
氏名○○○Ｃ

日付，時間

×月ｘ日

午後８時

頃

○月○日

午後８時

半頃

どんな声や音が聞こえ，ど

のくらい困りましたか

帰り道で通りすがりに中』ｆ

の男性に｢あいつだ｣｢い噸<
唾ればいいのに」と言われた。

不快感80点

帰り道，向かいの女子嘩生

に｢ああ，この人だ｣と菅わ
れた。

不快感８５点

声や音が聞こえる前はどん

な状態でしたか（何をして

いましたか↑何を考えてい

ましたか〉

卒業雛迦茜巡<談でやって
疲れていた。'齢枝からの帰

り迩庭っに。歩いていた。

就歌⑰接の練恕をして遅く

ぽった・就職に対して不餐
を感じた．

図８幻聴記録表Ｉ事例
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音や声が聞こえた時に，何

をしましたか，何を考えま

したか，その結果どうなり

ましたか（あなたの反応

|ま？周囲の反応は？）

鵜いて粗乎を見た“孔にし
ぽいようにして東に州っに．

80>70点

不安にI;j《っに．気にし願い

ようにして鞭に州っに．州
ってたばこを吸った。

8５’５０点

セッションでは，まず「辿りすがりの非雌」を受けるつらさに共感した。次に状況を

明確にしていったところ，頻度は週ｌ～21111くらい。課題で疲れた学校帰りや就職活励

がうまくいかなかったときに発生することがわかった。柵T･は２０代～５０代の人''１１でM；

別は伽|川係。いずれもIiIi,職のない人たちであった。ここまででセッション施行儲は，ス

トレス状ﾙiLそのもの作業肌辿や就卿i1Ⅷj）の'陥減は困難あるいは不要と判断し，幻聴

による不快感を標的とした対処方法棋索が現時点で最適な選択であると考えた。ここで

|Ⅱlこえたときの不快感の稀庇をﾙlliliしても1,』ったところ８０点との篠えであった。今喚

は，聞こえたときにどんなことをザえていたのかを尋ねると，疲れて落ち込んでいたこ

とがわかった。聞こえた後どうしたのか，と尋ねたところ，気にしないようにして家に

帰った，たばこを吸った，などという。これによりつらさがどう変わったかと報いる

と、赦良で５０点くらいになったとのことであった。これらのiiiIiﾙが対処である側｢能性

を示唆したところ，理解を緋たため，幻聴‘把鉢炎Ｉに記入した（似１８)。

ここで対処方法のブレインストーミングをした。制限がないことを繰り返し強IiMlした

ﾙ,!i染，さまざまなものが案H1Iされた。この作雌は双方にとって想像を膨らませる愉lAな

ものであった。数多くの龍のｌｌｌか1,Ｊ，歩iiIlI，夜|H1，独りでできるものとして次の刈処

〃法を笑行してみることになった。

・携帯ＭＤプレーヤーで音楽を聴く。

・察を見て深呼吸する。

・家にjil}ったらゆっくりお茶を飲む。

、キI脈は知らない人でそんなことを,ifう理''1がないとｎ分であらためて検荊･する．
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氏名○○○Ｃ

日付，時間

○月ＯＥＩ

午後グ時

半頃

△月△日

午後８時

頃

どのような声や音が聞こえ！

どのくらい困りましたか

通りすがりに？やっぱりあい
つだ｣｢だめ１J<やつだ｣と背わ
れた抗力くしに。

不快感８５点

｢いばくばればいいのに」と

言われた気がした。

不快感75点

声や音が聞こえた時どのdこ

うに対処しましたか

空を見て深呼吸した。

われるばずが唾いと言い

聞かせた。

束でお茶を飲んだ．

タバコ蒼吸った。

番楽ｇ聴いた。

東に詩いてからたばこ睡吸

った．

図９幻聴記録表''一事例

苗莱づかいや配賦を一部改変［

その結果どうなりましたか，

不快の程度はどのくらい変

化しましたか

少し蕗ら附いた。

8５’75,世

意われたことが気に噂った。

7５＞７０点

亜わら願かつた。

７０一・７０点

楽にばつた。

”－，５０点

孔にしばく厭った。

７５>３５点

楽にIUfっに。

35，ｌ0点

幻聴記録喪IIを波し，九I処〃法を実行してみた結果を妃鍬して<ｊしるよう依頼した。

２週間後のセッションで「j山りすがりの非難」について緋ねたところ，頻度が減った

と報需された（似１９)。

シートを兄ながら1Wル合ったところ，｜ﾙlこえたその場では貯雛を聴くこと，家にﾘiI}っ

てからはたばこを吸うことが効果的という結論になった。幻聴がなくなりはしなかった

が，生活上の障害は大きく擁減された点を本人も評価できた。

（４）おわりに

幻聴が聞こえることに対して､'1'1ド肴はしばしば蕊恥心や罪悠悠を抱いている。よっ

て，幻聴への対処方法を雌排していくことは，自己効力感のみならずrl己評価の向上に

もつながる１１｣能性がある。これはひいては社会活動における''1ｲ‘↑にもつながり，さまざ

まな11粥酒仙に伸びやかに対応していく側I能性を広げるだろう。また、幻聴への対処方

法を学ぶことは周期にとっても砿要である。周附とは，家族はもちろん，援助するスタ
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ツフも含む。幻聴という未知なるものに対してiIilらｲｱ効な手段を''１分たちが持たないと

いう無ﾉJ感にとらわれることなく，体験を共有し，不快な状態を共に解消・解決してい

くことができるからである。セッションを繰り返し．当事者，援助者ともがツール使川

に習熟していくことは．双〃の生活の衝を向上させるであろう。

（渡遥凝信）

7．不安への対処について

（１）はじめに

私たちは快，不快，響怒哀楽など，さまざまな感情を抱きながらII々を過ごしてい

る。なかでも「不安」は，術頻度に体験され私たちを苦悩させる感情のひとつと言え，

それはしばしば身体における１Wみや熱に例えられるように，ありふれてはいるが1,腿

なⅢ腿である。

不安は一巡のrI鰍神緑機能の変化による身体現象をしばしば伴い，心拍や呼吸は速く

なり，発汗，１１糊もみられ，版撒はより川心深く清明になる。イミ安と類似した感111iに

｢恐怖」があるが，恐怖は「ある将定の対象や状況に対する恐れ」であるのに対し，イミ

燐は「対･象がｲくIﾘj脈な漠然とした恐れ」であると言える。

不安は誠の心にもﾉ1兆，それにより不快や苦痛に悩まされるものであるが，私たちは

Ⅱ淵において愈搬的あるいは無献織的にこれらの不褒に対処し，ある礎嘆安定したﾉﾋ活

を送っている。しかし州ＷｌｉＩ肺'11識においては祁々 の対処技能が低ドしているため，イく災

に対しても上手に対処できず．当事者はしばしば附雛と苦悩に満ちた生活を余儀なくさ

れている。

人州ならＩ雌しもが体験する「砿附の不安」のが征の一方で，原閃に対して概めてｲ《ｲ１１

応に強度の不安が生じたり，災期に不安が持続したりする場合があり，これは「病的/ｆ

安」と呼ばれる。病的ｲく喪は，内的葛藤の抑圧などの心理的メカニズムによる神経症性

不安と，統合失洲椎にみられる妄想気分や枇界没落体験のような精神病桃不安に分けら

れる。統合失,淵椛における不安に附しては…般に榊神病性ｲく宏について論じられること

が多いが，私たちが地域において主に統合失調症を伴う､11事煮の治療や支援iI'mijjを行う

うえでは，むしろ「【I猟の不安｣，ないし「通常の不安」に向き合うことのほうが多い

と思われる。よって次収以後は地域で媒らす､11.『牌者も、粥的に体験しうる「旭術の不

安」について肺じ，I1iに「不安」と!肥iliRしていく。

ちなみに，納神洲)j性不安に対しては疾忠の症状として捉えて抗精神病薬による論旅を
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1§体とすることが多い。また，淵ｌｉ神雌l端にパニック隙'！¥などの神経推性ｲく礎をｉ洲ｉ状

とする疾魁が合併することも少なくない。神経症惟ｲ《茨に対しては薬物療法も行われる

が，認知行動的治療技法も極めてｲi効であり，根本的を解決および''1己効ﾉﾉ感の狸得と

いう観点からより望ましいアプローチであるとも喬える。「旭淋のｲ《'炎」や神経推性不

'贋に対して伐々 が川いているｲく安へcﾉ)対処に|州するワークシート形式のテキストを，本

節の岐後に記す。

（２）地域で暮らす精神障害者の不安

社会|＃勢が流励的でｲ〈安定な今の時代は，推しもが多くのストレスを抱えｲﾐ海と対11i＃

しており．それぞれの背累'1汁'１fによって不安をもたらす状況も千差〃別である。私たち

地域精神保健活動に携わる汁として、当那紛の不安やその起源についての特徴を認識す

ることは，支援の点から雌も側心の!#iい､側項のひとつであろう。

ａ・生活状況に関する不安

』に柵状況に関する不安について，、'1,1;肴の生活状況を単身生活樹と家族|IilAI端に分け

て考えてみたい。

’'1‘,』蝋んでIIi身′liilI;をする汁も少なくないが，家族か‘PjlIilI‘I}の受け入れがil卜19,Ｉしなか

ったり．すでに家族が他界していたりI柵'6となっており同居が不''1能であるといった理

血のために，やむなくiii身柄,Jiをする締が多いのが現状である。生祇保謹を受給してい

る肘が多く．比較的老朽化した木造アパートで操らし、住宅環境は良好とは局えない。

また，梢神疾忠の{lj苑|聯にアハートの''Ｉ:ち退きを要求され，援助詩がその対応に追われ

ることもしばしば経験することで，イく安定な雌環境事情であると言える。

家族同脳者においては次頃に述べる家族関係に基づく不安が大きいが，肌亡き後の将

来の′l菊''１についてのｲ《透lﾘl感が，、'1'１１肘やその親のみならず''11胞にも不資の影を藩と

す。

ｂ，対人関係に関する不安

統合失調症勝において，ス,1人技能の慨さがﾄ|:会生活全般に大きな支脈をきたしている

ことはよく知られるところでああ。多くの､I11lf杵が|}標とする就労を妨げる大きな典I川

でもある。対人技能の問題が障鮮に堆づくものであるにしても，そこか‘､,派′I：してくる

不安は十分了解可能なものである。

家族同居者は衣食従にはあまり１１;lらないものだが、家族とのﾙﾘ係を皿じて不安がjW強

することは多い。「家族との付き合い方がわからない」「いつまでもI‘い):しないのに，そ

のくせ隆療費ばかりかかると1.1分でも思うし，家族に暗にそう言われることもある」な
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どの獅災はしばしば』'.にすあものである。

１１i,身ﾉＷｉ荷はむしろ11Ｗ:感や孤独感などが|H1腿となろう。脹擁佃祉従ul#者が唯一のｲ:Ｍ

談省であることも珍しくない。・・方でデイケアなどを通じて極めて充災した対人関係の

ネットワークを築いている％･も少なくない。

ｃ・労働・学習能力に関する不安

戦撒が勤務していた人ﾙ《病院のデイケアで就労希望などに側するアンケート調杏を行

ったところ、〔１分の労伽・‘”¥能ﾉJについて満足度が低い勝が多く．また作業能ﾉﾉに関

するスタッフの容観的‘,WIIliとの比椴においても，総じてIrli-L部IIiliのほうが低かった。こ

れらのことから労側・'料W能ﾉﾉにおける''１１‘すのなさがうかがわれる。デイケアか,う次の

段階へのステップを踏み出せないでいる､'1.1噸が少なくないことは多くの施設で懸案と

なっているが，能ﾉJ1'1体の洲腿よりも，むしろ能力に側する''1信の欠如が不安を招き足

蹄みさせていることも多いのではないだろうか。

ｄ・病識の独得に伴う不安

統合失調症に椛忠することは火災禅に巡辿するよりも恐ろしいことだと多くの当事者

が謡ったという逸IilIiからも察せ‘,)れるように、Ｉ‘Iらの怖神疾脳についての病識の獲得に

↑卜い恐怖やｲ《'燐が湖まることがある。これはなにもＷｉｉｌＩＩ疾脳にｌＩ４らないことで．交迦'1$

放後に肢体に後j出Ｉ１ｉを'ｋじた身体|縦'‘I；の例を考えても容坊に想像がつくであろう。ま

た，長期間の服薬や，そｵLにi,l･随する結婚や川ﾉ婿についてのｲく宏もよく聞かれる，病識

の雌得は論療l猟めて｛i締かことで，枇々 も､'1'1(汁への疾触撒了'j:を熱心に行うが、その

過稀で'ｋじるイ《′堤への|iIiL』脳を術に忠ｲして(tならない。

（３）当事者の不安への対処や取り組み

ａ．さまざまなアプローチ

、'１，|端のｲく‘贋にX,Ｉして，私たちは以卜．のＦ法をしばしば川いるだろう。

①職種的慨聴（アクティブリスニング）

②i1j･定的1ｉｌｉＩｌｌ}ｉ（ポジティブフィードバック）

③ビアカウンセリング

④鮒知行肋的アプローチ，｜Ⅲ他解決技法

ｋ述したようなｲ《宏はなかなか・刺一夕に解消されたり．驚くべき妙案があるという

ものではなく、多くの211'1『符もそのことはわか＝,ている。しかし人は縦しも他の人に不

安や悩みを打ち明けることで多少なりとも心が和らぐものである。また､11'|端にとって

机談州手は我々スタッフだけということもある。私たちが専門家としての知識と経験に
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不安の亜症度：０＝なしＩ＝ほとんどなし２＝大変軽度３＝軽度４＝中誇経度５＝中等度

６＝中等亜度７＝亜度８＝大変亜度９＝非常に重度１０＝極度

日時 <場所〉

不安が生じ

た時どこに

いましたか

<活動〉

何をしてい

ましたか

〈感覚〉

どのように

感じてい３：

したか

<思考〉

何を考えて

いましたか

どんな不安症状を体

険しましたか

亜症度（0～10）

図'１０不安への対処記録シート

何をしましたか

良し悪しにかかわら

ず不安に対するあな

たの反応をすべて肥

域してください

結果はどうでし

たか

亜症度(0～１０)，

回似時間

雌づき．そして「械恢的傾聴」を川いて共感をもって当Al噛に邸を傾けるならば，その

rlIから時にはまさしく妙案が兄つかることもあるであろうし，「話すことができて安心

しました」との言葉を聞くこともできるであろう。

ユ'１１端は陳‘‘厚に↑って/ｋじるﾉ|;iハ'二のさまざまな失敗を皿じて，ｌ:述のようにl：1偏を

喪失していく。ノl括の些細なことでもよいから折に触れてポジティブフィードバックを

行っていくと，成功体験の械み1Kねから，実はおおむねは上手に実行できているのだと

いう適切な判断を砿得し，ｌ‘l侭を1111復できるようになる。

ビアカウンセリングのビア（pcer）とは「仲間」という愈味で，、11噸剛111:の相互

の心理的サポートと言えるデイケアなどでのグループ活動で利川粁I｢１１:が話し合うス

タイルだけでなく、就労に移行した卒業柴を交えて話し合うのも大変意義のあることで

ある。ビアカウンセリングでは，｜‘Iらの考えや感情を「症状」という|鰻旅的判断を下さ

れることなく''1山にありのままに炎呪することができ，それを仲間にあるがままに受け

入れてもらえるという，対|ｸ釧錆では排られない安心感と自ＬＬ解放感を排ることができ
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る。

‘惚知１f仙的アプローチは「受ﾙ：ー 処珊一送伯」という1ilf報処J1いM論に基づく支援技法

を通じて，個々 それぞれに雌適な対処法を，援助を得ながら自ら見洲し実践していくス

タイルをとる。上述してきたようなｲく宏や、さらに神維症性不安にも有効であろう。

一方，鯛１１旅法で強洲されるように、イ<安を心の出物として排除するのではなく，あ

るがままに受容し，辿州ありうる不変は抱えながらも'1術生活を充実させることに主眼

をおくという関わり方もｲ『効な場合がある。

ｂ，不安に対する認知行動的アプローチ

雌後に私たちが地域でのWi神保雌柄励においてiiっている，、11'1階の不安に対する対

処技能の鱒!#と向上を11桁した，腿知行動療法的プログラムで使用する，ワークシート

形式のテキストを細介したい（脚１０)。個人およびグループを対象として用いることが

でき，スタッフや他のグループメンバーからのフィードバックを利用するようにもＴ:夫

されている。

（根本隆洋）

8．活動性を,Wiめるための援助

（１）はじめに

活励性の低ドを改祥することは，１！,'i神科リハビリテーションの術裸題のなかでも雌も

in要にして、なかなかl{;l雌なもののひとつである。ここでは､11‘l端や家族・援助荷のﾉ」

を苑抑させながら１１Ⅷ１性を111iめていく［犬を鞍えたい。

（２）活動を妨げる要因

ソパ弧や外１１ﾙのため旭州の′|罰ﾊから述ざかると，ノもの′i畠摘を取り灰すのにはある程度の

時間がかかる。イ|:111や趣味から述ざかっていた時'''1が良いほど，これらを州ﾙＩするのは

附難となるものである。これが#‘iiIll陳'‘Ifによるものであれば，身体疾患津とは違う以卜・

のような嬰然が加わるためさ｣､』に|ｲ《I雌が大きくなることが多い。

ａ・梢神症状による活励性の低下

①陰'4洲；状

いわゆる「陰性推状」とは、仙服な時に沖皿にできていた桁神活動が鈍った状態と

考えればよい。｜,１分の状態や典削を炎塊した')，ｉＩＩＩかを１ＭｉＩに秘したりといったこ

とが附雌になるのである。「ぬかるみでjDけなくなった'|〔を連'瞳しているような状
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態」と例えることもできる。巾のエンジンを令INlにしても、どうしても前に進まな

いといった状態である。陰性症状がある人は，何もしていない，ｉＩＩＩも興味がない，

あるいはあたかも怠けているようにさえ兄えるかもしれないが，本人にとっては非

幣につらい状態なのである。

②抑うつｿIii状

「険''1;推状」と「抑うつ推状」の述いをlりI脈に脱lﾘlすることは，実際には困難であ

り，ｉｌ１ｊ荷が合併することもある。仰うつり11;状があると，興味や意欲が減退し，以前

は楽しくできたことも楽しめないと感じる。この唯状が'1tくなると将来に希報が持

てなくなり，絶‘』iMしてしまうこともある。

③ﾙド|洲;状

急惟期の激しい症状がおさまった後にも，砿作する|;ﾙ性症状によって活動が妨げら

れることは多い。例えば，幻聴に気をとられてしまい他のことがT･につかない，他

人の視線が銃になるため外出したくない，といった状態である。これらの症状は､１１

１１噸がl‘1分から訴えてこないことも多い。活動性の低ドをすべて陰性症状と捉える

のではなく，陽性症状が残存している!‘｢能性も捗脳に入れながら，「積極的傾聴

（アクティブリスニング)」を行うべきである。

①落ち杵きのなさと集''１MJ雛

これらも，統合失調症でよく認められる状態である。附にあれをしようかこれをし

ようかと動き'''1っているのに結附iIlIも手につかなかったり，無II的に動くだけで全

く楽しいと感じられなかったリといったことが起こる。

ｂ・薬の副作用

梢神疾心に対して処方される薬のほとんどは，心を群ち沸かせる作用を有している。

しかしその副作川として，葱欲がかえって減退することもある。また身体や気持ちがそ

わそわと勝ちｲﾔかなくなる，Ｍﾙ,洲迎jijjが|･分にできない，といったM11作用により活仙が

妨げられることもある。

ｃ・過剰な援助

当'1端の)剛jWにいる人々 が，桁神１１ｉｉ状や薬の剛作川で柄仙が妨げられている､11’1楢を

心配するあまりに「世,活をやきすぎる」こともよくある。病菰になる前に比べると動作

が鈍く，失敗も多いため，つい手を貸してしまいたくなるものである。しかし援助をし

すぎることによって当事各のリハビリテーションの機会を聯ってしまうことにもなりか

ねないため、瀧愈が必暁である。
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図１１統合失調症の治療経過:’

一部改変.

（３）活動性を高めるための援助の実際

ａ、介入を開始する時期

活励惟を商めるための援助は，その介入の開始時期を慎１１tに検,;､Ｉする必要がある。早

すぎる介入は効果がないばか')か．当事者の熊'）を助長させ，ストレスをｊＷ火させるこ

とにもなりかねない。この援助は''1復期（'刈1）に行うことが朝ましいが、澗粍期か

ら1111復期に移行するまでの期間は個人蝦が大きいため，、11‘l端の状態をよく観察し、介

入時期を決める必要がある。少なくとも，急性期の症状がある程度消退してから数カ月

は緋つくきであろう。ある程度規則正しい生添ができるようになり，ＩｌＩＩ１の眠気が綴<

なってきた噸がひとつの１１安である。

ｂ・週間行動記録をつける

活励性をi閉める援助では．週間行動記録をつけることによって呪ﾊﾐの活励状況を把握

することから始めろ。倣歩をしたり，家の７．伝いをしたりといった，’だ際に体を肋かし

て'''1かをしたことll外にも，「iIIIもしなかった'1州l」（けえ''12をしていた，テレビをなん

となく兄ていた，うたた寝をしていたなど）もilI:くように･脂岬する。Ili雌な時'1Mにこだわ

る必泌はなく，わかる範囲でスペースを埋めればよい。過llM行仙肥紘には「週|H1行動記

録炎」を利川する（似112)。原Mll的には､11'1｛汁がl‘1分でIIL!録するものであるが，小人が思

い出せない｣ﾙ合には家族が手伝ってもよい。

実際に家で記録をつける前に，セッションの巾で記録のつけﾉﾉを練習してもらう。セ

ッション､'111の朝起きてから今までどのように過ごしたか、炎に'肥鍬させる。拠録の仕

ﾉﾉに閲してとまどっているようであれば，この時に指導する。雌初から細かく腿録をつ

けることが雌しいようであれば，既成のスケジュール炎などにそのUにしたことを簡条

い1駕冬

liiiM1jり｣

陣眠陣秤

聴覚過敏
落ち群かなさ
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‘'1:きに･''1:き川すといった〃法もある。

後で思い出して勝くことが雌しい場合に

は，常に拶柵し，「週間ｉｆ勤肥緑表」に記

入することｎ体を作業として位慨づけるこ

ともｲi効なリハビリテーションになること

も多い。

ｃ・「週間行動記録表」の見直し

次のセッションでは，「週ｌｌＩｌ行動記録表」

の兄llil:しをすみ。この肥録によって，呪椛

の生油の間辿点を明確にし，どのように行

動を変えていけばよいのかについて考える

手がかりを得1.,れる。記録が不|･分であっ

ても，，弛鍬からわかる範|州で検iiIl･すればよ
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'２

図１２週間行動記録表
い。ほとんど,氾録がつけられなかった場合

は，「問題解決・目標達成ワークシート」

を川いてどうすれば紀鍬をつけられるかを話し合う。ｊﾙ合によっては紀鍬炎の形式を変

えたほうがよいjﾙ合もある。

セッションでは，以ドのようなことについて検討する。

・記録をつけることによってどのようなことに気づいたか。

・１週間の''1で，どの禰肋が雌も難しかったか。あるいはやりがいがあったか。

・改弊したい点はあるか。

セッションで川た愈兄についてはその場で書き留めておく。このようなセソションを

''１１度か繰り返し，‘肥鍬表をつけることに州れるよう擬lUjする。

ｄ・行動計画を立てる

週間行動記録がつけられるようになったら．次の段階では，行動計圃を血て，できる

だけそれに沿って'|諦できるように援助する。これまでに週間行動記録の兄11'j:しのセッ

ションで川された賦兄も参:サにしながら，どのような点を故押したいか，折しく始めた

いi11MWはｉＩ１か，などについてi;,Iiし合い，Ｈ１'た怠｣,ILを111:きＷ(めておく。この際には，以1,‘

のような点に注患する。

・急激な変化は避ける。

・時'''1をとりすぎることは避ける‘’

・お命がかかりすぎないように注患する。

間

６
７
８
９
Ⅲ
ｒ
Ⅲ
１
２
３
．
４
５
６
７
８
９

月日侃

一
一
一
一
一
一
一
一
一
『
一

月即 Ｆ１日＃ IｊｐＭ 月日藍 Ｈ日挫｜Ｆ１日日
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．楽しくできそうなことをする。

・ルi純なことで，他の人の協ﾉJがなくてもできることをする。

。あまり集''１力を必要としないことをする。

、'1事者や家族は，できるだけ早く以前のように活動できるようになりたいと然ること

が多く，いきなり雌しいことから始めようとすることも少なくない。しかし，桁抑肺‘ＩＩｆ

に限らず，どんな病気やけがでも，リハビリテーションllH始､１１初は小さなステップから

始めなくてはならないことを強調する。スポーツ選手が什折をしたり，靭帯を州めたり

したときのリハビリテーションを例に出して説明するのもよい。

反対に，何から始めたらよいのかわからない，といったﾉ又応もよくある。この』ル合

は，まずできそうなことをリストアップし，それぞれの選択肢の利点と欠点をよくザえ

た後，どれがベストの選択かを決めるようにする。

次に、週間行動記録炎を利川して次の週のi汁IlIjiを.虻てる。ｆ順は以卜．のとおり。

①新しい週間行仙肥鉢炎をＩｌｌＩす。

②着替え，食事,入浴，掃除，休憩等，毎'1必ずしなくてはならないことをハ:き込む。

③新しく始める活動を実行するのに一番適した時間帯を決める。

④活動をするための準備時間（材料をそろえる，岡い物に行くなど）をつくる。

⑤その他，次の週にやりたいと思っている活動を,!ｆき込む。

計画を立てる際には，あまり細かくなりすぎないように注意する。

爽際にどのように生涌したかについては，別の週間行動記録喪に記録してもらう。あ

るいは，行動計測をTl緯込んだ週間行仙妃鍬表の上に、赤鉛縦で‘ﾉﾐ際の行1mjを111:き込む

という〃法もある。

次のセッションでは，週間行動記録表をもとに，計画が実行できたかどうかを検討す

る。殿初から計画通りにできなくても落胆しないように励ますこともiK要である。少し

でも計幽辿')にできたところがあれば，それを評価する。訓･IlIiiに無皿があるj勝合は修'1§

し，できるだけ実行可能な計画を立てるように援助する。計卿を実行に移すうえでの問

題が明らかになった場合は，「問題解決・ロ標達成ワークシート」を使った話し合いが

役に立つこともある。

ｅ、努力を続けるために

計画を立ててそれを実行していくこと，生活記録を続けること，という・兄単純な作

業でも，これを継続していくためにはかなりの努力が必要である。地道な努力を統ける

ためには，以下の例に,j〈すようなさまざまな1次が必災となってくる。

①周囲のポジティブフィードバック
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家族や友人など，身近な人の役に立った、その人たちが灘んでくれた，腿めてくれ

たといった経験は，努力を継続していく大きな原動ﾉJとなりうる’,I起きをしたら

災めてもらえた、料理をおいしそうに食べてくれた，締除をしたら悪んでもらえ

た，といったささいなことがとても重要なのである。家族にi'i･定的I祁価（ポジティ

ブフィードバック）の11t要性を理解してもらい，小さな変化でも兄逃さずに盤めた

')，’１祁紛と・緒にできたことを喜んだりできるように援助する。

②｢いいことｌI記」をつける

過lHl付llijj妃鉢をつけることに慨れたら，１１１の終わりに，その１１あった「よかった

こと，楽しか一，たこと，僻しかったこと」をiIIIか１つ1,,Lつけて11|:き制める判仙をつ

けるとよい。「'1,肥」というほど大げさなものでなくても，１行だけのコメントで

｜-分である。「今１１は天気がよくて爽やかだった」「デイケアでいつもよりたくさん

お喋りができて難しかった」「サッカーでⅡ水が勝ってよかった」「お|V:さんと固い

物に怖けてl(＃しかった」「ゆっくり益浪ができて気侍ちよかった」など，1111でもよ

い。これを続けることによって、物事の「良い曲」を探す純洲になるとともに，よ

く思い返してみれば，‐日中今〈いいことのないⅡというのはほとんどないという

ことに気づくことができる。一兄変化がなく，ＩＩｉ,淵に感じられがちな伽lでも．

「ほっとできるひととき」「気持ちが明るくなる瞬MIl」があることに紙づき．そのひ

とつひとつの瞬間を大切にすること，「明１１もいいことがありますように」と小さ

な術望を排ち続けることが努力を継続する助けとなる

③11微を排つ

週間I|標，J1間Ｈ標などの煙期目標を話し合いで決める。それをノートや記録表に

，IFき鼎めておき，達成状況を検討して次の11標を決めるということを繰り返す。こ

のとき，「少し噸張れば迷成できそう」という梶度のI|猟にするのがコツである。

「述成できた」という成功体験を獄み11rねることが''１｛!;につながり，ﾂﾁﾉﾉを継続し

ようという愈欲を術めるのである（第111部第３承の２参照)。

｜|＃として､I祁荷が，とても達成できそうにない||標をｌＩにすることがある（タレン

トになる，，'1法ｉｉ験に合格する，家ど)。その隙には，、ui'1州･の１１機を雌初か1,,J|；

呪'ﾉﾐ的と決めつけるのではなく，どうしてそれを{l標にしたのかを傾恥する。その

うえで，その目標は雌終的に達成したいロ標（あるいは「夢｣）として別扱いにし，

｜|術レベルの'1棟を別に設定する。

ｆ、趣味を持つ

｢趣味」とは，空いた時間があればいつでもやりたくなるようなもので，「楽しくでき
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表１２趣味一覧

アート・工蚕

絵剛イラえトデザイン1町おもちゃ作り神奴服のリブ１．－ム祷細.'易盆般カーデニングフラヮーアレン

ジメント遮催作りインテリアコーディネート短歌俳句蛎逝茶遊書道彫刻カリグラフィー織物編

み物キル1、レース細みマクラ〆桐1．人形・ぬいぐるみ作りガラス．I筈盗拠綱Ｔ釧細正粘土細~I言彫金

茄加1言娩陶物刺描刺しｆピズ綱1号押し化陶袋ステンシルデコパージュトールベインティング絵

｡f紙カード作り孤幌１Ｗが脚１N’小狐祁ル刷削プラモデル合峨腿鋤１１水抑棚）w梁系器滴饗バ

レエ作曲僻研紛叶へ7.メイクネイルアート

コレクション

ｺｲﾝ切了切符ｶｰド』･制患がきｱﾝﾃｨｰｸ収鵬

食べ物・飲み物

叫理ケーキ・お’伽･作り縦物・yf龍勿ジュス伽リＩ跡ｆＷリジヘ･ムハiりレシピの収jMiキノコ狩り山蕊

嫁りみかん狩り．能どう好り

日曜大工・底いじり

束'》ｳjEI丹１１《の惟卯索叫の陸１１’れんが伽Ｍ施飢製品の施蝋唯の侃人ｲＬハーブ作りｙｆ策作１J

スポーツ

テニスパドミントンスカソシェｊＩｌ駅野琉キ､ｗチポールケートポールパスヶソトボールパレーポール

ｴｱﾛﾋﾞｸｽｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽﾌﾗﾒﾝｺﾌﾗダﾝｽヒップホ･ノブﾀﾞﾝｽジ母ズｸﾞﾝｽｽﾎﾟｰｯジﾑサ,，

カーサイクリングゴルフ僻上瞳投ジッギング敗歩水泳'kIltウ宵一キングサーブイングイピングダ

ーツピリヤードllIJ雌唯‘1ル；IfiンリングボーI、スキースケートスノーボードブ系ンシング剣j、装

虹蝋ア伶弧地ｊ城Ⅲ隅７．－峠リーソフ|･ボールハンドボールヨガtjll跳び吹き矢

その他

コンピユークベ′卜のlEiI櫛『ﾝインドーションピンク尺休肌測トランプチェスIJW樵将枇オセロケーム

'い‘Ｆ‘1''１ジグソーパズル旅けキヘ･ンプｉ,r離侭償説ｉＩ（ビデオ・I)Ｗ)鵬'脚映両涜職ボランティア鋪学

パーIFツ,rヅチングｌ‘l然陥純Wi仙リ，ﾘ‘イクル巡弛カララ1‘ケ

ること」であれば１１１１でも「,幽味」と‘ドって栄し支えない。

まず当‘i端が病戴になる以前にI山味を排っていたかどうかを確認する“まず判Ｗ'1.が蛎弧になる以I1ijに辿味を排っていたかどうかを確認する。「どんな趣味

を締っていましたか」とぺ‘Ｍ１るよりも｜ilIIをしていあときが飛しかったですか」「空い

た１１州lにはiIlIをしていましたか」という価ＩＨＩのほうがよい。すでに辿味を侍っているの

であれば，それをiljlllすることを勧めてみる。しかし逃味がない，今再開するには難し

すぎるといった場合には，今できそうな断しい迎味を兄つけることを勧めてみる。

炎１２を参けにしなが‘.〉，まず'Ⅲ味の僻てそうなものをすべてリストアップしてもら

う。ｌｌｉ腿‘洲Ⅲfや'''1.1ﾉ､lでのグループ活仙の蝶姫などがあれば，できるだけ怖報を集めてお

く。通信識座や１１，｛い』Iiに関する梢桃悲などを参考にするのもよい。

典味の緋てそうなものをリストアップしたら，、I祁勝の塊ｲI;の精神症状や障害の稀

腿，｜I制lM的な余裕，ｊ亀ﾘ;':などをザ嘘して，’ﾉﾐif!'｢能性について検肺1．する。この際，、'１』1ド

幹の懲兄を雌大限に砿'Rすべきであることは‘_『うまでもない。
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どんなことをするかが決まり、それについてのさらに祥しい怖報を手に入れる必災が

あれば，どのようにして111i椛収災をするかを検討する。はがきや他紙で寅料請求する，

インターネットで検索する，教室に行って説明を受ける，などである。これらをいつど

のようにして爽行に移すかについて計画を立てる。

趣味を新しく始めるIiliには，「週ＩＨＩ付11ﾘ111紀鈍炎」を11lいて1il･iIwiをｼ:てる。その隙に，

あらかじめ準備しておく物はないか．誰かに手伝ってもらう必要はないか，などについ

ても検討しておく。

趣味を実行に移した後に，楽しくできたか，続けられそうか，などについて話し合

う。「うまくできたか」よりも「楽しめたか」どうかがポイントである。思ったよりも

楽しくなかった，続けるのが難しそうだ，という場合には'’1じ趣味に間執する必要はな

く，もう一度リストから選び''11:せばよい。「趣味を持つこと」は「楽しい時間を過ごし，

唯柄にゆとりを排つこと」の手段であって，趣１１ｲﾐを緋つこと''1体がlI的とならないよう

に注葱すべきである。

（４）おわりに

活動性を商めるために，考えうる雌遮の援助をしたとしても，｜側l復にはある礎度の時

間がかかるものである。しかし'１１|復のために必要な時間は個人差が非常に大きいため，

当事者や家族のみならず、援助着でさえ，つい他の当１噸と比べて回復を焦るというこ

とが起こりやすい。しかし援助をするうえで最も服災なことのひとつは．「焦らず，気

｣&に取り組むこと」である‘，ゆった'）とした時'1Mの流れの''1で楽しみながらリハビリテ

ーションを行うことが，結A,iは仙復への近道なのである。

（山下千代）
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第嘩章当撚への個別的援助

１．個別的な薬物療法とは

（１）はじめに

慢性疾必である統合失綱ｿ,iその治療においては，いくつかの治療を統合することが望ま

しいとされている。蕊物療法はその''１心的な役割を担っているが，薬物療法のみでは１

年後に約４０％がIIj:発するのにﾉ(‘iし，統合的なリハビリテーションをIiil時に行うことで

Iリ苑率が劇的に低下することは，多くのエビデンスに示されている。このことからもわ

かるように，薬物恢法はあくまで統合失調症治療のスタートラインに立つための岐低限

必嬰な胎旅逃択肢である。ただそうした莱物療法がその後の極々の冷療を行うに際し足

を1ル,ｿl《るような!､』ば逆効鵬となる。H11作川を少なくし，‘認知機能を改沸させ，桁旅そ

のものにﾉ丈感を僻たれないような薬物旅法の突施が求められている。さらには佃々の､11

.1崎の11f紫や環境に配慮した，、'1』lf肴のニーズに見合った薬物療法を治療者は常に念頭

に撒く必嬰があると荷えよう。本節では，そのようなテーラーメイドな薬物療法がどの

ようなもので,あるかについて述べてみたい”

（２）非定型抗精神病薬の有用性

１９９６年水j1jでリスペリドンが紹介されてから，今{1まで計４剤の新規非定型抗桁神

病莱（以ド非定型難）が仙1111'1.能となっている。非定型薬は錐体外路系制作川が少な

く、｜･分な論旅効果が得られるということは既知の通りである。諸外国のエキスパート

コンセンサスガイドラインでも，ほとんどの精神病治療において非定型薬が治療の第１

避択薬に挙げられているi2》ｏＪｌｉ定剛薬の論旅効果はいずれの薬剤も従来瑚抗榊神病蕊

(以1,.従来)I！）とＩＩｉｌ祁以ｋとされている。さらにI質１１に示されるようにリスペリドンか

ハロペリドールに測りつけられた当事昔の再発までの時間（カフラン・マイヤー解析）

で示されるように，そのIlj:苑]亀防効果の商さも証明されている。
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|

堵－－ハ1号Jペリドール
Ｌー

2０

１０

０ 10〔）２()(）３０(）４０(）５００６００７００８００

日数（l｣）
図１リスペリドンかハロペリドールに割りつけられた

当砺者における再発までの期間
（カプラン・マイヤー解析)２

（３）現在の薬物療法の状況

実際には，わが|｣ilの莱物療法の実態はどのようになっているのだろうか。将･荷らは

2()０２年９)lに火)i(柵|ﾉ1および近郊のWIliiIlI科lIi,科病院，総合病院伽'i神科．，診療〃『，企

業・学校Iﾉ､j医術室といったI幅広い恢旅施殻を含む剖・31施投を対象として，人院!|iおよ

び外来通院中の2000例を超える統合失調旋例に対する処方実態調査を行ったのでここ

に紹介する。それによると外米，人院共に非逆JW1薬の処方率は５０％を超えており，椴

透してきていることがわかる。しかしながら､|秘J投ﾘ剤数では，人院例では従来ji1服川

群２．２剤，非定型薬服l｜)緋２．４刑，外来例でも従来型服用群１．９剤，非定型薬服Ilj群

2.0剤と，非定型薬が「多剤併用」を改善するどころか，下手をすると助長しかねない

結果であった。抗桁仲病薬のクロルフロマジン換卵平均１１１投ｌｊ･'１kはlIil様に従来ﾉ叫服川

鮮と非定型薬服川lM|;に分けてみると，人院例では従米型服111僻813.8土712.8Ing，非定

型薬服川群838.0±604.1ｍｇ，外米例では従米型服、群491.9±597.1ｍｇ，非定型薬服用

群603.5±580.0mgであり，いずれも非定蝿薬服用群のほうが有意に多かった25)。結果

だけ兄ればわがＩＩｉｌの「火'１t投ｌｊ.」の傾Ｉｆ,lは非定ﾉ剛薬導入によってむしろ悠化している，

ということになる。このように非定型薬が導入されても川地は変わらず，薬剤数も変わ

っていないのである。

抗精神病薬の多剤大景投Ij･は海外と比較しても11本に顕符な傾向とされている。前述

のように，枕W,‘i神病莱を使川するI畷にはできるだけﾘi剤でかつ少な'1のIitが朝ましい。

非定型薬はこうした多剤併川を是IＥしうるとされていたが，ここで示したように非症ｊ１ｉリ
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表１多剤併用旅法の問題点'ﾂ’

①榔効な難物の碓定１Ｍ批，至適川}itの決定Iｲ1雌

②副作用発現時，原閃薬物の判定Ｍ１雌

③少･端ずつの併用では，どの薬物も有効血１１１濃皮に逸しない可能性

④1i脈川莱によっては向梢神効果が減別する‘'1能性

⑤難物ｲIl7X作川による剛作111の川塊やｲ'１飛的jiii加の危険''1；

⑥iilM剤ミス，投無ミスやIlli楽ミス続苑の危険

⑦服業コンブライアンスの低下

⑧隆療費の増大

⑨副作川職減や予防のための薬物の迫Ijlllﾙ用の必要桃

⑩{|M々の薬物の特徴把鵬悶肌

一冊改礎

蕊が紹介されても，現状としてはより多剤、より尚川１１tとなっている現状がうかがわ

れ，そうした状況に今後陥らないよう，｜･分配脳する必災があると‘ｉｆえよう。ではなぜ

多剤併川が問題となるのか。炎１のようにlMl題点が挙げられる。

（４）統合失調症におけるノンコンプライアンス

慢性疾雌である統合災Ii剛,1;において業物療法の維排、良好なコンブライアンス（抽近

ではアドヒアランスと称されることも多い）の雌柵が諭恢成功に際し非附に大きな比ｌＲ

を占めている。実際に服薬を''1断した統合失調症例の１年以内のIIj:発半は74％にまで

上弊する。また統合失調ﾘ,i；例のｌ力１１から２年間の経過''１に腿められるノンコンフライ

アンスの比率は､I丘均５５’｡（2.1～88％）とされている。他の#IIi神疾悠と比雌すると，収

極性障需では２０～57％，てんかんでは５４～８２％であった。身体疾鯉では．悩性関節炎

で55～７１％，糖尿病では１９～80％がノンコンブライアントとなり，さらに商血ｌＥでは

1年間で約､'２数が辿院を中止するとされているＭ)。このように桁神疾地と同級，慢性身

体疾心でもノンコンフライアントとなる､'1'1噸の比率が問いことがうかがわれるこの

ことから，統合失調症例のみがコンブライアンスイ〈良となりやすいという偏兄を持つこ

と向体が当事昔のコンブライアンス悪化を招く可能性もあり，性慾を要すると胃えよ

う｡

統合失調唯のノンコンブライアンスに'1M巡するＩｋＩｆは，炎２のようにげえ‘,>れる。

当事借や処方関述のみならず，環境や治療者側の問題もli7l様に影響することに注|iす

べきである。

この!|Iで．特に薬物に礁点を当てると，ノンコンフライアントとなる､'1'|端の３分の

２が抗桁神病薬の副作用がその理山という。異体的には眠拭・倦怠感、抗コリン作川，
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表２統合失鯛症のノンコンプライアンスに関連する因子剛

国

○慰者関連の要因

病状の玉さ，誇大妄想，描餓欠如，薬物依存症の合併

○処方関連の要因

薬物による不快感．イ『効批以下あるいは過剰な投７．hｋ

○潔境要因

サポートや肋詩の不足，恢縦費や交通乎段がないなどの現実的阻審閃千

○治療者との関係性

治療的結びつきの乏しさ

100％

｜
趣
ロ

50％

2３８扉III部統合型地域精神科治療プログラム（()ＴＰ）における介入と援助
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■野‘j端がⅡﾘ作川を''1雌す為iiiﾘ合

□Nﾘ作川をI'|此すゐffのうち．その剛作川を'11伽災

以上間迦と感じる門･の削合

図２抗精神病薬の副作用の自覚および問題意識の比較

’

抑うつ，体亜琳加，性機能陳'‘I;:，錐体外路症状（ジストニア，アキネジア，アカシジ

ア，バーキンソニズム，迩先性ジスキネジア)，不快感といったものが挙げ1．ﾉｵしる。そ

れ以外にも雛物療法そのものとして，過剰な投１７．Ｉｌｔや(｣.効Ilt以ドの投与，処方Ｉﾉ熔の複

雑さなどもノンコンプライアンスを'|そむとされ，問題となるのである3,4)。

符勝らは統合失凋症の､11‘1噸に刈し，服用している本人がI‘I’党する剛作川，またその

釧作川をどれほど'1M題祝しているかをI淵盃した。似ｌ２のように，制作川の中で眠飢・倦

怠感，体飛哨加，口渇，便秘などを５０％以上の当事者が''1党している。これらはどれ

も抗附ｉｆ抑摘莱の副作用として泊派洲!Ｉが十分認識しているものと相違なかった。しかし

､!’i‘l端･'‘1Jし1.がどのfi,波深釧な''１腿と感じているかについて佃々 のHlI作川を評llIliしてもら

うと，「1'I群度以上」と認誠しているMll作用は，体亜哨加，イく随懲連動，心屯似I災附，

Ｕ

眠
気
・
催
怠
感
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表３非定型抗糊神病薬の有害郡象プロフィール比較普酬

ﾛ

{Ｉ０

I’
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{Ｉ10

ＷｌＩｉﾙI《病の順となり，より､11事者のﾉ|ﾐi1Tiの衝（quality（)ｆlife：Ｑ()L）に影糾を及ぼすも

の，また雌近話題となっている制作用に対し問題意識が商いということがわかった。処

〃する肉II1iはごくまれに起こる|ｳ《‘,i』:的に深釧な剛作川の発現のｲj無にばかり流厳を払う

のではなく，佃々 の､１１'1階が|:1分''1身のiHll幽として深刻に感じている制作川が何である

か、またその当事者のＱＯＬに懇影響を及ぼす制作川が何であるかを十分に把握し，そ

れらの剛作川がより少ない薬剤を巡択することが求められているのである。

（５）抗精神病薬間での副作用の比較

１１｝発ｒ防効果があり，副作川が比較的少ないとされた非定型薬といえども'''1池となる

刑作用がいくつかある。非定捌薬間，そして従来型との間で制作川を比較すると、表３

のようになる。このように各莱ﾘにてプロフィールが災なることがわかり，またどの仇

桁神病薬も一災一統であることがうかがえる。治療･儲はこうしたプロフィールを十分に

叩解する必要があるだろう。

剛作川についてiIlllかくみていくと，体1mへの形抑においては，アリソン（')．Ｂ・

ＡｌｌｉｓＯｎ）ら,)の研究で，Ｍ３のようにクロザビン，オランザヒンで役ﾉﾉ･後'()週間で体

iRが４ｋｇ以上と大きく増加している。しかしハロペリドールではほとんど体煎は増加

しない。多くの受容体，特にヒスタミン受容体に作川する抗桁神病雄において休砿が琳

加する傾向があることがあらためて示されている。派I'すべきは多ﾘ併川であるだけで

IｲflIrが１ｋ質以上地川している点であろう。

有害那象

抗コリン作用

雌燃

川:機能陳審

雄体外路症状

悪性症候群

遅発性ジスキネジア

てんかん発作

眠弧

起立性低血圧

プロラクチン価ｋＨ

作iltjM加
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（６）抗精神病薬治療ガイドライン

その|ﾀﾐ療水堆の高さに定評のあるイギリスのモーズレイ病院の統合失IiI刷,i論旅におけ

る２００３年喚版ガイドラインの中の抗桁神病錐処方のポイントをみると，炎.Iのように
なる22>命

機ﾙl<病に関しては，Ｊ|:定型薬はどれも発ｿ!i;させやすいこと，特に若年〃iにおいてより

高いことが知られている

雌近の州Ｗ''1薬｣|畔的{l;|砂,!‘によれば、Ｉ〕2受禅体の７()％台を猟ﾘがIIi拠する税哩に結合

している状態が，錐体外路症状などの副作川を蚊小にまた効果を雄大にすると,ｆわれて

いる。またこの孫度の11tであれば，乳汁分泌につながるブロラクチンの琳加も/l：じない

とされている。Ｄ2受容体Ili拠率を７()～８０９(,にするハロヘリドールの処〃11唾は１１１あ

たり３～４ｍ質とされており、少1,1.でのｲr効な論旅か惟奨されている!:'１。

以l:からわかるように，当jf門･のＱＯＬに悪影禅を及ぼす抗ドバミン系剛作111が、+1ｔ

依存性であることから、この点からも抗桁神病薬の比鮫的少11t役Iﾉが望ましいと言え

る。ところでliij述のように．リハビリテーションをげうにあたっては，Ｉ泌知機能11脇ｌｆが

〃在することが悠影禅を及ぼす。抗コリン難が妃施陳'Ilfをはじめとする秘jW1機能陳'【¥を

生ずることはよく知られており，沿療において，慨ﾉﾉ抗コリン盤を少なくすることも敢

要となろう。そのために錐体外路症状を起こさないよう低用並にすること，あるいはそ

うした椛状が少ないとされる薬ﾘ選択の必脚|’|;があ!､,ためて｣'M解される。
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図３抗粘神病薬と体重増ｶﾛ(10週後)のメタ解析'）
｜締WjIi薬蹴にJ:る10週ilU後の休飛変化く95％僑洲'111）

ラングムエフュ.ク}､モデルによる椛雄

４
３
２
１
０
１
２
３

守
■
宇

体
一
収
叩
加

240鋪Ⅲ部統合咽地域精神科摘療プログラム（ＯＴＰ）Ｉこおける介入と擁1Ｍ

｛
プ
ラ
セ
ボ


