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新たな潮流
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C

トップランナーたちの挑戦
〜経営現場からの便り〜

特集

ったときにすぐに相談・対応できる支援者やボランティアの確保なども欠か

9 病院における取り組み

精神疾患治療のパイオニア
東京都立松沢病院がめざす
地域支援

に移行する」という言葉だけを聞くと、不安を感じる人も少なくない。その背
景には、精神疾患に関する正確な情報を得ていないことから誤ったイメージ

12 社会福祉法人における取り組み

をもっていることもあるだろう。そして、誤ったイメージをもってしまう理由に

地域移行の受け皿として
問われる力量

は、精神疾患を抱える人との接点が少ないこともある。だからこそ、地域で
精神疾患を抱える人と出会い、精神疾患について理解する機会が今必要と
ドキュメント・ザ・
多職種連携

14

る前」の段階から必要となる。精神疾患とはどんな病気なのか、精神科病
院や精神科医療ではどのようなことが行われているのかを知っておくこと
あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

笑顔のひと

コトバの鍵
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S

「入院」から
「在宅」へと進む
精神科医療の流れ

入れることは大きなチャレンジだ。とはいえ、
「精神疾患を抱える人が地域

02

T

8 解説

その一方で、受け皿となる地域側にとっても、精神疾患を抱える人を迎え

できるのだ。

N

7「地域移行」時代の
精神科病院の新たな潮流

疾患を抱える人にとっては大きなチャレンジになるだろう。

で、過剰な不安を抱えることなく、精神疾患を抱える人を受け入れることが

E

さん
公益社団法人日本精神科病院協会会長

せない。これまでの病院の中での生活から、地域に戻るということは、精神

つまり、精神疾患を抱える人の地域移行への取り組みは、
「地域移行をす

T

精神科病院・医療への
偏見払拭も
「地域移行」に必要な一手

状に対応した環境の整備が重要となる。住まいや仕事の手配から、何かあ

されているのだろう。

N

4 山崎 學

前もって知っておくことが
地域移行をスムーズにする
精神疾患を抱える人が地域移行をしていくなかでは、その人の生活や病

O

NO.
Summer
2018

連載

思いを同じくする人たちとつながり
市民参加型のチーム医療を実現する

秋山 和宏

さん
一般社団法人チーム医療フォーラム代表理事
東葛クリニック病院副院長

16

エクササイズと健康手芸を目玉に
利用者が安心できる施設を目指す

18

入社６年目、
現場のまとめ役として
新たなステージに立つ

19

通所介護

ソラスト小平（東京都小平市）
永井 遥さん
ソラスト小平

主任ワーカー

精神疾患

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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精神科病院・医療への偏見払拭も
「地域移行」に必要な一手

山崎 學
公益社団法人日本精神科病院協会

会長

さん

精神障害者の「地域移行」が声高に叫ばれているが、
精神科病院や精神科医療への根強い偏見はいまだに地域社会に存在する。
山崎學さんはそうした状況において、精神科病院・医療への偏見の払拭と
正しい知識の発信が必要だと強調する。

地域移行の対象者を
正しく理解することが重要

入院に入ります。地域移行の対象と

―― それは、精神科病院に長期に入

なる患者さんは、この２年目に入る

院していることはよくないと思われて

方のことを指しており、いかに２年目

いるからでしょうか。

んは、治療抵抗性（その疾患に対し

大変さを思い出して拒否される場合

さらに踏み込んで言えば、病院と

科学的に有効とされる治療を行って

もあります。そのため、退院したくて

介護施設の違いはどこにあるのか、

も効果がみられないこと）の疾患を

もできず、やむなく長期入院になっ

をしているのです。

―― 今、精神障害者の地域移行が強

に入らずに、地域に戻れるようにし

そういうことだと思います。しか

という問題もあります。確かに特別

抱えていたり、BPSDが強く出てい

たり、施設への入所になることも少

く叫ばれています。精神科 病 院側で

ていくかを考えるのが、今必要とさ

し、長期入院している方には、それ

養護老人ホームなどは在宅と位置

る認知症の高齢者であったりする場

なくありません。

は、どのようにこの流れを捉えられて

れている地域移行の議論なのです。

ぞれ理由があります。病院側も患者

づけられていますが、結局のところ

合が目立ちます。治療に苦慮するこ

しかし、現状の地域移行の議論

さん側も、好き好んで長期入院させ

自宅とは異なるわけです。病院から

とも多く、在宅にすんなり戻すわけ

そもそも、地域移行という言葉が

では「精神科病院に長期に入院して

ている（している）わけではなく、そ

施設に入居することは問題なく、病

にはいかない、ということがありま

正しく理解されていないというのが

いる人を地域に移行させる」という

れぞれの患者さんの病態や退院後

院に長期入院することだけが悪く言

す。

現状であり、その理解を浸透させる

話にすり替わっていることがありま

の生活などを考慮して、長期入院と

われてしまうのは、長期入院の意味

のが重要だと考えています。現在、

す。すべての精神科病院の患者さん

なっているケースがほとんどです。

が理解されていないからでしょう。

そもそも迎え入れる家族がすでに

新規に精神科病院に入院する患者

を地域に移行させようという話では

しかも、個々の患者さんごとに退院

―― どのようなことが影響して、長期

いない場合もありますし、行動障害

さんのうち、１年以内に退院する方

ないということを、まずはしっかりと

できない理由が異なり、医療機関は

入院となるのでしょう。

や衝動制御障害を抱えており、在宅

が９割で、残り１割の方は２年目の

理解しておいてほしいですね。

それぞれの患者さんに合わせた対応

いるのでしょうか。
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まず、長期入院されている患者さ

また、特に高齢の患者さんでは、

に戻ろうとしても、ご家族が当時の

やまざき・まなぶ
1967年、日本大学大学院卒業
（内科系精神医
学専攻科）
。同大板橋病院精神神経科助手、
防衛医科大学専任講師（文部教官）などを経
て、医療法人慈光会慈光会病院（現・医療法
人社団山崎会サンピエール病院）理事長・院
長に就任。厚生労働省社会保障審議会医療
部会委員、日本医療機能評価機構理事、関東
信越国税局嘱託医などの要職を歴任。2010
年に日本精神病院協会会長に選出。18年の
春の叙勲において、旭日重光章が授与される。
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特集
ていると思います。とはいえ、精神

く、とても穏やかに過ごしていたの

科病院に入院されるような認知症の

です。ところが、一部の過剰な拘束

患者さんは、暴力などを振るったり

例がピックアップされてしまい、すべ

―― 一言で地域に戻るといっても、患

して、在宅や施設ではなかなか面倒

ての精神科病院がそのようだと認識

者の容態やその生活環境などを考え

をみられない方ばかりです。夜間せ

されてしまったわけです。

ないと、難しいわけですね。

ん妄で一晩中ナースコールを押す患

こうした偏見や誤りを是正するた

特に高齢化の影響は著しく、私が

者さんなどには、一般病床では対応

めに、日本精神科病院協会ではさま

院長を務める精神科 病院でも、入

し切れませんから、そうした重度の

ざまな形で広報を行っています。世

院患者さんの半分は認知症を抱え

方への対応のプロとして、精神科病

界 保 健 機 関（WHO）でもかつて、

る高齢の患者さんです。高齢で認知

院があるのです。

日本の精神病床は平均在院日数が

重度の認知症患者への
対応のプロ としても

症の患者さんが退院する場合、支え

地域 移行の観点は大 切ですが、

約400日で長過ぎると批判されてい

手となるご家族も同じく高齢のケー

本当にその患者さんが地域に戻れる

ました。実態を調べたところ、世界

スが少なくありません。さらに、合

状況にあるのか、その方の退院後の

的には、30日以上入院できる病床

併 症で糖尿病を抱えていたりする

生活環境などもよく見た上で、帰っ

は精神病床とカウントしないことが

と、その管理をご本人やご家族でや

てもらわなければなりません。さら

わかりました。そのため、ほかの国

るのは難しいのが現状です。入所で

には、帰りたくても戻ることができ

では精神病床の入院日数は短くなり

きる施設や担い手となる専門職も限

ない状況にある精神科疾患の患者

ます。しかし、日本の場合はすべて

られてきますので、必然的に病院に

さんがいることや、その方を受け入

の精神病床を含めてしまうため、長

長期入院してしまうという流れが生

れる精神科病院の役割も広く知って

期間入院されている方などが計上さ

じます。

もらいたいですね。

れ、平均在院日数が長くなってしま

―― 精神科病院が抱える課題は、簡
単に解決できるものばかりではないん
ですね。そうしたなかで、旧来の精神
科病院のイメージを払拭し、地域の人

精神科病院・
医療の真の姿を
国内外にアピールしたい

そこで世界の基準に合わせ、国内
の急性期･超急性期の精神病床での
平均在院日数を計算したところ、国

―― 少しずつ地域に開かれてきてい

内で約55日。これは、ほかの国とも

あるという声も聞きます。

る精神科病院で今、特に課題となって

変 わ ら な い 数 字 で す。この 点 を

いるのは何でしょうか。

WHOにもアピールしたところ、日

一般の方は足を踏み入れることがな

一番大きいのは、精神科病院、精

本が長期入院をさせているという批

かったと思います。時には、精神科

神科医療に対する社会的偏見です。

判は減りました。このような批判の

病院に入ると薬漬けにされる、拘束

これは日本だけの問題ではなく、世

根拠・論拠となる数字が果たして適

されるといった誤った情報が流れた

界中の精神科医療関係者の間で課

正なものなのか、もしくは正しくて

こともありました。

題として認識されています。特に日

も古い数字を引っ張ってきていない

ところが、今は精神科病院に認知

本の場合は、多剤併用や拘束といっ

かなどを、しっかりと確認し、誤って

症の方が入院されることも多くなり、

た言葉で批判されることがあります

いれば正す必要性を痛感していま

お見舞いの方なども増えています。

が、これは本当に誤っていると声を

す。

実際に来院された方にお話を聞く

大にして言い続けています。

何よりも、日本には世界に誇れる

と、
「思っていた以上にきれい」
「一

私は昭和40年代に医師となりま

国民皆保険制度があります。精神科

般病床よりも良いのでは」など、お褒

した。その当時、父親が院長を務め

医にすぐにかかることができる環境

めいただくことも少なくありません。

ている精神科病院に行ったところ、

というのは、恵まれています。精神

徐々にではありますが、地域に開か

私が医師になったことを一番喜んで

科病院・医療を悪いイメージだけで

れてきた感触は得ています。

くれたのは入院患者さんでした。昔

捉えず、良い治療を受けられる環境

ここには、認知症というものがポ

から、日本の精神科病院の患者さん

が日本には整っていることもアピー

ピュラーになってきたことも影響し

は拘束されていたりしたわけではな

ルしたいですね。
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精神科病院の
新たな潮流

うのです。

が足を運びやすくなっているところも

昔は閉鎖 病 棟が多く、なかなか

地域移行 時代の

© beeboys - Fotolia.com

精神疾患を持っていても、地域で共に暮らしていこうという「地域移行」の流れが大きくなっている。
2018年度の障害福祉サービス等報酬改定や診療報酬改定においても、精神疾患患者の地域移行への
流れがより強化された。本特集では、地域移行を実現するためにどのような取り組みが行われているの
か、精神科病院のあるべき姿と、それに向けた取り組みを進める精神科病院の事例を紹介する。
季刊 solasto Summer 2018
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特集 「地域移行」
時代の精神科病院の新たな潮流

解説

「入院」
から
「在宅」
へと進む
精神科医療の流れ

入院医療から在宅医療へと精神科医療は大きく変化している。精神疾患を抱える人を地域で受けいれていくため

の体制づくりが進んでおり、2018年度の診療報酬改定ならびに障害福祉サービス等報酬改定では、こうした地域
移行・地域生活支援の流れが反映した改定となっている。国の方向性がどのように向かっているのかを解説する。

新規入院患者の入院期間は減少傾向
今後さらに減らしていく方向に

地域で暮らせる体制づくりを
強化していく改定

厚生労働省が2014年に行った患者調査によると、精

こうした政府の方針を受け、2018年度診療報酬改定

神疾患の患者数は約392.4万人で、うち入院患者が31.3

では、地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医

万人、外来患者が361.1万人とされている。治療薬の発

療を評価する改定内容となった。地域移行・地域生活支

展などにより近年の新規患者の入院期間は減少化傾向

援に関しては、自治体と連携した措置入院後の通院精

にあり、約９割の新規入院患者が１年以内に退院してい

神療法等が新たに評価されたほか、精神疾患患者に対

る。その一方で、入院患者のうち１年以上の長期入院患

する訪問支援を充実させるなど、地域で暮らし続けるた

者は18万5000人にものぼる。このなかには住まいの場

めの医療体制の構築が進められることとなっている。

や地域での支援体制等が整えば退院できる人も少なく

病院における取り組み

精神疾患医療の
パイオニア
東京都立松沢病院が
めざす地域支援

東京都立松沢病院
東京都世田谷区上北沢 2-1-1
TEL: 03-3303-7211
http://www.byouin.
metro.tokyo.jp/matsuzawa/

2018年度の診療報酬改定で、地域移行に対する評価が強化された精神科医療。地域包括ケアシステムの構築

が推進され、精神科病院にも地域におけるさらなる医療連携や、患者が安心して住み続けるための手立ての充実
が必要と示されている。こういったなか、精神科病院の取り組みやあり方はどのように変わっていくのだろうか。精
神科病院の草分けとして知られる東京都立松沢病院院長の齋藤正彦氏に話を伺った。

森が残る。館内にはレストスペースや屋上庭園があり、エ

全国有数の精神科病院として
5つの運営理念を掲げ先進的な取り組み

ントランスや各受付窓口には花やオブジェを飾り、長い
廊下にはたくさんの写真を掛け、患者の不安な気持ちを
軽くする工夫がされている。本館と別棟に23の病棟があ

また、障害福祉サービス等報酬改定においては、地域
生活支援拠点等の整備を促進するほか、生活の場であ

東京都立松沢病院は、1879年に上野公園内に設立さ

るグループホームの確保や、地域相談支援等の既存サ

れた東 京 府癲 狂 院を起源とする精神科を中心とする総

精神医療の分野でも新薬が生まれたことで、病気を克

院医療中心から地域生活中心へ」を理念とした精神保

ービスや新たに創設された自立生活援助の活用により、

合病院である。その後、1889年には東京府巣鴨病院へ

服して地域に戻り、社会生活を送る人の数は飛躍的に増

健医療福祉の改革ビジョンを発表（図表1）。国民の理解

関係機関・関係者による連携や、サービスを複合的に提

と改称し、1919年には第５代院長の呉秀三氏の指揮の

えている。障害のある人を地域で支えようという「地域

の深化や地域生活支援の強化、精神医療の改革、基盤

供できる体制を強化することとなっている。特に地域移

下、現在の世田谷区上北沢（当時は荏原郡松澤村）の広

支援」の考え方を、同院では推進してきた。

強化の推進等を進めている。2014年には、2020年度末

行支援においては、精神科病院からの地域移行実績や

大な土地に移り、1943年の都制施行に伴い現名称に改

を目標に、長期入院患者のうち2万8000 ～ 3万9000人

専門職の配置、病院等との緊密な連携を評価した新た

称して現在に至る。

て役割を果たす」
「質の高い精神科および身体科医療を

を減らしていく方針を掲げている。

な基本報酬が設定された。

「呉先生は、
『我が国の精神病者は、精神の病を持つと

提供する」
「患者中心の医療・看護を実現する」
「社会に

いう不幸に加えて、この国に生まれたるの不幸も併せ持

開かれた医療を行う」
「地域住民に親しまれる病院をめ

からの働きかけなどによる退院

っている』と、当時の日本の精神医療の貧困を憂慮し、

ざす」という５つの理念（図表2）を掲げ、精神科救急医

意 欲の喚 起のための支 援 や、

状況を改善すべく緑豊かな広大な敷地にコテージ風の

療、精神科急性期医療、社会復帰に向けた医療、精神

医療と福祉の連携、地域生活

病棟が点在する病院で、そのころの主流だった自然療法

科身体合併症医療、専門医療（薬物・アルコール依存症

における精神障害者の意思決

ができる環境を整備しました。それまでは当たり前だっ

医療/認知症医療/早期支援・青年期医療/医療観察法

定支援のあり方など、精神疾患

た手枷・足枷を禁止し、職員の資質を高めて、患者を閉

医療）を提供している。

を抱える人を地域で支えていく

じ込め隔離するのではなく、治療する施設へ精神科病

「都立病院は一部税金で運営されていますから、都民

ための取り組みも進められてい

院を変えようとしたのです」

ないとされている。
こうした長期入院患者に対し、政府は2004年に「入

図表1

このほか、ピアサポーターら

精神保健医療福祉の改革ビジョンの枠組み
国民の理解の深化
「こころのバリアフリー宣言」の普
及等を通じて精神疾患や精神障害
者に対する国民の理解」
を深める

精神医療の改革
救急、リハビリ、重度などの機能分
化を進め、できるだけ早期に退院
を実現できる体制を整備する

地域生活支援の強化
相談支援、就労支援等の施設 機
能の強化やサービスの充実を通
じ市町村を中心に地域で安心し
て暮らせる体制を整備する

基盤強化の推進等
・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める
・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う
「入院医療中心から地域生活中心へ」
という精神保健医療福祉施策の基本的方策の実現
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る。さらに、病 院に対しても、

とうきょう ふ てんきょういん

こう話すのは、同院で2012年から院長を務める齋藤

り、施設内には最新鋭の検査・治療機器が備わる。

また、同院では「都民のための精神医療センターとし

東京都立松沢病院
院長

齋藤 正彦さん

あくまでも医療を提供する場で

正彦氏。同年、都立松沢病院は新しい本館診療棟が完

あり、生活の場であるべきでは

成して装いを一新。デザインコンセプトは敷地内の「松

1980年東京大医学部卒、都立松沢病院精神科医員、

ないとの立場で、病院の構造改

沢の森」でくつろぐことをイメージした「こころに、深呼

ロンドン大学精神医学研究所研究員などを経て、東

革にも着手している。

吸」。敷地は東京ドーム４個分の面積があり、武蔵野の

さいとう・まさひこ

京大医学部精神医学教室講師。2006年10月から翠
会和光病院院長。12年から現職。
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に評価される医療機関でないといけません。患者さんや

氏は強調する。ただし、これにより同院の医師１人当た

所などで精神医療に携わる医師が、週に１回、２週に１

ご家族、社会で暮らす皆さん、医師会、民間の精神科

りが診る患者数は他の都立病院の医師に比べて7倍にな

回といったペースで都立松沢病院の非常勤医として外来

病院・診療所、総合病院などステークホルダーはたくさ

った。

を担当。自院の患者を都立松沢病院の病棟に入院させ

んいますが、皆さんに『都立松沢病院があって良かった』

「これは大きな課題で、医師や看護師などの負担が増

た場合、松沢のスタッフと協力して治療にあたる仕組み

と思っていただけることが、当院の使命だと考えていま

え、休職や離職者が増加すれば本末転倒です。そのた

である。これにより単科の精神科診療所の患者が、予約

す」

めにはできることから始めて解決する必要があります」

なしで各種検査を都立松沢病院で受けられるようにな

近隣病院と連携して質を引き上げつつ
手厚い医療とサポートで地域支援を進める
さまざまな理由から都市部の総合病院を中心に精神
科病床は減少を続けており、都立松沢病院では近隣の
一般病院や精神科病院・診療所と連携し、地域におけ

こうした課題に対応しつつ、精神科急性期医療であれ

る。

ば、一般の精神科病院では対応困難な専門性の高い急

「参加していただき、医師同士が情報交換をすること

性期の精神疾患患者を受け入れる。さらに内科や外科

で両者がレベルアップし、質の高い地域医療が実現し

など、精神科以外の診療科も設け、精神科単科の病院

ます」

では対応が難しい、身体疾患を併発している精神疾患
患者に対して精神科合併症医療も行っている。
こういった取り組みの結果、2012年度には50%程度

また、近年の診療報酬改定では精神科医療の地域移
行が評価されるようになり、2018年度も「精神疾患患
者に対する訪問支援の充実」など新設・見直しが行なわ
れた。

る医療資源の確保・質の向上に努めている。

だった合併症入院依頼の引き受け率は80%を超え、
「依

「我々の役割は民間医療のサポートであり、民間の皆さ

頼を断らない」
「紹介しやすい」病院であることを実現。

んからも『松沢があるから我々の医療も良くなる』と実感

加えて身体拘束の低減にも取り組み、この５年間で10分

者の入院と同時に精神科ソーシャルワーカーを中心に多

していただけるスタンスを貫くことです。最終的な目標は

の１に減少させた。これらの情報を病院の公式サイトで

職種が協働して、退院までのゴールを定め、手厚くケア。

患者さんがより良い生活を送るための医療やサービスを

も発表して周知を徹底したことで、１年間の新規入院患

在院日数を短縮するとともに、退院しても必要な医療を

地域全体で提供することですが、そのためには同業者か

者数、１日当たりの新規外来患者数はいずれも５年で

受け、安心して地域で暮らせるように支援している。

らの支持、さらには適切な連携体制が求められます」

40%以上も増加、
「患者さんに選ばれる病院」という目

「私も含め職員がお祭りなどの近隣の催しに参加した

標もクリアしつつある。

り、ジョギングのイベントをサポートするなど地域に出

そこで、都立松沢病院では「他の医療機関からの依頼
を断らない」という目標を掲げ、積極的に患者を受け入れ

地域医療機関との連携をさらに深めるため「松沢版オ

ている。
「公立の医療機関の役割のひとつです」と、齋藤

ープンホスピタル構想」にも取り組んでいる。民間診療

図表2

ると同時に地域に支えられる病院であることも、我々の
掲げる目標です」

精神障害者の急性期医療、社会復帰医療、薬物依存
症医療および身体医療を重点医療として、地域と医
療連携を推進しながら、都民のための精神医療セン
ターとして役割を果たす。
2 質の高い精神科および身体科医療を提供する
精神疾患および身体疾患の治療、看護技術の研鑽に
努め、常に質の高い先進的医療を提供する。
3 患者中心の医療・看護を実現する
精神障害者の人権を最大限尊重し、インフォームド・コ
ンセントに基づく患者中心の医療・看護を実現する。

信頼性、安全性、透明性の高い医療を提供すると共
に、診療録や看護記録の開示に努め、社会に開かれ
た医療を行う。

（上）機能的にレイアウトされた外来診療室（中）救急・急性期の受け
入れ診療室。緊急的で多様な心身の問題に対応する（下）精神科身体
合併症病棟のICU。精神科以外の診療科も充実しており、さまざまな
合併症の医療ニーズに応えられる

「たとえば、都市部なら50 ～ 100床の中規模病院が核

退院後の患者が在宅に移行する際は、近隣の訪問看

となり周辺の診療所と協働するのが向いています。その

護ステーションのスタッフに都立松沢病院の看護師が無

際、診療報酬の問題で経営が厳しい中小病院には公的

償で同行し、当面は共同でケアに当たる。看護師１人で

なサポートが必要でしょう。他方、大規模な精神科病院

担当するのに不安がある場合は、何度か同行し、都立

を維持するのが厳しい地方では、入院機能を他に任せ

松沢病院の看護師がいつでもサポートする体制になって

て自院はベッドを持たずに診療に集中するなどの方法も

いる。

考えられます。精神疾患患者に限らず、障がいのあるす

精神科病院のあり方に正解はない
地域特性に応じた対応が必要

4 社会に開かれた医療を行う

べての人々に、包括的に社会のなかで暮らせるような環
境を整え、受け入れるというコンセンサスを国民に周知
することが大切です」
病院から地域への移行先としてはグループホームなど

5 地域住民に親しまれる病院をめざす

季刊 solasto Summer 2018

自衛隊病院とのヘリ訓練や合同防災訓練に参画してい
理解や評価をいただきありがたいことです。地域を支え

1 都民のための精神医療センターとして役割を果たす
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て、病院をアピールしました。町内会の方々をお招きして、
ただいています。これらの細やかな交流で当院に対する

東京都立松沢病院の理念

精神障害者がいつでも気兼ねなく医療を受けられる
ように、偏見や差別の解消に努め、地域住民に親し
まれる病院をめざす。

都立松沢病院では以前から地域支援に取り組み、患

（上）エントランスには花やオブジェを置いて、和やかな雰囲気を演出
（下）７階の認知症病棟の個室。窓からは森のような敷地が展望できる

国の政策もあり、今後も精神科医療の地域移行は推

が挙げられるが、これら社会福祉の分野と医療の協力

進されていく。これに伴い、精神科病院のあり方も変わ

体制の確立も急務だ。
「精神疾患はグループホームなど

っていく。ただし齋藤氏は「一つのモデルを全国的に展

でも医療の提供が必要となります。そういった役割も担

開するといった画一的な取り組みではなく、地域特性に

い、地域での支援を形にしていきたい」と、齋藤氏は今

応じて変化をつけていくことが大切です」と述べる。

後の抱負を語る。
季刊 solasto Summer 2018
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社会福祉法人における取り組み

地域移行の受け皿として
問われる力量
精神疾患患者の地域移行が強化される流れのなかで、地域における

患者の受け皿の用意はできているのだろうか。精神疾患患者や精神障
害がある人の暮らしや就労の支援を幅広く行っている社会福祉法人は
るを取り上げ、地域での取り組みの現状と課題を明らかにしていく。

社会福祉法人はる
〒158-0082 東京都世田谷区等々力2-36-2-201
TEL: 03-6411-6323
https://www.paiyaki.net/

グループホームには居室のほか、居
住者の交流や話し合いに使われる交
流室も設けられている

自転車などで配達するメール便業務など、障害の理
解や一部サポートがあれば働けるという人の雇用の場
も用意

社会福祉法人「はる」は、洋菓子工房に加えて、
それらの製品を提供する場としてカフェなども
運営する

ち、食事・交流・話し合いの場として交流室を共有する

度。これでは自立などあり得ないし、作業所に通う交通

えでの課題も少なくない。
「精神に障害のある人のサポー

一軒家タイプの施設で共同生活を送り、自立が間近い２

費はもちろん、昼食代・小遣いまで親の負担となる。そこ

トを、住んでいる地域で完結させることは、実は難しい

人が「サテライト」と呼ばれる１ルームのアパートタイプ

で、精神に障害のある人の経済的な自立が第一である

のです。当法人の事業所等で就労や生活をする人たち

の居室で、
「一人暮らし」の練習をしている。同法人の通

と、働く環境を提供し、利用者の所得改善を図ろうとし

は、世田谷区民ばかりではなく、15市区町村以上の住

精神に障害のある人の地域移行を大きく進める現在

過型グループホームには、原則として３年以内に、地域

た。それ以来、同法人の事業は拡大。
「パイ焼き窯」の

民です。地域性やご自身のプライドなどもあり、障害の

にあっては、送り出す側の精神科病院の努力だけでな

で自立生活できる力をつけることが目的の人と、家族間

製品を提供する「パイ焼き茶房」も設立し、現在では定

ある人のご家族も含めて、比較的遠隔の土地での就労・

く、それぞれの地域において障害のある人を受け入れる

のトラブル解消が目的の方がいる。常駐スタッフ３人と

員20人、スタッフ11人（就労継続支援Ｂ型）となってい

生活を望むこともあるからです」と、鹿島さんは説明す

施設が不可欠であり、その運営にあたる社会福祉法人な

非常勤スタッフ、顧問医１人の支援を受け、利用者が日

る。さらに、等々力（定員20人／スタッフ10人）と中目黒

る。

どの運営団体の力量も問われる。

常生活を送っている。

「しかし、精神に障害のある人のニーズと現実のアンマ

「今後の理想は、精神に重い障害のある人でも、地域社

ッチが多いことで地域移行が進まないのです。障害から

会の中で自分らしい生活を実現・維持できるよう包括的

（就労継続支援Ａ型）を設立。障害者の計画相談支援を

施設建設が難しい地域もある。
「まだまだ地域に対して

コミュニケーションが困難な方や生活費の確保ができな

な訪問型支援を提供するケアマネジメントの実現です。

行う「はるの相談室」
（指定特定相談支援事業所）も展

の精神疾患や障害理解への啓発が必要」と鹿島さんは

い方もいらっしゃいます。そして多種多様な資源のなか

まず、看護師・精神保健福祉士・作業療法士・精神科医

開する。サポートするボランティアも150人ほどが同法人

考えている。そうした背景もあり、グループホームの数は

でも、大切な生活の場となるグループホームの絶対数が

からなる多職種チームにより、365日24時間サービス

に登録し、バックアップしている。

増えにくく、永住型施設はなおさら厳しい状況にある。

不足しています。グループホームの形態にも『永住型』

で、利用者の生活の場へ赴くアウトリーチ
（訪問）支援を

生活の場としての
グループホームの不足

（定員10人／スタッフ4人）に訓練ではなく雇用を意識
し、メール便の配達や仕分け業務などを行う「しごとも」

顧客との対面サービスの場である「パイ焼き茶房」は、

また、精神に障害のある人向けの施設は、ともすると
迷惑施設として見られかねず、支援団体の事業拡張や

同法人でも、グループホームに空きが出て募集をかける

『通過型』等がありますが、永住型は少なく、受け入れ期

確立。これと福祉・リハビリなど多岐にわたる支援を網

「『街中にあるオアシス』をめざす洒落た喫茶店で、大勢

限が決まっている通過型が一般的です」と、社会福祉法

羅する、集中的で包括的、利用者それぞれに合った生活

のお客様に認知されています。精神に障害のある人の就

人はるの理事長である鹿島法博さんは語る。

を支える仕組みを構築することが、地域移行を進めるた

労支援施設だということを気づかないお客様もいらっし

医療機関との連携についても、難しい側面がある。現

めに大切です」

ゃいます」と、鹿島さんはいう。それほど基礎訓練が行

状では重度の利用希望者が増えている傾向がうかがえ、

き届いており、利用者とスタッフの区別は即座につかな

今後も多種多様な問題を抱える人も増えていくと考えら

い。
「パイ焼き窯」の製品の品質も大変に高い。そこまで

れる。
「通所されるほとんどの方は、医療機関に繋がっ

できて、働く喜びの獲得と自立した一人暮らしをめざす

ていますが、利用者１人で通院されても短時間の診察で

ことも可能となる。就労の場も拡大させている同法人で

は病状の深刻さが伝わらない場合もあります。そのた

は、理想的な支援体制が整っているように思える。

め、身近にいる職員が同行して、主治医に状態を説明し

同法人は、1994年に精神に障害のある人に特化した
共同作業所から出発し、2001年に社会福祉法人となっ
た。就労の場に加えて生活の場として、
「はるの邑」、
「と
どろきの杜」という２カ所のグループホームを運営し、入

地域で生活するには
就労の場と経済的自立あってこそ

居定員はそれぞれ７人。このうち５人が各人の居室を持
同法人では、就労から居住まで一貫して、精神に障害
社会福祉法人はる
理事長兼「パイ焼き窯」
責任者

のある人のサポートが可能だ。
「パイ焼き窯」は、1994

かしま・のりひろ

現在では、定員40人、スタッフ14人の作業所（就労移行

鹿島 法博さん

飲食店、電子回路の設計、営業などさまざまな職種
を経た後、社会福祉法人はるに入職。
「パイ焼き窯」
責任者を経て、現在は理事長を兼務

12
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年に焼き菓子の製造販売共同作業所として設立され、

地域社会への啓発を
続けていくことの重要性

支援・就労継続支援Ｂ型）に成長。設立当時、共同作業
所で支払う工賃（給料）は、月に数百円から3,000円程

と、世田谷区内に限らず、遠隔地からもすぐに問い合わ
せが入るという。

たり、お手紙を持参していただくこともあります。私たち
自身も研修や日々の活動から、今まで以上に精神疾患に
ついて学習し、医療機関との連携が十分にできるよう
に、スキルアップしていく必要もあります。」と、鹿島さん

しかし、精神に障害のある人の地域移行を推進するう

は今後の方向性を語った。
季刊 solasto Summer 2018
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している一般社団法人チーム医療フォ

ーラム。その代表理事である秋山和宏
東葛クリニック病院副院長に、
「地域

社会とつながる医療」についてお話を
うかがった。

話は、競合と補完というところから始
まった。
「人類は動物や植物に名前をつけて分
類し境界をつくるとともに、医療や介護

感覚をつかむには、いいチームでチーム

に限らず世の中のシステムも機能分化

心臓外科の病院をつくって、他の病院か

プロジェクトを通して、参加する医療を

き、成長する場を増やすことで、日本の

実践する 社会医療人 を輩出し、社会

社会をよくしていきたいと考えている。

をよくすることに貢献したいと考えてい
ます」

い、感謝し、ありがたいと思う気持ちは

チーム医療のメンバーとしてきわめて

る。小手先の効率性ばかりを追い求める

プラスサムが可能です。そろそろ、これ

重要な資質は何か。
「たまらなく人間が

と、総合的な判断ができなくなってしま

を大切にする生き方にシフトしないとい

好きということです。知識は後でどうに

うため、愚直に医療は何のためにあって、

けません」

でもなりますが、これだけは、教科書や

人にどういう形で福音をもたらすのか

どんな本を読んでも身につきません」

など、本質的なことを問い続けている。
また、
「情」としての活動がＭＥＤプレ
ゼンだ。10回目の開催となる今年、
「Ｍ
ＥＤ Ｊａｐａｎ」として新たなスタートを
切った。回を重ねるにつれ、最初は観客

ＭＥＤプレゼンは、いのちの現場から社
会を良くしようと行動する医療人が、そ
の志と思いをプレゼンテーションするス
テージ。アイデアや知 識を共有したり、
拡散したりする場ではない。他薦による
メインプレゼンのほか、自薦プレゼンも
ある。毎年、200人近い聴衆が参加して
いる。

めている。ＭＥＤプレゼンの場があるこ

2009 〜 2011年

ること）が大事ですよ』とアドバイスを受

とで、思いを同じくする人 たちが 出会

け、それを胸に刻んだそうです」と、秋山

い、刺激し合い、成長して、そこから新

東京国際フォーラムでチーム医療推進全
国会議として開催。

さんは語る。これは、経済学者ケインズ

たな活動が生まれているのだ。
「緊急性

の『わが若き日の信念』の一節からとっ

と重要性のマトリクスでいうと、緊急で

たものだ。このとき安岡氏は、道元禅師

はないけれども重要なことを意識的に

年、東京女子医大消化器病センター外科

の言葉を用いて、
「良い人物と一緒に仕

取りあげています。緊急性も重要性もあ

勤務。96年、至誠会第二病院 外 科勤務。

事をすることでto be goodになるとい

ることは誰でも目が行き、学会などでも

うものですよ」とも伝えたという。

話題にします。でも、そこばかりに焦点

取材・文：堀切孝治

あきやま・かずひろ

業。医学博士、MBA（経営学修士）、日本

とかく私たちは、わかりやすいto do

外科学会専門医、日本消化器外科学会専

goodに目が行きがちで、to be good

れるだけで終わってしまいます」

を二の次にしてしまうと、秋山さんは指

「意」としての活動には、草の根の勉強

摘する。
「良き人間の周りには人が集ま

会や地域のサロンの支援を挙げる。
「コ

り、人と人とがつながっていきますか

ミュニティーのなかで、時には生徒、時

ヘルスウオーキング指導士。

を当てていると、目の前の流れに忙殺さ

バーが何か言ったときに、自信のある医

ためにとか、地域医療のためにとか、メ

ら、良き行いも自然とついてきます。to

には先生となって教え、語り合い、お互

が生じていると、秋山さんは指摘する。

師 は『そうなんだ、どういうこと？』と

ンバーが共感・共鳴するような目標・ビ

be goodが最重要です」

いが高め合ってリスペクトし合えるよう

ちゃんと聞いて取り入れようとしますが、

ジョンを立てることが挙げられる。
「組

代表理事を務める一般社団法人チー

れぞれが補完し合うのが本来の姿です。

なかにはまったく受けつけない医師もい

織にはビジョンが必要です。組織を進化

ム医療フォーラムや、同フォーラムが主

相互にバランスがとれるように補い合う

ます」。自分の無知を知られたら恥だ、

させるためには、分化して、専門化する

催するＭＥＤプレゼンの活動も、to be

ことで、全体としてうまく機能していき

負けになると思い、他の人からの意見を

必要がありますが、それが行き過ぎると

goodと関係があるのだろうか。
「チーム

ます」

拒絶するというわけだ。

バラバラになってしまう。だから、みん

医療フォーラムは、 参加する医療で、社

だが、競合の発想に凝り固まった人は

どうしたらチームとして機能するよう

なを束ねるような目標を用意して、全体

会をよくする ことを目的に活動する団

多い。
「栄養サポートチームなどでメン

になるのか。有効な方法として、患者の

で補い合うように仕向けるべき。補完の

体です。私の考えるチーム医療とは、多

季刊 solasto Summer 2018

ＭＥＤプレゼン

と）の前に、to be good（良い人物であ

今や限界にきており、さまざまなひずみ
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「お金やものは、奪い合いをするしかな

として地域でＭＥＤプレゼンを開催し始

しかし、競合の発想で突き進むのは

「自然界にしても人間社会にしても、そ

最後に、秋山さんはこう締めくくった。

篤から
『to do good
（良い行いをするこ

営実践協会理事、日本ウオーキング協会

合の発想です」

人と人がつながり、それぞれが自分を磨

ーとして登壇し、遂にはオーガナイザー

門医、日本褥瘡学会評議員、日本栄養経

らパイを奪い取ろうとします。これが競

ォーラムでは、
「知」
「情」
「意」の３つの

治朗会長は若き日に、思想家の安岡正

年、多摩大学大学院経営情報学研究科卒

科出身だと、規模の拡大のために新たに

ほど健康だということがわかっている。

として参加した人が、やがてプレゼンタ

99年、東 葛クリニック 病 院 入 職。2007

ようとします。たとえば、院長が心臓外

のちを考え、大切にするものです。同フ

「ウシオ電機株式会社の創立者・牛尾

理事。1990年、防衛医科大学校卒業、同

はそれぞれが自分の得意分野で競争し

コミュニティーでの人付き合いの多い人

は、季刊誌『ツ・ナ・ガ・ル』の発行があ

思いを同じくする人たちの
出会いと成長の場を創出

一般社団法人チーム医療フォーラム代表

ういうなかで、病院は病院ごとに、個人

し、すべての人が当事者意識をもってい

くゼロサムです。でも、お互いに認め合

と、秋山さんは明言する。

東葛クリニック病院副院長（消化器外科）、

し、効率化して進歩させてきました。そ

な場を増やしていきます」。社会参加や

具体的には、
「知」としての取り組みに

医療を体験することです」

さん

競合の発想ではなく
補完の発想が必要

一般社団法人チーム医療フォーラム代表理事
東葛クリニック病院副院長

ンテーション「ＭＥＤプレゼン」を主催

秋山 和宏

いる医療人が、 いのち を問うプレゼ

思いを同じくする人たちとつながり
市民参加型のチーム医療を実現する

現場から社会をよくしようと行動して

MEDプレゼンで話す秋山さん

職種連携のみならず患者や市民も参加

2012年
日本科学未来館未来館ホールでＭＥＤプ
レゼンとして開催。
2018年
M ED Japan
として新たなス
タートを切る。
現在、ＭＥＤプ
レゼ ン 開 催 の
動きは全 国 各
地 に 波 及して
おり、宮城県仙
台市で６月に開催され、以降、秋田県由
利本庄市、群馬県前橋市などで地域会を
開催中。プレゼンの様子はHP上でも確認
できる
（http://medjapan.org）

一般社団法人チーム医療フォーラム
千葉県松戸市樋野口865-2 東葛クリニック病院 医局内
http://teamforum.or.jp/
2008年に草の根勉強会の開催支援を目的に発足。
「参加する医療で、社会を良くする」活動を行
う。
「知」
「情」
「意」の3つのプロジェクトを実施し、医療を通じて社会を良くする 社会医療人 の
輩出をめざす。季刊誌の発行やMEDプレゼンなどを実施するほか、医療者が街頭にたち「元気に
食べてますか？」と声をかけ、低栄養予防を呼びかける活動など行う。
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╲あしたを元気に！／

ソラスト施設

エクササイズと健康手芸を目玉に
利用者が安心できる施設を目指す

訪問記

理者の市川文子さんは手応えを感
じている。

職員全員が指導できる
健康手芸で利用者も活性化
ソラスト小平のもうひとつの目
玉は「健康手芸」だ。ティッシュケ
ースなどをつくる「メタリックヤー

通所介護

ン」、バスケットなどをつくる「エ

ソラスト小平

（東京都小平市）

コクラフト」をオープン当初から取

アマネジャーが関心を持つなど、健

り入れている。

康手芸はソラスト小平を周知する

「最初はボランティアさんが教えて

ツールとなっている。

くれ、この15年ですっかり定着し、
今ではスタッフ全員が教えられま
す」
と市川さんは導入の経緯を話す。

い ちかわ ふみ こ

市 川 文 子さん
設立
所在地

2003年１月
東京都小平市学園西町
2-15-1 2F
TEL
042-348 -1302
FAX
042-348 -1303
スタッフ数       15名（常勤3名、非常勤12名）
提供サービス 通所介護

ます。職員が安心して定着すれば、

員の質の高さで、スタッフ15名のうち、

も安心できます。今後も職員一丸と

ことによる認知症予防効果を期待

８名が介護福祉士の有資格者だ。

なって利用者数を増やし、稼働率の

して推し進めてきた。利用者もかな

「介護福祉士の割合が50％を超え

さらなる向上に頑張ります」と、市

りクオリティの高いものをつくるよ

るため、より良いサービスが提供で

川さんは熱い胸の内を語った。

エクササイズのビデオも独自に

うになった。ある利用者は「孫にあ

きることの証である『サービス提供

製作した。長年使っていたビデオが

げる」と、同じ形のクラフトを４個

体制強化加算（Ⅰ）イ』を取得できま

劣化した際、
「自分たちでつくろう」

製作し、別の利用者は熱中するあま

した」と市川さんは胸を張る。

ソラスト小平は、国分寺駅から西

と本部に相談し、営業推進部のサポ

り、
「今日は作業を続けたいから、

職場の雰囲気も良く、職員の定着

武鉄道多摩湖線に乗り換えて1駅

ートを得て、完全オリジナルビデオ

お風呂には入らない」と言い出す。

率も高い。14年目を筆頭に、全員が

目、一橋学園駅から程近い住宅街に

ができた。

利用者の表情が明るくなり、作品が

勤続５年を超え、お互い気心が知

立地する通所介護（デイサービス）

「インストラクターには主任ワー

完成した際の達成感も大きく、皆で

れ、コミュニケーションも良くとれ

施設だ。

カーが出演し、利用者さんも皆、気

褒め合うなど効果は絶大だという。

ている。職員が進んでいろいろと考

に入っていただいています」と、管

現在は年に１回、小平市の中央公

え、指示や依頼がなくとも、自分で

ハンドクラフトに多くの利用者が熱心に取り組む。
「ソラスト小平」はエクササイズ
と健康手芸に力を注ぎ、職員も率先して仕事に励む楽しい施設だ。

独自のエクササイズビデオで
利用者の反応も良好

32名と通常規模で、稼働率の平均

民館で作品展を開催するまでに発

は75％を超える。半年ほど前の調

展している。

査によると10年以上通う利用者が

「作品展という目標ができ、一段と

のには理由がある。市川さんが６年

全体の17％を数え、03年11月から

力が入るようになりました。作品を

前に赴任したとき、利用者から「こ

利用している人もいる。

どんどんプレゼントしてしまう利用

こに長くいてね。 落ち着かないか

ソラスト小平の目玉の一つは、エ

者さんもいるので、作品展が近づく

ら」などと言われ、ある職員からは

クササイズに力を入れていること

と『人にあげないでください』と釘

「短期間で管理者が変わるので…」

を刺さなくてはいけないほどです」

と、不安そうに打ち明けられた。管

と、市川さんは笑顔で語る。

理者の頻繁な交替に対する職員の

だ。 運動マシンを４種類備えるほ
か、バランス感覚を養うスリング運
状態に合わせた運動メニュ ーを実
施した。

季刊 solasto Summer 2018

ーションの心遣いで、職場は変わり

間の時間の有効活用と、指先を使う

テレビには施設オリジナルのエクササイズ映像が流れ、テーブルにはさまざまな

動も提供でき、各利用者のペースや

16

「声かけやちょっとしたコミュニケ

サービスの質も向上し、利用者さん

オープンは2003年の1月。 定員

（上）ソラスト小平外観
（下）エコクラフトに取り組む利用者

働きやすい職場づくりで
定着率が向上
ソラスト小平の自慢のひとつが職

この健康手芸は、風呂と運動の合
管理者

（左）ティッシュボックスは彩豊
かで日常に潤いを与える
（右）取材当日は出張理容で、髪
形をさっぱり
（下）本格的なバスケットづくり
に取り組む人も

（上）エクサ サイ
ズのビデオは、ス
タッフが出演する
オリジナル製
（右）
バトンを使っ
た 体 操 で、心 身
を軽やかに

仕事を見つけてくれるという。
こうした職場づくりに取り組んだ

事前見学の際にも、健康手芸を見

不安が、利用者に伝播していたと痛

せると惹きつけられる人が多く、サ

感。市川さんは職場の改革に乗り出

ービス担当者会議などで話すとケ

し、職員の不安を払拭してきた。

利用者の声
お お た

や よ い

太田 彌 生 さん

（96歳）

ソラスト小 平

に通い始めて10
年目。利用は週に２回です。皆さん
とお喋りしたり運動したり、楽しい
時間を過ごしています。健康手芸
の作品もこれまで随分作りました。
ティッシュケースなどを楽しく製作
し、親戚中に配ったのもいい思い
出です。
ソラスト小平の一番の魅力は、
親しみやすい職員さん。孫やお嫁
さんといるような、家族のような感
じを抱けるところが好きです。考え
てみたら、家族といるよりソラスト
小平の職員さんたちと過ごしてい
る時間の方が長いかも。付かず離
れず見守ってもらえている、そんな
距離感が絶妙ですごく心地いいで
すね。
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PERSON’S
CLOSE UP

笑 顔のひと

コトバの

●今月のコトバ●

ソラスト小平の魅力は職場の人間関

のモットー。休みがきちんと取れる職

係が良好で、職員同士のコミュニケー

場なので、予定を入れて、それに向けて

ションがよく取れているところにある

頑張ろう、とメリハリをつけるように

親戚に障害のある人がいたため、子ど

と思います。入社当初は職員の入れ替

心がけています。休日はもっぱら家事

ものころから福祉施設にはなじみがあ

わりもあり、いろいろと大変な面もあ

に勤しんできましたが、今年は旅行に

りました。それもあり、大学卒業後は福

りましたが、今は定着率が上がり、皆、

出かけて趣味のダイビングを楽しみた

祉系の仕事に就きたいと考え、就職活

気心の知れた旧知の仲。働きやすい職

いですね。

動をスタート。実は、介護の現場には

場環境のなか、のびのびと仕事をさせ

気心の知れた職員とともに
のびのびと働く

「３K」
「暗い」など、ネガティブな先入観
をなんとなく抱いていたのですが、見
学したソラストの施設の明るい雰囲気
に惹かれ、入社を決意しました。実際に
働き始めてからも、その印象に変化は
ありませんでした。

てもらっています。

主任ワーカーの役割を
確立すべく奮闘中
仕事では、利用者さんの笑顔を見るこ

鍵

精神疾患

今年１月、主任ワーカーに抜擢されま
した。ソラスト小平にはこれまで主任
ワーカーが不在だったため、前例がな
くイメージが全くつかめません。この
施設の“主任ワーカー像”を、私が確立
する必要があるので、責任は重大です。

とが何よりの励みになっています。
「一

どのようにやっていけばいいのか、ま

入社したてのころは、利用者さんへの

日楽しかった」
「またソラストに来るの

だまだ手探りの状態です。ここは、ワー

対応やケアの方法がまだよくわからず、

が楽しみ」と言ってくれるのがすごくう

カーさんが皆、自発的にいろいろ動い

失敗もありました。ただ、デイサービス

れしい。それが、私のやりがいにつなが

てくれる職場なので、主任ワーカーと

は重度の利用者さんが少ないこともあ

っています。

しては、より一層しっかりと考え、実践

り、身体介助に関しては、先輩に教えて

仕事とプライベートの切り替えはう

もらったことをしっかりと身につけれ

まくできている、と自分では思うので

ば対応できるようになるので、つらい

すが、どうでしょう。仕事は仕事でしっ

皆で一緒に努めていきたいと思ってい

と感じたことはほとんどありません。

かりやり、家には持ち込まないのが私

ます。

していかなくてはいけません。
ソラスト小平をより良くするように、

精神疾患に関しては法律などの文
脈によって定義や概 念が異なるほ
か、担当省庁によっても明確な定義
づけが行われていない現状がありま
す。そうしたなか、厚生労働省では世
界保健機関（WHO ）が作成した「疾
病及び関連保健問題の国際統計分類
（ ICD -10）
」に準拠した「疾病、傷害
及び死因の統計分類 」を作成し、疾患
名等を分類しており、ICD -10で「精
神及び行動の障害」として該当してい
るものを、精神疾患としています。そ
© koti - Fotolia.com

の疾患としては、統合失調症やアルコ

入社６年目、
現場のまとめ役として
新たなステージに立つ

ソラスト小平
主任ワーカー

ール依存症、躁うつ病、強迫性障害な

神疾患患者数は392万4000人とさ

多く、企業などにはメンタルヘルス

どが挙げられます。その一方で、厚生

れています。患者数の内訳としては

対策も求められています。

労 働 省 が 行っている患 者 調 査 では

うつ病や統合失調症、ストレス障害

人口の約３%が精神疾患を抱えて

ICD -10で「精神及び行動の障害」に

などが多いほか、認知症患者の急増

おり、生涯を通じて５人に１人が精

分類されるもののほかに、てんかんや

も目立ちます。これに伴い、65歳以

神疾患になるとも言われています。

アルツハイマー病なども含めた統計を

上の高齢患者の割合も年々増えてお

精神疾患は決して他人事ではなく、

とっています。このように、
「 精神疾

り、2008年から2014年までの６年

誰もがかかる可能性のある病気だと

患」の定義づけが曖昧なことが、精

間で、高齢患者の割合は31.5%から

認識するとともに、正しい知識を持

神疾患自体の理解が進みにくい背

36.7%へと上昇しました。また、近

ち、自分や身近な人が精神疾患にな

景にもあると考えられます。

年ではうつ病などの精神疾患を抱え

ったときに、適切な対応ができるよ

ながら、日常生活を送っている人も

うにすることが大切なのです。

2014年に行われた調査では、精

永井 遥さん

（ながい・はるか）

2012年４月、新卒で株式会社ソ
ラストに入社。デイサービスの主
任ワー カー としてソラスト小平
で活躍中。同施設が独自に製作
したエクササイズビデオでイン
ストラクター役を務めるなど、現
場の中心的な存在に。
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●編集 株式会社日本医療企画
●発行 株式会社ソラスト

□ 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、
医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
□ 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用する
サービス業のデジタルカンパニー
□ 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと
地域社会の未来に貢献する会社
□ 人材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社
□ コンプライアンスを重んじ、「やさしさ」と「安心」がある会社

