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Ⅰ．はじめに 

 

我が国の精神医療は長きに渡り入院治療による疾病回復

支援に重点を置いてきたが、現在は徐々に地域ケア中心型

へと変換しつつある。精神疾患は、疾患による負担が大き

く、生活の質の低下をもたらし、症状改善や機能回復に重

点を置いてきた。このような従来の支援から、施設から地

域へという退院支援の潮流のなかで、主体である精神障害

者本人（以後、当事者）の希望や取り組み、強みなどの力

量に焦点を置くリカバリー志向の促進1-3）が重要になってき

ている。 

リカバリー概念は4-7）は、1980年代に米国の精神疾患を持

つ当事者の体験から生まれ、1990年代にDeegan,19885 ） ; 

Anthony,19936）; Spaniol,19917）らが明確にした。本来、リカ

バリーは「回復」と訳され、通常は職業や心理社会的機能

の病前レベルへの回復を思い描くことが多い。しかし、統

合失調症を発病した当事者がたどる経過は、発症前から認

知や生活機能低下が始まり、発病前後でその進行は速ま

り、その後も再発を繰り返すたびに機能障害や能力障害、

社会的不利等が生じることが知られている。そのため、病

前レベルへの回復は困難な場合が多く、できるだけ早期に

介入することで機能低下を最小限とすることが治療や支援

の目標となっている。こうした考え方は、リカバリーを

“Recovery from Illness”ととらえる見方によるが、統合失

調 症 に おける もう 1 つの リ カ バリー は 、“ Recovery in 

Illness”である。これは、疾病体験を肯定的に捉え、疾患に

よってもたらされる制約にもかかわらず、満足感と期待感

に満ち、社会で役に立つ人生を送る生き方を身につけるこ

とや悲劇的な影響を乗り越えて成長する過程で、人生にお

いて新たな意味や目的を見出す考え方である5-7）。すなわ

ち、リカバリー概念は、単なる社会復帰や社会参加を目指

すのではなく、病気や健康状態の如何にかかわらず、希望

を抱き、自己の能力を発揮して、当事者自らが選択した生

活が営める主観的な構えや志向性の考え方9-11）である。 

欧米においては国としての精神保健福祉施策にリカバ

リー志向が組み込まれており、普及が進んでいる。我が国

においても、当事者への支援において、社会復帰や社会参

加、症状の改善等がゴールではなく、人としての主観的満

足感や幸福感が得られる基本的な欲求を満たすリカバリー

の支援が注目され、病院等において徐々にリカバリー志向

のプログラムの普及が進んでいる。 

EBP（Evidence-Based Practices）ツールプロジェクト

（表 1）であるIMR（Illness Management and Recovery：以

下IMR）は、先行研究で有効性が実証されている精神疾患

の 5つの治療戦略(心理教育、薬物の効果的な使用のための

認知行動的技法、再発予防、社会生活技能訓練,対処技能訓

練)を統合した科学的根拠に基づくリカバリー志向の心理社

会的実践プログラム8，12）である。また、精神疾患を経験し

ている一人ひとりにとって症状の自己管理やストレス対処

法、生活の質の向上のための新たな方法等を身につけると

ともに、人生のリカバリーゴールを目指して、自らが望む

生き方を追求する本人の力を伸ばすプログラムとして認知

されつつある。 
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先にも述べたとおり、わが国の精神保健福祉施策におい

て「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な方

策を推進するために、精神保健医療福祉体系の再編と基盤

強化、自立支援制度の構築などが進められているが、当事

者を支える地域の施設は、社会とのつながりがもてない引

きこもりや将来への不安、対人関係の困難への対応に山積

した課題を抱え、専門職や支援者もその困難さに悩む現状

がある。その理由は、当事者が体験する困難さの多くは、

「生活の仕方のまずさ」「人づきあいのまずさ」「就労能力

の不足」「生活経過の不安定さ」「生きがいのなさ」等の生

活のしづらさ13）であることから、支援が個別的かつ生活面

の多岐にわたるためである。そこで、支援の充実のみでな

く当事者自身がその人が持つ力を発揮できることが自立に

つながると考えられるが、生活の場である地域の社会復帰

施設では、リカバリーや希望に焦点を当てた包括的な心理

社会的支援は少なく、IMRプログラムの実践も行われてい

ない現状にある。またリカバリーは、当事者自らが定義を

し、人生を再構築していくプロセスであり、その支援の重

要性や在り方、当事者の主体性や選択を重要視する支援の

効果について検討された研究は少ない。 

そこで本研究の目的は、地域の精神障害者生活支援施設

において 2年間のIMRプログラムに取り組んだ 1事例につい

て、当事者のリカバリーのプロセスを報告する。 

 

Ⅱ．方 法 

 

1．事例紹介 

A市内の精神障害者生活支援センターを利用し、1クール

のIMR終了後に自ら 2クール目のIMRを希望して参加した統

合失調感情障害の当事者 1名（以後、本人）である。40代女

性、発病は10代後半であり、発症当初は、不眠が続き約 1週

間休みなくしゃべり続け、「怖い、殺される」など幻覚や妄

想が出現し入院となった経緯がある。その後、服薬の自己

中断にて 2回の入院を繰り返している。認知機能障害は集中

力の低下が見られ、陰性症状が強く自宅に引きこもること

も多い状態であった。やる気がなく、ボーっとする、やっ

てみたいことはあるができない等の思いで過ごしていた。

内服は、抗精神病薬 1種類、気分安定薬 1種類、睡眠薬 2種

類であった。 

主治医の指示は、周囲からの刺激や影響を少なくする目

的で他施設への通所経験もなく、生活支援センター利用も

週 1 回程度の許可であった。2013年 3 月から生活支援セン

ターに通い始めたところで、始めは通所を継続させる目的

にて 1クール目のIMRに参加した。1クールIMRの後半に、

主治医の変更があり抗精神病薬が半減されたが精神状態の

悪化はなく過ごせていた。また生活支援センターへの通

所・利用回数も少しずつ増え、興味・関心のある活動プロ

グラムに参加するようになった。現在は、以前から興味と

希望を抱いていた農作業を中心に行う地域活動支援セン

ターに通所して畑の仕事や野菜作りに励んでいる。 

2．IMRプログラムの紹介 

IMRプログラムは、（表 2 ）に示すように 9 モジュール

（項目）で構成されている。実践形式は、クローズドグ

ループ形式にて各々のモジュールを 3 ～ 4 回のセッション

（セッションは、90分／週 1回、途中休憩を含む）で実践し

た。参加者は1回目のIMRに 5 名、2 回目に 6 名（表 3 ）で

あった。毎回のセッションの流れは、まずストレッチなど

のウォーミングアップで身体と気持ちを全員でほぐしたあ

とに、本日の進め方の確認や前回の宿題、リカバリーゴー

ルとそのスモールステップの取り組みの報告を行う。続い

てテキストをもとに説明や読み合わせを通して、これまで

の経験を踏まえた思いや意見交換を行う。最後にまとめと

感想を述べ、次回までの自身の取り組みや宿題の確認を行

い終了となる。 

3．評価方法 

IMRプログラムの評価は、2 年間にわたる①リカバリー

シート（図 1）、②セッション中に語られた内容、③参加観

察記録の 3点とした。なお、参加観察記録は、本人が記入し

たリカバリーシートのリカバリーゴールと毎回の取り組み

の報告内容、各セッションでの取り組みとその変化の様

子、グループメンバーとの関わり等について研究者が記録

したものである。 

表 1 EBP（Evidence-based Practice）プロジェクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Assertive Community Treatment ＡＣＴ ：包括型地域生活支援プログラム

2.Family Psycho-Ｅducation ＦＥＰ ：家族心理教育

3.Illness Management and Revcovery ＩＭＲ ：疾病自己管理とリカバリー

4.Integrated Dual Disorders Treatment IDDT ：統合された重複診断

5.Medication Management Approach in Psychiatry MedMAP ：精神科薬物管理アプローチ

6.Individual Placement and Support ＩＰＳ ：支援付き雇用プログラム
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表 2 IMR プログラムのモジュールとセッションの進め方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3 IMR プログラムの実践と参加者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 私のリカバリーシート 

 ＩＭＲで扱われる
モジュール（項目）

 1. リカバリー戦略
 2. ストレスー脆弱性モデルと支援方法
 3. ストレスへ対処する
 4. 統合失調症／双極性障害／うつ病に関する実践的事実
 5. 薬物療法を効果的に利用する
 6. 再発を減らす
 7. いろいろな問題や持続性の症状に対処する
 8. 社会の中で支え（ソーシャルサポート）を作る
 9. ニーズを精神保健システムに適合させる

セッションの進め方

    ウォーミングアップ
 1. 本日の進め方の確認
 2. 私のいいとこ探し，宿題への取り組みの報告
 3. リカバリーゴール，スモールステップの確認
 4. 今回の内容の説明，読み合わせ，実践，意見交換
 5. まとめ，感想，宿題の確認

         １クール          ２クール

IMR実践の期間と回数
（90分／セッション／週1回）

2013年5月～2014年1月 29回 2014年5月～2014年12月 32回

統合失調症 5名 統合失調症 4名

統合失調感情障害 1名 双極性障害 1名

うつ病 1名

統合失調感情障害 1名

参加者
（クローズドグループ）

私の夢や希望，願いは．．．

半年先ぐらいには，できるようになりたいこと．．．

私の得意なこと
好きなこと

やってみたいこと

優先
順位

実現可能な
リカバリーゴール（目標）

実現可能な
スモールステップ

実際に取り組むこと 私にとって支えになる
場所，社会資源，人．．等

1
1.
2.
3.

2
1.
2.
3.

3
1.
2.
3.

年   月   日作成，  名前                        .

○○年
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4．分析方法 

Andresen9）とRagins10）のリカバリーを参考に分析は、上記

の評価方法①②③の記載内容を文節単位で抽出し、【リカバ

リーゴール】、【生活の変容・受け止め】、【将来への夢や希

望】、【私にとってのリカバリー】の 5項目に分類し、これを

リカバリーのプロセスの 5構成要素とした。さらに、IMRに

よる効果を確認するために、その内容がどの時期のセッ

ションで記録されたものかをクール毎に振り分け、さらに

各クールの「開始時」と「終了時」に振り分けた。なお、

「開始時」は、これまでの生活状況も反映されるリカバ

リーゴールを設定するまでの 1～ 2か月とした。「終了時」

は、リカバリーゴールに実際に取り組み始め、生活や行動

に変化の現れたIMRの開始2か月後付近から終了時までの期

間として分類した。次に同時期の記述の意味内容をカテゴ

リー化した。 

5．倫理的配慮 

IMR初回に研究への参加は自由意志であり強要されるも

のではないこと、研究に不参加あるいは途中事態の場合で

も不利益はないこと、いつでも同意を撤回できること、病

気に関することやプライバシーに関する情報は守られるこ

とを説明と紙面を持って約束をした。また、プログラム実

施中に過去の経験や発言によりつらい状況が想起される場

合はいつでも途中辞退が可能であり、施設長に相談できる

ことの説明をした上で行った。なお、本研究は、研究者が

所属する生物研究倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

Ⅲ．結 果 

 

1．2年間にわたるリカバリーのプロセス 

リカバリーのプロセスの 5 構成要素として、リカバリー

ゴール・生活の変容・受け止め・将来への夢や希望・私に

とってのリカバリーにそって、2年間の実践内容の変化の分

析結果（表 4）を示す。以下、文章中は要因に沿って当事者

の語りを用いながらリカバリーのプロセスと様相の詳細に

ついて述べる。なお、同じ意味内容を表す項目を＜ ＞、語

りの内容を「斜線」で示した。 

１）リカバリーゴールの変化 

IMRに初めて参加した時のリカバリーゴールは、＜パソ

コン教室を続ける＞、＜IMRに参加し続ける＞、＜家事が

できる＞と最後まで継続して参加したい願いと身近な生活

領域で取り組みたいリカバリーを上げていた。しかし、リ

カバリーゴールの＜家事ができる＞を達成するための具体

的な目標については、「小さなステップは具体的に表現する

ことが難しくできなかった」と振り返る。IMRに取り組む

ことで終了時には、＜ 3年間はパソコン教室を続けたい＞と

目標の期間まで明確に表現されるようになった。また、＜

家事、料理を毎日続ける＞と家族の夕食を作りたいと料理

に焦点をあてることができた。特に夕食作りは、材料の買

い物から、母に作り方を教えてもらいながら一緒に作るこ

とが嬉しく感じ、また役割が持てたことに自信を持ち始め

ていた。 

IMR2クール目は、1 クールの経験から家事の内容が具体

化された。工夫したり頑張れた夕食作りに、次に取り組み

たい掃除も加わり＜（毎日）料理と掃除を続けられる＞と

続けて行うことが強調されていた。また、主治医から行動

範囲の拡大の許可が出たことから、生活にリズムをつける

目標として＜週 3～ 4回生活支援センターに通う＞こと、次

のステップとして、作業所に通うための準備としての＜体

力作り＞が設定された。終了時には、頑張りすぎるだけで

なく＜体調に合わせて料理と掃除を続けられるようになり

たい＞と症状の変化を自分自身で気遣いながら体調に合わ

せた対処が設定された。また、次年度の目標にしていた作

業所への通所が決まったため＜無理せず作業所に通い、楽

しみや役割を見つける＞と新たなリカバリーゴールを設定

した。そして「リカバリーとは、できることが増えて希望

を持って生活できることであり、家の中以外に居場所が見

つかること、相談できること、体調に合わせてゴールへ進

めてもよい」と自分にとってのリカバリーを語り、理解を

深めていた。 

２）生活の変容と受け止め 

（1）IMR1クール目の変化 

IMR参加前の生活は、主治医よりの許可は週 1回の通所の

みであり、両親と過ごす時間がほとんどを占める生活で、

外出や交流などはほとんどない＜続く行動制限＞があり、

＜限られた対人関係＞の中での生活が続いていた。そのた

め、母を頼りながらも気持ちのコントロールがうまくでき

ないこともあり、トラブルや暴言を吐いては落ち込むなど

母とのトラブルの繰り返しがみられていた。このときの状

況を「いつまで制限の続くこのような生活なのだろうと先

の見えない不安がいつもあった」と見通しが明確でない＜

変わらない生活への不安＞を感じていた。パソコン教室や

IMR参加は、毎週決まった時間に通うこと、メンバーの前

での発言など負担感や変わらない生活から＜あきらめの気

持ち＞もあり、最後まで続けられるか不安を強く抱いてい

た。 

パソコン教室やIMRに休まず参加するようになると生活

支援センターのスタッフとの関わりも増え、困り事をス

タッフやメンバーに相談する等の＜対人関係の変化＞がみ

られるようになった。緊張感がほぐれると積極的な発言が

聞かれるようになり「毎回パソコン教室やIMRに来るのが

楽しみなってきて、1週間楽しく過ごせる日が増えた」と気

持ちの変化も語るようになってきた。また、 I M Rのモ

ジュールの一つである「薬物療法を効果的に利用する」に

ついてのセッションを通して「主治医に薬に対する思いを

伝えられる」をスモールステップに取り組み、主治医に初

めて薬に対する疑問や思いを伝えることができるようにな

り、内服薬が 1 / 2に減量となった。「周りの人に相談してい

いんだ」との認識の変化から、主治医に症状の質問や薬の 
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相談を行うなど＜行動の変化＞が見られるようになった。

そして、「薬が減ることが不安だったが体調が崩れなかった

り、スタッフと対処を相談するようになって大丈夫だと自

信が持ててきている」、「自分の症状や深読み、先読みなど

のクセがわかるようになった」と症状や状態の管理ができ

る感覚が持てるようになり、＜自信が芽生える＞ように 

構成要素       開始時            終了時

リカバリーゴール
1. PC教室を続ける
2. IMRに参加し続ける
3. 家事ができる

1. 3年間はPC教室を続ける
2. IMRに参加し続ける
3. 家事,特に料理を毎日続けられる

生活の変容

1. 限られた対人関係
　・父母と過ごす時間がほとんどの生活
　・外出は母との買い物くらい
2. 続く行動制限
　・週1回の生活支援センター利用
     （主治医からの外出制限のため）
3. 支持を守るだけの主治医との関係
　・主治医からの支持を守る
　・疑問を聞いたことはほとんどない

1.対人関係の変化
　・困り事をスタッフに相談できる
　・ＩＭＲ以外でもメンバーとの関わりが増える
2.行動の変化
　・食事作りが週1回から数回に増える（母と共に）
　・I MR、PC教室に継続して参加
　・生活支援センターの利用回数が増える
3.主治医との関わり
　・主治医に質問ができるようになる
　（生活支援センター利用回数を増やす許可が出る）
　・内服薬が1／2に減薬

受け止め

1. 変わらない生活への不安
　・いつまでこの生活が続くか強い不安
　・父母との時間が多いままでよいのか
    という悩み
  ・両親がいなくなったときの不安
2. あきらめの気持ち
　・外出制限があるため、今以上の変化は
　　期待できない
  ・将来の見通しが得られない

1. 自信が芽生える
　・減薬しても体調を崩さず大丈夫と自信が持てた
　・行動の特徴がわかるようになった
    （先読み・深読み思考，白黒思考）
　・主治医との関係がよくなったと感じる
　・ＰＣでできることが増えた
2. 楽しみが持てる
　・生活支援センターの利用が増えて楽しみが増えた
　・スタッフ，メンバーとの会話が楽しい

構成要素       開始時            終了時

リカバリーゴール
1. 料理と掃除を続けられる
2. 週3回～4回生活支援センターに通う
3. 体力作り（作業所に通うために）

1.体調に合わせて料理と掃除を続けられる
2.週3回～4回生活支援センターに通う
3.無理せず作業所に通い、楽しみや役割を見つける

生活の変容

1. 対人関係の拡がり
　・仲間ができた
　・母とのトラブルの減少

2. 行動・生活の変化
　・目標を立てることで毎日の行動ができる
　・食事をほぼ毎日作ることができる
　・歩くことが多くなる
3. 病状の変化
　・引きこもることがなくなった

1. 対人関係の拡がり
　・できていることを習慣となるよう続ける
　・親友ができ相談できる
　・母との距離を考えられる
2. 行動・生活の変化と工夫
　・毎日の食事作りが工夫できる
　・希望の作業所に通えるようになった
　・新たな希望を持つ
3. 病状の安定
　・症状が安定し，外出が増える

受け止め

1. 自信が持てる
　・料理や掃除が楽しい
　・症状に悩み落ち込むことが少なくなった
　・主治医に短い時間でも伝えたいことを
   伝えられる
2. 楽しみが増える
　・料理や掃除が楽しい
　・友人やメル友ができ充実している
  ・いろいろなプログラムに参加したい

1. 自信が持てる
　・無理せず，楽しめるようになった
　・小さな目標を持つことの大切さを感じる
　・生活に張り合いを感じる
2. 希望が持てる
　・毎日の夕食作りが生きがい
　・リカバリーゴールを意識できる
　・あきらめていた結婚を考えられる
3. 仲間が心の支え
　・仲間がいると頑張れる
　・メル友が心の支え

将来の夢や希望

私にとってのリカバリー

IMR１クール：リカバリーのプロセス

IMR2クール：リカバリーのプロセス

1.現在の地域活動支援センター（精神障害者地域作業所）に3年以上通所し，パソコンなどのスキルアップを
目指したい
2.就労移行支援の就労継続支援Ｂ型からＡ型にステップアップして，さらに一般就労に向けて頑張りたい。
3.将来，結婚や出産もしたい。

できることが増え，希望をもって生活できること

表 4 2 年間のリカバリーのプロセス 
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なった。「不安が高まった時などは、母親に相談するだけで

なく、まずはスッタフや信頼できる人に相談をしてみる、

それができない時や落ち着かない時に頓服を飲むようにす

る」など対処行動が拡がっていった。 

（2）IMR2クール目の変化 

IMRの 2クール目では、仲間ができパソコン教室で教える

ようになりたい等の＜対人関係の拡がり＞、夕食をほぼ毎

日作ることができる等の＜行動・生活の変化と工夫＞、症

状が安定し外出が増える等＜病状の安定＞を目標に取り組

んだ。＜毎日、夕飯の支度が楽しくできる＞にチャレンジ

することで「毎日料理をちょっと工夫して作ったり、家族

に喜んでもらえることが楽しい」と楽しみや役割に責任を

感じる生活を送れるようになった。また、主治医とは、

「短い時間でも伝えたい事を伝えるようにしている」と薬

のことだけでなく、生活の変化や喜び、考えていること伝

える工夫ができるようになり「主治医と話ができること

で、受診は薬をもらう場所から初めて癒される場所になっ

た」と関係が良好になり、信頼を得られるようになった。

また続けているパソコン教室では、アシスタントとして活

動できることが自信にもなり、楽しみや張り合いを感じら

れる生活から＜楽しみが増える＞ことにつながり、＜自信

が持てる＞ようになった。終了時には、小さな目標を持つ

ことの大切さ、無理をせず楽しめる、生活に張り合いを感

じることでさらに自信を得ており、あきらめかけていた結

婚に＜希望が持てる＞、仲間がいると頑張れる等＜仲間が

心の支え＞になっていた。「自分にできる小さな目標だと

やってみようと思えるし、できると楽しくなる。楽しくな

るとまたやってみようかなと思える」と語られていた。希

望していた農作業中心の作業所への通所が決まり、新たな

環境への不安と期待をスタッフに相談しながら「新たなリ

カバリーゴールができたので、無理しすぎないで続けられ

るように頑張りたい、将来は一般就労に向けて頑張りた

い。結婚や出産の夢も持っていたい」と新しい環境での楽

しみを抱いて新たな通所が始まった。「希望の作業所への通

所が実現でき、初めて賃金がもらえてうれしい」と語り、

人生への張り合いを見出していた。 

生活面では「できなかった掃除や続かなかった料理が楽

しくなってきた」。行動面は「主治医に薬のことを相談でき

た、生活支援センターに通う回数が増えることができ楽し

みが増えた」、「一人で外出することが増えた」。対人関係で

は「親友ができ相談に乗ってもらえる」、「友達やメル友も

でき充実している」、「（症状は）今は何も感じない」、「（体調

が）安定して悩みが減った」と自信や楽しみの芽生えから

生活に役割や希望が持てる変化が現れた。 

３）将来への夢や希望を描く 

1クールでは、「生活支援センターの利用を増やし、パソ

コン教室を 3年以上継続して参加したい」と慣れてきた生活

支援センターで過ごす時間を大切に考えていた。しかし、

将来の夢や希望が語られることは少なく、「ずっと今の生活

なのかなと思っていたので、夢や希望を想像するのが難し

い」と語っていた。2クールでは、「何となく諦めたような

気持ちで考えもしていなかったが、本当は夢がある」と語

られた。＜農作業を中心とした地域活動支援センターに 3年

以上は通所しながら、パソコンなどのスキルアップも目指

したい。また将来は、就労移行支援の就労継続支援Ｂ型か

らＡ型にステップアップして、ゆくゆくは一般就労に向け

て、働くことを経験できるように頑張りたい。そして結婚

や出産もしたいと将来への夢や希望が描かれていた。 

４）私にとってのリカバリー 

1クールでは、私にとってのリカバリーとして具体的に語

られることはなかった。しかし、2クールにおいては、「将

来の夢を持っていいんだと希望が持てるようになった。私

にとってのリカバリーってあるんだなと思う」と語られ、

自分にとってのリカバリーは、＜できることが増えて、希

望をもって生活できること＞と語られた。このように 2回の

IMRを通して、始めは目の前の生活に焦点が当たり、将来

について語られることは少なかったが、2 クール終了時に

は、将来の夢や希望を具体的に語り、自分らしく生活する

ことを大事にできるようになっていた。 

 

Ⅳ．考 察 

 

1．当事者のリカバリーのプロセス 

１）リカバリーゴールの変化 

人が前に進んでいくために必要なのは、自分の可能性と

能力を感じることである。2年間のIMRに参加した本人のリ

カバリーのプロセスを振り返ってみると、疾患の理解と服

薬との折り合い、対処を選択できるようにグループで語り

合えることが希望に向かってエンパワーされている。リカ

バリーは、自分が失ったものを考えるのではなく、自分が

いま持っている力（ストレングス）に着目でき、自分自身

を信じられるよう変容することである。リカバリーを進め

るにつれ、自分の生活は自分で責任をとらなければと自覚

していくようになってきた。特に自分の病気の症状に影響

されて起こりがちだった母への非難、怒り、失望などの辛

い経験から、パソコン教室や家事に楽しみや役割を見出せ

たことがリカバリーゴールの変化につながっている。自己

責任の再獲得を担うということは、チャレンジすること、

新しく試してみること、過ちや失敗から学ぶこと等があ

り、それがスモールステップへの取り組みとなると考える｡ 

２）自信と楽しみの芽生え 

リカバリーのプロセスには、精神の病を持っている人た

ちが何らかの有意義な役割を生活のなかで持つことが必要

である。希望、自信、自己責任など、リカバリーに伴う特

性は、生活の中で人と交わりながら自身の役割を本人が引

き受けて行く中で発揮される27）。毎日の夕食作り、IMRや

パソコン教室への継続した参加は、生活に有意義な役割を

もたらし、引きこもりの生活を終わらせ、自信や生きがい
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を気づかせる。その結果、家族を中心とした限られた対人

関係や治療による行動の制限から、地域社会に参加してい

く目標が具体化されて行ったと考えられる。また、2回の

IMRに参加したい理由を「目標を持って取り組む事は、長

年の引きこもりの状態から少しずつ外（社会）とつながっ

ている感じがして、メンバーやスタッフと合う楽しみが増

えてきたので続けてみたいと思った」と語った。これは、

自らの夢や希望が持てるようになり、リカバリーゴールと

そのスモールステップに取り組むことで自信が得られ、ま

た楽しみを伴うことで自らのリカバリーゴールが芽生え継

続に繋がったと考えられる。 

３）将来への夢や希望を描く変化 

IMRの中心的価値として最も重要な視点が、希望と楽観

主義のメッセージである。事例のように精神疾患の長期経

過は症状の変化を繰り返しその変化の予測が困難で、将来

を予測することは容易ではない。しかし、悲観的な予測を

持つことは、その後の経過に決してよい影響をもたらさな

い。一方、前向きに治療に取り組む姿勢を持っていること

は望しい経過や生活の質と関連する。先に待ち受けるもの

は何もなく、積極的な行動をとる可能性も失われてしまう

ことから、夢や希望の再獲得は、当事者が自分自身で行動

し変化させて行くための大きな動機づけ24）になる。それ

は、その夢や希望が実現できるかどうかよりも、その夢や

希望を実現させるために何が必要かというはっきりとした

イメージが持てることにつながる。それがあってはじめ

て、困難に対する変化を起こし、積極的な第一歩を踏み出

すことができるからである。 

2．5段階のリカバリーのプロセスからとらえた当事者のリ

カバリー 

Andresen9）は、リカバリーのプロセスには 5つの段階があ

るとしている。第 1段階はモラトリアム（Moratorium）、第

2 段 階 は 気 づ き （ Awareness ）、 第 3 段 階 は 準 備

（Preparation）、第 4 段階は再構築（Rebuilding）、第 5 段階

は成長（Growth）である。その特徴は単に疾病からの回復

だけではなく、人生の回復を意味し、病気や健康状態のい

かんにかかわらず、希望を抱き、自分の能力を発揮して、

自ら選択できるという主観的な構えや志向性を持つもので

ある。IMR1クール開始前の本人は、リカバリーの段階論の

無力感、自己同一性の混乱した引きこもり、防衛のモラト

リアムの時期であったと考えられる。そして、医師からの

活動範囲の制約もあり、母に激しい感情をぶつけることで

自らの気持ちを示していた。IMRに参加するようになって

も、最初はリカバリーゴールを設定しながらもゴールを達

成するための具体的行動は見いだせず、グループへの参加

にも不安を抱えて躊躇していた時期であったと考えられ

る。また、IMRへの継続した参加は、自己の内的およびグ

ループからの外的刺激を受けることでもあり、希望と回復

の可能性を感じる“気づき”である。本人は、参加に不安

を感じつつも仲間との結びつきや損なわれていない自己や

価値を感じ、疾病や障害に対する情報についての学習によ

る自己管理の“準備”の段階に移行したと考えられる。 

リカバリーゴールが＜家事をする＞から＜（毎日）料理を

する＞という具体的なスモールステップを設定できたこと

は、メニューを考え、一人で買い物に出かるなど生活の中

に有意義な自己の役割を再獲得できたと考えられる。 

2クール目では、疾病や人生をコントロールする責任とリ

スクを引き受ける等の“再構築”の段階を経て、リカバ

リー段階論の自己の能力に信頼をおき、意味ある人生を生

きるようになる“成長”を経験できていた。このように

IMRは、精神症状、一般的機能、治療への積極性、QOL、

社会生活機能、生活満足度、自己効力感などの評価におい

て有意な改善を認め、参加者の満足度も高いリカバリーを

促進する心理社会的介入プログラム21，22，23）である。当事者

のリカバリーは、特定の到達点を指すものではなくプロセ

スであり、個別のものであること、失われた希望を取り戻

し、自らの健康と生き方に責任をもち自分の人生の主導権

を取り戻すこと、また、精神障害を通して自己を定義する

のではなく、新たな価値あるアイデンティティと人生の意

味を見出せたことである。当事者の語りにみるリカバリー

は病の「治癒」と同義ではなく、また精神疾患を患う前の

状態に戻ることを指すのでもない。リカバリーは精神症状

があっても可能であり、精神疾患によって生じた様々な困

難を乗り越える過程で獲得した新たな能力や成長をも含む

ものである。当事者が必要としているのは、障害への挑戦

の体験を積み重ねることであり、障害の制限の中、あるい

はそれを越えて健全さや意志という新しく貴重な感覚や価

値観を再獲得して行く過程である。 

3．地域におけるリカバリー志向の支援のありかた 

生活の場である精神障害者地域生活支援センターの役割18）

として、生活問題やニーズを自ら表出しにくい精神障害者

に対して、地域で生活する当事者が生活上の問題やニーズ

を自覚し表出できるように導くためにも相談機能は益々重

要13）になってくる。 

今回、専門職のスタッフ3名が参加観察者として参加し、

各々のメンバーの取り組みを共有化したことは、当事者理

解を深化する機会となっていた。そして、IMRの実践が本

人の持っている力を引き出し前向きな行動変容を引き起こ

していることを共に実感できた。 

地域における実践では、当事者らがIMRで生じた自らの

生き方やニーズ、生活への希望についていつでも相談しや

すく、継続した支援が得られやすい。専門職は、IMRで共

有した当事者との関係作り19，20）を相談支援に活かす継続し

た専門的支援を提供しやすい特徴がある。当事者はと支援

者が協働して、リカバリーのプロセスを共に歩む中で、自

らを変化させるストレングスや本来の健康的な力をエンパ

ワメントできる。 
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Ⅳ．まとめ 

 

本研究は 2クールのIMRに参加した対象者 1事例であり、

本研究の結果を一般化することは難しく限界がある。今後

は、事例の積み重ねとともに質問紙調査の統計的に検定可

能な症例数を確保し、研究方法の充実と積み重ねが必要で

あり今後の課題である。今回、2クールのIMRに継続して参

加した当事者のリカバリーのプロセスを明らかにすること

で、直線的な変化ではないもののこれまでに明らかにされ

たリカバリーの5つの段階論に近い疾病自己管理の改善と希

望や自己肯定感の変化が見られた。また、当事者の地域生

活が重要視されつつある現在、今後は、当事者主体の地域

生活のニーズに沿ったリカバリー支援の面からも、地域拠

点の社会復帰施設におけるIMRの実践が期待される。 
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