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白衣を脱いで地域で見えたこと感じたこと

訪問看護ステーション不動平（ぽっけ）　看護師　渡辺朝美

　訪問看護ステーション不動平の渡辺朝美と申します。「白衣を脱いで地域で見えたこと

感じたこと」という題でお話しさせていただきます。よろしくお願いします。

　看護師として地域に出るまでは長い年月が掛かっています。自己紹介として少し経歴を

お話ししたいと思います。A 総合病院で一般病棟に 10 年間勤務しました。そして精神科

を希望して、B 総合病院ですけども再就職をしました。精神科病棟と外来の方を経験しま

して、5 年で「単科の精神科にゆっくり関わりたいな」と思いまして、C 病院で 10 年間

勤めました。それで「やっぱり地域に出たい」と思いまして、今現在に至っています。

　私の看護の出発点は A 総合病院の耳鼻科と泌尿器科の混合病棟でした。専門病棟では

みんながそれぞれ自由に考えて、その人のためにアイデアを出し合って仕事ができて、病

院の食事が食べられない方がいるとみんなでアイデアを出し合って、病院食をミキサーに

掛けたり、マニュアルなどなくても看護も医者も一緒に患者さんのために粛々と仕事をし

ていました。末期の方と、「公園に桜を見に行きたい」と婦長さんに言いました。そした

ら白衣のポケットから1000円を出して「これ持ってきな！ ジュースでも買って！」と言っ

て送り出してくれまして、こんなことを自由にさせてくれた特別な病棟でした。

　

「白衣＝看護師」

　今日お話しすることは、「白衣と鍵　精神科病棟に勤めた日々をふりかえって」「白衣を

脱いでから」「事例から考えたこと」「まとめにかえて」という流れになります。ここから

お話しすることは、単科の精神科病院に勤務していた時の私の体験です。白衣といえば看

護師です。「白衣のメリット」としては、白衣があるから看護師でいられます。若い人で

白衣を着ない人も気持ちは仕事モードに切り替わります。守ってくれる鎧でもあり、着る

となんか気持ちがちょっとシャキっとする感じがして、「白衣を着た看護師の渡辺」とな

ります。白衣を着て患者さんとか家族の前に立つと、看護師＝病棟でケアをしてくれる存

在として関係がすぐにもてます。他方、「白衣の限界」としては、対等な関係性はできま

せん。一個の「わたし」ではありません。要するに、すぐに関係が持てます。けれども、
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それは実は「看護師」と「患者」の関係に過ぎません。最近、ちょっと感じることですけ

ども、地域で白衣を着ていない看護師は自分もそうでしたが、利用者さんに簡単に声を掛

けて関係を取っていく場面をよく目にします。最近はそのような場面にちょっと違和感を

感じるふうになりました。「大人の社会人ではありえない早さで関係ができあがる、それっ

てなんだろうな」って思います。「患者」と「看護師」という関係で、病院は均質化され

ています。壁は白くて硬くて同じような空間です。そこに入っている人は「患者」さんで

す。情報量もとても限られています。同じ日常の中で変化も少ないです。

　私の勤めていた、その単科の精神科病院は、途中で新病院を建てて、そこに移転するん

ですけども、古い病院は 20 年ぐらい時代が逆行するぐらいの所でした。でも、中庭には

春には桜が咲いたり、自然は手が届く近くにありました。畑もあったり野菜の収穫も楽し

みました。大部屋にはそれぞれの人の大切な物がありました。それが許されていました。

汚くて狭かったんですけども、その人の大切な空間がありました。時々、やっぱり、よく

知らないスタッフが来て患者さんが大切にしていた山のような新聞を片付けてしまって、

ちょっと落ち着かない状態にしてしまうこともありました。そして新病院に移転するんで

すけど、1 回、病棟に準備に入った時に「ここではどんなことが起きるんだろう」という、

すごい期待感がありました。

　でも、病室やベッドがとてもきれいになったんだけど、その方の大切な空間は消えてい

きました。近かった外の景色や自然は窓の遠くに見えるだけで、手の届かない高い場所に

なってしまいました。病院機能評価を途中で受けるということで、みんなでバタバタしな

がらいろんな物をまとめました。ですけども、業務はマニュアル化とかシステム化されて、

確かに病院の整理ができたんですけども、決まりごとが多くなり、看護師はナースステー

ションの中で書類書きが増えていきました。「組織としてのレベル」は高くなったんです

けど、患者さんとの距離はとても遠くなりました。ますます一般病院化していきました。

私は外から看護室の中を見たことがあります。強化ガラスの中に閉じこももって、話し合

いに追われるスタッフ達を見ていて、なんかとても不思議な光景で、患者さんも一緒に外

から見ているという形がありました。

　

鍵の背景にあるもの～支配・管理

　精神科と他科と最も違うのは鍵の存在ではないかと思います。保護室でも閉鎖病棟でも、

鍵がかかっていて、鍵がないと仕事ができません。いつもポケットには鍵を入れて、落と
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さないように仕事をしていました。もちろんそれは病棟を維持するうえでやむをえない措

置ではあるのですが、鍵を持っているということによって、私たちのどこかに「支配する

気持ち」が生まれていたことは否定できなかったと思います。鍵を持っている人と鍵のな

い人というのは、平等な関係にはなりえません。具合が悪い患者さんに対して医師の指示

で、保護室に入っていって無事に確認ができたときなどに、保護室の 1 枚目の扉の鍵を

しめた時に独特な気持ちがあったのを覚えています。安心感もあったのかもしれませんが、

それだけではなくて、スッキリした気持ちよさもありました。

　「管理に向かう心」も生まれます。たばこ、お金など、看護師の不安感が管理に向かわ

せます。管理している方がラクだと思うこと

も正直なところありました。管理することに

快感を抱く人も少ないながらいたと思います。

　でも、鍵を持つことで、施錠することで、

管理以外の側面もありました。鍵は扉の鍵で

はありますが、実はその鍵によって、「自分の

心に鍵をかけていた」と言えます。病棟で働

いていた自分達をふりかえってみると「不安

で身動きがとれない」ということがありました。「事故があってはいけない」など、常に「何

かあってはいけない」と思って 2 歩先とか 3 歩先を考えて、先手を打ってしまう。嚥下

が多少不自由な方がいると、誤嚥を起こしてはいけないということで、食事の変更をする。

刻み食とかペースト食に変更をします。「違うことが許されない」ということもありました。

個別で違うのは当たり前のはずなのに、「みんな同じように」というのが病院です。「どう

してその人だけ特別にするのか？」とよく言われました。たばこも看護室で管理をしてい

ますけど、さっきたばこを渡したばかりの患者さんが、「また欲しい」と来るんですけど

も、そうすると普通に何も考えずに、「時間にならないから、まだ駄目だよ」と帰らせる。

いっそう管理しようとする職員もいたんですけれど、一方で管理に悩むスタッフもとても

多かったです。同じように管理をしないとスタッフの人間関係にも影響を及ぼすような事

態になっていきます。
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寄り添いながらも管理～矛盾する感情

　「矛盾する感情」もありました。精神科病棟では指定医の指示で拘束をすることもあり

ます。その時に閉じ込めたり、抑えたり、手足とか体を固定したりしますけども、かわい

そうだと思っていたらできません。患者さんとの関係も心が硬くなったままの関係になり

ます。いちいち感じていたら仕事はやっていけない、と言いながらも、患者さんの気持ち

を汲まないといけない。そういう気持ちがあって本当に、「看護師は感情労働で、しんど

い仕事だな」とよく思いました。そこから、「感情鈍麻」にもなります。保護室の巡視は

30分毎、拘束すると15分毎と決まっています。それはチェックシートに記入します。「人」

という意識は遠のき、部位だけを見るような錯覚を起こすことがあります。チェックでき

るかどうかだけが大切になってきます。チェックシートも、またチェックするという感じ

になっていて、監査の時はとても忙しかったです。食事のときは誤嚥など事故がないか「見

張り」という意識で、その方の気持ちになかなか寄り添えなくなっていきます。隔離とい

う環境も影響していると思います。不安な気持ちを読み取れない。キャッチできなくなっ

てしまいます。暴れている患者さんにとっては、それが意味のある行動なんですけども、

カルテには「不安状態」か「不穏状態」と簡単に記録されしまう時もあります。なかなか

良くならなくて、隔離が長期化してる時もあります。病棟には何人ものスタッフがいます。

何かあってもすぐに呼びに行けます。やらなければならないことも決まっているし、24

時間 365 日、誰かの目がいつもあるということで結構、安心はありました。そこから自

分が「責任を追わなくても……」という気になるのです。これは、後で出てきますが、地

域に出たときの責任感の重さととても違うなあと思ったところです。

実はスタッフも管理されている

　「外に向かわない＝退院促進しようとしない」ということにもなります。私達から見る

と「出られるのに！」って思うんですけど、やっ

ぱり医師はなかなか出してくれない。「退院したい」

と希望されている方がいらして、その時に勇気を

出して医師に伝えてみると「一生面倒をみると家

族に言った」とか、「その人は、こんなにたくさん

の薬を飲んでいるんだよ」って言われました。で

も、なんとか持ち直りまして退院しましたけども、
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またしばらくすると悪くなって再入院すると、「やっぱりね…」と言われ、それ以上の関

わりは病院内ではできませんでした。また、「外に向かわない＝院内循環」ということも

あります。本当に地域に戻った方がいらっしゃいました。キーパーソンがご兄弟でしたが、

なかなか受け入れていただけなくて、その方のご兄弟も傷ついていて、ご自身の不安とか

恐怖が多くて対応は結局なかなか進みませんでした。それとあと、病院内だけで病状の安

定と再発を繰り返している患者さんがすごく多くて。病状が悪くなると保護室に入って、

少し安定してくると大部屋に移動します。そんな感じで閉鎖病棟から開放病棟へ、再び閉

鎖病棟から保護室へと院内を循環しているような方が多くいらっしゃいました。

　「生活リズムが整わない」ということもあります。昼も夜も同じ場所にいます。交代勤

務です。夜も昼のように働いていますけども、なかなかそれは大変なことです。同じよう

に患者さんも、昼も夜も同じ環境にいらっしゃいます。「患者さんもおなじような状況に

あるんだな」ってことを気づきました。また、何をするにも「医師の許可」が必要になっ

てきます。外出とか外泊とか、金銭管理。「やりたくてもすぐにできない」ことが多かっ

たです。医師の考え方が全てに影響してきます。

　病院では患者さんが病室という枠に入ってい

て看護師は鍵を持っている構図になっています

が、実は、私達も同じような状況にあるという

ことで、私達もその枠の中に入っていたという

ことに気づきました。患者さんを管理してい

る自分も管理されていると言ってもよいでしょ

う。建物に入っている以上、閉鎖されています

し、朝昼晩、春夏秋冬も直接感じる機会は少な

いし、風通しも悪いし、世間の風もなかなか入って来ない状態にありました。私達は医師

の指示で動いている。医療管理の下で抑えられてるという感じがありましたけども、結局、

医師もその建物の中にいるので、医師も同じように閉鎖状態にあるということに気づきま

した。病院が閉じ込められてるということです。周りにはいろんな社会とか地域とかの考

え方とか目とか、いろんなものがあるのですが、そこから隔離されていたのです。

　

地域に出て～鍵の主は当事者

　「白衣を脱いでから」感じたことに移ります。病院を退職して地域で働くようになって
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からは白衣を着なくなりました。訪問看護ステーションでは私服で訪問するからです。

　この写真〔右上〕は訪問中に撮った浜名湖の景色

です。とても綺麗で、開放感があって、私はここを

通るのが大好きです。ちょっと他の嫌なことがあっ

たりすると、大回りをしていたりします。毎日、同

じ景色でも天気とか季節ですごく変わります。こち

らの写真〔右下〕は訪問中に撮影した綺麗な花です。

この桜ですけれども、これは来年には見られないだ

ろうなと思って、一緒にタクシーを使って花見に行

きました。最後の桜になってしまいました。この蕾

の桜は、昔は保護室の常連だった方が「今日、花見

に行く」ということで一緒に行って、その桜の木の

下で一緒に缶ジュースを飲んだりしました。

　白衣を脱いで訪問を始めて感じることは、「鍵の

主は当事者」ということです。病院では看護師が鍵

を持っていましたけども、地域では利用者さんが鍵を持っています。それで看護師は入ら

せて頂く。入れてくれないこともよくあります。「選んで決めるのは当事者」なんです。

誰を家に入れるかを決めるのは、当事者さんです。鍵はその人の権利で、それはやっぱり、

「その人の人生はその人が選んで決める」という、自己選択と自己責任の鍵だと思ってい

ます。とても大事な鍵です。

実践例　A子さんの母親の入院からみえた地域と病院

糖尿病で入院したはずが・・・

　ここからは、「事例から考えたこと」としてお話いたします。先程の上久保さんが発表

してくれた A 子さんのお母さんの事例です。発症前は A 子さんのキーパーソンでした。X

年 11 月、訪問するスタッフの顔や名前を忘れたり、トイレの場所も分からず、台所や廊

下で排尿をしようとする行動が見られるようになりました。そして「ぴあクリニック」に

て受診、アルツハイマー型認知症と診断されました。それだけではなく、血液検査の結果、

血糖値が高く入院治療が必要な状態となっていました。同年 11 月、総合病院の内科に入
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院しました。

　すると、自分の部屋が分からなくなったり、病棟の外に出てしまう行動があったりしま

して、一般病棟での治療は困難と判断されてしまいました。そのため、入院して 2 日後

には精神科病棟へ医療保護入院となりました。精神科病棟に移ってからは自分がどこにい

るのかなど訳が分からなくなったり、汚物を窓から捨てようとするなどの行動を起こし、

結局、鍵のかかる個室に入れられて、拘束帯が巻かれるという状態になりました。その後、

誤嚥性肺炎を発症しまして入院が長期化していきました。

「転ばぬ先の杖」が転じて・・・

　入院による環境変化に伴うストレスがありまして、元々この方は認知症なので見当識障

害とかありまして、徘徊とかせん妄の症状が出ました。そうなると医師は向精神薬と睡眠

薬を処方します。すると副作用で下肢のふらつきが出ます。するとまた、転倒防止のため

に拘束をします。同じようなことが入院で起こっていきます。症状がだんだん悪化して、

薬も増量されていきます。そうするとまた、ふらつきが悪化していって、拘束が手とか足

とか違う部位になったり、時間帯も夜だけだったのが昼間まで拘束されるようになります。

拘束されることによって日常生活動作とか筋力が低下していきます。そうすると、より拘

束時間が長くなってきます。拘束によって日常生活動作が不活発になっていきます。さら

に薬の副作用もあって、食欲がなくなったり免疫機能が低下していきます。食事は誤嚥防

止の為に、刻み食やペースト食に変更されます。

　「結局のところ、私達のやってきたことは何だったんだろうな」と思って振り返って作

成したのがこのスライドです。

　初めに、「症状を悪化させる要因」があ

ります。問題行動とか症状悪化に対して

対症療法的な処置をしました。それで人

としての機能が低下していきます。リス

ク防止の為に、転ばぬ先の処置と言って

しまいますが、そんなことをしていたん

だなと思います。症状を悪化させるいろ

んなところを全く見ていなくて、そこは

放置して問題行動とかそういう症状の悪
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化のところだけで、グルグル回る形になって、どんどん具合が悪くなっていきます。結局、

その繰り返しで、らせん階段を下るように行き着く先は寝たきりになっているケースがあ

ります。私達看護師は、問題思考で考える癖があり、看護計画も問題解決思考で見ていま

すので「～しないように！」とか「～ならないように！」という発想から考えて看てしま

います。「転倒しないように」とか「拘束で事故を起こさないように」とか。「地域で継続

して暮らそうとしているご本人や家族を、ちゃんと看ていなかったんだな」というところ

を気付かされました。

原則は本人と家族の希望から

　けれども A 子さんは、お母さんの元気な面を見逃していませんでした。A 子さんと一緒

にお母さんの面会に伺った時のことです。A 子さんは食堂で拘束されているお母さんを見

た時に、すぐに看護師に拘束帯を取ってもらって、自室へ行って付き添って食事の世話を

していました。随分、足腰が弱ってしまっていることを心配されていました。私たちのチー

ムでは、訪問している方お一人おひとりに対して誕生日月と半年後の年に２回、訪問の評

価、再アセスメントをしたうえで、リカバリー・プランを更新していきます。A 子さんは

ちょうどこのころ行ったリカバリー・プランの更新で「家族 3 人で暮らしたい。お母さ

んの世話をしたい」と、はっきり言っていました。地域で関わることで、病棟の看護師と

しては全く見えていなかった現状を見ることができたと感じました。一番大切なのは、ご

本人とご家族がどのような生活をしたいと思っているかなんだ、ご本人やご家族が地域で

生活することを望んでおられるのであれば、その希望を最優先するのが原則なんだ、その

うえで、それをどうしたら実現できるかというところをやっぱり考えるようになりました。

　退院前のカンファレンスでは、当初病院側としては施設入所でなければ責任もって退院

させられないと言われました。確かに、お母さんが糖尿病と認知症、キーパーソンである

A 子さんが統合失調症であることを考えると、そのような判断も当然だったかもしれませ

ん。しかし、A 子さんとお母さんの強い希望もあることから、自宅に戻るということで、

さまざまな手筈を整えました。カンファレンスも何回か行い、ケアマネージャーとも細か

な調整を行い、入院から 3 ヶ月後、ご自宅へ退院されました。病院では足取りが不安定

で転倒の危険が確かにあったのですが、住み慣れた環境のためか、ご自宅だと危なげなく

歩くことができます。ご自宅に戻ったお母さんの表情はとても柔らかかったです。ご主人

（A 子さんのお父さん）はあまり話さない人なのですが、退院した日はすごく柔らかい表
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情で「早くベッドに寝なさい」と言葉をかけて、お母さんをいたわっていました。入浴を

されたり、なぜか二人で握手をしたり、睦まじい微笑ましい光景が見られました。

介護でリカバリーする A子さん、地域で生活されるお母さん

　いま、A 子さんは介護でリカバリーされているという感じがしています。施設入所はや

むないか、そうじゃなくても毎日、デイサービスに通うほうが良いと入院中は私たちも思っ

ていました。また、嚥下機能が低下している方は誤嚥リスク管理のために柔らかい食事を

提供することが一番望ましいと思っていました。特に A 子さんのお母さんは糖尿病でも

あり、嚥下機能が低下しているから、食事制限とか管理とか指導はしたくなるんですけど、

これが一生続くとなると、果たしてそれが本当にその方にとって最も望ましい生活といえ

るのか。最近はそのような管理重視の傾向に対して、「ちょっとおかしいんじゃないかな」

と思うようになりました。「その人の専門家は、その人自身」なんだと。排便や窒息の危

険があっても、十分な説明や情報を伝えて、その方が選択したり対処したりできるような

情報をたくさん出していけばよいのではないか、看護や医療はほんとうに少しだけ入れば

いいのかなと最近、感じるようになりました。

もっと自由に　もっと対等に、私もリカバリー

　「まとめにかえて」に入ります。まずは、「対等な関係性」です。記録の正確性を考えれ

ば訪問のときにメモなどをとる方が望ましいのでしょうが、私はその人の前ではできるだ

けメモも含めて記録はしないようにしています。記録する者とされる者の関係性に立って

しまうことを避けたいからです。

　当事者さん同士の支え合いとか、自然なつながりを大切にしています。私は白衣を脱い

だんですけども、やはり資格の枠が染みついていて、感情の硬さがあって、心の鎧がまだ

あるなあと思っています。その点、当事者さん同士の自然なあたたかなつながり、支えあ

いは素晴らしいと思います。

　「もっと自由にその先へ！」行きたい、「もう少し近づいて、対等な関係を持ちたいな」と、

最近思っています。「当事者さんと一緒に私もリカバリー」が必要だと感じています。結局、

私も長期に入院していた一人といえるのかもしれません。

　この写真は3年目に入った卓球クラブです。学生時代にこの方は卓球をやっていた方で、

私も学生時代は卓球漬けの毎日を送っていたので、卓球トレーニングに考慮して関わって
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います。卓球をこの方と始めると、あっという

間に 30 分間が過ぎちゃいます。強迫もある方

ですが、適当にメニューを替えることにも、付

き合ってくれます。終了時間を気にしてくれて、

もう時間が近付くと「じゃあ、ラスト」と言っ

てくれます。私が高く上げると、ペアでスマッ

シュを決めて、とてもいい笑顔を見せてくれま

す。今でも、私の練習相手になっています。そ

のうち、地域の卓球クラブに一緒に出られたらいいなと思っています。

　いま感じているのは、「私のリカバリー　空は青くて高いように」です。病院だとでき

ることは限られています。地域だとできることは無限大です。挑戦を阻む壁はありますけ

ども、病院よりはとても薄いと思います。「もう一度出発点」に立ちたいと思っています。

チームで自由に考えて、その人のためにアイデアを出し合って仕事ができる。スタッフに

任せて自由にやらせてくれるけれども、最終的には責任を引き受けてくれる医師がいます。

個人の良さを出し合えるということです。いま一番考えているのは、「地域で安心して暮

らせるように」ということです。病院は病院の役割とか機能があって、とても厳しい現状

にあると思います。地域の看護師として、病院を知っている自分だからこそ、病院と地域

が良い連携をしていけるように、地域から病院に対して発信していきたいと思います。看

護の目で観察しながら、ストレングス・リカバリーを大切にしながら、一方で看護の目を

持つことの面白さを感じながら、私も楽しんで利用者さんと一緒に進んで行こうと思いま

す。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

浜渦　どうもありがとうございました。それでは、質問を受け付けたいと思います。いか

がでしょうか？

質問者 6　箕面市から来ました。ヘルパーをやっています。介護保険をずっとヘルパーで

やってたんですけれども、なかなか縛りがきついので、訪問看護婦さん、ケアマネさん、

お医者さん、いろんな方が連携しないと本当に在宅ではちょっと難しい。この間、訪問

看護師さんのことでとても助かった案件がありましたので、ちょっとそれだけ報告させ
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てもらいます。認知症とそれから精神疾患なのか性格なのか、ちょっと分からないです

けれども、すごく豪華なマンションに一人暮らしで、オートロックなので開けられない

んですよ、どうしても。なので必ず下りて来て下さるんですけど、その方がやはり物忘

れがひどくなって、訪問看護師さんが入って下さるようになって。認知症でアリセプトっ

ていう薬がありますよね、それを処方してもらうことになったんですね。

　　でも、本人はとても不安がられていました。というのは、私達はよく分からなかった

んですけれども。訪問看護師とこの間、担当者サービス会議をさせてもらった時に、そ

の情報を伺いました。私達は週 3 回、近くの滝のちょっと手前まで歩くというサービ

スをやってるんですけど、雨が降ったら休んでたんです。ところが、看護師さんが「誰

かが傍に自分に関わってくれてるという安心感がある」という情報を頂いて、「雨の中、

滝までは難しいかな」と思ったんですけど、ヘルパーにその指示をやってたんです。「行

きなさい」と。「行ってちょっとでも、『雨だね』とかなんとか言いながら」ね。だから、

私達ヘルパーだったら言うことは思いつかなかったと思うんです。

　　だから、そういう「白衣の鎧」ですか、仰ってましたけれども。私はそうじゃなくて、

やっぱり専門的な分野は絶対あると思いますし、私達はそのことでサービスもしやすく

なるし、何よりも「その人に安心して暮らして頂ける」というのが、やっぱり一緒にやっ

てて感じられるサービスじゃないかなと思います。報告させて頂きました。

渡辺　最近は、ヘルパーさんを入れておられる方も多くて、やっぱり一緒に協力して動け

ると、とてもいいと思います。

浜渦　はい、他はいかがでしょうか。

質問者 7　二人に質問なんですけど、私の興味を持ってることっていうのが、精神障害の

家族の方々に関してとても興味を持っています。というのは、私がそういう立場だから

当事者の方に対する支援とかっていうのが、お二人がされてるように「充実してきてい

るな」と思うんですけど、「その家族の方って、病院に単に通院しているだけの患者さ

んでしたら、忘れられてるんじゃないかな」って思っていまして。

　　なので、この ACT ではキーパーソンになられる方に、コンタクトをずっと取ってお

られると思うんですが、キーパーソン以外の方で、「例えば、何かこういうことを心掛

けています」ということと「家族の方に向けて、特にこんなことをしています」という

ことが、もしあれば教えて頂きたいです。あと、「ACT で当事者の方達の集まりがある」

と聞いたんですが、「家族の方達同士の集まれる場とかお話しできる場というのがある



216 臨床哲学 16号

のかな」という 2 点についてちょっとお伺いしたいです。

渡辺　私は、当事者さんだけ見ていくということだけでなくて、やっぱりそこにいらっしゃ

る家族全体を見ていくつもりで、何か必要があれば、固いですが家族教育かどうか分か

りませんけども、いつも心掛けているつもりはあります。あと一人の方なんですけど、

母子家庭のお宅で、お母さんがご病気で、子どもさんはまだ小学生でしたけれども子ど

もさんも一緒に声を掛けたり、同じように成長を見ていたりするんです。

　　家族についてのご質問ですが、ぴあクリニックには、虹の家というのがありますけど

も、決まった家族の集まりというのはないですね。ですけども、やはり通院の時に一緒

にご家族が来た時には、一緒に「ぴあクリニック」の喫茶でコーヒーを飲んだり、そん

なことをしています。そこはちょっと足りないと思います。

上久保　ACT ではご家族に対する支援は当然行わなければいけないと考えられています。

ですので、他のサービスに比べればそれは積極的になされてると思います。というのは、

やっぱり、まず通院とは違って、お宅に行くので、ご家族の方と会うわけですよね。一

人暮らしは別として、ご家族とのコンタクト、そして必要な場合であればご家族も含め

た家族全体の支援も検討していきます。それともう一つは、さきほどの A 子さんもそ

うですが、当事者が医療を拒絶していて会えない場合にはご家族を介してさまざまなコ

ンタクトをしていきます。ですから、ご家族とのコンタクトというのは、とても多いと

思います。その中で、もちろん当事者の方のお話もあるけれども、一番の協力を下さっ

て、いろんな情報をご家族から教えて下さるので、ご家族と仲良しにならないと支援が

始まりません。

　　さきほどの私の一番最後のスライドにかわいらしいクッキーの写真を載せました。こ

れは実は、ACT 利用者の妹さんが作ったクッキーなんです。訪問のときはいつも妹さ

んのお店にも寄っています。美味しいお菓子やクッキーを作られる方なので、写真撮ら

せていただいたんですけどね。ここのお宅への訪問では、私はまさに家族支援担当です。

利用者のお母さんとよく話をしています。お母さんとしては、統合失調症の息子さんの

ことも大変心配だし、あとそのお母さんの姑さんも認知症なんです。息子と姑のことで

いっぱいいっぱいになってらっしゃるお母さんの話を一生懸命聴いています。私は、姑

の認知症の介護の経験もあるものですから、「ああでしたよ」「こうでしたよ」と、お互

いに愚痴を言い合ったり情報を提供したり、「ここのお医者さん、ここのところが良かっ

たですよ」とかいう感じで言ったりとかいうふうにしています。
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渡辺　二人で入る時もありますね。一緒に、ご本人とご家族のお話を分かれて聴くという

のことは、よくあります。

上久保　残念ながら、「ぴあクリニック」でもご家族の会は組織していませんが、虹の家

の活動が間接的な家族支援になることはあります。さきほど渡辺さんが言ってくれたよ

うに、ちょっとユニークな試みとしては卓球の人とかが出発点になっていて、週に 1 回、

地域の体育館を借りて、みんなで卓球をするっていうことをやってるんですね。そこに、

ご家族で卓球が好きな方がいらして、利用者ご本人は卓球は嫌いなんですが、お母さん

が卓球しに来て、虹の家のみんなと一緒に卓球をやってました。お母さん自身もリフレッ

シュするし、それだけじゃなくて、実際、自分の子ども以外のいろんな病気の人見て、「あ、

病気の症状ってこういうことなんだ」とか。あと当事者の方とお母さんが仲良しになっ

て。それで同じ年代の人で「あ、元気？」と声をかけあう関係になったりしました。そ

れっていうのは、お母さんご自身のそういう場としても提供することはあって、違う方

でも娘が好きで、必ずペアの時に、息子さんがペアなんですが、自分はお茶を飲んでい

ろんな人と話をするとか。そんなふうにも使われてたりします。

浜渦　先程、年代によって何か家族論がちょっと違ってとありますが、そこは？

上久保　あれは浜渦先生もよくご存知の南山浩二先生がご著書で書かれていることです。

ご家族に対するまなざしはこの数十

年でとても変わりました。ちょっと

ご家族の方に申し訳ないんですけど

も、昔は「母親の矛盾したもの言い

がいけないんだ」みたいな、家族病

因論を専門家も用いていました。し

かし、現在では家族病因論は誤りで

あったと言われています。その後、

ケア提供者としての家族という点が

着目されるようになりました。家族に対する心理教育が行われるようになった背景に

ケア提供者として家族を考える動きがあったといえるでしょう。しかし、家族には家族

の固有の人生があるはずであって、ケア提供者としてのみとらえることはできません。 

　現在ではご家族はご家族で、その人らしい人生を送る権利があるという考えになって

きています。「息子が統合失調症だった。だから、お母さんは息子のことをずっと、ケ
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アしなければいけない」というのは、「それはおかしいよね」っていうことですね。そ

こで、「家族のリカバリーって何だろう？」ということが考えられるようになりました。

浜渦　家族病因論の時代のあと、家族＝ケア提供者論という時代があったが、いまではむ

しろ、家族もケアすべき対象になってきた。当事者だけじゃなくて、その家族全体をリ

カバリーするというように考えられるようになっている。そう理解してよろしいでしょ

うか。

上久保　はい。

浜渦　はい、分かりました。ところで、さきほど京都の ACT の話がありましたが、大阪

地区で ACT っていうのはあるんですか？

上久保　はい。「ひふみ」さんっていう、ACT をやってらっしゃる所があります。興味が

ある方は「ACT 全国ネットワーク」っていう団体があって、そこにも加入してるんで

すけど。そこのホームページを調べると分かると思います。

質問者 9　お二方のお話、ありがとうございました。普通の訪問看護ステーションでも、

精神障害の方を見える範囲でさせて頂くということは、大阪中に広がっているし、大阪

でも、訪問看護を自分達で立ち上げたり、いろんな活動が進められています。ただ、精

神科の先生が地域で自らこういう地域の ACT ということで活動されているというのは、

私の耳にもあまり入って来ません。そんな状況なので、訪問看護ステーションも「精神

科の人も、ちょっと受け入れましょう」っていうことになっているというのが、全体的

な状況だと思います。私が質問させて頂きたいのは「良いチームに出会った方は、本当

にリカバリーして」ということで、「こういう取り組みが本当に広がらないといけない」

と思うんです。私の母が精神病院に認知症の状態が悪くなって入院して、なかなか退院

させて頂き難い状況にあって。でも、引っ張って連れて帰って、良いグループホームに

入れたので、なんとか良い暮らしに変わったんですけどもね。やっぱり、さらに「でき

るだけお宅で」とか。グループホームに精神保健福祉士さんが関わって、専門的な関わ

りとか方向性、ストレングスっていう考え方でね。そういうのをもっと増やさないと、

これは、精神科の方の人生を大きく変えるぐらいの素晴らしい取り組みだと思うんです。

そこで、家族から家に帰れるとか、精神のグループホームで生活する場合に引っ張り出

す為の何か糸口とか関わりとかを地域でどんなふうになさっているかとか。そういうこ

とをちょっと聞かせて頂けると有難いです。

浜渦　どうでしょうか？ 特に、お母さんの例を出されましたけど。認知症で症状が悪い
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ので精神病院に入院しちゃって、なかなか連れ出せないような状態に結局なってたりす

る。そういうようなケースを「ACT の方でなんとかする」というようなことはしたり

してるんでしょうか？ いかがでしょうか？ 

渡辺　なかなか、やっぱり ACT には結び付かないことが多いです。私達の訪問看護ステー

ションでは、「ぴあクリニック」に受診されている方と他の病院とかクリニックから紹

介で来る方がいます。その「ぴあクリニック」と ACT として関われる方は、とても幸

せだと思うんです。けれども、こちらだけのケースの方で、やっぱり看護師だけではと

ても抱えきれないことがあって、ACT に出会った方はすごく、「見てるよ」っていつも

私は見ながらやっているんですけど。それから、病院からというのは最近、結構、病院

も地域へ返すというのを模索しています。病院も昔よりは出そうとしてはいるんですけ

ど、やっぱりなかなか難しいと思います。

浜渦　上久保さん、どうですか？ 精神保健福祉士に対する期待が大きいんですが。

上久保　そうですね。ありがとうございます。ちょっと最後の質問なんですけど、これが

それこそ「重い精神障害があって一人で暮らせるか」というお題で発表しろと、京都で

ちょっと呼ばれた時に作ったスライドなんですけどね。「私達の社会って、すごくなん

か生き辛いよね」って、こんな話を暗い感じでニュースでやっています。私もそうなん

ですが、「お母さんは家事もしない」「デフレだ」「不動産不況だ」「人間関係は崩壊だ」「高

齢化だ」とかですね。こうやって言われるんですけど、これって意外と精神障害の人には、

ひょっとしたら一人暮らしする良い時代かも知れません。「昔だと一人暮らしはちょっ

と厳しいけど、今は精神障害の人は一人暮らしができるよね」ってことで。これは私が

渡辺さんと一緒に支援してて思うことなんですよね。今は、コンビニでお弁当を注文で

きますからね。私と渡辺さんと一緒に支援してた人で、このお弁当を注文してた人もい

ました。100 円均一の店もあるし、非正規雇

用の人でもそこそこ暮らせるし。

　　不動産不況だからこそ、浜松なんかだと

「ちょっと、この人は……」と思っても、「で

も、空きが多いから入れちゃえ」みたいな感

じが大家さんにはあったりします。よく言わ

れるのは「コンビニってすごく楽だ」って当

事者の人は言われます。「いらっしゃいませ」
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とかで店員さんがまとわりつくこともなく、最低限の会話しかないから「コンビニは良

い」っていうふうに言われます。さっきも言った、高齢化だからこそ宅配で本当にいろ

んな物が、全く家から出なくても生協とかからいろんな物を運んでくれる。実際、私達

の中でも宅配サービス駆使してほとんど家から出てない人がいらっしゃいます。それが

良いか、悪いかという話はあるけど。でも、暮らし易いという意味では、その人達にとっ

ても暮らし易い。

　　こんな感じで非正規雇用も、とても問題がありますが、今まで男性の非正規雇用って

あまりなかったので、精神障害の人が作業所以外で働くって難しかったんです。非正規

雇用が良いとは言いませんが、それだからこそ「男性でもパートで」っていうことで入っ

て来たので、精神障害の人にとっては意外と今って暮らし易いし。こうやって考えると

一人暮らしは「グループホームがないから」「家族が反対するから」ってあるんですが、

最低限、支援者が「一人暮らしかどうか」が分かっていれば、一人暮らしがかなりでき

ると思います。実際、今回事例として紹介させていただいた A 子さんのご家族の例は、

従来であれば地域生活などとうてい考えられない例だと思います。3 人暮らしですが、

お母さんはアルツハイマー型認知症です。今日は触れませんでしたが、実はお父さんは

脳血管障害で認知症です。娘さんは重度の統合失調症。お母さんはアルツハイマーと糖

尿病で退院してたんですけども、それで 3 人で暮らすっていうのは、病院も「私達責

任持って出せません」って言われましたしね。

　　私も渡辺さんも、すごいビクビクで、とても大変でした。会議を開いたり、ケアマネ

さんにいっぱい電話したり、もういろんなことがあったんですけど、多分、98% ぐら

いは施設に入るケースだったと思います。だけど今、ちょうど半年ですね。2 月 11 日

に退院して、ちょうど半年になろうとしていますが、3 人で暮らしていますし、びっく

りすることはもちろんありますけれど、お母さんも病院にいる時よりもずっと元気で、

楽しく過ごされています。支援の方がそういう経験をいっぱい積んでくれればきっとで

きます。私達は大阪で拙い発表でしたけども、「こんなことがあるんですよ」っていう

ことを皆さんにお伝えしたので、ぜひ皆さんも支援の現場でなくても、日々の生活のと

ころで他の人に渡して頂ければ、「段々、そんなことが可能なんじゃないのかな」と思

います。

浜渦　ちょっと私から質問いいですか？ この〔前頁図参照〕入居し易いという点ですけ

ども、この前、NHK「クローズアップ現代」の中で紹介されていたのは精神障害者達
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を地域に帰す為に、その人達が一緒に生活できるグループホームを建てようとしたら周

辺から反対の声が上がって大変で、とても建てられないというケースがあちこちにある

ということを紹介していました。

　　こちらはたまたま、浜松だからなのか不動産不況なので、そういうことに関係なしに

入居し易いということだったんですけども、どうなんですか？ 例えば訪問に行く方々

とか、デイケアに通って来る人達はどういう所に住んでいるんですか？ グループホー

ム等に住んでいる人ではなくて、やはり、それぞれのご自宅に住んでいる人達が集まっ

て来るし、訪問なんかもやっぱりそういう所へ行かれるのですか？

上久保　いま、私はグループホームへは行っていなくて、皆さんも普通にアパートで生活

をされています。そもそも当事者の方と一緒にアパート探しをしますけども、その時に

別に「精神科に受診しています」なんて言いませんしね。個人情報保護の時代ですから、

みだりに個人に不利益を及ぼす情報は支援者として提供できません。何らかの勤務先が

あって保証人も保証会社で結構できますので、それでアパートに住んでしまうっていう

場合は多いですね。その後で、「あれ、この人もしかして精神の病気の人なのかしら」っ

て分かることはありますけれども、それは別に社会では一般的にある話なので、そうい

うふうにしてやっていますね。それで「アパートで大丈夫なの？」という心配もあるか

もしれませんが、さきほど言いましたように、宅配サービスなどで、どうにかこうにか

されています。あとグループホームに関してですけれど、人によれば対人関係が難しい

人も多いので、グループホームが好きっていう人もいますが、個々のアパートの方が気

楽という方もいらっしゃいます。

浜渦　かえって、「精神障害の人達ばかりを集めたグループホームを建てますよ」なんて

大々的に言うよりも、「普通に一人一人、普通の人達が住んでいるアパートに同じよう

に入るのをサポートすれば良い」と。「それで十分、入居し易い状況だ」というそんな

感じでよろしいでしょうか？

上久保　はい。訪問の支援がちょっと難しいとは思います。でも、知的障害で療育が必要

で、不安障害で、DV によるフラッシュバックがいっぱいあったという人は結局、身体

の疾患が重くなり施設入所されたんですけども、そのぐらいの人でも単身でアパートで

生活していました。ちょっと余談ですけども、コンビニってすごく良いのは、まさに

24 時間 365 日開いていて誰かがいてくれることなんですよね。その方はそこのコンビ

ニからお弁当を注文してたんですが、店員さんが届けに来てくれていたんですね。です
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から、その人のインフォーマルの支援のネットワーク中にコンビニというのが入ったん

ですね。心配があればコンビニに行くわけです。3 ヶ月ぐらい前に、私の携帯電話にそ

このコンビニの店員さんから電話がありました。「携帯電話のアラームが鳴っちゃって、

その方が困ってるんです。どうしたらいいでしょうか？」って。困ったからコンビニに

相談に行かれたんでしょうね。で、店員さんが私に電話をしてきてくれる……。いろん

なことがあるんですけどね。そうやって地域の方も、そういう方を受け入れてくれると

いうか。そんな感じで、とても有難いです。

浜渦　時間が押して来ていますが、どうしても、これだけ訊いておきたい、言っておきた

いということがありましたら、お願いします。

質問者 10　どうしても、ちょっと「地域」という言葉に関して、腑に落ちないことがあ

ります。今のお話でもそうだったんですが、すごく言い方が悪くなってしまうと申し訳

ないんですけど、どうしても病院の個室を自宅という形に見立てて、外に持ち出したと

いうだけで、あまり地域に帰ってる感じがしないんです。というのは、地域の方ってい

うのは隣近所の方もおられますし。今、それこそ関係が希薄だから挨拶もしないのかも

しれませんけど、それでもA子さんは美容室に髪を切りに行かれたりするわけですよね。

もうちょっとそういう、仕事でもいいんですけど、家に帰っただけじゃなくて散歩に行っ

ていろんな人に会ったりするとか、良く言ったら友達ができたりするところまではどう

なのかな、と。そこまで関係の繋がりがあるのかを訊きたいと思いました。それに伴っ

てですが、ストレートに言えば、精神障害への理解とか偏見とかは、特に日本では強

いんじゃないかという印象があるんですけど。浜松で ACT の活動が根付いていく時に、

そこで葛藤があったりしたんじゃないかなと推測をするんですけども、そういうところ

のぶつかりがあったり、理解であったり、過渡期としての危機管理を失敗したりで、そ

ういうことを越えて精神障害者に対する理解を持ってもらう取り組みがきっとあると思

います。もうちょっと病院対自宅という形ではなくて、当事者、家族、医療関係者だけ

じゃなく、もっと広い近所のおばちゃんみたいなところまで含めた話まで聞きたいと思

いました。

渡辺　やはり病気を抱えてるというのがありまして、時間を掛けないと広がって行かない

というか、無理をさせてしまうというか。関係作りというのをきっちりやって、私達は

決して「病院でやってきたことをそのまま地域に」ということを全くないし、そうした

くないと思っています。これから広げなければいけないですし、その方は地域の人でも
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あるので障害を持っていても普通に暮らせるということで、「周りの方々にどれだけ理

解して頂けるか」というところが、私達が支援しているところを見て頂くというか、「も

う少し私達が頑張らなければならないところかな」と思っています。どうでしょうか？

浜渦　訪問看護師という立場からは、その人が地域の中でどういうふうに溶け込んでいる

かとういうのは、なかなか見えにくいところなのでしょうか？

渡辺　最近の話なんですけど、たばこを吸う方で、たばこを吸って具合が悪くなった時に、

何回もたばこ屋さんに行くんですよ。店の中に入って行って、話もして。その時に、い

かにそのたばこ屋さんに迷惑を掛けないように理解して頂けるかというところは、自分

が辛くなるぐらい、「たばこ屋さんは仕事をしているし、お客さんに迷惑を掛けている

んじゃないか」とか心配します。しかし、その方はそこが一番安心できる場で、そこに

座っているし、すごく自分の中で戦うんですけども。そこは私達がうまく関わるという

ことで地域が理解をしてくれて、それがどんどん広がって行く。今もそこに居ます。

上久保　今の方の質問を伺って、「自分の発表が、今一つだったのかな」と反省しました。

まだまだ伝えきれていないことが多いことに気が付きました。質問に対するお答えとし

ては、「病院でやってきたことを自宅に」ということにはなっていません、そこは自信

を持って言えますね。

　　時間の関係で、なぜ「病院にあったものを地域にもってきただけ」ではないというこ

とを一つ一つ説明はできませんが、さっきの A 子さんで言えば、ボランティアさんが

高校時代の同級生だったので、支援者以外の方ともいろいろな交流がありました。また、

そもそも、渡辺さんが話してくれた母親の介護という点でいえば、A 子さんが介護者な

んですね。まさに、地域の中でのつながりだと言えます。A 子さんが家族で介護してい

る人としてヘルパーさんと対応する、ケアマネさんと交渉をする。介護保険の手続きを

する。……このようなことは、病院にいたら決して起こらないことですよね。平坦な道

ではありませんでしたが、A 子さんは地域に生きる人として、認知症介護をされていま

す。そのあたりのことは、あまり伝えられませんでしたが。それとこれは、ちょっと違

う図なんですけど、さっきご本人のリカバリーの話がありましたが、リカバリーってい

うのはできるだけ本人の中の支援者の割合を少なくしていきます。活動の場所も市民的

な活動の場所へと移行していきます。さきほど渡辺さんがお話ししていたように、ある

当事者は卓球を渡辺さんとやっているけども、ゆくゆくは公民館の活動に繋げていこう

と思っています。市民的な活動への関与の有無、多寡も、地域支援となっているかどう
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かの一つの指標といえると思います。さっきのご指摘の通りだと思うんですけど、豊か

なネットワーク、豊かな繋がりをご本人が作れるように、私達が支援しなければいけな

いと思っています。

浜渦　「発表の仕方が悪かったかもしれない」というふうに言われましたけど。確かにお

宅へ行って注射を打つという、そういうところをお話しされて、いまのようなお話まで

はなかったので、先程の印象を持たれたかもしれないですね。もう時間がなくなってお

りますけども、どうしてもということがなければ終わりにしたいと思いますが、宜しい

でしょうか？

質問者 11　この精神科訪問看護ステーションのチラシの裏に、「看護・介護職等のケア提

供者を対象に精神疾患を持つ利用者様の対応を受けます」と書いてありますけれども、

電話したらいいんですか？

渡辺　時々、電話でダイレクトに入って来ることもありますので受けています。訪問看護

ステーションに電話を掛けても良いと思いますよ。

浜渦　はい、ありがとうございました。今日は台風が近づくなか、お集まり頂きありがと

うございました。改めて、浜松から来て下さったお二人に感謝の拍手を、ありがとうご

ざいました。




