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Ⅰ．はじめに

日本の精神保健・医療・福祉施策は「入院医療中心か

ら地域生活中心へ」と移行し、2004 年８月、厚生労働

省は「精神病床等に関する検討会」「精神障害者の地域

生活支援の在り方に関する検討会」の最終まとめを発表

し、今後 10 年間の基本的な方針として、約７万床の病

床数減少になるような精神保健医療福祉体系の再編をは

かることを達成目標として掲げた。

現在、精神科病床入院患者のうち 6万 8000 人が、条

件が整えば退院可能な「社会的入院」にあたる長期在院

患者１）で、５年以上の入院患者の割合は 43.0％、10 年

以上が 28.9％を占めている。

長期在院患者の「地域生活中心に向けた」社会復帰活

動には、社会復帰施設の整備が不可欠ではあるが、長期

在院患者の社会復帰意欲を促す仕組みを施策の一つとし

てもとりあげている。このことからも、日々患者と向き

合っている精神病院に勤務する看護職の意識は、患者の

社会復帰への意欲に大きく影響するのではないかと考え

た。　

長期在院患者の社会復帰に向けての看護援助に関する

研究では、日本版治療共同体という特殊な実践例から成

功する要因を明らかにした研究２）、参加観察から日常的

な病棟の看護に織り込まれている退院に向けた看護者

の関わりを明らかにした研究３）、長期入院精神障害者の

社会復帰への援助を阻害する看護者の態度に関する研 

究４）、統合失調症患者の長期入院から社会復帰に向けて

の看護介入に関する研究５）などはみられるが、事例研

究も多く６，７）、対象者が限定されており、十分とは言い

がたい。

そこで、精神病院に勤務する看護者が認識している長

期在院患者の社会復帰に向けての看護実践や取り組んで

いる過程での看護者の思いなどから、社会復帰に向けた

看護実践の実際と課題を明らかにし、長期在院患者に対

する看護実践の検討の機会としたい。

Ⅱ．研究方法

１．研究参加者

精神科病棟に勤務し、長期在院患者の社会復帰に向け

〔研究報告〕

 精神疾患をもつ長期在院患者の社会復帰に向けての看護実践と課題（第一報）

片 岡 　 三 佳1)  高 橋 　 香 織1)  グレッグ　美鈴2)

池 西 　 悦 子3)  池 邉 　 敏 子1)  長 瀬 　 義 勝4)

家 田 　 重 博5)  纐 纈 　 富 久6)  村 岡 　 大 志7)

Nurse Caring Behaviors and Tasks for Community Reintegration Training 

of Long-Termed Hospitalized Mentally Ill Patients

Mika Kataoka1) , Kaori Takahashi1 ) , Misuzu F. Gregg2) ,

Etsuko Ikenishi3 ) , Toshiko Ikebe1) , Yoshikatsu Nagase4) ,

Shigehiro Ieda5) , Tomihisa Koukestu6) , and Hiroshi Muraoka7)

1）岐阜県立看護大学　地域基礎看護学講座　Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing
2）岐阜県立看護大学　看護研究センター　Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing
3）岐阜県立看護大学　機能看護学講座　Management in Nursing, Gifu College of Nursing
4）医療法人生仁会　須田病院　Suda Hospital
5）医療法人春陽会　慈恵中央病院　Jikeityuuou Hospital
6）医療法人仁誠会　大湫病院　Okute Hospital
7）社団法人　岐阜病院　Gifu Mental Hospital



岐阜県立看護大学紀要 第 5巻 1号 , 2005

た看護実践を実際に行っている、あるいは行った体験を

もつ看護者 11 名。

２．調査時期と方法

平成 16 年８月、A 県下の精神病院４施設において、

半構成的インタビューを実施した。インタビューはプラ

イバシーが保持できる個室で行い、インタビュー内容は

研究参加者（以後、参加者とする）の同意を得てテープ

レコーダーに録音した。双方の集中力を考慮し、インタ

ビューは 60 分程度として、長期在院患者の社会復帰に

向けての看護実践に関して、１）今まで実践してきた援

助、２）大事にしていること、３）看護者として課題と

感じていること、４）これらの実践を通して感じた自分

にとっての意味、などを中心に語ってもらった。

３．分析方法

データを逐語録に転記し、逐語録を精読し、文脈に留

意しながら、長期在院患者の社会復帰に向けての看護実

践に関する最小単位を抽出してコーディングし、類型化

を図った。

分析結果の信頼性と妥当性は、了解可能かどうかの視

点で、研究者間で検討し、確認を行った。

４．倫理的配慮

１）参加者が所属する機関の管理者に文書と口頭で研究

の了解を得る。

２）参加者に研究の趣旨、方法、研究への参加は自由で

あり、拒否する権利や中途拒否の権利、それにより不

利益が生じることがないこと、公表の方法、匿名性と

守秘の保証など文書と口頭で説明を行い、研究者およ

び参加者が同意書にサインして交換した。

3）文完成時に録音テープは処分した。

Ⅲ．結果

１．参加者の属性

参加者は 11 名、男性６名、女性５名で、平均年齢は

36.7 ± 7.3 歳（28 ～ 49 歳）であった。精神科勤務年

数の平均年数は 9.0 ± 4.9 年（最長 16 年、最短２年）、

精神科を含む臨床経験年数は10.4 ± 3.8 年（最長 16年、

最短２年）であった。インタビュー時間は平均 49.2 ±

12.2 分（最長 75 分、最短 33 分）であった。

２．抽出されたカテゴリー

データを分析した結果、１）実践してきた援助、２）

実践に影響を及ぼす要因、３）実践を通して得たこと、４）

今後の課題に分類された（表１）。

なお、《　》内はカテゴリーを、＜　＞内はサブカテ

ゴリーを、「　」内は参加者の語った言葉をプライバシー

の保護を配慮して要約した内容を示している。

1）実践してきた援助

実践してきた援助は、《患者の気持ちを尊重する》《患

者の力をひきだす》《家族の安寧を導く》《連携》《地域

を変える》の５カテゴリーに大別された。

（１）《患者の気持ちを尊重する》

《患者の気持ちを尊重する》は、患者の気持ちを尊重

するための＜患者の話を聴く＞＜患者の気持ちや自己

決定の尊重＞＜不安への関わり＞＜患者の可能性を信じ
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表１　社会復帰に向けた看護実践と課題
カテゴリー 　サブカテゴリー

実
践
し
て
き
た
援
助

患者の気持ちを尊重する 患者の話を聴く
患者の気持ちや自己決定の尊重
不安への関わり
患者の可能性を信じる
信頼関係の構築
機会を逃さない

患者の力をひきだす 思いを受けとめる
自己表現を促す
自信につなげる
意欲の向上につなげる
生活技能を身につける
日常生活を豊かにする
患者の能力と生活のアセスメント
患者の代弁者となる

家族の安寧を導く 家族の安楽を導く
情報提供
病気の理解を促す

連携 面会・外出・外泊の促し
医療スタッフとの報告・連絡・相談
医療スタッフと話し合う場の設定
看護スタッフの意見をひきだす

地域を変える 精神障害者理解に向けた地域への活動

実
践
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因

患者への専心 患者に対する思い
患者の笑顔や目に見える変化

看護者の内的動機づけ 看護研究
自分の信念

看護チームの支えあい 上司などのサポート
急性期のケアの質

社会資源の限界 社会資源活用の限界
入院期間
受入れ側の現実

あきらめ 非協力的なスタッフの存在
看護者のあきらめ
患者本人の意欲の埋没

得
た
こ
と

患者の力を実感 患者の力を実感
看護者の成長を実感 自分の看護の広がり

仕事への充実感
周囲への広がり 長期在院患者の退院を促す雰囲気の芽生え

今
後
の
課
題

精神保健福祉の普及 精神障害者に関する地域住民の理解
社会復帰資源の情報提供の普及
社会復帰施設の増加

病院全体の連携 退院後フォローのシステム
社会情勢に合わせた病棟全体での取り組み
医師、看護者間などとの連携

家族の援助 家族との関わり
看護者の自己研鑽 学習不足
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る＞＜信頼関係の構築＞＜機会を逃さない＞の６サブカ

テゴリーに分類された。

＜患者の話を聴く＞には、「患者の思いや感情を表出

できる場を提供する」「話す機会をみつけて、ゆっくり

話せる場の設定」など、患者の話を聴くことが語られて

いた。

＜患者の気持ちや自己決定の尊重＞には、「本気で思っ

ている患者の気持ちを尊重する」「患者の自己決定を引

き出し、それを尊重する」など、患者の気持ちや自己決

定を尊重することが語られていた。

＜不安への関わり＞には、「患者の不安を見逃さない」

「患者の退院に対する不安や自信のなさを理解する」「退

院の不安に対して、具体的な方法を本人や家族とともに

考えていく」など、患者が退院するときに生じる不安へ

の関わりについて語られていた。

＜患者の可能性を信じる＞には、「長期入院患者の可

能性を信じる」「患者の潜在能力を信じる」「埋もれてい

るかもしれない患者の良い部分を察知し、評価していく

こと」など、患者の可能性が語られていた。

そのほかに、＜信頼関係の構築＞＜機会を逃さない＞

などが語られていた。

（２）《患者の力をひきだす》

《患者の力をひきだす》は、患者のもっている力をひ

きだすための＜思いを受けとめる＞＜自己表現を促す＞

＜自信につなげる＞＜意欲の向上につなげる＞＜生活技

能を身につける＞＜日常生活を豊かにする＞＜患者の能

力と生活のアセスメント＞＜患者の代弁者となる＞の８

サブカテゴリーに分類された。

＜思いを受けとめる＞では、「何度も言っていた退院

したいと思う患者の思いを真剣に聴く」「まず、本人の

話を聴いたりするのが大切だろう」と話を聴き、患者の

思いを受けとめることの大切さが語られていた。

＜自己表現を促す＞では、「自己表現が苦手な患者に

対して、自己評価表の作成や交換日記などを通して、自

己表現を促すような試み」「自己表出が少ない患者には、

徐々に売店や散歩に連れ出し、患者自身が自分のことを

話すようになった体験」など、自己表現を促す援助が語

られていた。

＜自信につなげる＞では、「患者の最近の変化で良い

個所を伝える」「居住生活が長くなっている閉鎖病棟か

ら開放病棟へ移動する際に、自信がない患者に対して、

開放病棟の説明を何度も行い、一緒に開放病棟に見学に

行ったこと」など、長期在院患者の自信がつくような援

助が語られていた。

＜意欲の向上につなげる＞では、「日中、臥床傾向に

ある患者に作業療法などへの参加に声をかける」「患者

がもっている母親の自覚という健康的な部分に関わる」

「退院の意欲を引き出すために病院外の話題提供や退院

するためには何をしたら良いのかを具体的に説明する」

など、長期在院患者の意欲の向上につながるような援助

が語られていた。

＜生活技能を身につける＞では、「作業療法や SST へ

の参加を促す」「服薬教育や患者の状態に合わせた服薬

自己管理の促し」「生活面での自立に向けた金銭の自己

管理を段階的に行う」などの日常生活での援助や、「一

人暮らしを可能にするために、できることできないこと

を紙面上に書いてもらい具体化してもらう」「社会情勢

が実感できにくくなっている患者に、社会情勢を実感で

きるように伝える」など社会との接点での援助、「外泊

時に家族の負担を少なくするため、患者のできることを

一緒に考える」「外泊時の注意事項を看護者が患者に耳

打ちする」など、外泊の機会を活用した援助が語られ、

いずれも長期在院患者の生活技能を身につけるような援

助が語られていた。

＜日常生活を豊かにする＞では、「患者の調子が良い

ときに辛さを緩和できるような、例えば散歩や買い物な

どの時間をもつ」「必ず声をかけ、臥床傾向にある患者

には気分転換を促す声かけなどを行う」など、長期在院

患者の日々の生活が少しでも豊かになるような援助が語

られていた。

＜患者の能力と生活のアセスメント＞では、「患者の

潜在能力を含めた能力のアセスメント」「社会での生活

可能性のアセスメント」「今後の生活スタイルのアセス

メント」など、ほとんどの看護者が、長期在院患者の能

力と社会生活を送るうえでのアセスメントを語ってい

た。

＜患者の代弁者となる＞では、「母親に患者の気持ち

を理解してもらえるように伝える」「母親に患者の気持

ちをわかってもらう機会を逃さない」など、患者の代弁

者となって、患者の思いを家族に話すという患者と家族
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の橋渡し的な役割について語られていた。

（３）《家族の安寧を導く》

《家族の安寧を導く》は、＜家族の安楽を導く＞＜情

報提供＞＜病気の理解を促す＞の３サブカテゴリーに分

類された。

＜家族の安楽を導く＞では、「家族の心身が楽になっ

てもらうように話を聴く」「外泊時の家族の思いを聴く」

など、家族の負担を少しでも軽減するように話を聴く援

助が語られていた。

＜情報提供＞では、患者に関する情報提供と社会資源

の活用に関する情報提供が行われており、患者に関する

情報提供には、「患者を受入れることに不安が強い家族

に対して患者の病状の変化を繰り返し説明する」「患者

の良い面、異なる一面を説明する」「患者の生活での頑

張りを伝える」などが語られていた。社会資源の活用に

関する情報提供には、「訪問看護などの使用できる資源

の活用を促す」などが語られていた。

＜病気の理解を促す＞では、「家族への服薬教育」な

どを行い、家族の病気の理解を促す援助が語られていた。

（４）《連携》

《連携》は、＜面会・外出・外泊の促し＞＜医療スタッ

フとの報告・連絡・相談＞＜医療スタッフと話し合う場

の設定＞＜看護スタッフの意見をひきだす＞の４サブカ

テゴリーに分類され、家族、医療者、看護スタッフ間の

連携が語られていた。

＜面会・外出・外泊の促し＞では、「久しぶりに面会

に来た家族に “また、来て下さいね ”と伝え、面会を促す」

「“ 外泊が無理なら面会だけでも･･･ ” と家族に訴え、徐々

に外泊を促す」「精神保健福祉士とともに、家族への外泊・

外出を促す手紙をだす」など、家族の面会・外出・外泊

などを促す様子が語られていた。

＜医療スタッフとの報告・連絡・相談＞では、「患者

の退院計画」や「今後の方針」では医師との連携が行わ

れ、「面会や外泊・外出が困難なとき」や「患者の生活

が困難なとき」「退院後の住居確保」には精神保健福祉

士との連携が行われ、「退院後の看護の継続」には訪問

看護との連携が語られていた。

＜医療スタッフの話し合う場の設定＞では、医師、精

神保健福祉士、スタッフが、カンファレンスに参加でき

るように場の設定、調整が看護者によって行われていた。

（５）《地域を変える》

《地域を変える》には、＜精神障害者理解に向けた地

域への活動＞として、「地域に向けた講演会などを企画

する研究会への参加」などが語られていた。

2）実践に影響を及ぼす要因

看護者が捉えた、長期在院患者の社会復帰に向けての

看護実践を行う際に影響を及ぼす要因は、《患者への専

心》《看護者の内的動機づけ》《看護チームの支え合い》《社

会資源の限界》《あきらめ》の５カテゴリーに大別された。

（１）《患者への専心》

《患者への専心》は、＜患者に対する思い＞＜患者の

笑顔や目に見える変化＞の２サブカテゴリーに分類され

た。

＜患者に対する思い＞には、「患者の退院したいとい

う思いを何とかしたいという自分の思い」「患者の退院

を願う思い」が語られ、＜患者の笑顔や目に見える変化＞

には、「関わったことで患者が喜ぶ姿、言動によって、

自分のしんどさの何倍もの嬉しさを実感」、などが語ら

れ、《患者への専心》が長期在院患者の社会復帰に向け

ての看護実践を行う契機になっていた。

（２）《看護者の内的動機づけ》

《看護者の内的動機づけ》には、病棟で取り組む＜看

護研究＞での機会や “ 自分が行う ” という＜自分の信

念＞の２サブカテゴリーが、看護実践の動機づけとして

語られていた。

（３）《看護チームの支え合い》

《看護チームの支え合い》には、＜上司などのサポー

ト＞や、「新しく入院された患者を長期化させてはいけ

ないので、急性期ケアが重要」などの＜急性期のケアの

質＞の２サブカテゴリーが語られていた。

（４）《社会資源の限界》

《社会資源の限界》は、＜社会資源活用の限界＞＜入

院期間＞＜受入れ側の現実＞の３サブカテゴリーに分類

された。

＜社会資源活用の限界＞には、「社会復帰施設の少な

さ」「住居確保の困難さ」「病棟環境の限界」「退院に向

けての準備としての試験外泊が少ない」「退院に向けて

の進行の早さ」など、入院環境も含めた社会資源の限界

が語られていた。

＜入院期間＞には、「３年以内なら社会復帰できるの

̶ 14 ̶



岐阜県立看護大学紀要 第 5巻 1号 , 2005

̶ 15 ̶

ではないか」「長期入院とともに、両親の高齢化、世代

交代に伴う社会復帰の困難性」など、入院の期間に関す

ることが語られていた。

＜受入れ側の現実＞には、「家族への外泊・外出を促

す手紙を書いても拒否をする家族」「家族は患者の悪い

時のイメージが強く残っていて、良くなっている患者に

目が向けることができない状況にある家族」など、受入

れ側の家族の厳しい現状が語られていた。

（５）《あきらめ》

《あきらめ》は、＜非協力的なスタッフの存在＞＜看

護者のあきらめ＞＜患者本人の意欲の埋没＞の３サブカ

テゴリーに分類された。

《あきらめ》には、看護者側のあきらめと患者本人の

意欲の埋没がある。看護者側では「非協力的なスタッフ、

医師の存在」が語られた＜非協力的なスタッフの存在＞

と、「（実践が）うまくいかなかった体験」「長期在院患

者は退院してもすぐに戻ってくるイメージ」「長期在院

患者の退院は難しい」など、＜看護者のあきらめ＞のよ

うな認識が語られていた。

＜患者本人の意欲の埋没＞には、「社会復帰には本人

の頑張ろうという意識が必要」「病棟生活に慣れ、退院

や病棟移動を好まない患者の対応」など、社会復帰に向

けての患者の意欲が埋もれている様子が語られていた。

3）実践を通して得たこと

社会復帰に向けての看護実践を通して得たことは、《患

者の力を実感》《看護者の成長を実感》《周囲への広がり》

の３カテゴリーに大別された。

（１）《患者の力を実感》

《患者の力を実感》には、「案外、生活をしていけるも

のだと患者の生活能力を実感」したという患者の力を改

めて実感した看護者の言葉が語られていた。

（２）《看護者の成長を実感》

《看護者の成長を実感》は、＜自分の看護の広がり＞

＜仕事への充実感＞の２サブカテゴリーに分類された。

＜自分の看護の広がり＞には、「見えなかった患者の

一面や内面が見え、看護の幅の広がりにつながった」「患

者の変化をキャッチする力がついた」「あきらめてはい

けない」など、看護者として成長を実感していることが

語られていた。

＜仕事への充実感＞には、看護実践により患者の表情

の変化にみる「看護への自信」や「仕事の楽しさ、充実

感」など、仕事への充実感が語られていた。

（３）《周囲への広がり》

《周囲への広がり》には、「あきらめていた長期在院患

者が退院したことで、職員の社会復帰に対する意識の芽

生え」など、＜長期在院患者の退院を促す雰囲気の芽生

え＞が語られていた。

4）今後の課題

看護者が捉える今後の課題は、《精神保健福祉の普及》

《病院全体の連携》《家族の援助》《看護者の自己研鑽》

の４カテゴリーに大別された。

（１）《精神保健福祉の普及》

《精神保健福祉の普及》は、＜精神障害者に関する地

域住民の理解＞＜社会復帰資源の情報提供の普及＞＜社

会復帰施設の増加＞の３サブカテゴリーに分類された。

「精神障害者に関する地域住民の正しい理解に向けて

の取り組み」や、「社会復帰施設の増加を求めること」「社

会復帰資源の情報提供を家族や地域に普及すること」な

どが語られていた。

（２）《病院全体の連携》

《病院全体の連携》は、＜退院後フォローのシステム＞

＜社会情勢に合わせた病棟全体での取り組み＞＜医師、

看護者間などとの連携＞の３サブカテゴリーに分類され

た。

＜退院後フォローのシステム＞には、「再入院をしな

いためにも退院後の患者や家族のフォローの必要性」が

語られ、＜社会情勢に合わせた病棟全体での取り組み＞

には、「訪問看護など看護部全体としての取り組みの必

要性」「患者の話を聴くための時間の確保」が語られて

いた。＜医師、看護者間などとの連携＞には、「医師と

のコミュニケーション不足」「スタッフ間で共通理解の

必要性」など、社会復帰に向けた連携・チームワークの

必要性が語られていた。

（３）《家族の援助》

《家族の援助》には、病院全体としての取り組みと個

人での取り組みとしての＜家族との関わり＞が課題とし

て語られていた。

（４）《看護者の自己研鑽》

《看護者の自己研鑽》には、看護者個人の課題として、

「症例検討」や「社会資源に関すること、コミュニケー
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ション技法、などの学習」「家族との関わり方」など、＜学

習不足＞が語られていた。

Ⅳ．考察

１．長期在院患者の社会復帰に向けての看護実践の実際

本研究で語られた長期在院患者の社会復帰に向けての

看護実践は、《患者の気持ちを尊重する》《患者の力をひ

きだす》《家族の安寧を導く》《連携》を中心に展開され

ていた。長期の入院、精神病院という閉鎖的な社会での

生活が、人生の多くを占めている長期在院患者には、家

族の高齢化により家族とも疎遠になり、社会との関係も

希薄になり、生活体験、社会性、問題解決能力などが低

下している者が多い。ゆえに、《患者の気持ちを尊重す

る》《患者の力をひきだす》といった患者本人への働き

かけのみならず《家族の安寧を導く》家族への働きかけ

が援助の中心として位置付けられ、医師や精神保健福祉

士、病棟以外の看護職との《連携》によって実践されて

いた。　　

坂田８）は、精神科における長期在院患者の後遺症状

としての障害には残遺症状と態度としての問題があると

述べている。残遺症状には、社会性の低下、精神症状か

ら派生するストレス耐性の低さがあり、態度としての問

題には、自己認識に乏しい、失敗に対する恐れが強い、

判断力が弱いことであり、残遺症状と態度としての問題

の両者に関連する障害として、意欲の低下、楽しむこと

が苦手、活力の低下がある。これらの障害と看護実践と

の関連をみると、自己認識に乏しい状況には患者の＜自

己表現を促す＞＜思いを受けとめる＞援助が行われ、失

敗に対する恐れが強い状況には＜自信につなげる＞援

助、意欲の低下、活力の低下には＜意欲の向上につなげ

る＞援助、社会性の低下や判断力が弱いことには＜生活

技能を身につける＞＜患者の代弁者となる＞援助、楽し

むことが苦手な状況では＜日常生活を豊かにする＞援助

が行われ、その基盤に《患者の気持ちを尊重》し、＜患

者の能力と生活のアセスメント＞を実践している看護者

の姿が伺える。

加えて、《家族の安寧を導く》ことは、看護者が家族

側の立場になり、家族に必要な＜情報提供＞＜病気の理

解を促す＞とともに、＜家族の安楽を導く＞関わりに

よって、看護者と家族との関係性が深まり、＜面会・外

出・外泊の促し＞が可能になっていく。そして長期在院

患者は、病棟での生活から家族の協力を得て外出・外泊

へと生活環境が拡大し、社会との接触などを体験、積み

重ねることによって、精神症状から派生するストレス耐

性の低さを強化し、退院への援助につながっていったも

のと思われる。

これらの看護実践は、「第一期：退院へのニードの発

現の時期、第二期：退院に対する準備をする時期、第三

期：地域生活を支える時期」という時間軸をもった長期

在院患者の社会復帰プロセス９）とも関連している。

長期在院患者の社会復帰に向けた看護実践を促進する

要因として、《患者への専心》《看護者の内的動機づけ》

があった。それは、病棟で取り組む＜看護研究＞での機

会や成功体験、＜患者に対する思い＞＜患者の笑顔や目

に見える変化＞、“ 自分が行う ” という＜自分の信念＞

などが実践の契機になっていた。加えて、＜上司から

のサポート＞など《看護チームの支えあい》などが、長

期在院患者の社会復帰に向けた看護の実践を維持する

ことに影響していたと思われる。一方、阻害する要因

には、＜非協力的なスタッフの存在＞＜看護者のあきら

め＞＜患者本人の意欲の埋没＞などであった。前述の坂 

田 10）や石橋 11）らも看護者の熱意やあきらめないこと

の重要性を語っていた。

長期在院患者の社会復帰に向けた看護実践は長期に及

ぶ取り組みになるが、その実践の過程で看護者は、《患

者の力を実感》《看護者の成長を実感》《周囲への広がり》

を実感していた。このことは、長期在院患者の社会復帰

に向けた看護実践は、患者のみならず看護者自身に能力

の発揮、成長を実感する機会を与え、周囲の看護者にも、

長期在院患者の退院を促す意欲を高める雰囲気を生み出

すなど、周囲の力を発揮する機会を提供していた。

つまりは、長期在院患者の社会復帰に向けた看護実践

は、患者の力をひきだし、患者を受入れる地域・家族へ

の援助が、連携を通して実践され、それを支えるものに

は、患者の姿に心を揺り動かされる看護者の内的動機づ

け、何とかしたいと思う看護者の熱意、患者への専心、

それを支える看護チームのサポート、看護者自身が成功

体験をもつことが、重要であると思われた。

２．長期在院患者の社会復帰に向けての看護実践の課題

看護者が捉えた、長期在院患者の社会復帰に向けての

̶ 16 ̶
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看護実践の課題には、ハード面である＜社会復帰施設

の増加＞と＜社会復帰資源の情報提供の普及＞＜退院後

フォローのシステム＞＜社会情勢に合わせた病棟全体で

の取り組み＞が語られていた。

調査地域の特性として、精神病院の所在地の利便性が

良いとは言い難い状況におかれている病院がほとんど

で、看護職員の確保が極めて困難であり、一般病院に比

べて准看護者の比率も高い状況にあるという。これらの

ことからも、長期在院患者が退院したとしても最寄の社

会復帰施設が遠く、通院・通所が困難で、情報を得にく

いという状況がある。加えて、＜社会資源活用の限界＞

と関連して、「試験外泊などを実行する退院に向けての

準備期間の短さ」が語られており、地域特性や長期在院

患者の社会との関係の希薄さや高齢化を考慮した、＜社

会情勢に合わせた病棟全体での取り組み＞を行いつつ、

＜社会復帰資源の情報提供の普及＞＜退院後フォローの

システム＞など、新たなシステム作りが必要である。＜社

会復帰施設の増加＞に向けて、《精神保健福祉の普及》

を働きかけていく必要がある。

また、精神疾患の特徴から、入院のきっかけが患者本

人の意思ではなく、家族からの相談によって展開される

場合も少なくない。ゆえに患者・家族の双方が、自分が

被害者であり相手が加害者であるという意識をもつこと

もあるため、この複雑な関係の調整を看護者は、《家族

の安寧を導く》ことや＜患者の代弁者となる＞ことで、

患者と家族との橋渡しを行ってはいるが、課題として掲

げていることからも、個人で行うことの限界もあり、今

後、退院前訪問や訪問看護を活用するなどの病院全体で

取り組めるように体制作りが急務であると思われた。

ハード面以外にも、長期在院患者の社会復帰に向けて

の看護実践を阻害している要因には、＜患者本人の意欲

の埋没＞＜看護者のあきらめ＞である《あきらめ》があ

る。「長期在院患者は退院してもすぐに戻ってくるイメー

ジ」「長期在院患者の退院は難しい」など＜看護者のあ

きらめ＞が語られていた。しかしながら、調査 12）では

10 年以上の長期入院患者でも 49.5％が退院の意向を示

している。前述の坂田 13）、石橋 14）の報告では「固定し

た患者の捉え方、あきらめ」は長期在院患者の社会復帰

への援助を阻害し、松枝 15）は「看護者が変わることが

患者の力を発揮する」と、看護者自身があきらめないこ

とが不可欠であると述べており、本研究はそれらの結果

を支持するものとなった。そして、そのための周囲のサ

ポートが重要であり、本調査での参加者の語りから、１

例１例を大切に、退院に至らずとも「患者が変わる」と

いう変化を看護者が実感できることが、あきらめないこ

とにつながっているように思われた。

今回は限定された地域に勤務している看護職を対象に

している。今後は面接事例を増やし、長期在院患者の社

会復帰に向けての看護実践と課題を明らかにしていきた

い。

Ⅴ．まとめ

精神病院に勤務する看護者が認識している長期在院患

者の社会復帰に向けての看護実践の実際と課題を明らか

にした。その結果、実践してきた援助には、《患者の気

持ちを尊重する》《患者の力をひきだす》《家族の安寧を

導く》《連携》《地域を変える》があった。その実践を支

えるものには、患者の姿に心を揺り動かされ、何とかし

たいと思う看護者の熱意である《患者への専心》《看護

者の内的動機づけ》、それを支える《看護チームの支え

合い》、看護者自身が成功体験をもつことが、重要であ

ることが示唆された。

また、今後の課題として、地域特性や長期在院患者の

社会との関係の希薄さや高齢化を考慮した《精神保健

福祉の普及》《病院全体の連携》《家族の援助》があった。

くわえて、患者の可能性を信じて、患者本人や家族、看

護者があきらめないこと、患者の少しの変化を看護者が

実感できることが重要で、そのための《看護者の自己研

鑽》と看護者をサポートする体制をどのように構築して

いくかが課題である。
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