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6．生活料悩病予防について

（１）はじめに

生活習慨病は近年「成人ｿIij」と‘i｢い改められているが，ここでは字義どおりの意味で

′慨片料仙病と紀述する。

生柵糾仙病の哨加を背餓に，各価城でその対策が;ルじられている。精神障害者は活動

性の低下や長期にわたる抗術神病薬の服川などにより，と脂活稗悩病に稲患するリスクが

荷い。また慢性統合失I川症荷において､食'1Fなど１１柵′|ﾐiIl1の禰理が付きﾙいた入院中の

､１１』|端に比べ，'1畠活の、111度が商い（(花の､111端のほうが，肥澗症などの′崎I端'１仙病に

椎態しやすいことが知られている。枇々が行っている、統合的支援のもとでの「ささが

わプロジェクト」においても，、'1'1#将が退院し地域で雑らすなかで次第に生活習慣の偏

')が'1；じ，結果的に′|茄瑞１W仙病を'''心とする身体疾恐でやむなく１１j入院に至るケースが

少なくない。＃Ili神陳ﾔl端の脱施股化や地域における祉公参加をザえていくうえで，生禰

料悩病の予防は不可避の問題であると荷える。

（２）生活習慣病とは

生活澗悩病（life,stylcl･clatcddiscases）とは「食州側，巡仙料世、休養、喫煙，飲

酒等の生活禰憤が，その発症・進行に関与する疾悠緋」と定義される。かつては加齢に

注I’し「成人病」と呼ばれ，病気をIiりりlに苑兄し１１'･期に論旅する「２次予防」に凧点が

li'tかれていたのに対し，「ﾉ12柄柳仙を故神することによ'ﾉ，ｿI;j城の発推や進付がj篭防で

きる」という，雌旗を聯逃し発飛を洲功する「１次ｆ防」対策の推進をI言l指す捉えﾉﾉを

示していると詩える。

そのり災仙俳として、

①食料慨と側辿す愚 もめ

インスリン非依存'|；柵ﾙ1&ｿI;､i，肥iIMiﾘＩｉｉ，尚脂1mﾘ１１畠，断ﾙlと雌血ﾘＩｉｉ，術環器ｿI;i，大腸が

ん，州州病，など。

②迎jiI(l州iとlAl述するもの

インスリンJド依例剛'iﾙl<州，肥洲ｿ,ii，，|､Ｉｉ脂1mｿ,1;，IWi血１１派，など。

③喫煙に関述するもの

肺ルル'ドヒ皮がん，nli蝋器１，ｽi，悩|'|戎Ｗ１:支炎，肺祇'''1t，伽周ｿI;i，など。

④飲iIIliに関辿する６の

アルコール性肝疾忠，など｡
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が例示されている。

アメリカのブレスロー（J・Ｂ１･esl()ｗ）は１９６５年から雌ﾙl畷l州|【のｲ『11Wとが命の|Al辿を

調査し，1980年に７つの健峨習慣（healthpl･ac1jces）として，

①喫煙をしない

②定期的に迎肋をする

③飲酒は適肢を守るか，しない

④１日７～８時間の睡眠

⑤適正体砿を維持する

⑥朝食を食べる

⑦間食をしない

を提11月した。

このように占〈から他唯の維持と瑚進，そして疾脳予防に生析WWiが深く|A1わってい

ることは知られていた。しかしI|剣無愈識に繰り返される11州|りな′隙!ＷW仙は，１１iにｹ;ｉ

識を獲得するだけでは改善されず，知識と実際の生活習慣の飛離は雛もが思い､'ｉたると

ころであるとも言えるであろう,、

（３）精神障害者における生活習慣病予防

ａ，精神障害者を取り巻く生活習慣病問題

生活習慣病は舷もがそのリスクをいつでも抱えうるものであり．またその下肋や改輔

は縦にとっても奔易なことではない。ノ|;活洲仙は佃別的で，各人に合わせた術禅や支援

が必要だが，私たちが怖神障祥街の生活御悩病予防に取り組む際に，１;,‘j神障詳貯に特徴

的な生活習横病にまつわる問題点を熟知しておくことは大切なことである。以ドに求典

と思われる問題点を挙げる。

①柵神障祥椅が陥りやすい生涌料悩

②抗精神病薬の長期服用の影響

③身体疾患による再入院

①ﾉl曽活の衝（quality()fliIc：Ｑ()L）に関わる''１腿

これらについて順次解説していく。

ｂ，精神障害者が陥りやすい生活習慣

【生活習慣の背策】

地域で′櫛IIiする統合災I淵推荷をi畠とする精神脈'!'ｆ勝は．Ｉ‘1発惟や活IijI性の低ドを．i畠体

とする陰性症状，認知機能の障需，１１術生活技能（livingskills）の低ド，対人技能を
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:iﾖとする社会的技能（socialskills）の低Ｉ､.などにより，１１州生活が円洲･に進みづらく

活動範州も限られやすく，その結果として社会参加が制約され，しばしば特徴的な生柄

習慣を有している。

長期にわたる入院を経て地域ﾉk活に復帰した勝も多く，」をjUl間ﾉ１２活全般が病院の符理

のもとにあったためl‘1LL符理技能が不|･分で，加えてすでに師齢となっている齢も少な

くなく，健服維持や老化に伴う心身機能の低ドも大きな問題である。

家族とlIilﾉﾙする省は，家族lHlの対人関係における精神的ストレスをI｣々 抱えながら'二ｌ

岬I§活を過ごしている勝も少なくない。

このようなﾃ餓のもと，深くﾉk活稗悩病にljMわる，以ドのような41昌活料仙の特徴がみ

られる。

【食習|剛

食料慨については，特に符年汁や長期入院を雑た･勝において，栄養や食･‘lfについての

知識や技能に乏しく，また独居青では食生柵を外食やインスタント食品に依作する傾向

が多くみられ，それらによりカロリーや堪分の摂取過多やﾙiI食となり，肥i,姉ｉ，高脂血

ｿ,i;，糖ﾙK病，Ｉ伽L尿症などのリスクがI;‘＃まっている。

＃1端らがﾉ|｛活の澗足度について桁神科デイケアの利川荷を刈象に行ったi１M在におい

て，独脳州撚は同居肴群に比べて「食生活」の澗足度が，統計学的に有葱に低いという

結果が得られた。

先にも触れたが，閉釧病棟，Ⅲl放病棟，在宅などの，生派の''1Ili度の兼異が悩性統合

失調症･荷の肥柵に影響を及ぼしていることが知られており，これは自111嘆が上がるほど

食生活が他荷から符理されずI‘ILL管理に任されるようになり，食習,償が伽りやすくなっ

てしまっていることを表しているとザえられる。

【巡動稗仙】

連動習悩については，先述したような陰性症状や，Ⅱ榊/脹活技能や対人技能の低-ドな

どにより，多くの時間を寝て過ごしたり，ほとんど外洲せず家に閉じこもっていたり，

典味や関心に乏しくテレビなど受仙的な娯楽に終始したり，人付き合いも乏しかった'）

と，唯活令般にわたる迎励減退を偲めることが少なくない。

私たちは211.1f肴の連動習仙や活動性を知るために，しばしば本人に週間行動記録表を

記載してもらうが、それを兄て驚くことが多々 ある。例えば，週２同ペースのデイケア

にはほとんど休みや遅刻なく参加しているので変心していたら，週間行動紀鍬炎からデ

イケア参加以外の､ド11は夕〃まで寝っ放しといったようなことが判Iﾘlすることもあっ

た。
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デイケアにおいて肥洲荷とJ1:肥iIIlM勝の′|粥洲仙を比職した鮒iM汁!､』のIiM1fiﾐでも，ノlﾐ柄料

悩の(ｈｉりの''１でも特に巡仙洲|Ⅲの乏しさが肥ilMl荷を特徴づけているという結果が得ら

れ，あらためて､Ⅲi』|端にAIする巡11i岬州'iの改鮮への取り組みの必要性が両認識された。

‐方で，辿励減退については，眠菰やだるさなどのl('１WI‘i神薬の影禅をザ職する必要が

ある賜令もある。

【喫煙料仙】

喫煙習慣については、締神障'‘;端における商い喫煙率が認められ，特に長期人院を経

た締における，人院''１に雌iルされた強l1Iilな喫煙料仙の形成がしばしば|M1題となってい

るまた、人|州1M係をはじめとするさまざまなストレスへのl‘1己対処法となっている而

も縛めない

【飲酒習慣】

畝iIwi料仙については，向Wi仲錐服川勝は飲洲を控えるように恢旅櫛から繰り返し指導

を受けているしかし淵‘I端が少'1ﾄの飲澗を.減fi医などに|ﾉ1緒で行‐ている場合も少な

くないようであるストレスの帯俄などから逸脱した飲澗行動に韮ることもあり，統合

失調症におけるアルコール依卿!i§の1脈発（c()morbidity）の間他なども険刷する必喫が

ある

ｃ・抗精神病薬の長期服用の影響について

精神障害稀は・般に，災期にわたる抗州‘i神病薬の服川を必要とするが，抗精神病薬全

般における体ItjWIllI作川は!'『くか．.》j;|'られており，ノkiITi洲仙ｿIjiのリスクが商い一Mドであ

ると,；える。従来の定JW1仇iIiiIlIﾘ,術兆ではフェノチアシン系難物が比ilI如くj体』IIjⅧil作111が

揃いとさｵL，近f1.1ﾙ1発されたJ|・定j刷抗ｉｌｉ神病薬においては、オランザビンやクエチアビ

ンの休瓶輔加作川およびliilJlW'1Ｍ．作川などが柵(!『されている。またスルヒリドも体敢嫡

IIIlをきたしやすい蝿剤と!『える，

体ｌｌｍ｣村川をけ脳した処〃の1:ﾉ《も必典であるが，lllilllによる肥iIll1iのリスクをどれだけ

生涌料俄指禅の点から兜'11掴-るかが，呪'奥的に求め!僧ﾉｲしている点であると言える。近

年，ＷｉＷ'１１肺'１１『勝への心j''1教fiヴログラムにおいて，Ｗ''iiIlI:|傾城の'側唄のみでなく，４１f柄

1ｌ州WIiiを'''心とした一般的|ｸ鋤〈にⅢhl-細ﾉ群をlﾉｾう'峨恥Ni'『が多くみ!P』jIしるようになっ

てきたのもその呪れと‘↑えよう．

ｄ・身体疾患による再入院について

我々 はｉＩｉｉ''1|噸'1ii:尚が地域でそれぞれのニーズに沿ってlIl洲に'|:油できるよう支援する

ことを||々 心ｲﾙけておI)，W1Iil1ll恢心‘)IIj:雄とそれにil偽うlij人院を'''１雌したいと,i雌もが願

＝ているしかし#,ＷＩｌＩ推状の悠化だけでなく，化栖¥州‘lの師リが生じた結果，生析謝憤
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蝋を.ｉｉとする卿体疾心でやむなくｗｉ神科ｿIij院にIij人院するケースも少なくない。IIj人院

は本人の藩肌をもたらすのみな‘･』ず，地域生満の‐時的Ili断により，’１常&{苓祇技能や''’

1｣‘祥叩技能の低ド．人|{}l関係の問題の発生につながることもあり．本人の/f利益は少な

いものではない

ｅ・ＱＯＬとの関連について

我々地域柵神科サービスに鵬わる稀は．地域に蕪らす精神障害者の生活の安定と改

葬，すなわちＱＯＬの,闘い生活の構築を主目的のひとつとしておI)，生活評慣病につい

ての対熊も，よりＱＯＬの商いライフスタイルを形成するために不可欠の'|噸であると

’j『える。

・方で，′|§栃料仙蛎の1忽肋や改祥の取り組みがしばしば､'1串者に過度の負担を強い

て，ＱＯＬの観点から問題点がみられるとの指摘が，他の医療領域などで議論されてお

り、我々の虻慨や介入を砂えるうえでもｌＲ甥な点であると肴える。

（４）精神障害者の生活習慣病予防における実際の取り組み

ａ、生活習悩病予防支援プログラム実施にあたっての背景

そjILでは，WiliiIll陳‘,Ｗｉ･の:|州;を蹄まえた'liiI端１，州'ｌｉﾘ,;iの)冬防や改Ｉ'＃のためのｊｋり細みと

はどのようなものなのであろうか。そこで峨怖､〕が行っている，デイケアを''1心とした

実際のi価jlを紹介する。また、エビデンスに雄づく効果的かつ効率的な教育や支援を検

ｊ1.するために，Ⅲ:究的｣ｋり組みも１１．－』たので後に紹介したい。

プログラムや研究を'ﾉﾐ施した火ﾙＷｊ院は，収求郁糾蛎Ⅸにある３８()床のiIi科の1:ＩＷｌＩ'科

病院である。デイケアは利川荷の蝋I川やニーズの多様化に伴い大規模２１ii位制で'ﾉﾐ施し

ており.それぞれ社会復帰え援型,生活史援型として大まかな役割区分をi｣･っている

１１１の､14均F''ＩＩ階は８()人|iii後である

以前から､'1テ・イケア内でも，利川附の肥櫛対策が間越となっていた肥柵は多くの'|：

活習俄病の難附段階とも‘;え，まさに「ﾉｊ病のもと』である。肥満の判定には現在

BＭＩ（１１()dvM21sslndcx）が川い‘.』れるが、ＢＭＩは〔体砿k９（身長、)2〕で求めら

れ，ＢＭＩ２５以ｋがIuilMiと判定される例えば体ｉＦ８０ｋｇ・身災１７()cmであれば．ＢＭＩ

は8０（1.7)２２７．７となる。ち索みにｲ細【.体jRは〔(身焚、)翌×22〕（kg）で，身｣電１７(）

ｍであれば（1.7)z×22-63.6ｋｇとなる

、11デイケアの利川勝のうち１００門（ﾘ)性６８符，久性３２街．平均f1.齢１２．５歳、８３橘

が統合失洲ﾘIr）の協ﾉﾉ片において，ＢＭＩの1川在を行ったところ，、ド均ＢＭｌは25.1，

ｿ)性では25.6,ｋ性では２４．９であった。雌備撒を対象とした報告や1;,’iillI利ﾘ丙院の人院



間食

／

／

／

／

日付
』

Ｚ
朝食

／
』

ﾊノ
昼食

悠荷を対象とした報告のいずれよりも､Ⅲi‘淵読では!怖い値となり，地域4言活を行うル!i神肺

害者は健常者や入院慰者よりも肥満度が高いことが示唆された。また，IIRll｣&栄獲洲在と

比較しても，２０代のうちから一般人11に比べて肥満の割合は向く，生柄料憤病予防に

向けて一般人１１以上に符い頃からの祇極的な対応を要すると,サえられた。

ｂ，プログラムの実際

【統合的なプログラムを日指して】

当院デイケアでは，生活稗悩病予防のための教育的指導および支援として以ドのこと

を笑施している。

①生活稗憤病予防プログラム

／
／

夕食

これは３カ月をｌクールとしてグループセッション形式で，生活料悩のチェックや

教育的講義を行ったり，週間行動記録表や食蛎・歩数記錐表（図１８）などの各記

鍬炎の記戦法などを身につけたりするためのもので，良期にわたる生活糾仙病．]亀防

や改善への道のりの「導入」の役訓を果たしている。週間行動‘把録衣，食'1f・歩数
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』歩数

′

／

園'１８食事・歩数記録表

当小称が妃録表を縦

り返って肥戦して〈

る。

スタッフとの話し合

いで肺脇された注蹴

点やＭ棚を肥帆す

る。

気づいた点

話し合った内容

食馴・歩数記録表

名前

１
１
１
ｉ

日付

朝食

昼食

夕食

間食

歩数

‘

７

／

／

。

‘

O〆

illjt､jZlﾉ､１群などをなる

べく押しく肥'11Mす

る。

歩数,i１．の数値を肥)肌

する。
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，肥鉢輩ともに，血狐にならぬようにi‘ｊ･定的I州１１１（ポジティブフィードバック）を1ｉ

いながら，段階的に,洋細な記録を行えるように促していくことが肝要である。また

同居稀においては，記録表を家族に兇てもらうようにすると，記録の継続性に有効

である。

②フォローアッブ・プログラム

生活稗仙病予防プログラムの後にフォローアップするためのもので，希望者に対し

個別的に週間行動記録表や食聯・歩数記録表のチェックやアドバイス，休電測定な

どを縦銃する。スタッフと典に記録表を振り返る際は，積極的傾聴（アクティブリ

スニング）により進成感や挫折感，噛欲や倦怠感などを､'1半満から'jlき出し，各々

に雌巡な〃策を｣l§|ilして兄出していく。また，デイケアでの治療計画書に適宜連動

プログラムの促進などを盛り込む。

③各lIiWlRや家族との述挑

‐i臭論1ｹ〈との‘ＩＩＷＭの交換はもちろんのこと，特に訪|淵肴謹スタッフや保健所スタッフ

との述挑も爪要になる。Ｉｱi,ﾙ,は一兄に加かずで，やはI)本人の主な生活空間である

’''宅の様I'・を兄なければ，ノ|ﾐilW》{慨に1A|する実情はわからないものである。特に狐

ｌｉ;勝のj鮒合，肋,,,,をけうこれI,，のスタッフとの職な辿絡が,,i:災である。家族と,,,,ﾉ,I）

する杵については､１１然家族との‘'11i報のやりとりは亜要であるし，食蛎指導を行う際

には食，ｌＦはたいてい家族が作るからなおさらである。

【′減,端IwltwI)jに,ﾘﾘする牧帝プログラム】

ノぽﾙ料仙州]亀防プログラムの'''1姑にあたり，１輪,ﾀﾐともｲ:1,‘淡しながら参加汁を藤り，

以降征過決められた'1ＭＩＩに，以ドの誹義形式の教育プログラムを実施する。講義５「食

料慨について」は栄挺士が術渡するが，その他の講義はデイケアスタッフが行い，職祁

では~1ﾐに締批ﾙ,liと恢師が狐､I,している。

なお，体ｌＲと身艮，血,I;ｉｌｌＩ,定は，，Ｉ,始以降］力川ごとに行う。

○謙義１円§活洲仙チェックと生活謡慣病予防プログラム開始にあたって」

まず開始時点での知織を確認するため，筆脅らが作成した生活料恢病知識クイズ

「’'､''１」（炎８）を施行する。これは「''２柵w州Ｉ病｣，「食』!f｣，「逆勤」の３領域2.1

間から成る．'択形式のクイズになっている。次にヘルスアセスメント委員会作成に

よる′'２活糾悩アセスメント炎（図，9),｡)を使い生活習慣のチェックを行う。さらに

週'1M行肋妃鍬炎と食7!『．歩数記録災についての説,ﾘ,を行い，記録を開始する。記録

の継統は,‘,党を促し、Ｌ,’杵叩技能のIf1l上にもつながる。‘把録表継続のためのチェッ

クは，本人の能ﾉjなどに合わせて間隔を柔軟に決める。
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表８生活習'慨病知識クイズ

ＱＢＭｌとは何か？

１．身長と体聖から割り出される体格を表す指数

２．血糖値の変動を示す値

３．運動量と時間から割り出されたエネルギー扇

４－分からない

Ｑ・インスリンの体内での働きは？

１．病原菌を殺す

２．糖を取り込む

３．体温を調節する

４－分からない

Ｑ、１日に理想とされる摂取食品目数はいくつ？

１．１０品目

２．２０品目

３．３０品目

４．分からない

Ｑ・病院内喫茶店でのカップ焼きそばのカロリーほど

のくらい？

１．間食と同じ100ｋｃａｌ

２．１食分に相当する500ｋｃａｌ

３．１日の摂取カロリーの半分である1000ｋcａｌ

４．分からない

Ｑ・健康づくりのために生活に運動を取り入れる目安

は？

１．速いスピードで行う

２．息が弾む程度のスピード

３．のんびりと休憩と同じくらい

４－分からない

Ｑ’１万歩歩くとどれくらいのカロリーが消費される

か？

１．１００ｋｃａｌ

２．２００ｋcａｌ

３．３００ｋｃａｌ

４．分からない

IAl祥を．師披枠

○,ル灘２「′lを柄州1‘Ｉチェックをもと

にしたアドバイス」

前皿の4ｆ油糾'''1アセスメント炎の

結果をもとに，アセスメント炎の

改仰||慨と解脱シート（Ｍ２())１１ｍ

を参拶に、食料仙や巡仙洲仙など

に側する改禅点についてアドバイ

スを行う。

○１１ﾙ瀧３「′|;WW1ﾊﾘ,W①」

○‘淵義４「'|そil11i料憤り,iIi②」

２週にわたって、肥澗ｿ,iﾐ，楠ﾙｋ

病，商脂ＩＩｌ１､椎，，帥IIlj1ﾐﾘji;，術猟器

ルｊｊなどの代炎的な′kIiiW'ﾙ'1‘Iｿ,)jにつ

いて．その病態生理と生iITi料仙と

の関わり，予防法や沿旅法につい

て述べる。

○瀧侭５「食料仙について」

栄養上が，食'ｉｆの摂り方，栄養素

やその栄錐バランス，食ilII1や科｣１Ｍ

のカロリーや栄礎紫に側する典体

的例,，院内喫茶府のメニューに

関すること、低カロリーの間食，

外食をする隙の注意，Ｉ'|炊でのに

犬などについて述べる。

○講義６「巡勤潤慨について」

迎動の効川，雌康づくりのための

年齢・対細り通jij指針，さまざま

な巡仙の『'耐Ｉ，ｌ罪な迎仙の進め

方，長続きするコツ，日常生活活動の運動景などについて述べる。

第６IIlIilの諦渡終了２週間後から４週間後の時期に，IMil別的に而披を↑i･い指導|ﾉ､j容の

総州を↑jkう。ｉⅢせて′l菊Ｉ碍州〔病知,職クイズ「2111111」（１１ilIiIとＩ向l様のもの）をiiい，知

識の碓得および定符度を州INiする。３力)lでプログラムは・応終「し，怖削荷にはフォ



各質問に対して，「はい。いいえ」のうらあては菰るほうに竃つＩｊてく照さい。回誇が回答肢と同じで.かつ５仙加

の有所見のいずれかに該当ｊる方は捌内に雪かれた番号の改驚目標と解脱をお読み<だ壱い。ノことえば，「点物などの味

つけは濃いほうですかｌに「はい」と回答して，かつ高血圧と診断された燭台は①の「改普目標ｊと解脱を読んでくだ

さい。もし「はい」と回答しても高血圧以外の場合は「改蒋目標」はありません｡

*EI｣がついたものはとくに砺哩な項目で．これ鮭け御薗陥版として利用ﾂﾞることも可舵司.｡

(りり・女）剛

ローアッフ'・プログラムを行う。

なお．総捲では似I炎を多く川いて州解しやすいテキストを作成し他川していあ。その

際，へルスアセスメントマニュアル'０)．と{÷柵州ｌＷｊ１亀防のためのﾉl畠禰州'1改}'#術禅惟進

事業マニュアル2鋤，堆活習慣病のしおり2')，生派習悩病予防マニュアル２０)などを参琴に

した。

【生柄御悩病予防プログラムに側する,洲慌研究】

上記の生活習俄病予防プログラムのもとで，補神l端I識の4拓洲仙病-j診防における効

果的で効率的な支援について、以下の４つの観点から調査研究を行った。

①生活習俄病に関する知識の砿得

②ﾉlｮ編Ｉ洲1tの変化

③ＢＭＩや血液生化学的データなどの蓉観的所兇の変化

配招

朔３蹴、'i''１片への側別的慨１１ﾉｊ２“

図１９生活習佃アセスメント表（一括表)ＫＯ

内洋を・部抜粋

＊
。
黒
。
堂
○
・
・
淵
。
＊

窯

簾’''８
１９

２２

2３

単調陰'aに3回認則正し<震ってい…
ﾖ9＄言けちの以外の野英を毎食〈ｉ日３回）食べますか

質問内

〈ターを週１回以上使いますか

マヨネーズを週１回以上皿い鋲すか

華菜子‘英子パン期〈卵，パタ．クリーム逓使壱

上そ,の）を週に２回以上食べますか

牛乳は低脂肪牛乳ですか

母食または夜食は輝日１回はしますか

蝿入りのｺー ﾋー ,ジュース,淡“鮪ポを踊馴みますか

罰を週に３回以上食べますか

弓か魚を毎日１回以上食べますか

封．魚の星は他の人に比べて少ないほうでリか

おかず（肉，魚．大豆製品）の霞や品敗は人と比'

て多いぼうでずか

回答慨

はい｡いいえ

はい｡いいえ

はい･し1も1え

はい｡いいえ

はい｡いい

はい．いいえ

はし1｡いいえ

はし､｡いいえ

はい･し1Ｌ１え

はい.いいえ

はい｡いいえ

'まい｡いいえ

回線儲

_墜LＬ
はい

はい

いい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いい

いいえ

有所見別生活習慣改繍目侃と解脱の洲号

葛ⅢU壬

!②

⑳

理』

高コレス

テロール

⑱

⑱

⑳

⑳

露

具トリグリヤう
ｲド､蝿高血
哩幅雨b曾
刺,“

鋤

⑳

磯

色

童1ｍ

⑮

⑳

燭

’＠

高原般

血症

I②

⑰

念
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’

⑯

⑲

⑳

⑳

②

⑳

風｝

⑳

⑳

⑰

⑳

⑳

改砥目棚

パターは屋な減らすか､少量のマーガリン，

ジャム等に代えましょう。また，パターを多

<使う料理は避けましょう

マヨネーズは里を減らすか，少屋のドレッシ

ﾝグ，、，レモン等に代えましょう

洋菜子，蕊子バン頚（卵．パター‘クリーム

竃使ったもの）は週に１回以下にしましょう

牛乳を低脂肪牛乳にしましょう

間食や夜食は毎日しないようにしましょう

砂塘入りのコーヒー．ジュース，炭酸欣料水

はやめて，水やお茶にしましょう

魚は２日に１回位食べましょう。１週間のう

ち，肉と魚は半々か，魚のほうな多く擬るよ

うにしましょう

肉か魚を毎日１回は食べましょう

肉,魚は一人前の量を摂りましょう｡一度に食

べられないときは２回に分けて食べまL′よう

おかず〈肉．魚、大豆製品〉の量や品故を今

の７剖にしましょう

食耶は｜日３回規則正しく拠り，欠食はし心

いようにしましょう

漬けもの以外の野蕊は毎食摂るようにしまし

よう。岬菜ジュースの形でも紺||Wです

解説

バターには飽和脂肪酸という脂が多く含まれています（バタ

ーｌｏｇ中に５９)。食耶からの飽和脂肪酸は血中のコレステ

ロールを上げる作用が強いため，とくに注意が必要です

マヨネーズには卵競が多く含まれており，その中のコレステ

ロールには血波中のコレステロールを上げる作用があります

洋典子，英子パン類（卵．バター．クリームを使ったもの）

にはコレステロールや飽和鯖肪駿が多く含まれています

昔逆牛乳には脂肪分が３．５％前後あり．その約７割が飽和脂

肪鮭です。とくに牛乳を毎日１杯以上飲む人は低脂肪牛乳に

代えるようにしましょう。これらには血中のコレステロール

を上げる作用があります

間食や夜食はエネルギ

カツブめん等の買いだ

一週剃の大きな原因です。おかし燕，

めをしないようにして，毎日間食する

習慣を断ち切りましょう

砂糖入りのコーヒー，ジュース，炭腹飲料水等20OCCの中に

は砂糖が大さじ１杯位富まれており．ごはん継ぐ半杯に相当

します。毎日習佃的に欧んごいると知らず知らずのうちにエ

ネルギーのとり過ぎとなることがあります

魚は肉に比べてカロリーが侭い（同じ量で約半分）だけでな

く、魚に含まれるｎ３系多価不飽和脂肪酸は血中のトリグリ

セライドや血贈を下げる作用があります

肉‘魚は黄血を改普するためのたんぱく質，鉄分．ビタミン

Ｂ,勤を多く吉んごいます

肉．魚は貧血を改善するためのたんぱく質，鉄分．ビタミン

B,:Iを多く含んでいます

おかずからのたんぱく質の慨取過剰が血中の尿峻を上げる大

きな臓囚です

帆食等を抜いたりすると，たんぱく質，鉄分，ビタミンＢｌ２

が不足しやすくなります

野菜にはカリウムが多く含まれています。カリウムは腎臓か

らの食塩〈ナトリウム〉の排出をうながして，血圧を安定さ

世款す。また，岬菜に含まれる食物繊維は消化笛からのコレ

ステロールの吸収をおさえて，血満総コレステロール値を安

定させます。野菜は血中のトリグリセライド，血糖，尿酸値

を上げない食品です。野菜に多く含まれるビタミンＣは消

化管からの鉄分の吸収を助け，青菜に多く含まれる葉酸も貧

血改蝋に役立ちます。ただし．腎臓病の人はカリウムを多く

摂ると野脆に負担をかりるので，医師の指示に従って下さい

図２０生活習仙アセスメント表改善目標と解説シート（対象者用)１０１
内容を・部抜粋⑪



鰯３承’１１１１噸への個別的援助２７１

表９生活習俄病予防プログラムに関する鯛査研究の結果

ノl荊糾'１１W,淵ｆ防プログラム（３力IlllIl）

項Ｉ:Ｉ Ⅲ始前 終了後 右意'性

知織クイズ 13.31.Ｉ､０ １６．４±３．４ ｐ＜0.005

唯活糾価ア･ﾋスメント ‘l‘９．１１．７ 5.0±２.‘Ｉ 11.ｓ．

ＢＭＩ 28..1士２．１ ２８．６ト２．５ ０１－s

総コレステロール(mg/(11） 201.8二35.6 20.1.7二27.s 11.s

中･幽脂肪（mg/dl） 237.0.-116.2 221.4土152.7 11.ｓ

血糊（ｍ鷹/dl） 106.6±3８．１ 110.2上3７．７ 、.Ｓ、

身体的１眼域 3.37±0.81 3.06.k().7８ p＝０．０５９

心理的１賊域 ３．２０里０．７３ ３．１１土０．８７ 11.ｓ

社会間係 ３２８±0.72 3.32主０．８９ 11.ｓ

wIIOQOL-26
環境 ３．３９上０．６０ 3.‘11ェ0.76

全休 2.87＝０．９７ 2.83土１．０３ ｎｓ

平均 ３，１２土0．９０ ３．１９±０．７０ IＬＳ

④ＱＯＬの変化

なお，ノ|畠活洲仙蛎の咽IlIi段ﾙと‘i｢える肥澗の1$|;"と改鮮にi§眼を縦いた。

柵fffは，大ﾙl病院デイケアを利川する統合失IilAl椛雌K･で肥澗（BMI２５以上）と判定

された者にプログラム参加を呼びかけ，参加にII1葱し脇ﾉJを僻られた２３名を対象とし

て行った。ノ１２滴料俄の,洲llliには′|菊I1ill州'1アセスメント蕊１０)を川い，ＱＯＬの評価には

ＷＨ()Q()L,26郷)を川いた。また，ＢＭＩ洲Ⅱ，および1111猟，′l北’,j‘:，血猟などの血液検

杏も災施した。生活料仙アセスメント炎，Wll()Q()L-26,血液検査，生橘習悩病知識

クイズは，プログラムの前後i１１．２１''1の抑佃を行った。

３力川冊のプログラムを総ての結果（表!)）は，ノl；活料|Ⅲ病知搬クイズの成維は統計

'､i4的にｲj敵にlilll:し，紋fjfプログラムにより'1罰,１Ｗ州Iｿ,ｊｊにUIlする知,棚が雌得されたこと

がうかがわれた。しかし′I稲稗仙，ＢＭｌ，ｌⅢ瀬川｣,,Lのいずれも，統iil･'γ:的にｲj怠な改

押はみられなかった。Ｑ()Ｌについては，舞休的仙JJIlにおいてＱＯＬの低ドの傾If,1がみ

られた。

歩数｢i１．のｲff川について，「藩とすのがｲく淡」「蝋洲されている感じがする」「把鍬を忘

れるのが嫌」などのjwMIlIから途''1でｲ制|lを''1断した荷が数名みられた。週間行動記録表

や食ﾘ・歩数肥鍬挫は，ほとんど,肥,|ｕしない汁から詐細に,槌収する符までさまざまであ

った衝
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【I1Wfi§研究から郷!〉れた紹愈点と今後の指針】

以上のように，数行的術導と支援による効果を，①知識の咽!#，②21話群悩の変化→

③ＢＭＩ・血液'腹化判り所兄の変化，という３段階について，またＱＯＬについても検

Ii,1．したが，知撤は雌緋されたものの，それが生活習慣の変化や改善にはなかなかつなが

‘.’なかった。介入期'''1が３力川Ｍ１という雌期間であったということも地''1のひとつとザ

えられるが，行I薩柄1mjの勝作や研究で密I前いヘンダーソン（Ｙ・Hendel･Son）の「時に

人々 は，岐良の健康的碓活法がどのようなものか知っていても．それに従って蕪らそう

とする勅機づけを欠いている｣１１１という言葉が思い起こされる。ただし，個々 の発芹か

‘,』は，食州Ⅲや巡ji岬州Iを愈徽して故降しようとしている様ｆもみてとれた。

身体的傾城のＱＯＬについて低ドの傾向を認めたことは，当蛎者が生活禰悩病問題に

ｌｆＩ:面したためでもあろうが，プログラムの運営が彼らの意向を反映しない，一方的なも

のではなかったかとの反行を脳たちにもたらした。例えば歩数計の:i‘訓1に関しては，新

肌なものが′liilWのIl1に細み込まれることに，、１１'１１:荷たちは人一nIfに述和感や紙ﾙﾋ感を'肱

えるものなのかもしれない。佃別的な対応はこのような場而でも政要で，極々の手法を

||,1,|々 に合わせて収総巡択する必喫がある。また，不安，強迫観念，被害感などの心理的

llll腿もlMllj.していると聯えらｵし，Wl1iiIl1脈’1Ｗ１．の特性を内在しているともl；えX)。

また,i〃:侭に関するアンケートで「ためになった」「理解できた」との'111瀞の一〃で，

｢爽生柄への典体的な応川がわからない」と答える者も少なくなかった。デイケアでは

｢料叩紋韻」「スポーツ」「レクリエーション」などのプログラムもあり，それらとの巡

鵬も強化し，雌1MLしたｹ;'1,紬をいかに各々 の'ﾉﾐﾉ|細で具体的に生かしていくかという'''1胆

に１．分に対応していくことも非総に重要である。

いま－度振り返ってザえると，生析調悩病予防プログラムの実施形態で重要なのは，

災Iﾘi性を服ね術えた佃別的対応と篇えるそのためには．プログラム参加者に対するス

タッフの受け排ち仙､1Wlillを取り入れることが望ましいと思われる。災Ｍ性をMiね備える

べきjlIllIIは、ノl昌活州此は前述のごとくなかなか変化するものではなく，また~.時的に生

橘料俄や生派傑式の軌進修１１具をすればよいというものでもなく，それを長く継続するこ

とが必喫だからである。ひとりではくじけてしまうことも，同じように頑恨る|閲l心がい

れば心強いものであるし，，ﾉﾐ体験に韮づく葱兄を交換したり，励まし合ったりすること

もできる。

桁iIlI陳，‘l端を刈蝋とした4ﾐ禍料恢病予防プログラムに関する，熊本的指針と留恵点と

して，以卜．のことが総げられる。

(1)１１州Iﾘ,r状，１１鮒'1:iITi技能，対人技能，、己管理技能，生活背紫，薬物縦法，合111;縦
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などの，１湖ｉｉのアセスメントの充爽

②プログラムを行う隙の，少人数災卜耽りと個別的対応のin祝

③本人の恵思決定の尊重を逆じて，主体性や積極性を促し自己符理技能を高め，かつ

』崎,'i｢に負狐をかけないようなﾉﾉ法の選択と配慮

①'1州ﾉ|:i円技能をザ臆した，’災ﾉkiI'fへの典体的ｉｌｌ１川を!剛此た紋fjfと支援

⑤奨期にわたる，心理的サポートを包含したフォローアップ体制

⑥他のプログラムや他の職種、および家族との連携の強化

（５）おわりに

生活習慣病の予防や改善は，「調悩」にﾉ,噂づくがゆえに，短期間で蝋むような結果を

得ることが難しいのは言うまでもない。ヘンダーソンは「最も亜要なのは，健康法とい

うものは忠･淵本人がi汁l1liiに加わっていなければなi,,ないということ｣皿>と述べているが．

､'1'1f荷と支援樹が||柳にＩｉＩｌけて典に下を取り合って，采り越えたり作り上げたりしよう

とする一貫した姿勢とその過程が，長期にわたる予防や改善のための取り組みを支え、

1.1標の達成を可能にすると言えるであろう。

（根本隆洋）

7．たばこやアルコールに頼らない援助

（１）はじめに

私たちは生活の''1で，コーヒーやたばこ，アルコールなどのいわゆるｌｌ鴬好'脳と言われ

るものを摂取している。これらの11鴬好舶は市販されており，容易に入手できるが，摂取

しすぎによって雌康を‘‘ifするものがあるので洗愈が必喫である。特にたばことアルコー

ルはさまざまな彬禅が脂摘されている。この節では，たばこやアルコールの摂取が|剛胆

となった場合の対処の仕方を考えていきたい。

（２）たばこをめぐる問題

ａ・たばこの依存性

たばこは，アルコールや覚醒剤など他の薬物に比べて急性の薬理効果や離脱症状（い

わゆる禁断症状）が卜川菖たないので，感覚的に薬物依存（いわゆる巾滋）と捉えにくい

かもしれない。しかし，たばこに命まれるニコチンは，麻蕊やアルコールとlIil様の依〃

件薬物であ')．喫煙習慨の水質はニコチン依存症である。これは，ニコチンの*I'i神依存
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性と身体依ｲ州:に支えられた状態ということができる。

＃‘i仲依存とは，快感を求め，あるいは不快感を柵lらげるため，難物を練り返し求め紬

ける状態のことを指す。ニコチンは吸収された後，辿やかに脳に逃して快感をもたら

し，不快感を和らげる。喫煙行肋はこのニコチンの1,|党的柵IiillﾘＩｉｉ状によって維排されて

いる。その他，ノヒ;１．人場､iで場を僻たせるためにたばこに火をつけたり，食後またはilIliを

飲みながら一服したりすることによる心理的効果もW''i神依例'1§の要紫となっている。こ

れらのことから．喫煙者はたばこを繰り返し喫煙したいと感じ，喫煙がいわゆる「ク

セ」になってしまうのである。

身体依作とは，蕊物を繰り返し摂取した結果，身体が難物の作川に通応し，難物を切

,､〕すと離脱症状が州るようになった状態をいう。すなわち，たばこを吸い続けるうち

に、初めて吸った頃と同じ効果を得るために使用fItがjＷえたり，吸うことをやめた際に

イライラ感，集中ﾉjのなさ，下の礎え，倦怠感などが'1畠じたりする状態のことである。

喫煙者がたばこをなかなかやめることができないのは，これらのニコチンの依ｲ州iに

よるのである。

ｂ・ニコチンの薬理作用と健康影響

ニコチンには、典蒋状態やイライラしている状態では．これを鎖めて瀞ち汁かせ，ノ又

対に，眠い時やボーッとしているような状態では．眠気を和らげ頭をすっきりさせると

いう作用がある。また，不安を和らげる作用もある。ニコチンは抗柵神病薬の副作川で

ある錐体外路症状を締〈するということも縦ｲﾔされている司。喫煙稀は，典無，イライ

ラ感，不憐、ひきこもりといった桁神娠状や，紫剤の剛作川に対処するため，ニコチン

の薬理作用を利用しているＩ'１｢能性がある。

しかし，たばこを吸うと，肺がんをはじめ，lIlAI頭がん，喉頭がん、食道がん，li11がん

など多くのがんにかか')やすいことが明らかになっている。さらにたばこは，がん以外

にも心臓病（狭心ｿ,ii，心筋梗潅)，悩‘|'|首気;Ｗ迄炎，肺気１１i，Ｗ・Ｉ・桁11ﾙ淡蛎などとも

深い関係がある。さらにたばこから出る煙で周洲にいる人への存を及ぼす"｢能性もあ

る。先に述べたニコチンによる症状や副作用に対する効果を鋪しｳ|いてもその雌峨影禅

は催大であると,『え，できればたばこを吸わずに済ませたいものである。

ｃ・統合失調症者における喫煙

統合失調症街においては，喫煙率が一般人'１に比べて商いことが明らかになってい

る'5)。多くの勝が喫煙を行うＪ１ＭｌＩＩとして，前述した柵神依存や身休依ｲﾒのために，ある

いはニコチンの錐理作jIjを利川するためにニコチンを摂取しているということの他に，

ある極の備同行為として，煙をふかす行為を反復している可能‘Ｉ１Ｉｉを示唆する知兄''１もあ



耐３ﾉｌｆ伽lfIF竹への佃別的援助２７層

よくみられる離脱症収 対処法としての提案

イライラする
深呼吸をする

お茶を飲む

軽い運帥をする

身体がだるい 脈眠をとる

シャワーを浴びる

眠れない
ぬるめの風呂に入る

カフェイン入りの欺料を避ける

頭が痛い 深呼吸をする

る。

ｄ・喫煙欲求，離脱症状への対処法

禁煙する意志がある場合，たばこの離

脱推状に打ち勝たなければならない。離

脱症状の多くは「ニコチン波け」になっ

ていた体内からニコチンが抜け出すため

にみられ，おおむね１週間、長くても２

～３週間で消失する。よくみられる離脱

症状とその対処法をl州２１に挙げる。禁Ｊ１△ダ↓へ－Ｌザググ､,』へ－１≠、堂Ｉハ１日』ｖー』。ｗノ･｡〃◎〆】、

図2lよくみられる離脱症状と対処法

煙スタート時に当事肴に渡しておくと，

離脱症状への対処が容易になると思われる。

ｎ分のニコチン依存の凝度がどのぐらいかあらかじめ知っておくことも禁畑にｲ｣･川で

ある。図２２は，ＦＴＮＩ）（Fagerst１．６mTestforXicolilleDependcnce）という，ニコ

チン依存の程度を簡便に判定できる質問表である。質問に対し，談､ｌ１するlnl答棚に○印

をつけ，印をつけたＭ答のカッコ内の点数を合計したものが，ニコチン依存度となる。

6頓Ｆ１の硬間の合I汁点数の取りうる範Ｉ)Mは()か,うｌ()点で，合計点数が６点以上は』而哩

のニコチン依存と判定される。

たばこの離脱症状がおさまってからも，たばこを吸いたいという強い欲求はかなり｣き

い期間続く。１１さみしかったり、手持ちぶさたであるためついたばこに下を出すことも

あるかもしれない。たばこを吸いたい気持ちをコントロールする手段としては次の３つ

の方法がある。

①喫煙と結びついている行動パターンを変更する。

・洗顔，歯みがき，朝食など柵一番の行肋順序を変える。

・食後早めに脈を立つ。

・コーヒーやアルコールを控える。

など

②喫煙のきっかけとなる環境を故禅する。

・たばこやライターなどの身近な喫煙典をすべて処分する。

・喫茶店，パチンコ．居酒屋などたばこを吸いたくなる勘所を避ける。

・喫煙者の周囲に近づかない（たばこをすすめられやすくなるから)。

・たばこを脚える場所に近づかない。

など
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蝿 間

|、朝．起床して何分で般初の喫煙をしますか。

2．駅・映画館など，暇煙を栄止されている場所で，

たばこを吸わないでいることが難しいですか。

３．１日の喫煙の中て，－蚕おいしく感じるのはどの

たばこですか。

４．１日に何本吸いますか

5.午前中と午後ではどちらが喫煙本数が多いですか。

６．あなたが，仮にほとんど一日中，寝ていなければ

ならないような病蹴であるとします。そのような

ときにもたばこを吸わずにいられなくなりますか。

合計点

回答

5分以内(3)

6～30分(2)

31～60分(i）

61分以後(0）

鱈い，難しいです。（’

いいえ，蓋しくありません。（O）

朝，最初の１本三（１）

それ以外(0）

１０本以下(0）

!,～20率(1)

21～30本(2)

31本以上(3)

午前中(|〉

午後(0）

はい，吸わずにはいられません。〈|）

いいえ，吸わなくてもいいです。〈0）

点/１０点満点

図２２ニコチン依存度判定法：ＦＴＮＤ

（FagerstrOmTestforNicotineDependence)“
１{''1Ⅷ|M城ご(,卿｣11.であればili埋め舷〃状態にあるとi1iUr号ｲ1.#；

記入偶

３１喫蝋の代わりに他のij･伽を叶う

・イライラするときには深呼吸をしたりお茶を飲む。

．ＩＩさみしいときにはガムやキャンディを１１にする

．ｆ側ちふさたのときには．部雌の雑理や庭ｉｔ‘ＩＦで汗を流す

など

側２３は．たばこを吸いたくなる状況と，その対処法を記入するものである、11'|端

,こ'氾人しても↓.』い，IIAl々 の状jILへのk,j処法についてI柵し合うことがｲfIIlである

近ｲドでは，離脱推状をｲ11‘P,げる’'約で，「ニコチン磁換旅法」がi〕．われている峡煙

後にニコチンガムやニコチンハソチを用いてニコチンが急速に体内から失われるのを防

ぎ、離脱癖状を減少させるﾉj法である。どちらを使用する場合も（ニコチンガムはIlj販

されているが）ｉ軸|ﾂﾐに{１１叩炎")うえ使川INl姑することが必腿であり、WiijI':1,1息状の変化

や、刑'1.''１（のどの州ＺＡ，’11．き紙，ｊｉｊﾙ嘱など）のH』,呪には｜分冊{意しなければな'.’な
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たばこを吸いたくなる状況 対処法としての提案

【例】

食後コーヒーを欲んだとき･ 食後跡早めに席を立って歯苦みがく。コーヒー

13茶煙してしばらくの悶縛控える。

図2３たばこを吸いたくなる状況と対処法検討シート

い百

（３）アルコールをめぐる問題

ａ，飲酒の問題点

アルコールは人瓶の歴史ととも仁．人々のよきハートナーとして存准してきた。人間

関係を'11洲･に維持したり，ストレスを緩測したリーj-る効能がI:Ｆに利川されてきたと,.；

える。しかし，迦11tを超えると，111:|庶鋤‘11:や．滴なしではい‘,>れなくなるアルコール伏が

症を引き起こすという問題がある加えてアルコールは向楕神薬の効能を不安定にし．

副作川の出現や症状の噸悪を拙く肌｢能''1.があるため、飲il11iが¥州(となっている人は無剛

なくアルコールをやめることが必災になる

ｂ，アルコールの依存性と健康影響

膝｢Iアルコールをﾉく111に摂取している人に，洲が明ﾉしたとき指先が震えている．夜眠

れない，などのことが起こることがある，これはアルコールの剛;脱ﾘ,1i状である。アルコ

ールも，ニコチンとlIil嫌依(州;をl,ら，イライラをし-|急めあためにilILiを飲むとい』たwl:ｌＩｉ

神依作や，ひいては身体依存に陥りやすい物W〔である。このような飲澗をしていると、

１１:'肘や家庭のことに，また「1分『l身の他ﾙ11のことにも狐をｌＩＩ肥る【〕)とIﾉはなくなり，アル

コールに溺れZ）（いわ'))る「ill'iに飲まれる｣）状態とな-,てしjﾐう。

アルコールには飲みすぎによる忽刑:形ﾂﾘｉ上．料仙化による悩|'|:形禅がある。怠‘i'|彬禅

には人格変化（''1制心を失い雄ﾉ川I<ﾉl皇なる)，ｌＷＷによる'臓倒．判Wi:ﾉjの低ド．昏睡な

ど，慢性影禅にはｉ１ｌｊ化器（食辿．Ｗ）のWt甥や，脂肪'11:・'11炎・ＩⅡ:硬礎・'11脳がんが起

こりやすくなることなどが椎げ‘>ﾉしる、

アルコールとli1lWiIiiIlI錐とは'11ﾉﾉ:'1:川があり，然刑の側つ作川を助炊あるいは減弱させ
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アルコールを飲みたくなる状況 対処法としての腿梁

【例】

居酒屋や酒類の自動販売機の前を通るとき。 いつも使っている通り道を変えてみる。

図２４アルコールを飲みたくなる状況と対処法検討シート

たり，眠気，ふらつき，健忘などの副作用の出現独度を噌加させるおそれがある。した

がって，前述のようなプラス伽はあるものの，Ｉｈｌ淵ｌｉ神薬を服川する人に対しては，アル

コールを飲むことはすすめられない。

ｃ・アルコールをやめるためには

飲酒する人々を取り巻く環境は，さまざまな「アルコールを飲みたくなる誘惑」にiIMl

ちていると‘鳶っても過‘_ｉｆではない。例えば，行きつけの猟lIIi雌やI‘I1IiIj販売機の前をjlnる

こと，友人からの誘い，涌類が供される会合や冠婚搾祭などである。アルコールをやめ

るためにはこのような誘惑を避けることが必要である。また，悲しみ．不安，イライ

ラ，怒りから逃れようとして，アルコールに手が伸びてしまうこともあるだろう。

ｱﾙｺｰﾙをやめるためには,これらのようなｱﾙｺｰﾙを飲みたくなる原阿への対

処法を，あらかじめ考えておく必要がある。一般的な対処法としては下記のようなもの

がある。

・アルコールを飲みたくなる誘惑（人・場所）を避ける。

．悲しみ．イライラ、怒りのような感怖を話せる家族，友人を緋つ°

．楽しめる趣味を持つ。

凶２４は，アルコールを飲みたくなる状況と，その対処法を記入できる表である。こ

のような表を､Li蛎朽に渡して記入してもらい，個々の状況およびその対処法について綱

し合いを待つことも有用と思われる。

ｄ・アルコールの断り方

、'1事者がふだんアルコールを飲まないための努ﾉJを噸ねていても，友人からアルコー

ルをすすめられた隙，断ると人間関係を伽ねてしまうのではないかと心配して，つい橘

いをうけてしまうことはありうる。しかし，その人が典の友人なら、たとえアルコール
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を断ったとしても弧腿せず，州,!iを｣１M解してくれるものである。よってアルコールをす

すめられた際は，できれば皿111を述べてはつき'）と断ることが大切となる。そのために

は，アルコールをすすめられたときの断り〃をあらかじめロールプレイを用いて練習し

ておくことが効果的である。

以.ﾄﾞにアルコールの断りﾉﾉの例を挙げる。

・アルコールをやめているとはっきり‘濡す。

・医師からとめられているとはっきり胃う。

．代わりの飲み物（ウーロン茶などのノンアルコール飲料）を派文する。

・ｲ;11下が納柵せずさらにすすめてきた際は，別の人と締したり助けを求める。

実際にアルコールのすすめを断っている例を次のシナリオで示す。

腰例

タロウさんは５年ぶりに1'１学校のクラス公にｌＭＷしました。会場には料珊ととも

に，多くのビール，１１本ilMi，ワインがＭ２んでいました。Ⅱ1反のトシオさんが「タロ

ウ省，久しぶりだな。どうだい，まず１杯」と，ビールを持って近づいてきまし

た。タロウさんは，「やあ，〕亡気かい。僕はこれをもらうよ」と討って，オレンジ

ジュースの入ったグラスをとりました。

トシオさんは「Iiiiのクラス公の時は一緒にビールを飲んだよね。今１１はどうして

飲まないの？」と等ねました。タロウさんは，’1分が抗梢神病薬を服用しているこ

とを話し，「アルコールを飲むと薬の効きめが不褒定になって，病状がかえって悠

<なってしまうかもしれないんだ」と,勝しました。トシオさんはタロウさんのり,ii状

を心配し，「わかった，じゃあジュースで乾杯しよう」と言ってくれました。

ｅ，ロールプレイ

アルコールを飲みたくなったときや，他人からすすめられたときの対処について，こ

こで純料をげう。

①将来起こりそうな場、を想定する。

．起こりうる場所はどこか。

．,N1Fとなる人はどんな人か。

．どのように‘;,ＩＦして断るか。

・断ったらその人はどんなことを荷うだろうか。

・そのとき，あなたはどんな執持ちを持つだろうか。

・他の飲み物を池文するなど代わりの什仙をどのようにとあか．

など
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②スタッフがアルコールのWi:ﾘﾉﾉの|||を,(す。

③､'1,|端に実際にロールプレイをしてもらう。

④練料の後は当蛎･荷を含めたスタッフ全此で愈1,1Lを出し令い、良い点は礎める。改鮮

できる点があれば提案を行うことが必喫である。繰り返し純料を行うことで，爽隙

のjﾙIniで･のハi･処がより''1.能な#】のとな為硫

（４）家族への働きかけ

、'祁荷がたばこやアルコールに頼らない状》１１をつくるためには，家族など周りの人々

が､11‘lド片の労ﾉJに側心を寄せ，協ﾉjすることが必嬰である。

スタッフは家族が問題解決に龍体的に関われるよう，家族ミーティングをI＃lき，下!｛[ｌ

の点について話し合うようアドバイスを行う。

①たばこ，アルコールに'1Mする呪ﾊﾐのlHl辿点を挙げる。

傍例…アルコールをすすめられると断れない。

②問題点に対する解決〃法を列挙する。

>例…酒の勝には行かない。

乾杯の前にウーロン茶入りのグラスを緋ってしまう。

涌席にはひとりで行かない。断るときにlIilli勝に断ってもらう。

③列挙した方法について，実際に実行可能な方法をザえる。

④笈行するための計11Wiをfﾉ:てる。

問題点が複数ある場合には．それぞれの間題に対して解決のためのi＃し合いを行うこ

とが必要となる。

（小田健一）

8．女性性への援助

（１）はじめに

女性へのI珍旅や援助をザえるとき，我々 はどのくらい次‘|vl;緋ｲ｢のライフイベントや‘''１１

ホルモンの動態に関連した配脳を行えているだろうか。）l雑にilfう胤川的な性ホルモン

の変化が身体的にも＃'i神的にも影禅を及ぼすことがｹ:|'られており，ｉitｿj;なものではしば

しば|端li:による＃'i神推状との雌別を礎する。特に，周期的にイライラやｲ《’炎，幻'党や妄

想の悪化がみられる片では、ｊｌ総AI,1期との|)M迎をI川代する必典‘ド|§があるだろう。また，


