
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成 25 年 6 月 10 日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：統合失調症の家族心理教育にニーズをもつ家族に，家族心理教育への

参加を促進する効果的な家族へのアプローチ・システムを構築し，その有用性を検討した。わ

が国の精神科医療機関スタッフの日常的な家族との関わり内容の分析から，家族の気持ちやこ

れまでの対処等に焦点を当てた関わりは十分行われていないこと，家族との関わりがシステム

として体系的に行われていないこと，家族との関わりを行うための物理的負担が大きいことな

どが明らかとなった。実践家との意見交換を行いながら，とくに家族支援ニーズの高い家族と

の関係づくりを行うためのスタッフ研修の実施と，家族との関係づくりをシステムとして取り

組むための体制づくりから構成される家族アプローチ・システムを考案した。 

 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to develop an effective family approach 

system for schizophrenia to introduce them to family psychoeducation.  Qualitative and 

quantitative analyses from semi-structured interview and self-administered questionnaire 

for staffs of psychiatric hospitals in Japan revealed that they seldom focused on family 

members’ feelings and coping strategies in their contact with family, that systematic 

approach for family was limited, and that objective burden occurred in contact with 

families.  A model for family approach system was developed taking information from the 

survey and discussion with practitioners into account.  The model was consisted of i) 

workshop focusing on how to engage with family members, especially who had need for 

care, ii) system organization for engagement with family members from their first contact. 
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１．研究開始当初の背景 

統合失調症を中心とする重い精神障害を
もつ人たちの家族に対する心理教育（以下，

家族心理教育）は，精神障害をもつ本人の再
発率の低下や家族の負担感軽減などの効果
が，国内外の多くの無作為化比較試験（RCT）
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で一貫して実証されている（SAMHSA, 2006, 
Drake ら, 2001，塚田ら, 2000 など）。こうし
た知見の蓄積から，家族心理教育は科学的根
拠に基づく実践（EBP）の一つに位置付けら
れており，統合失調症の標準的な治療として
家族に広く提供することが推奨されている
（Lefman ら, 1998; Lefman ら, 2004）。しか
し，家族心理教育の実施率は国内外ともに約
10～30%と低く，ニーズをもつ家族に家族心
理教育が十分に提供されていない状況にあ
る（Lefman ら, 1998; Oshima, 2007）。 
家族心理教育の実施率の低さの背景のひ

とつに，ニーズのある家族がプログラムに参
加しないことが挙げられており，家族が家族
心理教育に参加しない理由には，a) 家族心理
教育に対する家族の認知度の低さ，b) 家族の
疾病受容の欠如や支援を受けることに対す
る抵抗感，c) プログラム参加までの待機期間
の長さ等が指摘されている（Fjell ら, 2007; 
Lyse ら, 2007; 福井ら, 2004 ;Dixon ら, 1999）。 
家族心理教育の認知度の課題は，広報活動

による克服が期待されよう。一方，疾病受容
や支援への抵抗の課題に対しては，関わりの
初期から家族と関係づくりを行うことが有
効であると考えられるが，家族心理教育を実
施している医療機関を対象とした調査では，
これらが十分に行われていないことが明ら
かにされた（贄川ら, 2009）。家族への関係
作りとニーズアセスメントの日常的かつ体
系的な実施を促進するための細やかな方略
を検討する必要がある。 
また，待機期間の課題は，プログラム実施

中にニーズをもつ家族が新たに現れた場合，
プログラム以外での継続的な関わりが求め
られる。プログラムに参加していない家族に
も継続的な支援を提供し，時期に応じて家族
心理教育へつなげられるシステムの考案が
求められよう。 

 

２．研究の目的 

本研究では，統合失調症をもつ人の家族を
家族心理教育につなげるための体系的な関
係作りやニーズアセスメントの具体的な実
施モデルを考案することを目的とした。これ
により，家族心理教育の普及上の「家族側の
障壁」の克服が期待されるだけではなく，プ
ログラム以外の場面でもニーズをもつ家族
への日常的・継続的な支援を提供できるシ
ステムの可能性を提示できるものと考える。 
  
本研究では，以下の下位目的を設定した。 

 
1) 統合失調症の家族心理教育を体系的に実

施している日本の精神科医療機関におい
て，日常実践における臨床スタッフの家
族との関わりの実態を明らかにする。 

2) 統合失調症の家族心理教育を体系的に実

施している日本の精神科医療機関におい
て，家族心理教育に家族を導入するまで
の家族心理教育実施スタッフの関わりの
実態を明らかにする。 

3) 上記実態を踏まえて，家族を家族心理教育
につなげる家族アプローチ方法のモデル
案を作成し，その実施可能性を検討する。 

 

３．研究の方法 

1) 家族関与の内容等の抽出 
日常実践における精神科医療機関スタッ

フの家族関与の実態を抽出・整理するための
半構造化面接を行った。 
(1) 対象 
家族心理教育を機関の通常プログラムと

して定着させることを目的に開発された心
理教育実施・普及ツールキットの有用性検証
プロジェクト（厚生労働省精神・神経疾患研
究委託費）の参加精神科医療機関のうち，本
調査への協力が得られた 12 機関で，家族心
理教育プログラムを担当しない臨床スタッ
フ各 2 名を対象とした。 
(2) データ収集と分析方法 
半構造化面接により，a) 家族との関与機

会・頻度，b) 家族との関与内容，c) 家族と
の関与における工夫点，d) 家族との関与にお
ける困難点を中心に聴取した。加えて，米国
で開発された EBP ツールキットの家族心理
教育で位置づけられている関係づくりの要
素を参照し，被面接者の発言にこれらの要素
が認められなかった場合に，これらの要素に
関連する関与の有無等を確認した。 
面接での発言内容を逐語録化し，上記の 4

点ごとに KJ 法によってカテゴリにまとめた。 
2) 家族関与の実態把握に関する量的調査 
半構造化面接で抽出された，日常実践での

家族との関わる機会や頻度，関わり内容，関
わる上での困難さの認識の実態を把握する
ために，自記式調査票による調査を行った。 
(1) 対象 
ツールキット・プロジェクト参加精神科医

療機関のうち，本調査研究への協力が得られ
た 16 機関で，統合失調症患者に直接処遇を
行う臨床スタッフ 2,135 名を対象とした。 
(2) データ収集 
日常実践における家族との関与機会，頻度，

家族支援の必要性認識，関与内容，関与にお
ける困難度の認識を問う自記式調査票を用
いて，家族関与の実態を数量的に把握した。 
3) 家族心理教育担当スタッフに対する 

半構造化面接調査 
家族心理教育に家族が参加するまでの流

れにおける，家族心理教育担当スタッフの関
わりの実態を明らかにするために，担当スタ
ッフを対象に聴き取りを行った。 
(1) 対象 
ツールキット・プロジェクト参加精神科医



療機関のうち，本調査研究への協力が得られ
た 18 機関で，家族心理教育プログラムを担
当する臨床スタッフ各 2 名を対象とした。 
(2) データ収集 
半構造化面接により，a) エントリーまでの

流れ，b) 関係づくりの方略，c) ニーズアセ
スメントの方法，d) 取り組み上の工夫，e) 取
り組み上の困難・課題を中心に聴取した。 
4) 家族アプローチ・システム案の構築 
実態調査を踏まえて，家族との関係づくり

とニーズアセスメントをシステムとして取
り組むために必要となる取り組み要素を明
らかにし，モデル案を構築した。 
構築したモデル案の実施可能性を検討す

るため，自記式調査への協力が得られた 16
機関の家族心理教育担当スタッフ，および家
族心理教育を担当しないスタッフ各 1 名が参
加する意見交換会を開催した。モデル案に対
する意見を求め，出された意見をもとに，よ
り実施可能性の高いモデルへ修正を行った。 
 
４．研究成果 
1) 家族関与の内容等の抽出 

12 機関から 23 名の臨床スタッフの協力が
得られた。対象となったスタッフはすべて看
護師であった。日常実践における家族との関
わりの実態を，EBP ツールキットで示す関係
づくりとニーズアセスメントの内容を準拠
枠として，図 1 のように整理した。 
図 1 の左側（関係づくりの焦点）には，EBP

ツールキットの普及モデルで挙げられてい
る，家族との関係づくりで焦点を当てるべき
事項を示した。中央（家族関与の実態）には，
本調査で抽出された家族との関わりの内容
を，内容の類似性から EBP ツールキットでの
関係づくりの焦点と対応させて並べた。また，
EBPツールキットの関係づくりでは触れられ
ていない関わり内容は，区別して並べた。 
図より，家族との関係づくりにおいて必要

とされる項目の多くが，日常実践における家
族との関わりで行われていると捉えること
ができるが，次の点で現状の課題も導き出さ
れた。ひとつは，家族が行っている患者への
サポートの状況や，家族がこれまで行なって
きた対処，家族自身の強み，患者や家族の地
域におけるサポート状況については，家族と
の関わりの中で触れられていない点である。 
次に，関係づくりで焦点を当てる必要のあ

る項目の多くが一貫して家族とのやり取り
の中で行われているわけではない点である。
すなわち，スタッフによって関わりの内容に
バラつきが生じていた。 
三点目に，家族の気持ちや体験に焦点を当

てた関わりや家族との協働姿勢を示すよう
な関わりの多くは，半構造化面接で確認質問
を行った際に表明されたことである。多くの
スタッフが，日常実践において家族に焦点を

当てた関わりを，必ずしも意図して行ってい
ない可能性を示唆するものと思われる。患者
の状況を問う関わりは，患者の情報収集とし
ての聴取として機能している可能性がある。 
新たに導き出された関与内容は，一部は支

援スタッフから家族への一方向的な関わり
となっている。家族の体験にも焦点を当て，
家族に関心を示し，双方向的なやり取りの中
で関係づくりを行い，協働体制を構築するこ
とが求められよう。 
以上の点は，日常実践における家族関与の

内容が，家族との関係づくりを行うには現状
では必ずしも十分ではないことを指摘する
ものであるが，図の右側の点線枠内に示した
ような，家族関与における困難点が背景にあ
ることに留意しなければならないだろう。 
面接に協力を得られた支援スタッフの多

くは，家族に対する支援の必要性を認識して
いる者が多かった。しかし，家族とのコンタ
クトが困難な状況にある場合や，家族の反応
にどのように対応したらよいのかが分から
ず十分に関わりをもてない状況にある。さら
に，時間的制約から積極的な関わりが十分に
行えない状況にもあることがうかがえた。家
族の経験や気持ちに触れる関わりを行おう
とすればするほど，その関わりは顔を合わせ
た継続的な関わりが必要になるであろうし，
一定の関わりの知識やスキル，時間的・心理
的な余裕が必要と感じるかもしれない。こう
した困難要因として挙げられた点を踏まえ
ながら，関係づくりに求められる関わりを一
貫して行えるような体制づくり，一定の知識
やスキルの共有が必要になると言えよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. EBP ツールキットの関係づくりの焦点

を準拠枠とした家族関与の実態 
 
 
2) 家族関与の実態把握に関する量的調査 

16 機関の 1,793 名から回答を得た（回収
率：84.0%）。回答者の平均年齢（標準偏差）
は 40.9（11.9）歳であり，女性が約 7 割を占
めた。職種は看護師が約 7 割と最も多くを占
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めた。所属部門では，慢性期療養病棟が約半
数を占めた。また，これまでに家族心理教育
を経験したことのある者は，約 3 割であった。 
(1) 家族関与の機会と関与頻度 
家族と関わる機会とその頻度の状況の特

徴は，次のように記述された。 
a) 急性期病棟では，約半数のスタッフが月に

数回，入院時家族面接で家族に関与。 
b) 外来・リハビリテーション関連部門・デイ

ケアでは，約 2 割のスタッフが月に数回，
家族に関与。 

c) 退院前訪問指導での家族関与は 1 割以下。 
d) 面会来院時に，急性期病棟は約 75％，慢

性期療養病棟は約半数が家族に関与。 
(2) 家族の支援必要性に対する認識 
 家族が支援ニーズを抱えていると想定さ
れる状況に対して，支援スタッフの家族の支
援必要性認識は，次のように記述された。 
a) すべての状況に，約 9 割のスタッフが何ら

かの支援が必要な状況と捉えている。 
b) 半数以下が家族の支援ニーズが高い入院

時，初診時に支援が「絶対必要」と回答。 
c) 全体の 2～3 割が，感情表出関連状況にあ

る家族へ支援が「絶対必要」と回答。 
(3) 家族関与の内容別実施状況 
入院時家族面接や外来初診時，および面会

来院時や外来受診時での家族との関わり内
容の状況は，次のように記述された。 
a) ほぼすべての内容で，「どちらかと言えば

やっている」～「常に行っている」の回
答が 50％以上。 

b) 家族の，本人や病気に対する認識に関する
アセスメントは，比較的行われている。 

c) 家族の対処に焦点を当てた関与や，継続し
た協働のための関与は限られる。 

d) 家族との初回関わり時と継続的な関わり
時での関与内容の状況はほぼ同様。 

(4) 家族関与に対する認識された困難度 
家族との関わりに対して支援スタッフが

認識・経験している困難度の状況は，次のよ
うに記述された。 
a) 時間的関係で家族への関与がとても困難

と感じている割合は，約 4 分の 1。 
b) 家族の受け入れ，家族との接触に関する困

難感が相対的に高い。 
c) 心理教育にニーズの高い家族に対する関

わりの困難感が相対的に高い。 
(5) 結果のまとめと考察 
急性期病棟のスタッフは，入院時家族面接

で約 50％，面会時約 75％が家族と関わる機
会が月に数回以上あった。また，入院・初診
時などの家族との最初の関わりで支援が絶
対必要と認識している者が約半数を占めた。
しかしこれは同時に，支援ニーズの高い状況
の家族に対する支援必要性が全体で十分に
共有されていない状況を示唆した。 
入院時や外来初診時の家族との関わりで

は，患者本人や治療・リハビリテーションに
関する事項に焦点を当てたやり取りだけで
はなく，労いの言葉掛け，家族の思い・認識
を尋ねるやり取り，家族が安心できるような
関わりを約半数以上が行っていた。しかし，
継続して話をできる機会の設定，家族の対処
に焦点を当てる関わり，協働体制を構築でき
るような関わりを行っている者は一部に限
られた。この傾向は，面会来院時や外来受診
時における関わりにおいても同様であった。 
支援スタッフが家族との関与に困難を感

じる状況は，患者本人と家族との関係・距離
が遠い状況にとても困難と感じる者が約半
数を占めた。少し困難と感じる者も含めると，
家族との関わりに関する知識やスキルが求
められると思われる状況，十分時間が取れな
い状況に代表される，提示した項目のほぼす
べてにおいて半数以上が困難を感じていた。 
これらの結果から，家族との継続的な体系

的な関係づくりを行うには，次のような方略
を検討することが必要となろう。まず，入院
時や外来初診時など，精神症状が比較的活発
と思われる状況や，その際に表出されるかも
しれない様々な家族の言動は，支援ニーズが
高い状況を表しているかもしれないという
ことを関係者間で共有する，教育研修の機会
の設定が必要と考えられる。その際，感情表
出を含む，家族の様々な言動に対して関係づ
くりを意図した関わりの方法を習得できる
ような演習を組み込む必要があると考えら
れる。特に，困難に感じている者の割合が比
較的高かった家族が病気を受容できていな
い状況や支援スタッフとの関わりを避ける
ような状況は，先行研究で家族が家族心理教
育につながらない背景として報告されてい
る状況であり，この状況における関係づくり
のための関わりの方法を習得することが必
要となるだろう。 
次に，こうした教育研修が奏功するために

は，日常実践で体系的に家族と関わりを行う
時間が保証されるシステムが必要だろう。入
院時家族面接時や外来受診同行時のみでは，
関係づくりに必要なやり取りのすべてを行
うことは困難であることが多い。そのため，
継続して家族と関わりを持てるような時間
を設定する必要があるが，家族の面会来院時
には十分に対応できないことが多い。特に，
急性期病棟では慌ただしく業務に従事する
なかで家族との関わりの時間を確保するこ
とが困難であることが，困難度の認識状況か
らもうかがえる。また，家族の面会来院が多
い準夜勤帯などは人手が一層少なくなる時
間帯でもあり，家族関与が一層困難であるこ
とが推測される。スタッフ個々人の判断で家
族と関わりをもつ時間の確保を求めるので
はなく，スタッフ配置や業務整備の工夫に加
え，業務の中に家族との関わりを明確に位置



付けるような，システム的な対応が求められ
ると言えよう。 
上記のシステムは，家族が面会や外来で来

院する状況が前提となる。慢性期病棟でも適
用可能な部分があるかもしれないが，長期間
家族とのコンタクトが取られていない状況
や，遠方のために家族との継続したコンタク
トが困難な状況の場合には，別の方略，シス
テムが必要になるだろう。この点は，半構造
化面接でもスタッフから表出された困難点
であり，電話や手紙等などの手段によって，
家族の状況や気持ちにも配慮した地道な働
きかけが必要となるのかもしれない。 
 
3) 家族心理教育担当スタッフに対する 

半構造化面接調査 
18 機関 37 名の心理教育実施担当者の協力

が得られた。半構造化面接によって聴き取り
を行った結果，家族心理教育プログラムへの
導入までの家族との関わりは，概ね以下のと
おりに集約された。 
a) ニーズが高いと判断される家族に，プログ

ラム紹介と説明の機会を設定。 
b) 診療会議等でプログラムの募集を伝え，担

当医師等から個別にプログラムを紹介。 
c) 心理教育実施スタッフの担当患者の家族

には，個別に関わりを実施し，紹介。 
 
すなわち，心理教育担当スタッフのレベル

では，日常的な関与の中で担当する患者の家
族に関係づくりの要素が含まれる関わりが
行われている場合があるものの，体系的・継
続的な取り組みは必ずしも行われていなか
った。また，個別に関係づくりを行っている
場合でも，精神保健福祉士等の一部の職種，
立場の者に限られていた。プログラムへの参
加を促すための募集の方法は，体系的に行わ
れている機関も多かった。しかし，それらは
必ずしも事前の関係づくりが意図されたも
のではなく，また，プログラムの募集開始時
期に集中して行われる傾向にあった。 
いくつかの機関において，家族との関係づ
くりを体系的に行うための工夫が行われて
いた。同時に，体系的・継続的に行うために
は克服の必要がある課題が抽出された。 
関係づくりやプログラム開始前の関わり

を丁寧に行おうと工夫をしている機関では，
特にニーズの高いと思われる家族に対して，
家族の気持ちに焦点を当てた個別の関わり
を設定したり，家族心理教育担当スタッフが
個別の関係づくりを行えるようにつなげる
仕組みを構築していた。 
これらの取り組みは，家族心理教育へと家
族を導入する前の関係づくりの体系的な方
略に活用できると考えられる。特に，アセス
メントシートの活用，オリエンテーション・
セッションを兼ねた家族との関係づくり，訪

問看護を活用した家族との継続的な関係づ
くり，入院時家族面接から担当看護師がアン
ケートを活用しながら家族の気持ちや対処
を扱う関わりなどは，有用と考えられた。 
他方で，担当スタッフや一部の職種に役割

が集中することによって十分な対応ができ
ない場合があること，急性期病棟などの多忙
な部門では，家族への丁寧な関わりが行えな
いことがある等の課題も提示された。これら
の課題は，役割の分担と共有，不在時や担当
者が対応できないでも他スタッフがカバー
できるような体制のあり方の構築などを検
討する必要があるだろう。 
 
4) 家族アプローチ・システム案の構築 
以上より，家族心理教育プログラムに家族

をつなげるための家族との関係づくりを体
系的に行うためには，家族との関わりの実態
を踏まえ，次のような提案を行うことができ
る。本案は，実態を踏まえたうえで仮案を作
成し，家族心理教育担当スタッフとの意見交
換会を行った。意見交換会での意見を踏まえ
て，より実施可能性の高いものに修正した。 
 
(1) 統合失調症をもつ人と関わるスタッフ

全体で，家族との関係づくりを意図した
関わりの必要性と方法を共有する，次の
内容を盛り込んだ教育研修機会の設定。 

a) 入院時や外来初診時などの家族の支援ニ
ーズの高い状況の理解。 

b) 家族の感情表出関連の言動のなかに，支
援ニーズが存在している可能性の理解。 

c) ニーズの高い状況にある家族に対する関
係づくりを意図した関わりの視点の習得
や，その関わりの方法を習得するための，
ロールプレイなどの実演を含む演習。 

(2) 体系的で継続的に家族との関係づくりを
行うためのシステムの構築。 

a) 入院時家族面接や外来初診時に，家族に焦
点を当てた関わりを行う役割を明確化と，
その後の家族と継続して関わる機会を設
定することの明確化。 

b) 家族の面会来院時や外来受診時などの機
会に，継続して家族との関係づくりを行
うことの明確化。 

c) 家族との初回コンタクト時と，継続的な家
族との関わりの状況を共有するシステム
（家族との関わりに関する記録様式の作
成と共有化等）。 

※家族との関わりに関する記録様式には，次
の事項が含まれている。 
- 家族の疾患や症状，障害，それに関連す
る言動等に対する認識の状況。 

- 家族の気持ちや行ってきた対処の状況。 
- 感情表出の程度や疾病や障害に対する
知識等の状況。 

- 上記を踏まえて，支援のニーズが高さ，



より焦点を当てた継続的な関わりの必
要性の有無（状況）を確認できるような
アセスメント記入欄。 

d) 家族との関係づくりを行う担当者が不在
の際，あるいは多忙で対応できない場合
に，それをフォローできる体制構築，あ
るいはその認識の共有化。 

 

体系的で継続的な家族との関係づくりを
行うためのソフト面の取り組みは，教育研修
の機会を設定し，家族の抱えるニーズの理解，
家族支援の必要性の理解に加え，家族と実際
に関わる際の視点と方法を習得できるよう
にすることが求められよう。家族心理教育担
当スタッフに対する半構造化面接において，
「周囲のスタッフは，家族心理教育は一部の
スタッフがプログラムとして家族支援を行
っているものという認識にある」との発言が
あった。この認識も考慮すると，教育研修の
場を“家族心理教育のための研修”と打ち出
すよりは，日常実践における家族支援，家族
との関わり方に関する研修のような位置づ
けで行う必要があるのかもしれない。 
ハード面の取り組みは，マンパワーの課題

も関係してくるために一朝一夕に達成され
るものではないかもしれない。しかしながら，
前章に挙げたシステム構築の要素のうち，着
手できる部分から取り組むことは一つの方
法であろう。あるいは，ソフト面において家
族との関わりのエッセンスが習得されるこ
とにより，現状において“多忙のために対応
できない”とする認識に変化が生じるかもし
れない。一度に十分な時間を割くことが困難
であっても，継続して家族と関われる機会を
予め設定し，短時間でもエッセンスを含んだ
家族に焦点を当てたやり取りを行う認識が
共有されることにより，克服できるのかもし
れない。 
今後，考案したアプローチ・システム（案）

の有用性を検証し改訂をしていく必要はあ
るものの，同時に，本案をベースに体系的な
家族アプローチが現場レベルでも普及・展開
していくような取り組みが求められよう。 
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