,しの体験かIP’’１畠脱的な脈

需も抱えている。秘たちは緋神障祥が悩惟の脳機能陣‘‘¥であり，「､111端である本人は，

他の慢性疾忠と側様に自分自身の症状を杵理する必要がある」ことを泌識し，社会の''１

で神通の11洲'Ｗｉを営めるよう支援していく。

祉公でﾉＷｉする以上，ひとりでは'1；きていけず，人とのi､j･き合いが必甥となる。付き

合いによる人llllllM係は，時に不快な感''１１iを'|§む。イ《快な感|'ii，嫌な斌分はそのまま放置

しておくと州WIl唯状にまで影響を及ぼすことになる。よって社会でのﾉｌｉ柵を営むために

は,f快な感11'iである「嫌な気分」への対処ﾉﾉ法を身につける必班がある。

【嫌な飢分を!脆くするﾉﾉ法】

嫌な気分やストレスを取り除くには、嫌な城分を起こす原凶となっている問題を解決
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曜日 頼み調をした相手 何をどうやって頼んだのか 頼まれた相手の反応

月眼

火服

水師

木０ｍ

金曜

土師

日I肥

図４「上手に頼み率をする」ワークシート

表６嫌な気分を軽く す る た め に

①ｲ11手の顔を見て，今のIRI分の感備にふさわしい鋤i1jをつくる。

②典剣な態度で話しかける。

③何がストレスの原閃になっていると思っているのかを正砿に伝える。

①そのことについて、どう感じているのかも話す。

⑤川越を解決するために相手にどうしてほしいのか伝える。その際には「上予な紙み

方」を活用する。

することが雌良である。人間関係を悪化させずに雌良の解決策を冊るためにけ雌初に問

廻の'ﾘI確化が必典である。どういう状ﾙ,lで'111にIｲﾘー 』ているのか，Ｉ'|分で気づき，かつ仙

閥に伝えていくことで間題が'ﾘl確になる。IHl腿がIﾘl雌になﾉしば解決策も兄えやすくな

る。濃呪〃法が不I･分なために他希に誤解をＷ{くことがないように炎６，表７を示し，

参りにしながら炎呪の糾i料をする。

イliff制-る飢侍ちであっても，時にはIﾘ1雌に低えないと'１１『･の腿求のほうを！'｣分の要求

よりもﾉ<噸にしたことになり，抑腿された自分の喫求はｲく快感やストレスを生み出す。

さらに'‘１分の喫求よ')相手の愛求を優先して行うことに↑|もうイ《快である「嫌な気分」も

州くことになる。

ところが断るのは多くの人が苦手とする。それは梢神陳'１１fのｲ｢無に関係ない。困難を

感じる理Iilとしてば、①もし断れば相手は傷つくだろうしｲ1燕されたと思うだろう．②

｢Ｎ()」と荷ったら棚手から今後向分は良く忠われないだろう，③内分は要求したこ

とがあるのに'11手の要求を断るのはI|'しI沢ない（卯悠悠)，などがある。だからといっ

て州Ｆの要求ばかりIHlき入れていたのでは、こちらの心身にｲ《』いが生じる。
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表７上手な断り方の例

【例】

先輩：Ａ君，最近がんばっているね。今夜、飲みに行こう，ごちそうするよ。
Ａ君：（今夜は早く帰ってほしいと饗に頼まれているから囲った）

対応①～③のどれが先誰・Ａ君共に心地よいものでしょうか？

①Ａ君：はい，お供します。，奥さんとの約束は守れない

②Ａ君：すみません，今'1はちょっとｌｌｊ４‘が。

．･>先輩：（私の誘いは嫌なのか！）

③Ａ君：大変嬉しいんですが，今11は地〃から上成した友人が家に来るので，大変
残念なのですが。

→先輩：そうか，じゃあⅡ:方布い斯・

、Ａ君：ぜひ，また時1111を作ってください。

【ポイント】

③のように「ｋ手な気持ちの伝え方」を4kかしながらはつき')伝えることが入りfで
ある。

｜河から「これ今LlII'にやってくれる？」と依紋されたとき，自分に予定があっても

断りにくいという経験は誰にもあるだろう。ｎ分の気持ちをｋ手に伝える技能は社会ﾉ|；

活の''１でとても災川的なスキルである。

(広瀬会里）

4．正しく服薬するための援助

（１）はじめに

服薬をＩｌＩ断した統合失調症を持つ､'祁荷では，中断から１年以内に約７０％が再発す

るという報告があるように，ｉｖ燃・11j禿を防ぐためには服薬を遵守することがﾉく変iIt艇

である。

病気の自覚や理解に乏しい当事者や、制作川に悩む当事者の服薬のコンブライアンス

が慾化することはしばしば'１の：'ｉたりにするが，その他にも服薬のコンブライアンスに

|M1わる災いIにはさまざまなものがある。これらの笈lﾉ､lのひとつひとつに注愈を.M,い援助

することや，肌!!|111；しい服薬のためのl:犬を'）罰iすることなどによってコンプライアン

スを良好に維持することができる。

この節では，服薬のコンブ°ライアンスにⅢわる州ﾉ《Iと良好なコンブライアンスを雑緋

する〃法などについて提案する。
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（２）服薬のコンブライアンスを悪化させる要因

服薬コンブライアンスを悠化させる喫閃としてはさまざまな災Iklがりえられるが，実

際に服薬の中断に至るケースではいくつかの要因が重なっている場合も少なくない。こ

のため，１１頃から以|､.の婆lklを念蝋に|iiiいた関わりや援助を心がけるべきである。

ワイデン（１）､WcidCn）の又献‘)を参ザにIlIf閥･の維験にｊｌＬづく私兄も称め，統介火,洲

症の服薬のコンプライアンスにUV迎した要凶について大きくａ～「の６つに分けて挙げ

てみる。

ａ・精神症状に基づく要因

①陽性症状

「薬を飲むな｣と幻聴に命令されたり「薬に毒が混ざっている」といった被赤妄想の

ために服薬を拒絶する場合がある。

②陰性旅状

陰性症状が蛾まると賦欲や|‘1発’|'i；が低.ドし服薬が|ｲ;|雌になる。

③拒絶

拒絶症状が強い場合は，’111難に限らずあらゆる治療的な介入がM;Ｉ１ｉＩとなる。

ｂ、薬物療法の制約に関する要因

①費用

高価な薬剤の役ﾉﾌ･や災期間服用を続けなければをらない場合の薬剤職の負担は大き

く，経済的な理111で服薬を''1断する場合がある。また通院噛川などの削りに論療の

効果が肌締したほどに|･分でないことを理IlIに，通院を!|1断する場合もある。

②制作、

副作用に悩む当1Ｆ稀のコンブライアンスは悪化することが多く，アカシジアなどの

Ｉ''派を↑う猟;体外路ｿ,i;状は服雛を''1断する原IAIになりやすい。また.叩旭１１ﾘﾙＷｉ神病

薬の使州による尚庇な肥iIMlもコンブライアンスを低ドさせることが少なくない。さ

らに，実際に副作川がない場合でも，副作用の出現を心配して服川を搾える場合が

あり注意が必要である。

③剤数や剤型

剤数が多い，錠剤が大きく飲み込みにくい，粉薬は飲みづらいなどの錐剤そのもの

の印象や原因によってもコンブライアンスは悪化する。

①効果の認識

服薬によって幻聴や吏想が改押する，飢分がリラックスするなど，黙ﾘの効米を

ｉｌ々自‘肱できない場合は服錐の仙機も稀淋となる。また，‘施解lりIなど全く症状がな



精神陳'’１fに関する知識に乏しい，かかりつけの他科の医師や行批師，薬局の薬剤師

などが向梢神蕊の依存性や剛作川など1こついて過剰な肋常を1j･ったことにより，コ

ンブライアンスが悪化したケースがしばしばみられる。

ｄ・当事者本人に関する要因

①脚発・IIj人院のｨく安

い'|剛lの111雛にはI1々 の効果の脇,職がないため，「飲まなくてもﾉく火夫なのでは」

という忠いから服薬のlI1lWifにつながる場合がある。

ｃ、当事者一医療者間の相互作用

①i畠治恢との'１M係

208索川部読合型地域満神科治療プログラム（0.1,1,）Ｉこおける介入と援勤

爽隙に処方する｡i鈴医へのｲく偏感や嫌恕感はコンフライアンスの悪化を州〈。

た，、'1‘１噸が職制ﾀﾐから圧ﾉJや強制ﾉJを感じている場合もlil様である。

②精神科スタッフとの関係

半
ま

アルコールや地肌剤などの物f'rの摂取により，Ｉｆ１Ｉ精神薬のI脈川を恐れたり服薬の必

嬰性を感じなくなるなどによ')，服雄を''１１１:する場合がある。

行波'''1（』＃WIlI係雌儒i<'1:1２（PSW)，作堆恢法l:，心理|:，など､1111桁に関わるすべ

ての|ｹ訓硝･との(,柳川剛係は服蝿のコンフライアンスにもﾉくきな彬抑を及ぼす。

③他の医療汁からの助言

進学や批労を機にﾉ1号iTiが不規1111となり服撚が滞る，｜『1級ﾉlﾐやlIil隙の1iiiで服薬できな

い，眠城などの副作用のため勉強や仕j1fに差し支えるなどさまざまな理山でコンブ

ライアンスが低下する，また結幡した隙は配偶者に病気の説明をしていない，配偶

片の州解が11卜らｵしないなどの理''1が糖げ'.うれるが、総j'･希削・妊娠の隙にT･への薬

剤の彬聯を心lW1』し服薬をｌｌｌＩ脈するケースが多いことはW{葱すべきことである。

④物磁・依存性薬物の使用

lIj:苑や|lj人院にﾉ(､Ｉするｲ《安があI），蝋物納縦は|Ｗ§を】急肋すると,惚搬している｣ﾙ合

は袖旅にもMﾙﾉJ的で服薬のコンフライアンスが良好な場合が多い。しかし．強制的

な入院を縦験した､11事者では再入院を恐れるあまり「病院に行くと入院させられる

のではないか」と通院をIlI断するケースも少なくない。

②病織の欠如

病気であるという、党がない場合は，服薬の必変性が理解できないためコンブライ

アンスはｲく良となる。

③ライフイベント



ｅ・家族や援助者が関わる要因

①家族の態度

第２童認知行動療法の諸技法２０９

家族や親しい友人・知人など、当事省が倍順する人物が服薬をすすめることは大変

重要である。しかし，｝又対に家族や友人・知人の伽wl1ilIllﾘIii錐への誤解などからlllUIl

をやめるように本人へ肋『詞-ることがある。

②家族からのlL1ﾐﾉ』

家族からの尿ﾉjや強制ﾉJを感じている場合はコンブライアンスが低下する場合があ

る。

③援１１雌竹のｲ『雌

服薬を促したり陥渦をする援助街がいる場合は服薬のコンブライアンスが良好に維

持される。

ｆ・精神科サービス全般的な要因

①偏見

向精神薬は依ｲf性がある、副作用が強い，感怖がなくなるなどの誤解や偏兄から服

薬を恐れる､11』lf片は多い。また，精神障奔や梢神科|ｸﾐ旅機関に対する偏兄も依然根

強く，、11’1端が近所やl川|ﾊ|の人に知られたくないと･ザえている場合には旭院がＩＩＩｌ祈

されるおそれがある。

②困惑・気後れ

ｌｆｌＩ梢神薬を1111錐することやWi抑利へのj血塊に刈してのlｲ:I感や弧後れがある｣助介11:コ

ンブライアンスは低ドする。

③治療の受けやすさ

向宅から病院までの距離やアクセスの良し慾し，診察の緋ち時間など治療の受けや

すさが迦院のI|'断・'111薬の'''１１:に関わってくるまた、就労している当蛎貯では''４

１１のIIIllに必修することは幽雌であるため，夜|H1や体11に'更i珍できるかどうかとい

うことも飛嬰である。

（３）援助の実際

ａ・個別的な援助

上記のような服薬のコンフライアンスを悪化させる測火lを路まえた個別的な対応・扱

助が必要である。本人だけでなく家族に対しても病飢の知識や服薬継続の必要性を脱|ﾘＩ

する必要があるjﾙ合など，本人・家族に対する心J'M数行は非柑にｲ『川である。また，総

済的な問題のある上勝合は，梢療曹の負担を1雄〈するために通院Iﾐ療蜜の公費負批制哩の
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表８「飲み忘れ」防止の工夫例

サトルさんは寝る前に，必ず撒麻きをしています。彼は歯勝きチューブの隣

に１１１分の錠剤を置くことにして，寝る前に歯を磨くときに必ず服用すること

にしました。錐親も同じ洗而所を使いますので．錠剤がなくなっているかどう

か簡iliに知ることができ．サトルさんがうっかり服薬を忘れたときには，雌親

が彼に一ﾒ『かけるようにしました。この方法をはじめて以来，サトルさんは薬

を抽制的に飲まされているという感じがなくなり，自らの1111題として祇概的に
服用するようになりました。

利川を検,＃↑した')，利便性が悠い鳩合は転|矢を検討する場令もあるだろう。また，本人

に剤'１！を選択させるなど本人の薬物論旅に対する意兄をよく|ﾙlいて，諭旅への参加を鮒

識づけることも必災である。

ｂ・「飲み忘れ」防止の工夫

111域!iの必泌|'ｌｉを11M解し，論旅にマイナスイメージを持っていないにもかかわ』P’ず11M雌

が''１断されたりイ〈』AlIllとなる1%('ﾉ《lの多くは「飲み忘れ」である。この飲み忘れを肋I|:す

るために，いくつかの｣:夫を提案したり，本人や家族がアイデアを出し合い柵し合って

もらうことも必要である。

以1,.にいくつかの〃法を推げる。

①’'''1分ずつに分ける

ヒートで処〃される場合は１１口1分ずつ小袋に分ける，ホチキスでとめるなどするこ

とによって，１微緬だけ飲み忘れて余ってしまうなどということが防げる。雛肋で

Ｉ淵剤する際に，ヒートではなくｌ包化してもらうよう依紙するとｎ分で11:分けする

必要がなくなる。

②表示をする

’'''1分ずつ分けたものに「棚」「就寝前」などの炎示をすることもｲ『川である。ま

た．あらかじめ111,1.を肥1敗しておくのもよい。

③ビルケースを使う

小さな桁やIli版のビルケースを利用してそのｕに飲む薬を１１m1分ずつあらかじめ分

けておく。

①11につきやすいj』所に薬を紐く

Ⅱ術ﾉl§活の''１で雌も1-1につきやすい所に薬を置き，いつも定位慨に続くことを稗仙

づける。できるだけ家族の卜|にもつく所を選べば，家族が飲み忘れに剣がついて服

撚をすすめることもlUl緋される。

⑤カレンダーにチェソクする
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雛を飲んだらすぐにカレンダーや『･'限にしるしをつける。

ｋ肥は一般的な［火であるが，佃々で坐析環境が災なるため，それぞれの生活スタイ

ルに最も適した，飲み忘れ防１１:のＴ夫が必要となる。服薬を生活習慣に結びつけること

で，よりⅡ燃的なものとすることも有用なl:夫のひとつである。食事や入浴，歯を磨く

といった１１附行為と・紺に服難することで，服錐の述和感が解消さ〕Iしることが川俳され

る。このような_L夫は|洲辿解決技法（第111部節２噸の２参照）などを川いて家族で話し

合い検ｉIすることが有効であるが，参与までに表８に例を示す。

（冨田敦子）

5．早期警告サインを兄つける援助

１１州ﾉI;術の''１で弊('iサインを111川に気づくことは火kUであるが，沖股と１１１か巡ってい

ると思ってもそのまましばらく搬子を見ているうちに、かなり症状が進んでしまったと

いうことは多く経験するところである。また早期警鍔サインを自分で気づくことが難し

い方もいるかもしれない。

そこで沖段の１値１分を定期的にチェックしながら''1分'’１野を理解していくことが1,漢に

なってくる。ここで脱lﾘＩする「'11．jUI鮮蒋サイン・チェックシート」は，本人がチェック

しながらｎ分を理解していく二とに役立つものである。しかし本人が気づかないで周囲

の稚かが気づいたときには，この早期警告サイン・チェックシートをチェックすること

により，神殿とどう変化しているかを､１１』l帝''1身や周州の関係･苫が容観的に理解する振

標になりうる。また施投内のスタッフによるチェックであれば，ケースカンファレンス

にも活川することもできる。

もちろんJ''1想的には、本人がその変化にいち'11.<紙づき，蛎前に決めた卿ｌＩｉｉでできる

限りストレスを鮭減するように対処することが蝦ましい。しかしながら災年入院してい

た当１１端に，はじめから自分で対処することだけを求めても．なかなかうまくいかない

ばかりか、せっかく早期警杵サインに気づいても症状が刺悪するまで州111家へ相談せず

に過ごしてしまうということも'1:じうる。』11.期隣iIrサインに菰づいたjﾙ合の刈処方法に

ついては，各刈1ｲﾄ希の対処技能の粍度に合わせて，決めていくことが火'1iである。

外来辿院者の場合には，１１１．期警告サイン・チェックシートを診察時に椋制礁に見せる

ことで、炎而には兄えない本人の内なる気持ちを蝿解してもらえる手段としても利用で

きる。１と期入院であったり推状が災年斑解状態である吻合，本人が'TWI隣ｉｉｉサインを忘

れてしまっていることも多々ある。そのようなﾉﾉへの自分の早期警侍サインを導き細す
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２１２第III部統合型地域精神科論撫プログラム（０.rP）における介入と援助

<早期警告サイン・チエツクシート〉

早期の警皆サインに気づこう

記入日○年ノ０月ノ６Ｅ氏 名 笹 川花子梯

＆

'０

①境在の自己チエック。０～１０の範囲で記入してください。

（例えば、ないときは、｣．ｉｌさ々 あるときは「5｣，頻回にあるときはｎｏｊの'０段階を個人
のレベルで記入する）

⑧過去に具合が悪くなる前にみられた症状をいで記入してください,、

１

Z

、

１１

Ｗ

晴

３

5

６

ｈ

５

〃

噂

Ｉ

母の３回忌について，ユだ兄弟と自分の気将らが鼠と鼠って

いないので，そのために気持らがすっきりし量せん。

☆この他につらいことや気になることがありますか。

Ｗ

図５早期警告サイン・チェックシート記入例１

６

（
、
ノ

１，

チェック項目

１．食欲がなくなり．食べる鼠が減る。

睡乙罰罰顕圃蕊たは眠りすぎる｡(どちらかを』で囲む）
3．いつもより早く目が覚める。

４．何もする気がしない。（何もしたくない）

5．いつもより物忘れがある

６．１qlかにﾇﾖして不安Ｌなる。

7．心配事に悩まされる。

8．何かに対して恐怖感がある。

9．憂うつになり落ち込んだり，自分がつまらないと感じる。

１０．考えることが非沸に早くなるので､自分でそれについていけない〈

11．イライラしたり，神経質になる。

i2．声が聞こえてきたり気になる。（自分が殺されるよう零気がした）

１３．自分や他人を傷つけたくなる。（ある方は自分・他人をＯで囲む）

M・頻繁に体の痛みや舌痴を感じる。

15．誰かが自分のことについて，話したり笑ったりしていると思う

１６．自分の話し方や行動がおかしいと人から言われた。

17．自分の体や環境がいつもと巡っているJ-･獄じる。

１８．何かに鯛!:'したり，はっきりとした考えを持つことが難しい。

19．家族や友人とトラブルをおこす。〈具合が悪くなって）

20．アルコールや薬物（シンナー・覚醒剤等）をたくさん使用する。

①
記

チェック

⑧

過費に症状

がみられた

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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(早期誉告サイン・チエツクシート〉

早期の警告サインに気づこう

記 入 日 ○ 年 〃 月 ノ グ 日

１

氏 名 笹 川 花子綴

①現在の呂己チェック。０～１０の範囲で記入してください。

（例えば、ないときは「0｣．時々 あるときは「5」頻回にあるときは「10」の１０霞階を個人

のレベルで記入する）

⑧過去に具合が悪くなる前にみられた症状をで記入してください。

１

１

５

１

り

、

Ｗ

り

｢０

り

ハ

、

M１

図1６早期警告サイン・チェックシート記入例２

紬沖料に入院していた嫁（現在13退院している）の病乱のことが心配です.

§

、
ノ

１

、

、

Ｕ

（

★この他につらいことや気になることがありますか「

チェック項目

|・食欲がなくなり，食ぺる量が減る。

a唖ffか眠哩心または眠りすぎる｡(どちらかを（』で囲む）
３．も1つもより早く目が覚める。

4．何もする気がしない。〈何もしたくない）

5．し1つもより物忘れがある

６．何かに対して不安になる。

７．心配躯に悩まされる。（母の３回忌の兄弟の念見がわからぱい）

８．何かに対して恐怖感がある。

9．憂うつになり湾ち込んだり．自分がつまらないと感じる。

10・考えることが非総に早くなるので，自分でそれについていけない。

11．イライラしたり，神経質になる川

12．声が聞こえてきたり気になる。

13．自分や他人を傷つけたくなる。（ある方は自分・他人をＯで囲む）

14‘頻繁に体の痛みや苦浦を感じる。

１５．誰かが自分のことについて，話したり笑ったりしていると思う

16．自分の話し方や行動かおかしいと人から言われた。

17．自分の体や環境がいつもと違っていると感じる。

1:、何かに雄中したり，はっきりとした考えを持つことが雌しい･

19．家族や友人とトラブルをおこす。（具合が悪くなって）

20．アルコールや薬物（シンナー・覚墾剤等）をたくさん使用する。

①

自己

チェック

⑧

過去に症状

がみられた

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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表９早期警告サイン・チェックシート利用の実佃

【畿過】

１１月１７１１に，花子さんは訪問看護師の顔を見るととても感激して「ワー。今日会

えてよかった。うれし－！」とニコニコして話しかけてきた。禰峻師は「花子さんは

いつもがんばりすぎるから無理しないようにね」とﾉﾘ『をかけた。化子さんは「大丈夫

です」と上機雛であった。婿捜師は排段よ')尤凱がよすぎることが剣になり，他．fさ

んに響背サインのチェックシートをつけることをすすめた。

【結果】

前'''１（１０月１６M）にチェックしたシートと比べてみて今側のチェック項Ｈでは

「心配郡がある」が「７」と記入されていた。希捜師が珊''1を紬ねると「ｎ分の怖親

が||ド年1』．:くなっていたことを今まで知らなかった。蚊近，推狐のIlliからハガキが込1,』

ｵしてきてわかってショソクを受けた。米年の２Ⅱ頃に３１１１|趣の法'1Fがあるので行きた

いけど，逆〃で|'|分ひとりでは行けないからどうしたらいいか心１１.している」ことが

わかった。

ｎ通帥は兄弟の中で一緒に行ける人を探すことをすすめるとlIill畔に，支援センター

へ依加し京族調盤へのサポートを依頼した。

表１０再発の早期警告サイン

･独り高をつぶやく

．リlきこもり.家族と会いたくなくなる

．胸や腹部が揃いと言い出す

.身体状態を心配し出す

．同じことを繰り返し尋ねる

．諾嬬したいと言い出す

･薬を飲むのを職がる

.周りの人からにらまれているような気になる

，f脚下や趣味に典味がなくなる

.忘れっぽくなる

･集中力がなくなる

．多弁になったり無口になる

材料としても利川''1.1能である。

ここではまず，ささがわヴィレッジに住む化丁･さんの例を紹介する（図５，凶６‘

９）。

役

また家族と!'ilI‘!)していたり，就労して礼金'|ﾐｉＩ１ｉを』Iﾐにするような仲'1Mがあるjﾙ合に

は，’11.期警告サインはiiiに助けを呼ぶとか援助を求めるだけのツールとしてではなく，

''11P』ストレスに対処し，危機を避けるための手段として活川されるべきである。精神陣

'‘ｌｆのｲ1.無にかかわらず，ストレスがかかったときの野休のﾉ又応は，不眠，不安，緊張，

イライラ感，蝋捕，疲労感，食欲の冗進や減退など，ご<・般的な推状が1''心となる。

二れらが精神症状の再発や増悪へは一雄飛びにはつながらないと思われる程度の段階

で，何らかの対処がなされることが望ましい。しかしこうした状態が焚く続いたり，こ

れにアルコールの多飲や抗榊神病薬のｲく足などが加わると，脳Iﾉ､lの化‘ﾂ4バランスが乱

れ，梢神症状の１１i発兆候がみられることになる。再発の'1'期答併サインとしては，表
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（１）はじめに

統合尖,淵椛がその椛病折にもたらすｲ《快・障害は数多くあろうが，幻聴が大きな・角

をIliめていることに災を唱える杵はないだろう。当報謝は幻聴を不快なものとして体験

し，凧惑し，敵対し，時に迎合しながら，どうにか折り合いをつけるべくさまざまな川・

処をしている。しかし，統合失肌|),lｿ,iiによゐｲﾔ休把州の|蝋‘,ｉｆなどのため，対処の結果が妄

想となることもある。この炭恕がさらに当4f省の/f〈快感をj仲悪させることも多いだろ

早期警告サイン

氏名笹川花子 記入日○年１０月１６１畠

、
』
、
』
、
ｊ

ｂ
Ｃ
ｄ

私の主治医はーＯ一郎先生韻語番号

6．幻聴への対処方法について

10に挙げたようなものがある。さまざまな症状が並んでいるが、各人の再発サインを

振り返ると気づかれるように，側・人では11擁のたびにたいていIIilじ兆候が繰り返され

ることが知られている。そこでそれらのサインをよく思い出しておき，各人の１１りりl隣ｆｌｉ

サインとしてカードや表にして派川することが望ましい（側７)。

さ',』にﾉ<'1なことは，iii期騨;If･ﾘ･インに気づいた場合のＡＩ処ﾉﾉ法について，】'1'1「汁本

人だけでなく、家族や援助･汁を交えてｲ11‘淡をしておく。また九i処〃法については‘ﾉﾐ肺Iﾘ・

能なものを１４体的に決めておき，それを､'祁者だけでなく関係首全員が共ｲjしておくこ

とが人瓶である。

（大谷典子）

図７早期警告サインー記入例

私の早期警告サインは

１．３日間不審が続くとき

私の家族で連絡するのは）Ｕ柁江（雌）fm5門番弓

サインのどれかに気づいたら，私は

ａ）訪問渚護師（さん）に相談する。

ｌ
ｄ

ｎ
〆
．
』
、
ぺ
ｕ

２日剛くらい眼れ砿いときが銃<とう

私の担当は○○幸子電話番号

主治医（先生）に相談する。

誰とも話したくぷい日が３日間続くとき
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う。この一巡の榔肝環を断ち切るためには，幻聴の消失が雌もｲj効である。そのための

介入として，薬物旅法はその紫lﾘ1期，大きな期緋をもって迎えられたことであろう。だ

が呪災には，いわゆる治療抵抗性の幻聴（精神症状）がしばしば罷められた。そのた

め，精神療法がさまざまな形で見直され，試みられることになった。近年，脇知行肋療

法への派I|が災まっているが，対処技能の向上はその噸災な乎技のひとつである。

（)ＴＩ》で使川されるさまざまなシートは対処技能を摸索するためのものである。、l11If

勝がしばしば示す．課題解決に際しての既得概念の柔軟な運用のIｲ;l雛と洞察・検索能力

の低卜・をシートの肱川が補完する。さらに．試行錯誤学習におけるエラーが''１１Ｊ‘jlzlllliの

低ドに祥易につながってしまう､11'1Ｉ勝を卿気づけ、新たな行仙へと向かわせ為ことも｜｜

的としている。lIil時にセッション施行者にとっても，漫然とした対処方法模索への流れ

を惟蝿し，よ')効率的に効果を挙げうる､ソールとしてｲ棚なものとなるだろう。

（２）幻聴に対･する対処の実際

あらためて，統合失洲ｿj皇では当'１噛はしばしば幻聴に悩まされている。もちろんほか

にも，イ《亥や妄想，彼秤感，社会的孤立など，さまざまな精神症状や環境にも悩まされ

ているが，ここでけ幻聴に杵iｌしてその対処を供衆する〃法を,ｋす。

①幻聴の(Ｍ；が陥惚され，それに不快感を感じ悩まされていたら，対処〃法の検ﾙ１．を

始める。「幻聴」という言葉を使っても，抽象的に「声」とだけいっても櫛わない。

、11'|畷が表現した胃葉をそのまま使用する。まず，幻聴はコントロールできること

を理解する。幻聴のｲ〈快感は変化しており不快感の少ない時もある，という!'＃典を

lIj認撒してもらうことが対処方法検討への第一歩になる。幻聴を尤令に柵失させら

れれば雌ｋであるが，なかなか達成は難しい。そして．服薬だけでは幻聴のもたら

すｲく快感が耐えうる御墜にまでならないこともしばしばある。しかし幻聴は変化す

るものである。環境や身体の状態によって，｜ﾙlこえ〃やＩＨＩこえる|ﾉ僻が変わる。佃

人仙人災なるそのパターンを兄つけ出し、より不快感の少ない生禰が巡択できるこ

とをJ'M解してもらう。

②次に，ストレス脆弱性モデルに蝶づいて，現在のストレスのﾊi処・IliIl抑〃法を検

，i１．することで，幻聴のｊ肌度や持統||制H1，そのｲ《快感を減らすことをIiみる。「|M1他

解決・’1機述成ワークシート」を使川して，ストレスの原Iﾉ《|となっているlHl腿をIﾘｊ

雌にして対処〃法を検討する。詳細は第Ⅲ部第２唯の２「間迦解決と'1棚1没定」を

参照されたい。

③さて，Illi難やストレスAl処・制御をしてもなお''11塊するような幻聴に川して，
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Ｏ'1,1〕スタッフや家族はどのように擬肋することができるのだろうか。まず概略を

肥す。

・幻聴が生じる前兆や，幻聴がlHlこえやすい環境・状態を明らかにする。

・これまでノド人が行ってきた幻聴への対処方法を特定しその効果を,;'ド価する。

．新しい対処〃法を検i付する。

．新しい対処方法を実際に試し，その効果を判定する。

・その判定に基づいて対処方法を洗練する.あるいは新しい対処方法を検討する。

以上を必災に応じて繰り返し行っていく。次にそれぞれの段ﾙの,灘細をみていこう。

④幻11Mが起きやすい状況や幻jlMjのIilj兆を検索するため、そして､'11f汁がこれまで行っ

てきた対処方法を検討するため，セッションではどのように鍬ねるのがよいだろう

か。「幻聴が聞こえる兆候はありますか」や「これまでどのように対処してきまし

たか」と１１１１披靴ねるのは徒労に終わることが多い。むしろ幻聴が'|弓じた状況をでき

るだけ「典休的」に柵写していくことが111.通である。まず，幻聴が聞こえｲ<快だっ

た場1mやIＩ時を「限定」し，その前にi11lをしていたのか，何をザえていたのかを靴

ねる。次に，ノ!『が|ﾙlこえたときにilIIをしたのか，１pIを考えたのかを沖ぬる。場面，

１１時を「|ｌ《定」することが，疾脳111州<の忠拶脈'‘ifによる’;,弛の拡敗を防ぐためのポ

イントである。ｊ鮒1,.11時は雌近のもののほうが状況やけ肋を想起しやすい。場ｌｎｉ

の想起が終了したら．これらの行動や琴えが対処である可能M§を教示する。これ

は，、11'|端がこれまで行ってきた努ﾉﾉをポジティブに捉え仙言し．無能ﾉjゆえに不快

感がj叩くしているわけではないという1.1党を促すことがlI的である。｜・lLL効ﾉJ感を

維排することは論療に向かうモチベーションを高める効災がある。もちろん、これ

らの行1Iijjが対処であることを認めようとしない場合もあるが無｣111に説得する必要は

ない。別のｉＭ１を紙遮にしているうちにｲ鴬人がこれだと納得できるk,I処行肋が兄つ

かるだろう。次に、それらの行肋をとった後に幻聴の強さやｲ《快感がどの程喫変化

したかを詠れる。点数化を促すことは効果的である。：ｌｉ事荷も肌1§{lIiiしやすいし，後

で話題にする際も比較しやすい。

⑤セッション場|ｍでここまで終j"した!.)，彼川の幻聴i氾鍬炎Ｉ（221ページｌｘＩ８参

照）の使川に入る。シートを使って幻jlMjがﾉlfじたIli,１．，｜|洲'1を１つ|lのコラムに,旭

録してもらう。これは幻聴の独座を雌認する際の変料にもなる。２つI]のコラム

に，幻聴がＩＨＩこえる前の状態（勝えていたことや行っていたこと）を記録してもら

う。これはIiij兆を検索するための責料である。３つ11のコラムにはそのときに内分

がｉｌ１Ｉをしたかを記録してもらう。笈際に行っている対処〃渋の検ﾙ↑である。さらに
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ｎ分や周IjMのⅨ応もハ:いてもらう。効果の判定である。

セッションで練料をしているためシートの妃人はある礎庇はできるが，それでも然

点が外れている場合は少なくない。うまくできないからと，巾し訳程度に苫いてく

る場合もある。純洲，洲盤はセッションを通して練り返し行う必要がある。

家族がセッションに参加できる場合は，一紺に純１１》Ｉしてもらう。家で幻聴i肥鉢炎Ｉ

を使川する場合，典''11作業をしてもらえるよう練習してゆく。

⑥幻聴記録表Ｉにより前兆と現在の対処方法がわかった。さらに．３つ目のコラムか

ら対処方法の効果もﾙド価できた。次は新しい対処方法の検索である。

このためには問題解決・Ｉ|標達成ワークシートステップスの腿伽を使川し，ブレイ

ンストーミングをする。′ﾉﾐ際のセッション場面では，、'1,1端はしばしば，できそう

なこと，してきたことなどの条件を自ら設定してしまい，柔恢な発想が阻害される

ことがある。例を数多く示しながら，条件がないことを繰り返し脱ﾘﾘＩする必災があ

るであろう。ところで例を茶げる際には少々派愈が必災になる。統合失,凋症では間

囲からの働きかけを催襲と感じやすい傾向があるため，提,ｋされた例を「治療満に

押し付けられた〃法」と感じる場合があるのだ。

これを防ぐ節ｌは良好な納療関係である。これはセッションを効果的なものとする

ためにも必弧であり，十分な時間をかけるだけの価値がある。節２は論療圭体を術

に当事省に砥くように努めることである。ＯＴＰの提Ⅱ&稀であるイアン．Ｒ・Ｈ・

ファルーンは()ＴＩ'を航海に例え，「キャプテンは､'1'1端本人である」と言った。

援助片は，愈兄はもちろん｜↑うべきであ駒が，雌終的にゴールを決定するのは､'11ド

借である，という戯味であろう。押し付けられたと感じないためにも，論療のモチ

ベーションを維持するためにもこれは重要である。

対処の例を表１１に,Jくす。これはファルーンの分iWi2)とバック（Ｍ・Ｂａk)')らの分顛

を参巻にして縦荷らが作成したものである。対処方法の分航はさまざまあり，この

分類方法が絶対ではないので縛られる必要はないが，分類の哩を知っておくと面接

場面でより効率的に他の対処方法を考えつくことができるだろう。しかし我々 は、

当21噸に炎１１をはじめから兄せることは少ない。1,,Lれば砿かに参醤にはなるが，

，'}:いてあることに緋らｲし尖1l1kな発想が邪脆される'１１能‘''1;が問いうえに，｝1tに牌坊し

てしまい読めなかったり複雑だと感じてセッションそのものを礎行するモチベーシ

ョンが低ドしたりするおそれもあるからである。やはりけじめはセッション施付･荷

が参考とするにとどめるのがよいのではないか。セッションが進み、ブレインスト

ーミングにも慨れてから炎１１を示すと、、１祁脅も新しい対処方法を与え出すｆが
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身体活測
体位の礎換

作業をする

処方された薬物

物質使用 処方以外の薬物
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孤立

扱肋の希求

IMI題解決

認知関節 抑ﾊヨ
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第２歳泌知行動鰹法の諸技法２１９

表１１対処方法リスト

･冴衆やラジオを聴くＴＶを兄るケームをする本や緋鯉柵llHを読む

歌ったり尚:架を券でたりするflliる歩くスポーツをしたり身体活動をし

た')する又飛を神いたり芸術活動をする

ベッドに横になったI)ljIjfに座ったlノして他には何もしない柿ｆやくシＩ

で(<“を礎えて服ったり槻になったりするじっとしている

仕事をする揃除をする固い物をする料理をする洗湘をする

処方された薬をⅢ Mする

市販の薬やアルコール.マIjファナ,マジックマッシュルームなどを使卿する

食べるたばこも吸うお茶を飲む

仙人に会いIこｸﾄlM-るＩｌ:交的郷ﾉjをする仙人がいる所にｉｆ<宗族とI;,fｉ

す

社会的接触を減らしたり避けたりする人に会わないように閉じこもる感

情を隠す

主論鵬に机縦するケースワーカー;こ接触をとる助けの州恨や7．ドパイス

を求める京城に相iWiする災Ｍ療法に参加する

合報的に考えてＭfしも､ことを笠蝿する問題の現実らしさを再検制･する現

実的な解決東をザえるWllり切る開き直るあきらめる

小1犬ばり轡1１iや雑駁を11州ける打ちilli十忘れる

別のものにil轍をI('1けたり弧を逸らしたりする衆しい出来'1Fについて:りえ
る

症状の不快さを減らそうとして特別でをいことをする砿恕するお逢を11s

える個人的隈式をｉｆう血分にプレゼントを買う所しい髪形:こするろ

うそ〈の火を兄つめる杵砕える

錐状に従ったり商う辿りに＊ったりする推状の命令に従うｒ１分の般に閉

じこもる強迫的ｉＭｌﾉをする症状に起閃する攻撃や１．|傷け為をする自衛

のため拳銃や他の武器を持ち歩いたりする

かりとしてカテゴリー分けされた分類を桶川できるようになっているだろう。

例として挙げる際に「他の人はこんなことをしていた」「こんなことをザえた」と

伝えるのは有効である。方法に対して親しみが湧きやすいうえ、幻聴が聞二えるの

がｎ分だけではないと知ることも交附をもたらすようである。実際にセッションの

雌11'にユニークな版兄にめぐり合うこともしばしばある。これらを;i[』憶，妃録して

おくことは，セッション施行粁の柔I|吹性を向ｋさせるであろう。、Ⅲ満の出合ったユ

ニークな方法として，ろうそくを点けて火を見つめる，若稗える．｜・Ｉ作の詩を朗読

録音して|‘１分で聞く、好きな脚本のセリフを言う，などがあった。

⑦ブレインストーミングの結果から，ツミ隙にできそうなことを決める。幻聴がIHIこえ

る場面が，例えば夜．などと限定できる場合はそれに合わせて､｢能な対処方法も変



220鰯III部統合剛地域精神科治療フロケラム（OTP）における介入と掴Ⅲ

わるだろう。できるだけ具体的に，夕〃ならこれとこれ，｛洲Ｉｌな1.ＪこＩしとこれ，

と，場面ごとに２つ以上のﾉﾋ,i処方法を選択し，それらを組み合わせて'だ行した結果

を緋IIIliすることが望ましい。場面と対処方法を細かく決めるのは，不快感に尚:まれ

ているときには柔軟な対応ができないケースがしばしばあり、ｉ剛jIjが決まっていた

ほうがﾌﾐ行しや-ﾘｰいからである。そして対処のバリエーションは多いほうがよい｡

我々の研究でも対処方法のバリエーションが多いほどｲ〈快感の制御がよいIり．能|'|ﾐが

，パされた。対処方法の数は例えるなら貯蓄額のようなものである。実際に使わない

までも，多いことが心理的余硲につながる。余硲はｲ《快感の低ドと''1LL効ﾉJ感のj仲

人をもた!､』すだろう。

⑤｣ルliIiごとに対処〃法が決まったら，幻聴記録表Ⅱを記入してきてもらう（側９参

照)。，ﾙ{,lliは１～２週間ほど後のセッションで共にｉｆう。抄え，進び，′ﾉﾐ行した対処

〃法がどのハリ螺i効であったかのﾙドｌｌ１ｌｉである。、11'1卜貯は‘,E'i帯に幻聴がなくなったか

fffかに派I’しやすいが，幻聴によるｲ《快感が減少したか森か，そしてその減少の磁

陛に派|Ｉするように促す。対処方法１つだけのときと２つを1)i:ⅡＩしたときで，どの

くらい不快感減少の程度が違ったかも検討するのが望ましい。Ｉ〃川しても変化がな

い場合は''１独での〃効性が商いぼうを残し，ｉ脈川できる別の吋処〃法をｌｉ１ｊｌ１ｌＩのブレ

インストーミングの結果から検討する。もちろんあらためてブレインストーミング

をやり直してもよい｡

⑨以上のプロセスを適宜繰り返し，場而ごとによりｲi効な対処〃法を悦楽していく。

災際の1m擬j吻而では､11,1端，家族，施行:荷のバランスで多彩な状況が想定される。

幻聴場１mがなかなかiﾘj確にならない場合もあろう，対処のブレインストーミングに

慨れない場合もあろう。状況や当事者．家族の理解に合わせて流励的に利用するこ

とが川:心である。

（３）事例

２３歳，リ州畠。妄想型統合失調症。雁忠膝３年。入院雌lliilo2()j細|#幻党妄想状態で

総ｿ,i(し人院。人院'|'に本人，家族に刈・する心Jll1紋fjiをijい，リ,ijfifl州'されＩlli挑桁脚を受

けている。､退院後､ド年ほどで!､ＷＩＩ学校に就学。呪ｲEは就職iIri肋と単災I鵬辿に収|)組む伽

11．辿院は脱Ill的でjlにｌ～２１口Iである。服薬コンブライアンス良好。

外米にて「辿りすがりの人に噂されている。『あいつだ｣｜とか『いなくなればいいの

に｣｜などと，すれ述いざまに,ヤう°変だとは思うが．’稚校で噸されていることがiＷして

いるのかもしれない」と話す。


