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第 1 章 はじめに 

第１節 事業目的 

うつ病は近年患者数が上昇し、平成 20 年には 100 万人を突破している。

WHO の調査でも、うつ病による社会全体に対する疾病負担は 2030 年に 1

位になるとされており、世界全体においても心疾患や交通事故、脳卒中より

うつ病が社会全体にもたらす損失のほうが大きくなると見られている。 

しかし、現在の日本でうつ病から回復するための方法として提示されて

いるのは、ほとんどが医療機関における薬物療法が中心である。僅かに一

部の医療機関のデイケア等で復職支援（リワーク）を始めているが、箇所

数も少なく地域格差もあり、決して通いやすいとは言えない状況である。

一方、現在の福祉サービス事業所で精神障害者の支援を行なっているとこ

ろは、ほとんどが統合失調症を対象にしたものである。慢性化・遷延化し

たうつ病者に対しての心理社会的支援や有効な訓練プログラムは未だ確

立されておらず、そうしたリハビリテーションのモデルを確立させていく

ことが急務となっている。 

上記の課題に対して、当事業ではうつ病者に対して様々な復職支援プログラ

ムを開発・試行し、有効性を検証するなどエビデンスを整理して、効果的

なプログラムをできるだけ多くの精神保健福祉・医療関係者等にわかり

やすく提示できるようにする。それにより、うつ病支援に携わる担い手

を増やし、地域リハビリテーションの社会資源を増やしていく効果が期

待できると考えた。 

 

第２節 事業要旨 

上記の目的に沿って、以下の事業を行った。 

１．うつ病者の復職・回復支援プログラムの実践 

うつ病で通院しており復職・就職を目標としている方々を対象に、回復して復

職等に至るまでの支援プログラムを、月曜日から金曜日までの週 5日、9時から

15時 30分の間に実施した。 

利用者に個人面談をしてそれぞれの目標を確認し、目標に沿ったプログラムへ

の参加を検討していった。充分に回復して就労段階に至った時点で、ハローワ

ーク同行や面接指導等の就労支援や、在職中の職場との連絡調整等の職場復帰

支援を行った。 

２．効果検証・考察 
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利用者に各種のうつ病スケール（SDS,BDI,HAM-D）を実施した。また、プログ

ラム参加度・満足度を評価するためのアンケート調査も実施した。 

それによって得られたエビデンスを整理し、個々の復職支援プログラムに対

する有効性を検証することで、より効果的なプログラムを提示できるよう

にした。 

３．報告書の作成（当報告書） 

事業全体の成果を取りまとめて、報告書という形で整理して提示することで、

うつ病支援事業の担い手を増やしていく。各関係精神保健福祉・医療関係者等

に配布する他、内容を当会のホームページからダウンロードできるようにして、

希望者が誰でも無償で読めるものとした。 

 

第３節 事業実施場所 

前節で挙げた各種のプログラムは、当会が運営している障害福祉サービス事

業所「ルポゼ」で行った。 

「ルポゼ」は、うつ病専門の復職・就労支援の事業所である。平日の 9 時か

ら 15時 30分を開所時間としている。 

プログラムの枠組みは、午前が 9 時半開始で 12 時まで、午後が 13 時開始で

15時 15分までとしている。それぞれ簡単なミーティングをしてから開始してい

るため、プログラム実施時間の正味はどちらも 120分前後である。 

ミーティングでは 

・アナウンスメント（メンバーからの欠席連絡を伝えたり、直近のプログラム

やイベントの予定を伝えたりする） 

・気分調べ（その日の体調や気分を 30 秒以内で発表する。時計回りで行うが、

言いたくない時はパスすることもできる） 

・朝はブレイン・ジムの PACE（準備体操）を、午後は気功「8段階の錦」から 2

つのエクササイズを選び、実施している。 

 午後のプログラムが終了した後は、全員で簡単な掃除をし、チェックアウト

（今日の感想を 30秒以内で発表、パスもできる）をして解散している。 

 なお、プログラム全体の構造として、月に 1 回（第 3 木曜日が多い）プログ

ラムミーティングという時間を設けている。これは、翌月のプログラムの内容

やスケジュールを、皆で話し合って決めていくものである。大枠の部分はスタ

ッフがあらかじめ決めてはおくのだが、各プログラムの取捨選択や頻度などを、

ある程度利用者の希望で決められるようにしている。 

それから、プログラムへの参加はあくまで任意であり、例えば復職間近で自

分のワークを優先させたい時などは、プログラムには参加せず「個人ワーク」（プ
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ログラムで使っていないスペースで自分の作業を進める）とすることも可能と

している。 

 

 

第２章 支援プログラムの実際 

第１節 プログラムの詳細 

前章で述べた通り、今回の事業はうつ病者の復職・就職支援のための様々な

プログラムを開発・試行し、有効性を検証することである。 

この節では、実施した多数のプログラムをいくつかの種別に分類した上

で、それぞれのプログラムの目的や実施方法等をなるべく詳細に記載した。 

グループは、以下の７種に分類してある。 

１．認知行動療法 

２．集団心理療法 

３．ディスカッション 

４．ワーク・プレゼンテーション 

５．リラクセーション、軽スポーツ 

６．心理教育 

７．その他  

 また、それぞれのプログラムを、以下の項目に沿って記載している。 

（ア）概要 

（イ）目的 

（ウ）頻度 

（エ）グループの構成 

（オ）進行手順 

（カ）内容 

（キ）工夫している点や適用方法 

あれば、参考文献や配布するレジュメ等も添付した。 

 

１．認知行動療法 

① アサーション 

（ア）概要 

1950年代のアメリカ心理学の中で生まれたコミュニケーション技法である。 
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自分の要求や意見を、相手の立場を尊重しながら、誠実に・率直に・対等に

表現することを目指すものであり、具体的なシチュエーションを題材にロール

プレイをして、トレーニングしていく。 

（イ）目的 

コミュニケーションスキル、対人交流、セルフモニタリング、セルフコント

ロール 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 

スタッフ 1 名がメンバー全員に、毎回作成するレジメを配布し、座学＋ワー

ク・ロールプレイを行う。 

（オ）進行手順 

スタッフが毎回レジメを作成し、前半はアサーション関連のトピックを一つ

取り上げて、全員で座学。その後、トピックに関連したワークやディスカッシ

ョンを、参加者同士のペアまたは数名のグループで行い、終了後各々の行った

結果を口頭で発表し、全員で共有。 

後半はアサーショントレーニングの時間とし、毎回グループ内から一人主役

を選んでロールプレイしてもらう。主役は、既にアサーションプログラムに数

回以上参加していて、適当なロールプレイの題材を挙げることができ、当日の

コンディションも良い方をスタッフが指名して、承諾を得られた場合のみお願

いする。適当な方がいない場合には、ロールプレイの施行を中止し、他のグル

ープワークに差し替える時もある。 

ロールプレイでは、主役が状況を設定し、相手役を参加者内から指名して、

１対１のコミュニケーション場面を演じてもらう。1回演じ終わったら、他メン

バーからフィードバックをしてもらい、そこで出た意見を参考にもう一度同じ

ロールプレイをしてもらう。2回以上ロールプレイをし、練習を積み重ねること

で、アサーティブな表現が上達していくのを実感してもらうことが狙い。 

（カ）内容 

前半で取り上げるトピックは、各種参考文献から適宜選び、まとめている。 

ロールプレイの内容は、その時の主役が呈示する題材により様々である。 

（キ）工夫している点や適用方法 

参加メンバーは日によってまちまちなため、随時アサーションについての基

本的なレクチャーを交え、いつから参加しても支障がないように配慮している。 

ロールプレイについても、出来不出来にはあまり言及せず、まず体験するこ

との重要性を強調している。 
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参考文献： 

①森田汐生 『気持ちが伝わる話しかた―自分も相手も心地いいアサーティブ

な表現術』主婦の友社（2009） 

②森川早苗著 『深く聴くための本』日本・精神技術研究所（2010） 

 

〈進行例〉 

（スタッフが参加者の中からロールプレイの主役を指名し、本人が承諾した後） 

スタッフ「今日は、○○さんが主役を引き受けてくださいました。さっき休憩

中に、私と打ち合わせをして、こんなシチュエーションでのロールプレイをし

てくださることになりました。“職場で上司から、大幅に残業しないと終えられ

ない急な仕事を頼まれた。あまり体力のない自分は、大幅な残業を引き受ける

と翌日以降体調を崩しがちなのが、経験的に分かっている。断りたいが、いつ

もうまく伝えられない。”では○○さん、相手役の上司はどなたにお願いしまし

ょうか。なるべくその人のイメージに合う方を選んで、お願いしてみてくださ

いね」 

○○さん「そうですね・・・△△さん、お願いしてよろしいですか」 

△△さん「えっ！緊張しますが・・・じゃあ、やらせてもらいます」 

スタッフ「では、○○さん、場面設定や人物設定を、具体的にお話しいただけ

ますか」 

       ・・・以下、進行手順に沿ってロールプレイを進めていきます。 

 

② SST 

（ア）概要 

Social Skills Training（生活技能訓練）。認知行動療法の一種で、ロール

プレイを用いて、対人的なコミュニケーションを身に着ける。 

（イ）目的 

うつ病の方は、一見、慢性の統合失調症の方に時にみられるようないわゆる

「受信技能」「処理技能」「送信技能」の不備はないかにみえ、挨拶をはじめと

した一般的・常識的なコミュニケーション技能は、ある程度身に着けていると

言える。しかし、対人場面における独特な過敏さ・繊細さ等を持つことがあり、

加えて回復過程での認知の歪みや自我機能の脆弱性も加わって、望ましいコミ

ュニケーションをすることが困難な場合がある。 

 そこで、復職・就職後に特に想定されるやり取りを各人に提出してもらい、
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それらをあらかじめロールプレイで練習しておくことで、復職・就職の心理的

なハードルを下げ、さらには対人コミュニケーションの改善を図る。 

（ウ）頻度 

１クールを原則 8 回とし、毎週一回、メンバー固定のクローズドグループで

行う。 

（エ）グループの構成 

1 クールが終わった時点で、メンバー全体に対しオリエンテーションを行い、

模擬セッションを体験してもらった上で、次回のクールの参加希望者を募る。 

参加希望者に対して担当スタッフが個別に面談をし、そのクールの中での目

的や、週一回の曜日固定での継続参加が可能かどうかを確認した上で、グルー

プを構成する（スタッフ 1名に対しメンバー3～6名程度）。 

（オ）進行手順 

SSTの一般的な手続きに従って行う。 

（１）ウォーミングアップ 

（２）SSTとは（約束事の確認） 

（３）各人の課題の確認 

（４）ロールプレイ 

（５）振り返り 

（カ）内容 

 （オ）の進行手順に沿ってプログラムを進行してゆく。 

（１）のウォーミングアップでは簡単なゲームや、メンバー間の親交を少し

深めるようなちょっとしたスピーチなどを行い、場を温める。 

その後に（２）約束事を確認し、（３）各人の前回取り組んだ内容や今回取り

組みたいと思うことなどを確認・調整して、その日のロールプレイセッション

の内容を決める。メンバーから何も出ない場合は、スタッフが用意した、全員

で取り組めるようなワークを行う。 

（４）ロールプレイに対しては、正のフィードバック、強化、モデリングな

どを行い、できるだけその場でメンバーが実際のスキルを身に着けることがで

きるようにする。 

（キ）工夫している点や適用方法 

うつ病の方は自己愛の問題を抱えている場合が多く、人前でロールプレイを

すること、つまり人前で苦手なことに取り組んだり、弱味を見せたりすること

自体が相当なストレスとなる。それを押して参加していることを、まずは十分

に認めるようにしている。従って、なかなか自分のロールプレイができないで

いるメンバーに対しても、無理にロールプレイをさせるようなことはしない。 

しかし、実際に課題に取り組むためには、どこかで自身の踏ん切りをつけて
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頂き、うまく導入していくことも必要である。それを可能にするには、スタッ

フの配慮の他、メンバー同士の協力が欠かせない。そこで、グループ全体のメ

ンバー構成や雰囲気づくりには、相当な注意を払っている。 

また、気分の波を元々持っている方たちであることから、その時々の調子や

気分の波によってもグループの雰囲気は左右されやすい。スタッフは個々人の

状態に常に配慮して、メンバーが気分良く、楽しく自分の課題（ロールプレイ）

に取り組めるようにしている。 

 

③ ＣＢＧＴ（Cognitive Behavioral Group Therapy：集団認知行動療法） 

（ア）概要 

自分の思考パターンや考え方のクセに気づき、より柔軟な考え方を身につけ、

気分を楽にしたり、悪循環を断ち切るとともに、セルフコントロールができる

ようになることを目的とした心理療法である。 

少人数でのグループで行い、メンバー間で悩みを分かち合い励まし合いなが

ら、解決する方法を学んでいく。 

（イ）目的 

症状の自己理解と不安の軽減、セルフコントロール、再発予防、自己理解、

他者との協調 

（ウ）頻度 

週 1回、全７～8回で 1クール。 

（エ）グループの構成 

復職準備性がある程度高まったメンバーに参加を勧め、3～4 名程度のグルー

プを構成。スタッフ 1 名が、あらかじめプログラム化された内容に従い、進め

てゆく。 

（オ）進行手順 

毎週 1回（120分程度）で、以下の内容を７～8回に振り分け施行する。 

「ＣＢＴ概説」 

「参加者の目標設定」 

「活動記録表の活用」 

「コラム法の活用」 

「問題解決技法の活用」 

「スキーマについてのディスカッション」 

「まとめ、振り返り」 

時間内のレクチャー・ワークに加えて、毎回ホームワークがあり、日常的に

ＣＢＴを意識しながら生活して頂く工夫をしている。 
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毎回のセッションの基本的な進め方は以下の通り。 

（１）前回の振り返り、ホームワークの確認、今日の流れ確認 

（２）スタッフからのレクチャー 

（３）個人ワーク 

（４）グループワーク（ディスカッション） 

（５）まとめ 

（６）ホームワークの設定 

（７）今日の感想、コメント 

（カ）内容 

復職に向けてのモチベーションが比較的高まったメンバーを集めてのグルー

プなので、ＣＢＴで扱う各自の課題・目標は、主に“復職／再就職に際して考

えられる問題”を挙げて頂くようにしている。 

例えば、「復職後、仕事への意欲を前のように持てるか不安」「一人で仕事を

抱え込むタイプだったが、今後は周囲に上手にヘルプを求められるようになり

たい」など。 

（キ）工夫している点や適用方法 

プログラムの利用開始からある程度時間が経った、顔見知りのメンバー同士

によるグループとなるため、メンバー相互の相性についてもスタッフ側が配

慮・調整している。 

ＣＢＴの時間内で語られたことについては事業所内でも他言無用とし、プラ

イバシーの厳守をお願いすることで、グループの安定性と凝集性を高めている。 

１クール終了しても、希望があれば再度参加することも可としている。 

 

参考文献：秋山剛・大野裕監修（2008）『さあ！はじめよう うつ病の集団認知

行動療法』医学映像教育センター 
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＜配布資料例＞ 

 

☆ルポゼ グループ認知行動療法 【20××年 10 月～11 月】 

・参加メンバー：Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

・担当スタッフ：Ｅ 

 

認知行動療法（ＣＢＴ）とは 

 短期間でおこなう、プログラム化された心理療法の一種です。今回は、毎週１回（120 分程度）、全７回で

おこないます。 

 ＊＊＊ 

ルポゼでは、すでに顔見知りの少人数のメンバーで、毎回決まった日時に集まり、各自が設定した「課題」

について、その打開策や向き合い方を、自分ひとりのみならず他の参加メンバー・スタッフも知恵を出し合い、

考えていきます。 

ルポゼはリワーク施設ですので、ここでは主に休職・離職中の生活上の悩みごとや、復職・再就職にまつわ

る問題を扱っていけたらと思います。 

＜注意＞他の参加者から聞いた話を、この場以外では漏らさないこと。プライバシー厳守でお願いします。 

＊＊＊ 

これからの人生の中で、どんなことが起きても、「困難をただ避ける」のではなく「向き合える」という気

持ちになれたら、心強いですね。参加メンバー同士で協力し合いながら、少しずつ自信を高めていきましょう。 

 

プログラムの大まかな構成 

 １：ＣＢＴを知る／参加メンバーの自己紹介／目標設定 

 ２：目標の確認／活動記録表の活用（気持ちよい活動に注目する） 

 ３：コラム法の活用（自動思考に気づく） 

 ４：問題解決技法の活用（問題解決能力を高める）／スキーマについての話し合い 

 ５：これまでの振り返り～学んだことを将来に活かすために 

 ＊＊＊ 

以上の内容を、７回のセッションでこなしていきます（進行状況により、適宜修正・変更することもありま

す）。これらに加え毎回「宿題」があります次のセッションまでの 1 週間も、ＣＢＴを意識しながら過ごして

みてください。 

 

毎回のセッションの基本的な進め方 

① 前回の振り返り／宿題の確認／今日の流れ 

② 講義                     ⑤まとめ 

③ 個人ワーク                  ⑥宿題の設定 

④ グループワーク（ディスカッション）      ⑦今日の感想・コメント 
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２．集団心理療法  

① エンカウンターグループ 

（ア）概要 

エンカウンターグループには大きく分けて構成的エンカウンターグループと

非構成的エンカウンターグループがあるが、当事業所で行っているのは構成的

エンカウンターグループである。 

ゲームやなんらかの課題（ワーク）を行いながら、自己や他者との本音の交

流を目指す。感情体験の幅を広げ、認知の拡大や修正に効果があると言われて

いる。 

（イ）目的 

自己理解、他者理解、自己表現、自己開示、心理面の発達 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 

1名のスタッフがメンバー全員にワークごとの教示を行い一斉に実施 

（オ）進行手順 

スタッフが初めにレジュメ（エンカウンターグループ配布資料①）を使って

エンカウンターグループの概要について説明（初参加の方がいない場合、本手

順は省略）。 

その後、スタッフから１つめのワークについて教示を行い、実施後に参加メ

ンバー同士でのシェアリングを行う。 

休憩はスタッフの指示でワークの区切に取る。 

時間内に 2～3つのワークを行うことが多い。 

進行例： 

初参加の方が多いある回では、レジュメを使って概要説明を行ってから「探

偵ゲーム」（参考文献②）を行った。探偵ゲームでは、最初に「探偵シート」（エ

ンカウンターグループ配布資料②）をメンバー全員に 1 枚ずつ配布し、以下の

説明を行なう。 

・各自で自由に歩きまわり、出会った人とジャンケンをします。 

 ・勝った人が先に「探偵シート」から項目を１つ選んで質問します。 

・聞かれた人は、「はい」か「いいえ」で答えます。 

・「はい」と言われたら、その人の名前を質問の横に記入します。 

・次に、負けた人が同じように項目を選んで質問します。 

・双方の質問が終わったら、次の相手を探します。 
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質問項目に該当する人をできるだけ多く探すよう促し、同じ人に続けて質問

すること・他の人から教えてもらうこと・盗み聞きすることは禁止する。メン

バーの状況や時間の余裕次第では、スタッフと有志メンバーで簡単に見本を見

せる。質問があれば聞き、答える。 

スタッフの掛け声で一斉に始め、すべての項目に該当する人を探し出した人

が出るか、ある程度の時間がたったところで 1 回戦を終わりにする。質問内容

を変えた別のシートを用意しておいて、2回戦を行ってもよい。 

最後に参加者から感想を一言ずつ言ってもらう。グループごとに集まって感

想をシェアリングしても良い。 

「質問項目に該当する人をできるだけ多く探す」という目的があると、競争

意識も手伝って、意欲的に取り組みつつ楽しむメンバーが多いようである。そ

の中で、お互いに他の人をどう見ているか、自分はどう見られているかがさり

げなくわかってしまうワークでもある。たとえば「ぼーっとするのが好き」と

何度も質問された人が、自分はそう見られているのかと複雑な気持ちを持つこ

ともある。それがシェアリングの中で言える場合もあれば、言えない場合もあ

る。また、このワークは、互いのプロフィールが一部開示されるため、この後

に休憩を取ると趣味の話を含めて雑談が活発になることが多い。 

休憩後は、正解のないテーマについて話し合い、時間制限の中で折り合いを

つけていく「無人島ＳＯＳ」（参考文献①）というワークを行なった。 

最初に「無人島ＳＯＳ」という資料（エンカウンターグループ配布資料③）

をメンバー全員に 1 枚ずつ配布し、スタッフは、その説明を見ながら概略を説

明する。参加者を４人前後のグループに分け、資料の手順に沿って作業をして

いただく。 

メンバーから質問があると随時していただくが、「ナイフとフォークとあるが、

どのくらい切れるナイフなのか」など細かい設定について質問が来ることが多

いようである。よく似た別のワーク「月世界旅行」（エンカウンターグループ配

布資料④）では、宇宙船とはどのような規模の宇宙船か、救命ボートにはどの

ような機能があるか、といった質問がひじょうに多い。スタッフは「設定につ

いては各グループで統一してください」と返すことにしている。設定だけで議

論が長時間に及ぶグループには、残り時間を時々お知らせするようにしている。 

最後に参加者から感想を一言ずつ言ってもらう。グループごとに集まって感

想をシェアリングしても良い。 

（カ）内容 

その時々の参加者の顔ぶれや時間配分を考え、毎回違うワークをスタッフが

提示。 

（キ）工夫している点や適用方法 
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体調・気分の不安定な方たちが通所する施設であるため、ある程度の参加人

数が必要なエンカウンターグループにおいて必要な人数が揃わないことは、

度々起こる。対人関係のトラブルが起きたばかりの人が同じグループになって

しまう、新しい方を含めたワークを考えていたにも関わらず新しい方が調子を

崩して全員欠席される、といったこともある。毎回、事前に決めていたワーク

を直前に変更するなど、臨機応変な対応を行っている。 

 

参考文献： 

①国分康孝・国分久子（2004）『構成的グループエンカウンター事典』図書文化 

②田上不二夫・今田里佳・岸田優代（2007）『特別支援コーディネーターのため

の対人関係ゲーム活用マニュアル』東洋館出版社 
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＜エンカウンターグループ配布資料①＞ 

構成的エンカウンターグループ 

１．構成的エンカウンター・グループとは？ 
・エンカウンター（encounter）＝出会い（自己との、他者との） 
・エンカウンター・グループ ＝グループでの活動を通じ、自己と出会い、他者と出会う 
・構成的 ＝なんらかのエクササイズ（ワーク、課題）を参加者が実行する形 
・非構成的＝1～2 名のファシリテーターと 10 名前後のメンバーが、＜いま、ここで＞ 

やりたいこと・できることを自発的・創造的に実行していく形で進んでいく。 

目的は、本音の交流（自己開示）、心理的成長 

「構成的」の方が本音を出しやすい 

※他者との出会いは、今後の対人関係における不安の軽減、対人関係でのスキルアップに

つながると考えられます。 
※自己との出会いは、今後、無理なくリワークしていくプロセスにも役立つと思われます。 
 
２．価値のトライアングル 
 

社会的パワー志向（勝ちたい 
         成功したい） 
 
    活動志向  人と共に志向 
   興味関心のある        人と楽しんだり 

趣味やスポーツに           人の役にたつのが 
   熱中する                うれしい、など 
 
※社会的に生きづらくなった方は、「活動志向」と「人と共に志向」が、低いことが多いと 
 言われています。 
※仕事を長く続けるためには、「活動志向」と「人と共に志向」をのばすことが役立つと 
 考えられます。 
 
３．逆制止の理論 
慣れない場所で人と交流するのには、不安や緊張がともないます。体が固まったり、声が

出なくなったりします。そうした状態の時に、体を動かし声を出すと、不安や緊張を解消

できますが、この働きを「逆制止」といいます（行動療法の Wolpe,J の理論）。 
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＜エンカウンターグループ配布資料②＞ 

探偵シート 
 
あなたは名探偵。ルポゼの中で、次の質問に当てはまる人を見つけましょう。 
 
 
１ 盆栽や草花の世話をするのが好き        （              ） 
 
２ 関東以外で暮らしたことがある         （              ） 
 
３ 部活動は、運動系               （              ） 
 
４ 本を読むのが好き               （              ） 
 
５ 猫を飼っているか、飼っていたことがある    （              ） 
 
６ テレビを見ていて、思わず泣いてしまうことがある（              ） 
 
７ 温泉が好き                  （              ） 
 
８ 車のハンドルを握ると人が変わる        （              ） 
 
９ 料理を作るのが好き              （              ） 
 
１０  映画を見るのが好き            （              ） 
 
１１  自然の中ですごすのが好き         （              ） 
 
１２  からい（スパイシーな）食べ物が好き    （               ） 
 
１３  ウォーキングをしている          （              ） 
 
１４  ぼーっとするのが好き           （              ） 
 
１５  旅行をするのが好き            （              ） 
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＜エンカウンターグループ配布資料③＞ 

無人島ＳＯＳ 
 

船にのって旅行中、大きな嵐がやってきて、あなたの乗った船が、こなごなに壊れて

しまいました。あなたは、船のかけらにつかまって、小さな無人島にたどり着きました。 

島には、食べ物と水はありますが、他には何もありません。 

島で生き抜いていくため、脱出するためには、いったいどんなものが必要でしょう

か。次の中から、もっとも大切だと思うものを８つ選んで、大切だと思う順に番号を書

きましょう。 
手順： 

①まずは自分で、優先順位を決める。 
②グループで話し合い、グループでの優先順位を決める。 

注意点： 
①多数決は使わない。 

②制限時間内で、それぞれの方が充分に意見を言い、人の意見も聞く。 
 

品物 自分の 
優先順位 

選んだ 
理由 

他の人の 
考え 

グループの 
考え 

ナイフとフォーク     
マッチ     

鍋     
斧     

ウィスキー     
ロープ     
海図     
テント     
毛布     
時計     
ラジオ     

薬     
裁縫道具     
カメラ     
鉛筆と紙     
望遠鏡     
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＜エンカウンターグループ配布資料④＞ 

 

月世界旅行 
 
 

月に不時着した宇宙飛行士が、 
宇宙船に戻るまでに大切なものの順番を下記の中から決めていくゲームです。 

 
・マッチ 
・食料（宇宙食） 
・ナイロンのロープ 
・ピストル 
・45kg の酸素入りボンベ 
・月から見た星図 
・救命ボート 
・20 リットルの水 
・救急箱 
・太陽光で作動する無線機 

 
 

目的：折り合う体験から学ぶ、気づきを得る。 
 
 

手順： 
①まずは自分で、優先順位を決める。 

②グループで話し合い、グループでの優先順位を決める。 
 

注意点： 
①多数決は使わない。 

②制限時間内で、それぞれの方が充分に意見を言い、人の意見も聞く。 
（上記が守られない場合、スタッフが介入する場合もあります。） 
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② 風景構成法 

（ア）概要 

精神科医中井久夫氏により開発された芸術療法の一種。山・川など風景の構

成物を教示に従い順番に描き入れ、全体でひとつの風景を完成させるもの。 

（イ）目的 

アセスメント、自己表現、自己理解、アートセラピー 

（ウ）頻度 

月１回 

（エ）グループの構成 

1名のスタッフが参加者全員に概要説明と教示を行い、集団法で施行。 

（オ）進行手順 

初参加の方が一人でもいる場合、スタッフから風景構成法の成り立ちを説明

し、芸術療法としてルポゼで実施する旨を伝える。 

集団法で試行するが、彩色段階に入ったところで描画終了予定時刻を伝え、

その時間になったら発表とシェアリングを行うこと、それまでの間は適宜休憩

を取って頂くよう伝える。描画終了予定時刻はプログラム終了の 1 時間前に設

定するが、その日の参加人数や遅刻者の有無によっても前後する。 

発表時は一定の質問に答えて頂きつつ、互いの作品について感想を述べあう。 

進行例： 

初めにスタッフから本プログラムについての説明を行ったところ、参加メン

バーから「それがうつの回復に何の役に立つのか」という質問があったため、

精神科病棟では各種の芸術療法がたびたび行われていること、無意識の表現を

すること自体にも、それを他者から肯定的に受け止められることにも治療効果

があることを補足説明した。 

3種類の画用紙から好きな大きさのものを選んで頂いてから、風景の構成部分

をスタッフの指示で描いて頂くが、各部分にかかる時間は個人差が大きいため

「後で追加もできます」と伝えながら、全員が書き終わるのを待たずに 10個の

構成部分をまず伝えた。それ以降の追加部分、彩色については、一度に指示し

てシェアリングの時間までは各メンバーのペースにまかせた。 

事前に連絡があり遅刻してきた方が彩色の途中で参加を希望されたため、そ

れまでの経過を伝えて彩色段階までをスタッフがフォローした。 

（カ）内容 

スタッフの指示で描画を行った後、シェアリングで参加者一人一人にご自身

の作品について説明していただく。その時、ＰＤＩ（描画後の質問）にも答え

ていただく。ＰＤＩは、参考文献から作品の季節や時間、川の流れる向き、人・
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家・動物などの関連、自分自身が絵の中にいるか、いる場合は何をしているか

を答えて頂いている。完成した作品は、本人の許可を取った上で一定期間壁に

掲示している。 

（キ）工夫している点や適用方法 

参加人数や、事情があって遅刻してきた者への配慮。 

 

参考文献： 

皆藤 章(1994)『風景構成法―その基礎と実践』誠信書房 

 

③ フォーカシング 

（ア）概要 

フォーカシングは、1960 年代の初めに、シカゴ大学のユージン・ジェンドリ

ン教授が行っていた心理療法の効果研究をきっかけに生まれた技法である。 

成功した心理療法と失敗したものの録音を聞き比べた結果、成功した心理療

法のクライエントたちは、面接の過程で直接からだで感じている、漠然とした、

言葉では表現しにくい身体的な気づきがあったが、失敗した心理療法のクライ

エントたちは、面接の間ずっと言いよどむことなくすらすらと話をしていたと

いう。このような心理療法の成否を分けることになった違いをジェンドリンが

技法として教えるようになったものがフォーカシングである。 

フォーカシングには、心理療法の行きづまりが解消される、自己批判から解

放され自己受容が高められる、など様々な効果があると言われている。 

（イ）目的 

セルフケア、セルフモニタリング、心理的変化の促進 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 

1 名のスタッフが全員もしくは初参加の方を含むグループに参考文献を使っ

てフォーカシングの概要を講義。その後、実際にフォーカシング・セッション

を行う。 

（オ）進行手順 

初めにスタッフがフォーカシングの概要を講義する。その際、すでに何度か

講義を受けていて、あらためて聞く必要のない参加者は、講義が終わるまで別

の作業をして待っていていただくか、そうした参加者が複数いて自分たちだけ

でセッションができると主張しスタッフもそれを認める場合には、その方々に

まかせてすぐにセッションを始めていただいている。 
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講義で話すことは、フォーカシングの成立過程、からだの微妙な感じに注意

を向けること、内なる自分との良い関係などである。内なる自分との良い関係

については、参考文献に掲載されている下記の図をお見せしながら説明するこ

とが多い。感情に飲み込まれるのでも、感情を否定するのでもなく、その感情

があることを認めつつ少し距離を置いて感じていられる状態が、適応的である

ことを具体例をあげながらお話する。 

 

 

『やさしいフォーカシング』P.185 

 

からだの微妙な感じについて説明をした後、実際にどういうものかを体験し

てもらうため、全員その場でスタッフが頭、首、肩などの声かけをするのに合

わせ、その部分部分に注意を向けていただき、どんな感じがするか言っていた

だくこともある。 

その際は、あらかじめ今座っている椅子にリラックスして座りなおしていた

だく。各参加者から言葉にしていただいた「からだの感じ」は、スタッフが受

容的に受けとめつつお聞きした上で、その言葉と実際のからだの感じはぴった

りくるか、もっと違う言葉がぴったりくるように思えるか、と返していく。言

葉とからだの感じを比べて模索するプロセスをしながら、少しずつフォーカシ

ングの練習をすることになる。 

その後、グループでフォーカシングセッションを行なう方法や注意点を説明

した上で、セッションを開始する。 

セッションでは、参加者が交代でフォーカサー（実際にからだの感じを味わ

う方で、そのセッションの主人公）、リスナー（受容的な聞き手で、相槌を打っ
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たりフォーカサーの言葉を繰り返すことが多い）、タイムキーパー（一人一人の

持ち時間を公平にするため、フォーカサーが時間内に終われるよう声かけをす

る役）を担当し、他全員はオブザーバーとしてセッションを見守る。スタッフ

はガイド（フォーカサーのセッションがうまく進むようにアドバイスする役）

として同席するが、何度も練習をしている、講義を受けずに自主的にセッショ

ンを始めるグループには同席できない。場所柄的に完全防音の部屋は用意でき

ず、秘密は守られないので、どこまで話すかはフォーカサーが自己責任で決め

るよう注意を促す。また、セッションで話されたことについては、自分の体験

以外は外で話さないよう厳重に注意をする。主人公であるフォーカサーは、リ

スナーにどう聴いてほしいか、タイムキーパーにどのタイミングで時間を声か

けしてほしいか、自分の席はどこで、他の役割の人々にはどの席にいてほしい

かを決め、他の参加者にリクエストする。セッションの開始・終了はフォーカ

サーが合図をし、１セッションが終わると参加者で質問や感想を言い合う。何

回かセッションを行なってから、スタッフの指示で適宜休憩をはさむ。 

（カ）内容 

初心者は、体の感じを少しずつ味わい、言語化し、それを実際に体で感じて

いる感じと照らし合わせることから始めることが多い。慣れてくると日頃気に

なっていること、心配なことを思い浮かべながら体になにか感じが現れるか見

守ることもする。 

（キ）工夫している点や適用方法 

フォーカシングは一般に馴染みのない技法であるため、講義は念入りにする

必要があるが、セッション時間を確保するために講義の量は毎回柔軟に変えて

いる。人数が増えれば増えるほど、セッションの各々の持ち時間は短くなる。 

 

参考文献： 

アン・ワイザー・コーネル著、大澤美枝子・日笠摩子訳(1994)『やさしいフォ

ーカシング』コスモス・ライブラリー 

アン・ワイザー・コーネル著、大澤美枝子訳(1996)『フォーカシング入門マニ

ュアル』〔第 3版〕金剛出版 

アン・ワイザー・コーネル著、大澤美枝子・日笠摩子訳(1996)『フォーカシン

グガイド・マニュアル』〔第 3版〕金剛出版 

 

④ 描画 

（ア）概要 

芸術療法の一手法として、広く用いられているものである。日頃の生活の中
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では、自分の気持ちや考えを他者に伝える際、大抵は「ことば」で表現するこ

とが求められるが、あえて「色や形」で自分を表現してみる体験から、新たな

気づきを得たり、素直に表現を楽しんだりすることを目的としている。 

（イ）目的 

楽しむ体験、非言語的表現、自己理解、他者理解、対人交流 

（ウ）頻度 

月 1回 

（エ）グループの構成 

スタッフが参加メンバー全員に、各回ごとに教示を行い実施。 

3名以上のグループが望ましく、参加メンバー数が少ない場合は補佐スタッフ

が入ることもある。 

（オ）進行手順 

画用紙・画材（クレヨン・色鉛筆・サインペンなど）をテーブル上に用意。 

まず「ウォーミングアップ」として、画用紙上にクレヨンで思いつくまま色

を塗ってもらう。描く内容には制限を設けないが、画材は描画の巧拙が目立ち

にくいクレヨンのみを使用する。10 分程度で終えて、各々プレゼンテーション

してもらいながら、グループで作品を鑑賞する。 

休憩を挟み、スタッフが今回の作品制作について教示をする。30～40 分程度

かけ作品が完成したら、グループ全体で作品を鑑賞し、体験を共有する。 

（カ）内容 

作品テーマや手法などは、参加メンバーの顔触れやウォーミングアップでの

作品を参考に、スタッフがその場で決めていく。他メンバーと作品を共有する

ことで、そこから刺激を受けたり、お互いの交流を深めたりすることも期待で

きる。個人作品の場合もあれば、数名ずつのグループや全員での合作とする場

合もあり、毎回異なる。 

合同作品を作る際には、集団の中での各々の対人関係上のパターンが出現し

やすく、そこからの理解も得られる場合がある。 

完成作品は、了解の上で壁に一定期間掲示する。 

（キ）工夫している点や適用方法 

内容は、参加者の自主性に任せるところが大きく、体調や気分がさほどすぐ

れない場合でも取り組みやすいプログラムである。うつ症状のある方は“楽し

めない”ことが多いので、このプログラムの時間の中では、巧拙やスピードを

忘れ、のびのびと表現して頂くことを第一の目標としている。 

一方で「絵を描くのは苦手だから」と尻込みする方がいたり、自由度が高い

ゆえに内面の葛藤等が思いがけなく表現に出過ぎる危険性もあるため、スタッ

フは常にグループ全体の様子に気配りする必要がある。時には、各々がより安
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全に自己表現ができるよう、スタッフが表現内容や描き方に介入・助言する場

合もある。 

 

＜進行例＞ 

（ウォーミングアップでの作品のプレゼンテーションが終わった後） 
スタッフ教示「では、今それぞれ色を塗っていただいた画用紙を、今日はその

まま「電車」にしたいと思います。単純に四つ折りにしてテープで止め、立方

体にするだけでもいいし、ハサミを入れたり加筆したりして、凝った形にして

いただいても結構です。この後、模造紙に線路を書いて実際にその上を走らせ

ますので、机上に置ける形にしてください。」 
各自が工作に取り組み、自分のデザインした色柄で車体を作る。15 分程度で

完成したら、それぞれをプレゼンテーション。続いて、模造紙を 2 枚机上に広

げてテープで固定し、参加者全員でじゃんけんし順番を決めて、一人ずつ線路

を書いてゆく。最初の人には“出発駅”を、最後の人には“終点”を設定し描

いてもらう。一通り描き終えたら、線路沿いの景色や建物、人、動物、標識な

どを、自由に描き加えてもらい、最後に自分の電車を自分で動かし、線路をた

どって走らせてもらう。途中で止まったまま電車を置く人もいれば、事故を起

こしてしまう人、何事もなく終点まで進んで終わる人、他の人の電車に自分の

電車を連結してみる人など、様々である。童心に帰って、楽しんでいただく。 
最後は、記録のためにスタッフが数枚写真を撮り、全員で片づけて終了とす

る。 
 

⑤ コラージュ 

（ア）概要 

芸術・描画療法的アプローチと、作業療法的なものとしての両面を併せ持つ

プログラムである。自分で選び、はさみを使って切り抜いた雑誌や新聞などを、

画用紙にのりで貼って再構成するもので、描画よりも巧拙が目立ちにくく、労

力も少なくて済むので、多くの方にとって取り組みやすい。「ことば」によらな

い自己表現をじっくりと楽しみ、他メンバーと作品を共有することで、自己・

他者理解を深める機会とする狙いがある。 

（イ）目的 

楽しむ体験、非言語的表現、自己理解、他者理解、集中力 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 
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始めに 1 名のスタッフが参加メンバー全員にコラージュの作り方を説明し、

その後は各自個人作業。 

（オ）進行手順 

雑誌・新聞・チラシなどの切り抜き素材、台紙とする画用紙、参加人数分の

はさみ・のりをテーブル上に用意。 

適当な作品例を示しながら、「これらの素材の中から、今回目に付いたもの・

気に入ったものを選んで、切り抜きを画用紙に貼り付けて作品を作ります。使

用する切り抜きの数や貼り方は、自由です。台紙のサイズが小さいようでした

ら、画用紙を 2 枚つなげても良いです。作品を複数作っても良いです」などと

教示する。その後は各自のペースで作業を進めてもらい、適当に休憩も取りな

がら 90分間程度で作品を完成させてもらう。 

最後にグループ全体で作品を鑑賞し、体験を共有する。作品は本人了解の上

で壁に一定期間掲示する。 

（カ）内容 

スタッフは最初に単純な教示をするのみで、その後は参加メンバーそれぞれ

の自主性に任せている。前項の「描画」では合作も多く手がけるが、コラージ

ュは基本的に個人作業とし、自分の表現に没頭する時間を大切にしている。 

切り抜きや貼り付けで手先に集中したり、素材選びのために雑誌などが置か

れているテーブルと自分の席とを何度も行き来する必要があるなど、静かなが

ら様々な動作のある時間となっている。 

（キ）工夫している点や適用方法 

基本的に個人作品のみを作成するため、マイペースで作業ができる。 

「描画」同様、楽しむことを第一の目標としている。作業内容自体は単純な

ため、スタッフがメンバーに途中で介入する必要は殆どない。長時間の個人作

業の後、各自のプレゼンテーションで作品テーマなどが語られると、場に笑い

や感嘆の声が上がり、和気藹々とした雰囲気で終了することが多い。 

 

⑥ 動作法 

（ア）概要 

成瀬悟策教授が開発した日本独自の心理療法。 

心理療法の多くは、クライエントとセラピストの間に“言葉”を介在させ、

言葉を手段として進めていくのに対し、動作法は“動作”をその手段とするも

のである。 

例えば、緊張すると体が固くなる、思うように動けない、というように心の

ありかたが動作（姿勢も含む）に影響することがある。その場合、緊張自体に
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働きかけるのではなく「動作」という「体を動かすこと」「動かそうと努力する

こと」に働きかけて、心の変容を促す。 

（イ）目的 

うつの改善、リラクゼーション、自己理解、自己変容 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 

2名の女性スタッフが担当。参加者全員が 2人 1組になり実習。 

（オ）進行手順 

あらかじめ机や椅子を片付け広い床スペースを確保した上で、ブルーシート

を敷き、その上にヨガマットを並べる。初心者が多い場合には動作法概要の講

義を行う。実習では、なんらかの動作課題（一定の姿勢、体の動かし方）を見

本を見せた上で実習していただく。スタッフは、その様子をみまわりながら随

時アドバイスを行う。 

休憩は、動作課題の区切りの良いところで、スタッフの指示で取る。 

進行例： 

スタッフが動作法概要について講義後、「軀幹のひねり」（参考文献に掲載さ

れた下記の図参照）を実施することを参加者に伝える。その際、実際に参加者

を一人指名し、実演する。 

 

 
『臨床動作法への招待』P.62 
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参加者には側臥位（体の片側を下に横になる姿勢）をとっていただく。足は

できるだけまっすぐ伸ばし、首がつらいようであれば、スタッフがあらかじめ

用意したバスタオルを丸めたものを頭の下にあてがう。参加者が、左を下に横

になった場合、スタッフは、自分の右足を使って参加者の腰が動かないように

止める。そして、参加者に少しずつ右の肩を床につけるようなつもりで体を開

いていくよう指示する。スタッフは、参加者の腰の上部分と開いていく右肩に

軽く手を添え、参加者に力が入りすぎていると感じるとき、無理に動かそうと

していると感じた時は止める。逆に参加者がうまく力を抜けた瞬間にふっと開

き角度が増したときは、「そうそう」などと声かけをして、力をぬくこと、ゆる

めることが動作をより自由にしていくことにつながり、それがこころの自由度

にもつながることを説明する。少し開いて動きにくくなった参加者には、動き

にくいところや固いところに意識を向けて力を抜きつつ深呼吸をしながら待つ

ように伝える。 

見本を見せた後、実際に参加者同士がペアになって練習をしていただく。動

作法経験の全くない方同士がペアになることも多いため、体をひねりながら開

いていく方には自分の力で無理なくひねっていくことを伝え、補助する側には、

腰の止め方をしっかりした上で、ひねる方が自分の力でひねっていくのに対し

て肩のあたりに手を添えてついていくように、決して無理な力を相手に加えな

いように指示する。ひねりが止まった場合には、補助する方がひねっている方

に固いところ、動きにくいところを意識してゆるみを待つように声かけするこ

とも伝える。腰が十分に止められていないために動作課題が意識されていない

ペアに対しては、スタッフが腰の止め方のアドバイスを行う。3回無理のないゆ

るみが体験できたら、ペアを交代する。 

（カ）内容 

動作課題ごとに違う。詳細は参考文献参照のこと。 

（キ）工夫している点や適用方法 

女性の数が奇数である場合は、女性スタッフが必ず一人になってしまう女性

と組んでいる。 

 

参考文献： 

成瀬悟策(2007)『動作のこころ 臨床ケースに学ぶ』誠信書房 

鶴 光代(2007)『臨床動作法への招待』金剛出版 
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３．ディスカッション 

① フリーディスカッション 

（ア）概要 

参加者からテーマを出してもらい、ディスカッションを行う。 

（イ）目的 

コミュニケーションスキル、集中力、（テーマにより）疾病理解・セルフケア 

（ウ）頻度 

月 1回 

（エ）グループの構成 

スタッフ１名が参加し、全体の司会・タイムキーパー役を担う。 

参加メンバーはテーマ発案とディスカッションを行う。メンバー内から板書

係を募ることもある。 

（オ）進行手順 

冒頭でスタッフが、メンバー全体にテーマ決めを呼びかけ、ブレーンストー

ミングの手法で数多くアイデアを出してもらう。その中から、適当なもの 3～4

項目に絞ってもらい、1つずつディスカッションしていく。 

１テーマにつき 20～30分程度として、適宜休憩をはさむ。 

（カ）内容 

「フリー」の名の通り、どんなテーマでも可としており、「おすすめのレジャ

ースポット」などの軽い話題から、時事問題について、或いは「不眠への対処

法」など疾病に関するテーマまで、メンバーから幅広くアイデアを募る。 

ディスカッション自体も形式にこだわらず、特に結論づけやまとめを要求す

ることもない。スタッフは基本的に聞き役となり、あまり発言の無いメンバー

に時折声をかけたり、適宜メンバーの発言を板書するなど、ディスカッション

の流れをサポートする。 

（キ）工夫している点や適用方法 

参加メンバーの年代が20歳代～50歳代と幅広く、社会経験にも差があるため、

20 歳代の若手メンバーのみで小グループを作り、ディスカッションを行ったこ

とがある。若年者が年長者の発言から学べることは多いと思われるが、時にそ

の場の話題が実体験から遠いものとなってしまったり、年長者に遠慮して発言

を控えたりする場合もある。一方、同年代同士の気楽さの中で、その年代なら

ではの話題を設定し、意見を共有することの利点も大きい。参加メンバーの顔

触れやタイミングを見て、時折行っている工夫である。 
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＜進行例＞ 
（最初に、参加メンバーからテーマを募った。数人から提案が出て、①おすす

めのおいしいお店 ②虚礼《年賀状・お中元・お歳暮など》について ③朝す

っきり起床するためには？ の３つに決定。1 テーマ 30 分程度として、順番に

フリートーク） 
③朝すっきり起床するためには：まずこのテーマを提案したメンバーから、

提案の訳などを一言いただく。「自分は、目覚まし時計で目覚めることは出来る

のだけど、気分はすっきりせず、ベッドから起き上がるまでにとても時間がか

かってしまいます。すっきり目覚めて動き出せるための、何かいいアイデアな

どあれば、是非教えてもらいたいです」 
Ａさん「自分は、目覚まし時計代わりにステレオのタイマーをボリューム最大

でかけていて、鳴り出す前に慌てて止める！というのをやってます」 
Ｂさん「やっぱり、眠剤の処方を医者に考えてもらうのがいいのでは」 
Ｃさん「自分は、起きたらすぐにシャワーを浴びて身体を覚ますようにしてま

す。でも起き上がれないんじゃあ、風呂場に行けないですね」 
              ・・・・・・以降、フリートークを続けます。 
 

② リワークディスカッション 

（ア）概要 

復職や就職について様々なテーマを設定し、参加者で話し合う。 

（イ）目的 

 症状自己理解、自己洞察、コミュニケーション、集中力 

（ウ）頻度 

 月 1回 

（エ）グループの構成 

 スタッフ 2名が参加し、全体の進行と書記を務める他、2グループでのディス

カッションになった時にそれぞれの司会進行役になる。 

 テーマの性格上、自分の体験談など個人的なことを話す機会が多くなるため、

あまり大人数になると話しづらいという声がメンバーから上がったこともあり、

このような形としている。 

（オ）進行手順 

 全員でテーマを決めた後は、2グループに分けて進める。だいたい 1グループ

が 5 名前後になることが多い。テーマの決め方等は①のフリーディスカッショ

ンと変わらない。グループの分け方には特に決まりはなく、スタッフが提示す

ることもあれば話し合いで決めることもある。 
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（カ）内容 

 テーマの一例として、最近出たテーマは 

・仕事の業績を他人と比べないようにしていくためには 

・やりたい仕事をするか、やれる仕事をするか 

・仕事で隣の席に座っている同僚と円滑にコミュニケーションを取るためには 

・自分の特技や趣味をどう仕事に生かしていくか 

などが話し合われた。 

（キ）工夫している点や適用方法 

 メンバーには様々な状況の方がいるが、ディスカッションという形の中では、

あまりその点について細分化はしない（例えば「復職者と離職者」でグループ

を分けるなど）。 

「何か以前の仕事上などで困った状況があれば、皆に話すことで解決のヒント

をもらえるかもしれませんよ」と促すと、意外とテーマが出てくることが多い。 

 

③ 構造的ディスカッション 

（ア）概要 

司会・書記・タイムキーパーなどの役割や、時間配分を決めてディスカッシ

ョンを行う。 

（イ）目的 

気配りや時間配分を意識した集中力の回復、コミュニケーションの訓練 

（ウ）頻度 

月 1回 

（エ）グループの構成（利用者数、スタッフ数も含む） 

1名のスタッフが参加メンバー全員に教示し、メンバー主導でディスカッショ

ンを開始して頂く。流れはスタッフが見守っているが、ずっと付きっ切りとい

うことではない。 

（オ）進行手順 

1 名のスタッフが参加メンバー全員と＜グループディスカッションの代表的

な流れ＞というレジメ（次頁）の読み合わせをする。 

その後、スタッフからテーマを提示して議論開始。前半には自由に回答がで

きるタイプのテーマを出し、議論の時間を長めに取る。休憩をはさみ、後半は

回答が 2 択に分かれるタイプのテーマを提示。各々の議論の結果は後でスタッ

フに発表して頂くことを伝え、発表する時刻はスタッフが決めて伝えておく。 

議論の流れは基本的には参加者に任せる。ただし、例えば制限時間が迫って

きた時に、参加者が結論を１つにまとめることにこだわって急かしたり逆に膠
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着状態に陥ったときなどに、「そのプロセスを発表することで結論に替えても良

い」と伝えるなど、必要に応じて介入もする。 

進行例： 

10 分間でレジメの読み合わせをし、続く 5 分間で前半の司会・書記・タイム

キーパーを決めた。スタッフから「ほどほどの気晴らしとは何か」というテー

マを提出し、1時間後に発表が終わるようにという指示の上で、ディスカッショ

ンが始まった。 

参加者の間では「ほどほど」とは何か、各自どんな気晴らしをしているか、

そもそも「気晴らし」とは本業あっての気晴らしではないか、など活発な議論

が起きる。集中力が切れるまでやっては「気晴らし」とは言えないのではない

か（読書を目が痛くなるまで続けてしまう、など）、疲れきるまでやっても気晴

らしとは言えないのではないか、まずは本業ありきなのではないか、といった

意見が出される。 

途中でスタッフが「議論の結果を発表する方を１名選んで下さい」と介入。

司会が、このプログラムに初参加の方を発表者に指名すると、何度かこのプロ

グラムを経験している参加者から反対の声が上がり、最終的には経験者が上手

に発表した。 

（カ）内容 

テーマ次第で煮詰まることも、意見が活発になることもあるが、流れは同じ

である。 

（キ）工夫している点や適用方法 

うつ病の方は固く考えがちな方が多いため、「途中経過でも発表して良い」「役

割を引き受けたからといって完璧にやる必要はない」ということはスタッフか

ら伝えるようにしている。 
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＜構造的ディスカッション レジメ＞ 

 

＜グループディスカッションの代表的な流れ＞ 
 
①テーマが下のどちらのタイプなのかを判断し、達成する目標を皆で定義します。 
 
(ⅰ)自由に回答ができるタイプ 
(ⅱ)回答が 2 択に分かれるタイプ 
 
意外と怠りがちな目標（ゴール）の共有。しかし、グループディスカッションやグループ

ワークでは抽象的なテーマが出ることも多く、メンバー間で認識がズレている場合があり

ます。グループの一体感を高める意味も込めて、必ずゴールを共有しましょう。 
 
②役割分担をします。 
最低でも「司会」「書記」「タイムキーパー」は必要です。ここで時間を浪費するのは勿体

ないので、協力しててきぱきと分担していきたいところです。なお、ここで時間配分も決

めてしまいましょう。 
 
③重要なキーワードの定義を決めます。 
テーマに含まれるキーワードやテーマに関わる重要なキーワードについては、定義を共有

して認識のズレを埋めておきましょう。 
 
④[自由に回答ができるタイプの場合]結論のブレーンストーミングをします。 
ブレーンストーミングとは、質より量を重視し、お互いの意見に批判をせず、自由に意見

を出し合う発想法のことです。まずは積極的にアイデアを出し合ってみましょう。無理に

他者のアイデアを拾ったり、広げようとする必要はありませんが、他者のアイデアからヒ

ントを得て新しいアイデアが浮かぶこともあるはずです。 
 
⑤[回答が 2 択に分かれるタイプの場合]どちらの結論がいいか答えます。 
現時点で、各人が選ぶ結論とその理由を出し合います。この時点でどちらかに決められな

い人は、どのような部分で悩んでいるか話すだけでもよいでしょう。 
 
⑥取捨選択／すりあわせ 
④や⑤で出たアイデアをもとに、グループ全体としての意見を練っていきます。1 つのアイ

デアを中心に発展させたり、2 つ以上のアイデアを組み合わせたりと、アプローチは様々で

す。個人的な意見の主張も大切ですが、「グループで 1 つの結論を導き出す」ということを
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意識しながら持って取り組みましょう。 
 
⑦結論と確認 
テーマに対するグループの回答（結論）と、その説明や根拠を確認しましょう。プレゼン

テーションを複数人で行わなければならないこともありますので、ここでもグループ全員

での共有が大切です。 
 
⑧プレゼンテーションのリハーサル 
リハーサルをしてみると、意外と穴が見つかるものです。説明の順序や時間配分も考えな

がら、最後まで丁寧に取り組みましょう。 
 
◎役割分担 
 
■司会 
最も注目が集まりやすい役です。進行と全体のまとめ役です。論点がズレないよう、議論

の流れには細心の注意を払う必要があります。また、あまり発言できない人に話を振る気

配りができるかどうかも評価のポイントです。 
 
■書記 
全体の意見をまとめて情報の共有を図り、議論に貢献します。ただメモを取るだけでは NG
です。メモを取るだけでは書記の役を果たしているとはいえません。一番の目的は情報を

チームで共有することです。その場その場で情報を整理し、わかりやすくまとめるには訓

練が必要です。 
 
■タイムキーパー 
時間配分に基づき、話し合いのペースを調整するのが主な仕事です。話し合いの質を高め

るためには欠かせない役割です。ただ残り時間を知らせるだけの役ではありません。「あと

3 分なので、発表のトラブルシューティングをしませんか？」などと話し合いの流れに対す

る提案をしてこそ、評価される役だということを忘れないでください。 
 
■アイデアマン 
意見を出して話し合いを盛り上げます。ブレストをする時間では、アイデアをどんどん出

す必要があります。自分の発言が増えればチームのメンバーが発言するチャンスは減って

しまいます。自分ばかりがずっとしゃべり続けることのないように、要点をまとめて発言

しましょう。 
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④ WRAP（Wellness Recovery Action Plan：元気回復行動プラン） 

（ア）概要 

自分自身の“元気”（wellness）を保つための方法をグループ全員で考えな

がら、各自の行動プランを立てていく。アメリカの当事者であるメアリー・エ

レン・コープランド氏を中心にまとめられた、リカバリーのための優れたツー

ルである。 

ＷＲＡＰは本やインターネットの情報などを活用して一人で学ぶことができ

るが、可能であれば希望者で集まってファシリテーターを中心に話し合いなが

ら自分のプランを作っていく（ＷＲＡＰクラスと呼ぶことが多い）ことが推奨

されており、ルポゼでもそうしたＷＲＡＰクラスを実施している。 

（イ）目的 
 症状の自己管理と不安の軽減、セルフケア、再発予防、共有、感情表現 
（ウ）頻度 
 週 1 回・計 7 回で 1 クール（約 2 か月）として、年 3 クール程度実施してい

る（スケジュール表を添付）。クール前半で「リカバリーに大切なこと」の 5 つ

（希望・自分に責任を持つこと・学ぶこと・自分のために権利擁護すること・

サポート）について、それぞれ話し合っていく。その上でクール後半に 6 つの

プラン（日常生活管理プラン、引き金、注意サイン、調子が悪くなっている時、

クライシスプラン、ポストクライシスプラン）を作っていく。 
（エ）グループの構成 
 スタッフ 1 名がファシリテーターとして進行役を務める。 
（オ）進行手順 
 WRAP クラスの進行手順に沿って進める。 
まず、アイスブレイク（ウォーミングアップのテーマトーク）をする。好き

な食べ物・場所・色・季節といったテーマトークは、そのまま「元気に役立つ

道具箱」とつながることが多く、時間もちょうど良い。その後、WRAP の成り

立ちや概略を説明し、「安心できるための同意」を確認する。ここまでで 20 分

程度である。 
その後、本編に入る。「リカバリーに大切なこと」であれば簡単なワークシー

トを用意し（例えばテーマが「希望」なら「あなたが希望を感じる時はどんな

時ですか？」といった設問を準備しておく）、プランであればその記入用紙に、

まず 10 分程度個人で考えて記入してもらう。その後、皆でのシェアリングの時

間を 15 分程度設け、自由に発言してもらう。発言内容はボードに記入し、参加

者がいつでも書き写せるようにする。 
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その日のテーマが終了したら、最後に皆で振り返りをしてクラス終了とする。

途中の休憩も合わせて、全部で 100 分強である。 
（カ）内容 
ＷＲＡＰの詳細については、ＷＲＡＰの日本語版ホームページ

http://www.mentalhealthrecovery.com/jp/aboutus.php 
などに詳しく説明されているので、そちらをご参照頂きたい。 
簡単に内容を記すと、「リカバリーに大切なこと」とは、精神疾患から回復（リ

カバリー）した人に共通した要素を 5 つに整理し、まとめたものである。これ

らのコンセプトを日々大切にしていくことで、自分自身の元気を保つだけでな

く、自分自身をさらに成長させて、望む生き方に近づくことができる。 
6 つのプランは、自分の状態や症状、行動などに現れるサインを段階別に整理

して、それに対する具体的な対処法を考え用紙に記入していくものである。そ

して、それぞれのプランはただ単に立てて終わりなのではなく、実際にバイン

ダーなど目に付くところに置くなどして、できる限り生活の中で使っていくこ

とが推奨されている。 
（キ）工夫している点や適用方法 
ＷＲＡＰは治療法ではなく（さらに言えば、リカバリーは治療法ではない）、

そのことは毎回クラスの初めに参加者に伝えている。ほとんどのリワークプロ

グラムは医療中心で発展してきた経緯があるため、こうしたプログラムがなじ

むのかどうかはわからなかった。しかし、現在までのところおおむね参加者の

評判は良く、実際に活用している人も少なからずいるようである。 
ＷＲＡＰをただ単に「再発防止のメソッド」や「症状へのコーピングスキル

の獲得」と考えるだけでは、実はとてももったいないことである。何らかの形

でリカバリーの持つパワーに触れることで、より主体的に自らのリワークを捉

えることができるのではないかと考えて、実践している。 

http://www.mentalhealthrecovery.com/jp/aboutus.php�
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＜スケジュール表＞ 

 

ルポゼ WRAP クラス 2011 年秋 スケジュール（予定） 

  回 数 日   時 テーマ 

第 1 回 10 月 4 日（火） 

 オリエンテーション 

  ファシリテーター自己紹介 

  安心できるための同意 

  WRAP とは何か→元気に役に立つ道具箱 

 リカバリーに大切なこと①希望 

第 2 回 10 月 11 日（火） 
 リカバリーに大切なこと②自己責任 

               ③学ぶこと 

第 3 回 10 月 18 日（火） 
 リカバリーに大切なこと④権利擁護 

               ⑤サポート 

第 4 回 10 月 25 日（火） 
 プラン①日常生活管理プラン 

     ②引き金 

第 5 回 11 月 1 日（火） 
 プラン③注意サイン 

      ④調子がわるくなってきているとき 

第 6 回 11 月 8 日（火）  プラン⑤クライシスプラン 

第 7 回 11 月 15 日（火）  プラン⑥クライシスを脱したときのプラン 
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４．ワーク・プレゼンテーション 

① 作文・企画書作成 

（ア）概要 

作文は原稿用紙に文章を書くプログラム、企画書はパソコンを使って架空の

企画書を作るプログラムである。どちらのプログラムも、漠然としたイメージ

をまとめ、組み立てや見せ方を整えて形にし、人前で発表する練習になる。 

（イ）目的 

発想力・要約力をつける、集中力の回復程度を自覚する、手の抜き方を練習

する 

（ウ）頻度 

月 1回 

（エ）グループの構成 

1名のスタッフが参加者全員に概要を説明し、発表時刻のみ伝えて各自のペー

スで作文・企画書作成を進めて頂く。 

時間が来たら順番に発表し、感想などを言い合う時間を取る。 

（オ）進行手順 

作文の場合は、鉛筆・消しゴム・原稿用紙をスタッフ側で用意し、400字詰め

原稿用紙で 2～3枚を目標に書くように指示する。テーマは、完全にフリーにす

るとむしろ「何を書いていいかわからない」という声が多かったため、参加者

から適当数のテーマを募って、その中から各自書けそうなテーマを選んで書く

という方式を取っている。参加人数にもよるが、発表を始める時刻については

スタッフから指示しておき、その時刻が近づいてもなかなか終わらない方には、

様子を見る声かけをしていく。発表時刻が来たら、各々がご自身の作品を読み

上げ、そのつど他のメンバーから質問や感想を受ける。 

企画書作りの場合は、架空の企画書を作るプログラムであり、過去の作品（旅

行やゴルフコンペの企画書など）を参考に自分でテーマを決めて、インターネ

ット等を活用し情報を調べ、最終的には WORD等で書類を作成するように指示す

る。事業所内のパソコンの数には限りがあるため、時間交代で使って頂くよう

お願いする。 

発表時間がきたら順次発表をする。パワーポイントでスライドを作る方もい

て、その際はパソコンの前に他の参加者が集まりプレゼンを聞く形になる。 

進行例： 

12 月に行われた作文プログラムでは、テーマを募ったところ「雪の日の思い

出」という案が出て、参加者全員が了解しそれで書いた。参加者のうち一人は、



39 
 

開始してからも全く手が動かなかったため、スタッフが声かけをして、写経を

していただき、作品発表の時間に同席していただいた。 

（カ）内容 

 作文作りのテーマは、「～の思い出」などで、「論文」ではない。 

（キ）工夫している点や適用方法 

調子が悪くて文章を書くこと自体ができない参加者には、手を動かしながら

発想力は使わないもの（写経など）をお勧めする場合がある。枚数が目標枚数

に達しない方も多いが、そのことでスタッフが叱咤激励することも注意するこ

ともない。 

 

② 新聞 

（ア）概要 

 リワーク施設で、新聞をプログラムの材料として取り入れているところは多

い。活字を追うことが集中力のトレーニングになることと、時事のニュースを

的確にキャッチアップしていくことで、リワークにつなげることが大きな目的

である。ここではそれに加えて、最後に一人 5 分程度での発表時間も設けて、

簡単なプレゼンテーションの要素も加えている。 

（イ）目的 

 復職準備性、集中力、対人交流 

（ウ）頻度 

 月 2 回程度だが、CBGT や SST のクローズドプログラムと同時並行で進めるこ

ともある。 

（エ）グループの構成 

 ①の作文・企画書作成と同様のグループ構成になる。 

（オ）進行手順 

 なるべく隅々まで、普段は読み飛ばすような記事にも丁寧に目を通すように

伝える。80 分程度の個別のワーク（途中の休憩は自由）になるが、あまり私語

もなく熱心な取り組みが目立つ。 

（カ）内容 

 発表はパスすることもできるが、事前に「気楽に、気になった記事を発表し

てもらうくらいで構わない」と伝えておくので、ほとんどの方が発表までして

いる。発表後に質問や意見交換の時間も設けており、盛り上がることも多い。 

（キ）工夫している点や適用方法 

 新聞はあらかじめ自分で用意してもらうが、忘れた人などのために、スタッ

フが 2～3日分を用意して持ち込むこともある。 
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③ 作品紹介 

（ア）概要 

 自分のお気に入りの作品（音楽や映画、本、マンガ、写真や絵画など）や、

自分で作った作品を他メンバーに紹介するプログラムである。 

 人前で話すこと自体が苦手という方が多いために、なるべく気楽に話せるよ

うに考えて、このような内容に落ち着いた。 

（イ）目的 

 対人交流、共有、感性 

（ウ）頻度 

 月 1回 

（エ）グループの構成 

 希望者全員が参加。発表せず聞き役のみでも OKとしている。職員が 1名参加

し、進行役をしつつ自分の番では発表もする。 

（オ）進行手順 

 初めて参加する方には前日などに説明し、必要であれば紹介したい作品を持

ってきてもらうように伝える。 

参加者全員で輪になり、トップバッターから時計回りに発表していく。口頭

で発表するだけでなく、音楽であれば実際に PC等で再生してもらい皆で聞いた

り、画集であればざっと回して見たりと、発表の仕方は人それぞれである。 

（カ）内容 

 自分の作品ということでは、ガーデニングが趣味の人が自宅の庭の写真を持

って来たり、ギターを弾いている人が実際に弾き語りをしたり、自転車に凝っ

ている人が自分で組み上げた自転車を披露したりと、ユニークな発表もあった。 

（キ）工夫している点や適用方法 

 メンバー同士だけではなくスタッフとしても、その人の意外な一面が見えて

くることも多く、貴重なプログラムである。 
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５．リラクセーション・軽スポーツ 

① ヨーガ 

（ア）概要 

 体を動かすことや呼吸法等を通して、実践的にバランスと調和を回復し、心

身の不調の軽減を目指す。無理のないゆっくりとした動きで意識を集中させ体

や呼吸等の変化を自分自身で確認する。 

（イ）目的 

 セルフケア、リラクセーション、心身のバランス 

（ウ）頻度 

月１回 

（エ）グループの構成 

参加希望のメンバーを対象に行う。 

（オ）進行手順 

あらかじめ机や椅子を片付け広い床スペースを確保し、１人１枚ヨガマット

を敷き、その上で行う。 

（１）準備      リラックスして座り、体・呼吸の観察 

           手足・首・肩等のほぐし 

（２）座位のポーズ  前屈・ひねり等 

（３）立位のポーズ  ヤシの木、三角のポーズ、太陽礼拝等 

（４）臥位のポーズ  コブラ、バッタのポーズ等 

（５）シャバアーサナ（リラクゼーション） 

（６）自己観察    リラックスして座り、体・呼吸の変化を観察する 

（カ）内容 

以上の進行に沿って、1 時間 15 分程度を目安として行う。全体での休憩は挟

んでおらず、途中で疲れたりしてしまった場合は無理をせず各自で休むように

伝えている。なお、初めての方には事前に資料（添付資料を参照）を配布して

いるが、午後に実施することが多いため、この中の「食後 2 時間経ってから行

う」ということは気にしないで構わないと伝えている。 

（キ）工夫している点 

 初めてヨーガをする人も多いので、「体の柔らかい、かたい」に関係なく、体

を動かす気持ちよさを実感してもらう。複数で体を動かすので、他の人と同じ

ようなところまで動かそうとしたり、呼吸を合わせてしまいがちになるが、あ

くまでも他の人ではなく自分のペースに合わせて行ってもらうように声をかけ

ている。 
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＜事前配布＞ 

 

＊ヨガ練習上の注意 

 

・動きやすい服装(トレーニングウェア等)でお願い致します。 

 ジーンズなどは動きにくいのでご遠慮下さい。 

・下に敷くバスタオル等は各自ご持参下さい。 

・食後２時間以上たってから行って下さい。 

 また受講後 30 分たってから食事を取る様にして下さい。 

・腕時計・装飾品・眼鏡等は外して行って下さい。 

・生理中は激しいポーズはしないで下さい。 

・血圧の高い方･心臓の悪い方は逆立ち等をしないで下さい。 
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② 太極拳 

（ア）概要 
太極拳の中で日本では最も一般的な「簡化二十四式」を実際に学びながら、

自らの体の機能を回復していく。また、合わせて準備運動として「練功十八法

前段」も行い、肩こり、腰痛などの解消、予防に努める。 
（イ）目的 
日頃の運動不足の解消。心身のリフレッシュ。さらには特に下半身の重心移

動や上半身－下半身の同調性を養うことで、身体感覚を取り戻し、精神的な安

定をも目指していく。 
（ウ）頻度 
月 2 回 

（エ）グループの構成 
１名のスタッフが参加希望のメンバーを対象に行う。 

（オ）進行手順 
（１）簡単な準備運動（首→肩→肩甲骨まわり→胸→腰→膝→足首） 
（２）「練功十八法前段」（同上） 
（３）「簡化二十四式太極拳」の套路（実際の流れ） 
（４）整理運動 
これらを休憩・給水をとりながら行う。 

（カ）内容 
簡単な準備運動の後、「練功十八法前段」を音楽に合わせて行う。ここでは体

全体のストレッチを行い、“酸張感（ちょっと痛いような張っている感じ）”“得

気感（そこに効いているという感じ）”をしっかりと感じるようにする。 
その後、「簡化二十四式太極拳」に入るが、その中では特に重心を感じること、

体軸をまっすぐに立てることに注意を払い、‘自らの体が自らの足でしっかりと

地面に立っている’という感覚をつかむようにする。さらには手・足の位置に

気を付けること、上半身と下半身の同調など通じて、身体感覚や身体をとりま

く（空間）認知を強化していく。 
また一方で、太極拳の型の流れ（套路）を覚えていき、「覚え」て、「できる」

ようになる楽しみをも感じて頂く。 
（キ）工夫している点や適用方法 
メンバーの回復段階や身体能力は様々であるので、全体を進行しつつも回復
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段階や身体能力に応じた対応を心がける。身体疾患（腰痛、捻挫さらには慢性

病など）を持つメンバーについては特に留意し、悪化を招くことがないよう、

必要以上の励ましや強要は避けるようにする。 
 その一方で、回復の進んだメンバー、身体能力や身体的な潜在能力の高いと

思われるメンバーには、個別にさらに高い目標を提示し、身体感覚の強化、さ

らには筋力の強化を促すように指導していく。 
 

③ 散歩・卓球・軽スポーツ 

（ア）概要 
 基礎的な体力の維持・回復を図るため、あまり強くない運動強度で動的に体

を動かすプログラムをいくつか導入している。軽い運動を行うことで前頭葉の

血流が良くなり、うつが改善されることも明らかになってきている。合間に他

メンバーとの会話もはさみながら行うことで、楽しみ・レクリエーション的な

要素も含んでいる。 
（イ）目的 
 基礎体力、リラクセーション、対人交流 
（ウ）頻度 
 トータルで週 1 回程度。SST や CBGT 等のクローズドプログラムと同じ時間

帯に実施することもある。 
（エ）グループの構成 
 スタッフ 1 名が同行する。クローズドプログラムと同時並行で行う場合は、

当然そちらに参加しているメンバーは参加できない。 
（オ）進行手順 
 散歩；料理プログラム（後述）の前日に組まれることが多い。その場合、料

理の材料買い出しのため、帰路に近所のスーパーに寄ることになる。歩くコー

スはその日の流れで決まるが、近隣の川沿いの散歩道を利用することが多い。 
 卓球；電車で 3 駅行ったところにある区民センターが卓球室を一般開放して

おり、そこを利用している。時によって順番待ちをすることもある。1 回の使用

枠が 30 分で、2 回程度実施することが多い。終了後は現地解散となるため、終

了後にお茶をしたりする利用者もいるようだ。 
 軽スポーツ；近所の公園まで歩いていき、バトミントンやバレーボール等を

実施する。バスケットに運動用具を一通りつめて持っていき、思い思いに体を

動かすような形で進める。 
 なお、散歩や軽スポーツは雨天では中止となり、その場合は個人ワークとな

る。 
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（カ）内容 
どのプログラムでも、実際に体を動かすのは 60 分程度である。散歩以外はず

っと体を動かすわけではなく、散歩にしてもペースはさほど早くはないため、

運動強度という点では強くはない。ただ、季節を問わずに実施するため、夏の

暑い時期等ではそれなりの負荷になる。 
（キ）工夫している点や適用方法 

 誰でも気楽に参加できるプログラムとして実施している。うつからの回復過

程で体を動かすことを勧められることは多いが、一人で行うのとグループで行

うのとでは気分的にも違いがあり飽きずに行えるという利点もある。 
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６．心理教育  

（ア）スタッフによる講義とディスカッションを通じて、以下のトピックにつ

いての理解を深めてもらう。 

①うつ病 

②薬物療法 

③リハビリテーション 

④認知行動療法 

⑤当事者の体験談 

（イ）目的 

 疾病理解、自己理解、動機づけ 

（ウ）頻度 

 月 1回として、順番にトピックを回していく。同じトピックが年に 2回程度

実施されることになる。これは、利用者の平均在籍期間が 7ヶ月であり、その

間に一通り回るようなイメージである。 

（エ）グループの構成 

 講義形式で行う。 

（オ)進行手順 

 レジュメ（添付資料参照）を配布し、前半を講義とし、休憩をはさんで後半

に質疑やディスカッションを入れる。 

（カ）内容 

 ②の「薬物療法について」では、前回実施時にメンバーの中に薬剤師が 1名

いたため、お願いして講義を担当して頂いた。当然であるが知識が深く、質問

にも逐一答えてくれて、他メンバーからも好評であった。また本人も、薬剤師

として再就職をすることに自信がついた様子であった。 

 ⑤の「当事者の体験談」では、巣立ち会に勤務している当事者スタッフ（ピ

アスタッフ）が、自身の職業キャリアやうつ病の発病、そしてそこからの回復

と現在の業務内容について話をする。この回はとりわけメンバーからの人気が

高く、参加後のコメントにも「とても参考になった」などと言う声が毎回多く

寄せられる。 

（キ）工夫している点や適用方法 

 うつ病の方々はインターネット等を通じて、うつ病という疾患や抗うつ薬、

治療法などについての「情報」について、すでに多くを知っている。しかし、

それが自分の「知識」として身に付けられるように、講義だけでなくディスカ

ッションも活用しつつ進めている。 
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心理教育「うつ病とは」 
〇年〇月〇日（実施日付） 

〇〇 〇〇（担当スタッフ名） 

１．うつ病の症状（相互に関連） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・まわりから引きこもる 
・自分の世界に閉じこも

り、自分が直面している

問題や自分の欠点のこと

をくよくよと思い悩む。 
・行動が突然止まってし

まう（行動抑制状態） 
・気持ちばかりが焦って

考えがまとまらず落ち着

きがなくなる 

・ゆううつ（気分が沈む） 
・悲しみでいっぱいに 
・罪悪感 
・イライラ 
・なんとなく不安 
・緊張 
   ↓これが続くと… 
・感情が凍りついたように

なって何も感じなくなる 

・広い視野でものごとを判

断できなくなる 
・決断力が鈍ってくる 
・集中力がなくなってくる 
・考えがまとまらなくなる 
・思考力が落ちてくる 
 →重くなると「思考停止」 
・記憶力が落ちる 
・物の見方や考え方が極端

になる 

・興味を持っていたことに

も関心が持てなくなる 
・エネルギーがなくなった

ように感じる 
・何をする元気もなく家で

横になっていたり、職場で

仕事に身が入らなくなる。 
・自分の問題に直面するの

を避け続ける。 

・入眠困難、中途覚醒、早朝

覚醒、熟睡した感じがしない 
・肩が張る・頭痛・頭重感 
・食欲不振、体重減少 
・便秘がち 
・昼も夜も眠っていて、起き

ているときは食べてばかり 
・全身倦怠感、胸やけ、筋肉

痛、胸部圧迫感、下痢、目が

疲れる、物が二重に見える、

排尿障害 
・感覚過敏 

行 動 

認 知 

身 体 

意 欲 
感 情 
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２．「〈感情プログラム〉の一斉発動」としての症状説明（下園壮太） 

 
・うつ状態とは、“人が疲労しきった状態” 
・疲労しきった体を守るため、生命の緊急対処プログラムである〈感情のプログラム〉

が一斉発動した状態 
 
原始人が熊に襲われかねない状態で、常にぴりぴりして精神疲労を起こしている状態に

たとえながら、以下の感情プログラムを説明する。 
 
感情プログラムの種類： 
①不安のプログラム 不安が強すぎて夜眠れない、最悪の事態を考える 
②怒りのプログラム 近づくものは敵のように感じて威嚇、「自分は正しい、強い」と

いう偏った思考が支配的になる 
③悲しみのプログラム 安全な棲家に身を隠すためには、外に出たくならないよう食

欲・性欲・興味を消し、肉体疲労感を強める必要があった 
 
通常、感情は１つのプログラムを主体として感じる。悲しいときに同時に嬉しくはない。 
また、通常であれば、感情はなんらかの出来事に対応しているのが普通。 
しかし、「一斉発動」の場合は、同時並行的に複数の感情プログラムが発動する。 
この出来事にこの感情？と思えるような極端さ、感情の原因のつかめなさが特徴。 
 
例： 
・テレビを見ていて、特に悲しくないのに涙がぽろぽろ出てきてしまう 
・もの悲しくて、力が出ないで座りこんでいたのに、ほんの些細なことで怒りが爆発し

てしまう 
・元気がないくせに、落ち着いて座っていられない。でも何かしようとすると、意欲が

わかない（とてもできないと思う） 
・つらくて、死んで終わりにしたいと思うと同時に、死ぬのが恐くてたまらない 
・3 ヵ月後に受注できるかもしれない仕事が、５人いるスタッフのうち自分に割り当て

られるかもしれない。その仕事を自分がうまくこなせないかもしれないことで悩む（不

安プログラム発動中） 
 

自分でも、わけがわからず苦しい上に、人に説明できない苦しさもある 
 
下園は、うつ状態のときは、人は「別人になる」と述べている。 
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「別人になる」とは、本来の自分とは違う感じ方、考え方をするようになる（本来の自

分であれば、余裕で受け流せることが気になってしかたがない、など）ということ。 
 

３．うつ病の原因（いくつかの原因が複雑に重なり合う） 

・脳内で神経伝達物質のアンバランスがある（複数の遺伝子が関与） 
・性格（几帳面、良心的、秩序を重んじる、こだわりが強い等） 
・ストレス（過度なストレスや長期にわたるストレスは、色々な精神反応を生じさせる） 
・ホルモンのアンバランス（産褥期、更年期の発症など） 
・重い慢性身体疾患（脳卒中、脳挫傷、脳腫瘍、老年痴呆、ガン、慢性疲労症候群など） 
 

４．うつ病の治療（基本はシンプルだが…） 

 

うつ病治療の基本は、薬と休養 
 
しかし、事情があって仕事を休めない人も。休んでいても職場と連絡を取り合う人も。 
休んでいるのに、休み期間の有効な使い方を考えてしまう人も…。 
 

どれも、「休養」にはなっていない 
 

抗うつ病治療で大切なことは、十分な量を十分な期間、飲み続けること 
 
しかし、これもそう簡単ではない。 
薬の効き目は 2 週間後でも、副作用はすぐ出てくる。 
家族や知人から「薬はやめた方がいい」とアドバイスされるなど、ハードルは様々。 
十分な量は各個人で違うために、限界量まで少しずつ増量しながら様子を見ることも。 
 

上記の原則を守っていても、薬が合わない、ということもある 
 
十分な量で３～４週間飲んでも「効果不十分」とわかった場合は 
↓ 
①薬を変える 
②抗うつ薬の効果を高めるために他の薬を追加する場合もある 
↓ 
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それでも「効果不十分」であれば、難治性うつ病としての治療（電気けいれん療法、新

しい薬を試す）へ移行 
 
なお、上記の方法は、「典型的なうつ病」に有効な方法。 
次項のように「典型的なうつ病」以外では、また別の治療法が必要となる。 
 
 

５．「典型的なうつ病」以外のケース 

 
（１）躁うつ病（双極性障害） 

（ア）躁とうつが交互に出る。（うつ病の「波」とは違う。） 
（イ）強い躁状態を含むか強いうつ状態を含むかで、Ⅰ型・Ⅱ型に分けられる。 
（ウ）投薬治療には、気分調整剤が必要 
（エ）入院した場合、入院が必要な場合はⅠ型 
（オ）Ⅱ型は病識を持ちにくい（本人にとっては調子のいい状態）。 

（２）非定型うつ病 
（ア）DSM-Ⅳの定義では、①気分反応性のある抑うつ気分、②以下４つ（過眠、過

食、鉛様の麻痺－手や足の重い鉛のような感覚－、対人関係の拒絶に対する

過敏性）のうち２つを満たすもの 
（イ）コロンビア大学の研究グループによれば、三環系抗うつ薬イミプラミンより

も、モノアミン酸化酵素阻害薬フェネルジンによる治療を受けたグループの

方が改善したと言う。 
（３）適応障害 

（ア）明らかなストレスに続いて発症 
（イ）ストレス後 1 ヶ月から 3 ヶ月以内に徐々に発症する（ストレスに順応する時

期に起こる、急性には起きない） 
（ウ）ストレスから解放されれば症状はすみやかに消失する（ストレスがなくなっ

ても半年以上続くなら適応障害とは言えない） 
（エ）日常生活の機能、社会機能が損なわれる 
（オ）不安、抑うつ、集中力低下、イライラ、不眠、動機、手足の震え、アルコー

ルや薬物への依存 
（カ）日常の臨床では頻度が高い 
（キ）軽症うつ病との鑑別が難しい 

（４）症候移動がある場合 
例：憂うつ感が強いため、うつ病治療を開始された患者さんが、憂うつ感の
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軽快とともに人前での緊張が強くなった、過食回数が増えた、親への反抗

や家庭内暴力の傾向が強まった、というケース 
共通の心理的問題が、時と場所によって、憂うつ感、不安感、胃痛、頭痛、

行動上の問題などと形を変えて表に出ている、と考えて対応した方がよい場

合が多い 
（５）あまり薬が効かないうつ病の一例 

（ア）症状の中心は、虚しさ、寂しさ、不全感 
（イ）典型的うつ病は自責的になりやすいが、他責的 
（ウ）自らうつ病であると言って受診し、「うつ病ではなく軽うつ状態です」と医師

に言われたり、薬物療法以外を勧められると不服そうな表情をするタイプ 
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〇年〇月〇日（実施日付） 
〇〇 〇〇（担当スタッフ名） 

心理教育「薬物療法」 

１ 向精神薬 

 
 精神科で処方される薬（向精神薬）は、脳に直接作用して、不安定になっている脳のバ

ランスを正常な状態に近づけ、整える役割を持っている。 
 現在、精神疾患の治療には、薬物療法を第一に採用することがほとんど。各種の心理療

法・民間療法なども、治療を進める上では大きな意味を持っているが、医師による薬物療

法と並行して行われる場合が多い。 
 日本の場合、市販されている向精神薬は、患者の七割以上に対して効果が認められたと

いう調査結果を踏まえたもの。 
 
２ うつの脳とは 

 
①モノアミン仮説：うつ状態の脳内では、モノアミン＜神経伝達物質の

セロトニン（鎮静系の化学物質）・ノルアドレナリン（賦活系の化学物質）・ドパミンなど

＞の量が減少しているという仮説。抗うつ薬の多くは、この仮説に基づいて開発されてい

る。 
しかし、脳内のモノアミンが実際に欠乏しているかどうかは、はっきりと確認されてい

ない。モノアミンを増やす働きをする薬物が皆、抗うつ作用を持つわけではなく、そのよ

うな働きを持たない薬物でも、抗うつ作用を持つものがある。 
 
②BDNF の関与：脳内にある、脳由来神経栄養因子（Brain-Derived Neurotrophic Factor：
BDNF）という物質が、うつ状態の脳では減少するという。この物質は中枢・末梢神経の発

生や維持・再生に大きく関わっているものだが、抗うつ薬は BDNF を増加させ、神経の新

生を促したりセロトニンを増加させたりするという。 
 
③視床下部‐下垂体‐副腎皮質（HPA axis）系の機能異常説：HPA 系からグルココルチコ

イドが分泌されると、普通は海馬や視床下部などにネガティブ・フィードバック（活動が

抑制されるように働くこと）がかかるが、うつ病では海馬の働きが衰え、抑制がうまくか

からないという。このシステムに着目した薬物開発もなされているとのこと。 
 
★うつ状態の脳では、帯状回（大脳辺縁系の各部位を結び付けており、感情・学習・記憶

に関わりを持つ部位）の過活動状態がみられることが多い。 
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★心理的ストレスを長期間受け続けると、コルチゾールの分泌により、海馬の神経細胞が

破壊されて海馬が委縮する。うつ病の患者には、その委縮が確認される。 
★ドパミンのコントロールには、薬が効きにくい。抗うつ薬で効果が期待されるのは、少

量のスルピリド（ドグマチール）・アモキサピン（三環系：アモキサン）くらいと言われる。 
 

なぜ、うつ病では上記のような脳状態になるのかという大元の原因は、いま

だに明確に説明できていない。抗うつ薬による薬物療法は根治療法ではなく、

対症療法。 

 
３ うつ病／躁うつ病／その他疾患における気分調整に処方される薬 

抗うつ薬 

 第 1世代：三環系（1959～1970年代） 

 第 2世代：三環系（1980 年代）、四環系（1980年代） 

トリアゾロピリジン系抗うつ剤（トラゾドン） 

 第 3世代：SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害剤） 

 第 4世代：SNRI（セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤） 

      NaSSA（ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤） 

 その他 ：スルピリド（元々胃潰瘍の薬、低用量で抗うつ薬／高用量で抗精神病薬） 

 

[三環系] 主たる作用は、ノルアドレナリン・セロトニン再取り込みの阻害。しかし、う

つに関係ない神経伝達物質にも影響が大きいため、副作用や毒性が大きくなっている。 
 [四環系] ノルアドレナリンの再取り込みを選択的に阻害。セロトニン再取り込みは阻害

しない。副作用としてけいれんを起こしやすく、抗けいれん作用のある抗不安薬（ジアゼ

パム・ニトラゼパム）を併用することが多い。 
 [トリアゾロピリジン系] セロトニン（5-HT）の取り込みを阻害。 
 [SSRI] セロトニンの再取り込みを阻害。高用量でノルアドレナリンの再取り込みも阻

害。副作用が少なく、強迫性障害やパニック障害にも用いられる。効果が出始めるのに数

週間かかる。 
 [SNRI] セロトニン、ノルアドレナリンの再取り込みを阻害。SSRI よりも意欲や関心を

高める効果がある。 
 [NaSSA] セロトニン、ノルアドレナリンの分泌量そのものを増やす作用がある。 
 
＜SSRI、SNRIを中止する時の注意点＞ 

 従来の抗うつ薬でも、服用を急に中止すると何らかの症状が起こることはあ

るが、SSRI・SNRI の場合はその高い選択性のために、一部の神経伝達物質だけ

が変化するため、服用を中止すると脳内物質全体のバランスが急激に崩れ、症



54 
 

状が派手に出現する。医師の指導のもと、慎重にコントロールする必要がある。 

気分調整薬 躁うつ病（双極性障害）などの気分の波を抑える薬。 

[炭酸リチウム（リーマス）] 唯一の“抗躁薬”で、気分調整薬の代表格。1950 年

代にリチウム塩が躁状態に有効と分かり、治療に用いられるようになった。有効血中濃

度が非常に狭いので、血液検査などで時々チェックすることが勧められている。躁病エ

ピソードの予防と急性期に最も有効。うつ病エピソードにはこれだけでは効果不足なの

で、躁転のリスクが比較的少ないとされる SSRIと併用する場合もある。 

[バルプロ酸（デパケン）] 元は抗てんかん薬。不安、不機嫌、衝動性、焦燥状態に

効果があるとされる。 

[カルバマゼピン（テグレトール）] 元は抗てんかん薬。衝動性を抑える効果が高い

とされる。副作用が多く、特に薬疹が出やすい。 

[クロナゼパム（リボトリール、ランドセン）] 抗てんかん薬だが、気分調整薬、抗

不安薬として使われることがある。他剤で効果のない焦燥感に効く場合がある。 
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心理教育「リハビリテーション」 
〇年〇月〇日（実施日付） 

〇〇 〇〇（担当スタッフ名） 

１．「リハビリテーション」とは 

・語源はラテン語 
・「再び適した状態になること」「本来あるべき状態への回復」の意味 
 
「適した状態」「あるべき状態」とは？ 

 
単に「前の状態に戻ること」ではない 

 
 
例：ひじょうに忙しい職場で、ひとりで仕事を抱え込み、うつになった方の場合 
 
「うつになりやすい認知・行動パターン」として下記のものはなかったか？ 
 ・仕事を頼まれると断れない 
 ・人に仕事を頼めないために、仕事を自分ひとりで抱えこみすぎる 
 ・ミスが起きたとき、必要以上に自分を責める 

・我慢しすぎる 
↓ 

上記をそのままに復職した場合、再発の可能性は？ 

 
体の障害（麻痺、動きにくさ等）は、自分で認識しやすい。 

（リハビリテーションも、ゴールがわかりやすい） 
 
精神・こころの動きにくさ（疲れやすさ等）は、自分では認識しづらい 

（復職を焦る人は、すぐに「もう大丈夫です」と言う。） 
 
品川駅前メンタルクリニックの院長有馬秀晃（産業医経験あり）いわく： 

うつ病では「病状としては回復したレベル」と 

「従来のように働くことができるレベル」の間に大きな溝がある 
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２．リワークプログラムもリハビリテーションの一種 

 
「患者」という医療従事者に保護されている立場から、「社員」「職員」という 
自分の能力を用いて業務をこなし、成果をアピールできる立場への転換 
 
後者を目指しつつ、無理をして自分の弱いところから崩れないようにする、 
病気と仕事という二面性を自己コントロールしながら乗り切る、それを 
サポートするのがリワークプログラム 
 
通常、環境要因は変えられない。変えられるのは、自分側の要因。 

 
自分自身の変化（新たなスキルの獲得など）で復職に備えられることは？ 
 ・自己表現（必要に応じて仕事を断る、仕事を頼む、ＳＯＳを出す、等） 
 ・自己理解（非合理的な思い込みや自分の長所に気づいていく、等） 
 ・生活リズムを作る 

・体力をつける 
・集中力をつける     など 

 

３．リワークの 3 段階 

リワークの３段階 各段階の特徴 
休養と薬物療法の時期 ・周囲の励ましや気晴らしは逆効果 

 優先順位がつけられない時期は、励まされ

ても空回り。ものの見方が否定的になってい

ると「周囲の期待に応えられない自分は駄目

な人間だ」と思い、気晴らしも「誘いを断っ

てはいけない」と無理をして疲れきる。 
規則正しい生活に戻していく時期  
リワークプログラムの利用 ・励ましが有効 

 優先順位をつけての取り組みを励まし→

できたことを評価→肯定的な認知の回復 
・直線的には良くならないと知ることも大事 
 一進一退、三寒四温を繰り返しつつ回復 
 

☆急いで復職するより再発予防！ 
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４．うつからの回復の特徴（下園壮太） 

 
下園は、『うつからの脱出』（日本評論社）の中で、うつ状態（疲労の蓄積）から 
以前の状態への完全回復までを四つの時期に分けている。 
 
①落ち込み期 疲労が知らない間に蓄積していく。疲労が極限に達するまで。 
②底期  疲労しきった状態。活動できない。ひどい時は寝たきりに。 
③回復期 休養・薬のおかげで徐々にエネルギーが回復する時期。 
  少しずつ動けるようになる。 
④リハビリ期 ひどいエネルギー低下状態は脱したものの完全とはいえない

状態が、かなり長く続く。最も重要で、最も苦しい時期 

 
 

５．リハビリ期独特の苦しさ（下園壮太） 

 
①“波”を重ねて復帰、回復期とリハビリ期の傾斜変換 
・ 回復期以降は、通常３～４日、あるいは 1 週間単位の波を重ねて少しずつ回復 
・ 全体が上り調子のなかでの小波の下降時期は、本人にとって期待が大きい分、

いっそう強い下降に感じられてしまう。「もしかしたら、あのつらい日々に戻

るかも」「もしかしたら、このまま一生治らないかも」という不安に襲われる。 
・ 回復期は、毎週何かが回復している感じがあるが、リハビリ期にはそれがない。 
・ 回復期の勢いで自分が回復すると思っているクライエントは、「この時期に治

りが遅くなった」「このままの状態が一生続くのではないか」「もしかしたら根

本的には何も回復していないかもしれない」「社会復帰などできないのではな

いか」という不安に駆られる。 
 
 
 
 
 
 
 

リハビリ期がなぜ「最も苦しい」のか 
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②回復はまだら模様（時期と内容） 
・ からだの機能すべてが歩調を合わせて回復するのではない。 
・ 食欲、睡眠、疲労感、笑顔、思考の早さ、決断力、不安、怒り、気力や興味の

なさ…など、人それぞれだが、ある要素が回復しても、他の要素が回復してい

ない、ということが多い。 
・ 下園の経験では、疲労感や食欲、笑顔などは比較的早く回復すると言う。その

結果、周囲は「あ、笑っている。あ、外出したんだね。もうだいぶ良くなって

きたんだね」と感じるが、本人には、まだまだ不安が強く、行動を続ける根気

もない。内面の苦しさには何の変化もなく、これが一生続いてしまうかもしれ

ないと恐怖している。なのに周囲から「元気になったね」と言われるのは、元

気な人が負うべき責任を指摘されているようでつらい、と言う。 

・ 周囲の感じる回復度と本人の感じる回復度に相当の隔た

りのあるのがリハビリ期の特徴 
・ 今日できたことが、明日はまたできなくなるということも、よくあるが、直線

的な回復を予想している周囲は、明らかに不満の表情をしてしまう。それが「怠

けているだけじゃないの」という無言のアピールとなり、本人を苦しめる。 

 
③「動きたいけれど動けない」の葛藤 
・ この時期は、一刻も早く完全な自分に戻りたいと思い、回復を焦っているが、

現実には決断力・判断力・意欲・根気などがなかったり、調子が良くなってき

たと思うと次の日はダメだったり、という自分でもコントロールできない波の

ある時期。 
・ その結果、動きたいけれど動けない、仕事をしたいけれど自信がない、町に出

たいけどもつかどうかわからない、そんな葛藤にさいなまれる。 
・ 底期は本当に動けないし、息をするのも苦しい。リハビリ期は、そのような苦

しみはないが、いつも様々なことで“悩んで”しまう。苦しさは以前より強い。 

 
④リハビリ期は“行動にうつれない”“生きがいがない”“自信がない”が 
キーワード  
・ “行動にうつれない” 決断力がなく迷う。失敗する結果しか思い浮かばない。 
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・ “生きがいがない” じきに自分は何のために生きているのか、と考え始める。 
・ “自信がない”  本当に治るのか、社会復帰できるのか、と考え始める。 

 
“生きがい”にしても“自信”にしても、深く、深く考え込んでしまう。 

しかし、この２つは考えて見出せるものではなく、行動して見出すもの。 

行動し、人と交わらなければ、なかなか感じられないもの。 
ところが、その行動が出ないのがリハビリ時期。だから苦しい。 
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2011/11/2（水） 
心理教育 「認知行動療法（CBT）」 

 

１認知行動療法（Cognitive-behavior therapy）とは 

 人間の気分や行動が、認知（ものごとの考え方・受け取り方）によって影響を受けると

いう理解にもとづいて、 

①その問題のあり方を修正し 

②問題に対処することによって 

③気分の状態を改善させる   ことを目的とした、短期の構造化された心理療法。 

 

 私たちの気持ちや行動は、その時に頭に浮かんだ「考え」（認知）によって影響されます。 

 

認知・気分・行動の悪循環の一例 

 会合で会った人が、挨拶もしない。視線を合わせようともしない。 

 「誰も、私のことなんか気にかけてくれないんだ」・・・・喪失－悲しみ－退却 

 

 「あの人を何か怒らせるようなことをしただろうか」・・・危険－ 不安－ 回避 

 

 「挨拶くらいしてくれてもよいのに、ひどい人だ」・・・・不当－ 怒り－ 攻撃 

  

     現実に目を向ける（マイナス思考をプラス思考に変えればいい訳ではない） 

       うまくいかない点・悪い点だけに注目して“決めつけ”をせずに、 

バランスの良い考え方ができるようになろう 

       現実に目を向け、しなやかに考えて、現実の問題に対処しよう 

       元気な頃、自分が日常的にできていたスキルを、取り戻そう 

 

２ 認知の２つのレベル 

 ①自動思考（Automatic thought）：日常生活の中で、自然に頭に浮かんでくる考え。（言

葉・イメージ・記憶） 

＜例＞「会社に行っても、つまらない」「私にこの仕事ができるわけがない」 

   「この仕事を失敗するなんて、情けない」 

・個人的なもので、場面に左右される。 

・辛い気持ちの時だけでなく、楽しい気持ちの時にも存在する。 

 ・合理的な場合もあるが、ストレスがかかっている時には偏りが生じやすくなる。 

 ・自分自身で気づけるもの。 

 

そこで 
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 ②スキーマ（Schema）：心の奥底に常に存在する、自分特有の絶対的な世界観・価値観で、

潜在的な心のルールとして作用し、しばしば自動思考を活性化させる。 

 ＜例＞「私は、嫌な人間だ」「私は無能だ」「何でも完璧に出来なければならない」 

・しばしば、自動思考を活性化させる。 

・その人の「強み」として、役に

立つこともある。 

 

   

     

 

３ うつに対する認知行動療

法の効果は？ 

・認知療法が、薬物療法より優れるという研究もある（そうでない研究もある）。 

・認知療法と薬物療法を併用しても、問題はない。しかし、それにより効果が高まるかど

うかは、明らかではない。 

・認知療法は、抑うつ再発に対する予防効果があるという研究結果がある。 

 

４ 認知行動療法の技法 

「認知的技法」と「行動的技法」の 2本立て 

認知的技法：認知再構成法 スキーマの修正 など 

行動的技法：行動活性化 問題解決技法 対人関係の改善 など 

 

①思考記録表（コラム） 

・「認知再構成法」をおこなう手法の一つ。 

・自動思考や、イメージなどを書き出す。書くことで、問題が整理され、客観視し

やすくすることがねらい。 

・自分の自動思考を知り、それをより適応的な思考へ変えてみる。 

②活動記録表 ≒ 行動計画／記録表 

・一日の活動を記録し、達成感や気持ちよさの変化に注目する。 

・生活パターンの改善点を見つける。 

・より良い活動の計画を立てる。 

③問題解決技法 

・具体的な「問題」「課題」を見つけ、その解決法を探る。 

・ブレインストーミング（問題に対して、数多くの解決策を考えること）をして、

アイデアを出し、その中から現実的な解決策を見つける。 

 

気分 

身体 

スキーマ 

出来事 

行動 

思考 
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④その他の技法 

 リラクゼーション法・イメージ技法・ロールプレイ・モニタリング・アサーション 

 読書療法・モデリング・認知行動リハーサル・ブレインストーミング・フリートーク 

 スケジューリング・ＳＳＴ（社会技能訓練）・外在化・曝露反応妨害法 

 

５ 考え方のクセを知ろう 

否定的・うつ的な自動思考の特徴 

①思い込み：自分が着目していることだけに目を向け、根拠が不十分なのに自分の考えが

正しいと決め付けてしまう。自分の関心のあることは大きくとらえ、自分の考えや予想に

合わないことは小さく捉える。 

②白黒思考：あいまいな状態に耐えられず、ものごとを白か黒か、良いか悪いかという極

端な考え方で割り切ろうとする。 

③べき思考：「こうすべきだ」「あのようにすべきでなかった」と過去のことを思い出して

悩んだり、必要以上に自分にプレッシャーをかけてしまう。 

④自己批判：良くない出来事があると、何でも自分のせいだと考えて自分を責めてしまう。 

⑤深読み：相手の気持ちを一方的に推測して、そうにちがいないと決め付けてしまう。 

⑥先読み：自分で悲観的な予測を立ててしまっている状態で、その通りに自分の行動を制

限してしまい、予想通り失敗してしまいやすい。 

 

 ☆演習☆ 

①質問に答えて、自分の考え方のクセを見つけてみましょう。合計点をチャートに書き込

み、自分の傾向を図示してみましょう。 

・あなたの考え方のクセには、どんな特徴があるでしょうか。 

・「間違った考え方」がある訳ではありません。 

・マイナスとプラスは裏表です。短所も、見方を変えると長所になります。 

・考え方が極端になり過ぎて、自分自身が苦しくなってしまうような場合には、その考え

方を少し見直してみると良いかも知れません。 

 

②ペアになり、自分のクセの欠点と長所を相手に伝えましょう。聞き手の方と協力して、

さらに長所を引き出すようにしてみましょう。 
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７．その他 

① 料理 

（ア）概要 

楽しみながら協力して、昼食やお菓子などを作る。チームワークの練習や、

作業プログラムとしても有効である。 

（イ）目的 

作業集中力・対人交流・相互協調・楽しむ体験 

（ウ）頻度 

月 2回 

（エ）グループの構成 

事前に全員で話し合い、料理の献立と担当するメンバー1～2名を選出。 

実際の調理は、当日参加メンバー全員とスタッフ 1～2名で協力して行う。 

（オ）進行手順 

担当メンバーは、決定したメニューに沿ってレシピ探し・必要な材料や器材

のリストアップ等の下準備をしておく。 

材料の買出しや調理は全員で行う。 

調理後はメンバー・スタッフ一同でテーブルを囲み、食べる。 

材料費を飲食した頭数で割り、精算する。 

食後、食器や器材を分担して片付け終了。 

（カ）内容 

午前のプログラムとして行う場合は昼食作りとなり、午後のプログラムの場

合はお菓子作りと考えて、皆でメニューを選ぶ。例えば「カレーライス＋サラ

ダ＋スープ」「クレープ」など。 

材料買出しは、近隣のスーパーで前日までに（散歩等の外出プログラム時間

を使い）済ませておくことが多い。 

調理は事業所の中で行う場合と、近隣の公共施設（地域福祉センター）に出

向いてそこの調理室を借りて行う場合がある。 

費用は、一人当たり 300円前後となることが多い。 

（キ）工夫している点や適用方法 

毎回、事前に担当メンバーを募っているが、料理プログラムの当日には体調

等の都合で参加できない場合もあるため、買出しや調理自体に責任を求めるこ

とはない。 

「料理は苦手」と尻込みするメンバーも時にいるが、作業は参加メンバー・

スタッフ全員で適当に分担しながら行うため、巧拙もあまり目立たず、和気藹々



64 
 

とした雰囲気で進むことが多い。皆で苦労して作った料理はおいしく、費用も

安く済むので、人気のあるプログラムである。 

 

②外出 

（ア）概要 
普段の室内でのプログラムを離れて、外に出かけ、いつもと違った雰囲気や

メンバー同士の交流を楽しむ。 
（イ）目的 
気分転換、レクリエーション、メンバー同士の交流 
さらに人によっては企画、立案、実施。 

（ウ）頻度 
月１回 

（エ）グループの構成 
参加希望者、同行スタッフ 1名 

（オ）進行手順 
月一回のプログラムミーティングで、日程がまず決まる。その日の 2～1 週間

前にメンバー全体から行きたい場所を募り、提案者がその計画や予算などを立

てた後、メンバーの多数決にて場所が決定する。場合によって担当者を決め、

さらに計画を練るなどすることもある。 
当日、参加者はその計画に従い、無理のない範囲で参加する。 

（カ）内容 
日帰りで無理のない計画で行けるところが選ばれやすい。 

（キ）工夫している点や適用方法 
公共施設など、施設減免や障害者手帳の割引などが使える場合は利用する。 
できるだけ、誰もが無理なく参加できる場所（予算的にも日程的にも）を選

ぶ。現地集合も認めるなど、流動的な設定である。 
＊これまでの例…美術館、都立公園、プラネタリウム、動物園等。 
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第２節 支援プログラムの選択基準 

第 1 節では、当事業で実施してきたプログラムについて、その目的や進行方

法など、詳細を記載してきた。 

ここでは、そうしたプログラムを選んできたことについての、基準や根拠を

説明する。 

 

１．認知行動療法の参加設定 

初めに認知行動療法であるが、これはリワークを行っているところでは、頻

度の多寡はあるにしてもおそらく大半の事業所で取り組んでいるものである。 

現在の日本では、「認知行動療法がうつ病からの回復に有効」とマスコミにも

しばしば取り上げられ、大きな注目を浴びている。もちろん認知行動療法は、

うつ病における認知機能の偏りを改善するなど、きわめて有効なメソッドであ

る。しかし、そうした認知面に働きかけることだけでは得られない要素が多々

あることを考えると、今のマスコミの取り上げ方は少々バランスを欠いている

のではないかと考えてしまう。 

認知行動療法が脳の前頭葉を活性化させることはよく知られているが、一方

でうつ病のもう一方の変化は、“体外からの危険察知機”である扁桃体の過剰賦

活であるといわれる。言い換えれば、うつ病者の多くは生理的に不安や恐怖と

言った負のメッセージが体に発信されやすくなっているといえる。この状態で

いくら認知機能を改善しようとしても、その根本としての自らの安心・安全が

確保できていないため、実際に自らを助けるような行動に結びついていかない。

いわば「頭ではわかるけど実践できない」という状態になるのである。 

我々は、認知行動療法の総合的なプログラムである CBGT（集団認知行動療法）

に参加するためには、ある程度の復職準備性が整ってくることが必要であると

考えており、具体的には最低 1ヶ月間休まずプログラムに参加できていること、

あるいはそれと同程度の日中活動をしていることを参加条件としている。つま

り利用開始してしばらくは、ヨーガや動作法といったリラクゼーションや軽ス

ポーツによって直接的に扁桃体を鎮静化させたり、あるいはレクリエーション

的なプログラム（料理や外出など）を通じた対人交流を通じて、孤立した状況

から再びつながりを取り戻して安心感を得ることなどを、まずは優先的に取り

組んで頂きたいと考えている。逆に言えば、より認知行動療法を効果的に実施

するためにも、その他の様々なプログラムを通じて扁桃体をはじめとした大脳

辺縁系の機能を強化しておくことが重要だと考えている。 

ただ同じ認知行動療法でも、アサーションは誰でも参加できる全体プログラ
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ムとしている。また SST はその中間ぐらいの位置付けで、クール毎に各自の目

標設定をするクローズドグループで行っている。こうしたプログラムでは、ロ

ールプレイを通じて実際の行動変容が発生することが期待でき、しかも利用開

始したばかりでもさほど負担感がなく取り組めるという利点もある。 

認知機能の改善については、段階を通じて徐々に取り組んでいくことが重要

である。それが結果的により早く効率的にリワークにつながる方法ではないか

と考えている。 

 

２．多様な集団心理療法とグループワーク重視 

 次に、集団心理療法とディスカッションについての見解を述べたい。 

集団心理療法については、当事業のプログラムを進めていくスタッフに臨床

心理士が多いこともあって、日々のプログラムとして積極的に導入してきたと

いう経緯がある。しかし狭義の心理療法として実践しているというよりは、む

しろ気軽に参加できるグループプログラムの一つとして実施しており、参加者

にもそのように説明している。ディスカッションについても、いくつかスタイ

ルを分けてはいるが、これも同じくグループプログラムである。 

 一般的なリワーク施設を思い浮かべた時にイメージする、参加者が黙々と

個々の与えられた課題に取り組んでいくオフィスワークプログラムのような光

景は、ここでは逆に珍しい。一部のワークプログラム等でそのような時間はあ

るが、そうしたプログラムでも最後に発表の時間を持つなどし、参加者同士で

のワークの共有を図ったりもする。つまり、あまりオフィスワークに比重を置

かずグループ活動を重視した内容で、しかも負荷が軽めのプログラムが多いと

いうことでは、当事業のプログラムは従来の「訓練モデル」のリワークプログ

ラムと、かなり内容が異なるといえる。 

不知火病院の徳永雄一郎先生が「うつ病復職支援の困難性」と題した講演で、

ある休職を繰り返す難治例の患者が復職支援プログラムに導入後の短期間で大

きく変化した事例を紹介していた。徳永先生はその理由として、中集団での「温

かさ」のある安心できる体験があったことだと述べていた。 

また、当会の顧問医である北原リハビリテーション病院の近藤伸介先生も、

そこで実施しているうつ病専門の外来ショートケアについて、その内容は仲間

づくり・居場所機能的なものであって就労に向けた機能訓練や体力作り、ドリ

ル等は一切していないにもかかわらず、情緒が安定していくと勝手に復職して

“巣立っていく”と述べている。 
我々が意図しているのはこうした「場の力」を活用していくことある。笑い

や活気に溢れ、お互いに気軽に声を掛け合うような状況は、参加者が 10～15名



67 
 

程度と、お互いの顔と名前が一致するような規模のグループであることで可能

となっている。そこで、プログラムの実施の際には最も効果的な人数になるよ

うに調整するなど、運営上の工夫も必要であると考えている。 

 

３．リラクセーション等のフィジカルなプログラムについて 

 一方で、頻度は多くはないがフィジカルなプログラムも重視している。これ

はリラクセーション・エクササイズとしてのヨーガ・太極拳と、有酸素運動で

ある散歩・卓球とに大別できるが、前項で説明した通り両方とも大脳辺縁系の

機能を強化する働きがあると考えており、必ず週に 1 回ずつは入れるようにし

ている。 

 運動の強度としてはそれほど高く設定せず、無理なくやれるようにしている。

ここで重要なのは、こうしたプログラムは「復職に必要な体力をつけるための

トレーニング」として設定しているわけではないということである。復職支援

プログラムはスポーツジムとは役割が異なる。うつ病で体力が落ちるというの

は引きこもりがちになって体を動かす機会が減るからであって、通常の通所が

可能になってくれば、業務に支障が出るほどの体力低下が問題になってくるこ

とはまずない。 

 重要なのは、日々を快活に過ごせるようになるための、ちょっとしたエクサ

サイズの方法を身に着けていくことである。自分でやってみて、気に入ったリ

ラクセーションや運動（この意味では、フォーカシングや動作法もここに入っ

てくる）を自分の生活の中に習慣づけていくきっかけとなることも期待できる。

そのためにも、最低で週に 1回以上の定期的な実施が必要である。 

 

４．心理教育と WRAP 

 これらは、いわゆる“学習プログラム”としての括りとなるかもしれない。

うつ病の方の多くは学習熱心である。インターネットやモバイル等をスマート

に使いこなして、情報を収集し知識を手に入れている。そんな人たちに何を学

習してもらうのかということだが、しかしここで実施しているのは単なる知識

の伝達ではない。むしろ、自らの体験を整理して捉え直しつつ、そうしたなか

で生まれてくる思いを他の利用者等と共有することが、これらのプログラムの

目的となっている。 

 前節で個々のプログラムについての詳細を説明したが、進行や説明内容に

様々な工夫をしているのは、まさにそうした意味での学習に繋げたいからであ

る。当事者参加のスタイルや視点の変わった講義など、プログラムを実施して
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いく際には、そのような工夫をさらに付け加えていく必要があると考える。 

 

５．料理や外出プログラムの意義 

 最後に、その他の項目として分類している料理や外出についても、単なるレ

クリエーションと考えているわけではないことは前段でも説明した。 

 料理は単純に共同作業でもあり、こうした共同作業は人の心を結びつける最

良の手段である。また外出では、図らずも普段の事業所内では見られないよう

な一面、さらにはその人が持っている最良の部分の片鱗が見えるような場面も

あり、互いの交流を深めることに繋がっている。 

ただし、利用者同士の人間関係が、短期的に見て必ずしもプラスに働くばか

りではない。実は、利用者から職員に持ち込まれる相談のうち、かなりの割合

が利用者同士の人間関係についての相談である。皆が同じ仲間というわけでは

ないという事実は、むしろ当然なことである。 

つまり、こうしたプログラムを通じて生まれてくるものは、本当にリアルな

人間関係なのである。今年のバレンタインデーには、女性の利用者が協力し、

サプライズで男性の利用者と職員にチョコレートを配っていた。そのような動

きは、日常的に共同作業を行っているからこそ生まれてくるものである。当事

業所のスタッフも、こうした動きを様々なプログラムの大きな効果として、歓

迎しつつ見守っているところである。 

多くのリワーク施設は、運営主体が医療ベースであるため、「治療的意義」と

しての観点からのプログラム運営にこだわりすぎているように見える。利用者

が広い意味での社交を図れるように、プログラムも調整していくべきであると

考えている。 
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第 3 章 効果検証 

前章で説明してきたプログラムに対して、本事業では２つの視点からその効

果を検証した。 

一つが、実際のユーザーが感じたこと、すなわち有用度・満足度の測定であ

る。これらのプログラムは対人サービスである以上、常にユーザーからの主観

的評価が必要となってくる。何が復職・回復に有効であるのか、まずは利用者

へのアンケート調査を実施して分析を行った。 

さらに、プログラムのアウトカムを評価する客観的な尺度として、利用者の

うつ病スケールを実施した。これは、一般的にうつ病の尺度として使用されて

いる３種類のスケールを、利用開始時と終結時にそれぞれ実施するもので、そ

れによってこうしたプログラムにどの程度の効果があったのかを確認できると

考えた。 

以下、調査の概要を報告する。 

 

第１節 プログラム利用者へのアンケート調査 

１．目的 

当事業は、うつ病復職支援施設「ルポゼ」において、様々なうつ病支援プロ

グラムを試行し、そのエビデンスを整理し、その上でその内容を確立していく

ことである。 

そこで、個々人の変化とプログラムの効果について利用者に問うアンケート

を実施した。これらを振り返り検討することで、今後の効果的なリハビリテ―

ションプログラムを確立する一助とすることを目的とした。 

 

２．実施期間 

2011年 5月～11月にかけて 

 

３．対象 

上記期間中、①ルポゼを終了、退所したメンバーすべてと、②11 月の時点で

利用中のメンバー全体に対しアンケートの趣旨説明を行い、賛同を頂いた人（回

収率 67.9％）。 
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４．結果 

Ⅰ．回答者の属性 

（ⅰ）性別 

回答者の人数は 18 名であり、ほとんどが男性であり、女性の利用者は 2 名で

あった。 

 

（ⅱ）年代 

年代別の人数を示す。 

年齢的には 20代から 50代にわたっており、働き盛りの 40代の割合が最も多

い。他方で 20代、30代も少なからずおり、近年のいわゆる「新型」うつ病と言

われる人たちの増加と相まっているとも考えられる。 

 

（ⅲ）利用期間 

 アンケート回答時の利用期間としては、在籍２年という制限の中、様々な期

間にわたっている。２年という期間を目いっぱい利用される人もいれば、３か

月程度の短期にて復職する人もいるからである。 
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（ⅳ）利用頻度 

 

利用頻度としては、一日利用を週に４～5回という人が半数を占め、最も一般

的な形態となっている。これは、職場復帰あるいは再就職を目指すという前提

から、日々の勤務を想定しての通所という意味で当然と言えば当然であり、最

も望ましい形であると思われる。一方で通所者の中には単身生活者も多く、（他

に特に行くところもない）“居場所”としての役割も担っている側面もあるので

はないか。 

 

（ⅴ）医療機関を初めて受診してから（初診から）の期間 

 

2年以上 5年未満が最も多く、一方で 5年以上となる、いわゆる慢性化した人

達も全体の半分を占める構成となっている。ルポゼは復職・再就職のための施

設であり、うつ病の発病時期そのものが必ずしも時期的に休職や辞職と重なる

訳ではない。うつ病のために余儀なくされた休養期間も人によってまちまちで

あり、休養期間を経て復職に向けて動き出す時期もまちまちであることから、

いつがもっとも適当であるかどうかは一概には言えないところがある。しかし

ながら、5 年以上、もしくは 10 年以上の慢性化したうつの方々がこれだけいる

という事実を目の前にすると、ルポゼに来る（すなわち休職や離職へと至る）

前の段階で何らかの手立てがなかったかと思わざるを得ない。 
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（ⅵ）うつ病により休職している期間 

2年未満がほぼ半数、次いで 2年以上 5年未満がやはり半数近くを占め、これ

らが全体をほぼ二分している。ルポゼの在籍期間は最多で 2年であるので、1年

未満で（最短で）来所したとしても、支援を十分に受けている間に 2 年以上と

なることは十分にあり得ることである。できるだけ、休職あるいは離職から間

を空けずに来所していただくのがいいかと思われるが、本人の（精神的な）状

態や情報の周知の問題等々、来所のタイミングはなかなか難しいところと言え

る。 

 

  

Ⅱ．復職（就職）達成度の変化

 
ルポゼ利用を始めることによって変化が大きかったのは、“②復職（就職）に

向けての取り組みに進歩があった”と、“③就職に対し具体的に考えることが多

くなった”、“⑥復職時期のタイミングについて、具体的に考えるようになった”、

“⑦復職について職場の担当者や産業医などと話し合うことが多くなった”“⑧

通勤訓練を行うなど、復職に向けて準備を始めるようになった”などで、心理

的あるいは対人的な変化が大きいように思われる。逆に“④雑誌やインターネ
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ットなどで求人情報の収集をすることが多くなった”や、“⑤ハローワークなど

の外部機関に行き、相談することが多くなった”についてはあてはまらないと

した回答が多い。これはアンケートに回答している“今”の時点が回答者によ

りまちまちであることも影響していると思われるが、恐らくルポゼ開始そのも

のがこういった行動に即、結びつく訳ではなく、ルポゼによって対人的な交流

や心理的な変化がまずあって、その後具体的な行動に変化が顕れる、といった

ような時間的なスパンがあることが反映されているものではないかと思われる。 

 

Ⅲ．ルポゼの利用による変化 

 
 もっとも高い項目が、“⑩通勤することに、自信がもてるようになった”であ

った。うつ病の方が離職あるいは休職に至ったのは、原因としては人それぞれ

であろうし経過もまちまちであろうが、結果として皆共通に最終的に「職場に

行けなくなった」ことを体験されている。ルポゼに日々継続して通えるという

ことそのものによって、まずは回復を体感されていることがうかがわれる。ま

た、“④気軽に外出できるようになった”、“⑤気分の落ち込みが軽くなった”“⑬

つきあいを、楽しめるようになった”、“⑯趣味や余暇を楽しめるようになった”

などの項目が高い評価を得たことからも、家に一人でいるのではなく、まずは

外に出て、安心できる場で人と触れ合うことが気分的にも良好な方向へ作用し

ているように思われる。 
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Ⅳ．ルポゼでの経験について 

 

 ここで最も評価の高かったのは、“⑪スタッフとの個人面談で、個別的な相談

をすることが役に立っている”、であった。また“⑩スタッフとのプログラムな

どを通じた交流が役に立っていると思う”、の評価も高かった。次いで、“⑦他

の通所メンバーと交流することで、仲間ができたという安心感が持てることが、

役に立っていると思う”、“⑧他の通所メンバーとの間で、さまざまな対人関係

を持つ経験をすることが、役に立っていると思う”、となるが、これらにはマイ

ナスの評価の回答も含まれる。こうした点から、単に通所メンバー同士の交流

だけではない、専門的な関わりや支援をメンバーが必要としていると言えるの

ではないか。あとは前項でも述べたとおり、なんといっても“①ルポゼに、定

期的に通所してくることが、役に立っていると思う”、と、“⑥プログラムに参

加することが、役に立っている”、という点が大きく、他方、“②の支援計画を

立て、それに沿って努力すること”や、“④行動記録表を立て、生活リズムを見

直すこと”、“⑨プログラムの担当係になること”、などはさほどでもなかった。

後者については、今後再考の余地があると思われる。 

 

Ⅴ．各プログラムについての評価 

 

次に、現行のプログラムすべてについて、 

 

1)このプログラムは、体調管理に役に立っていると思う 

2)このプログラムは、仕事の能力を高めることに役に立っていると思う 

3)このプログラムは、対人関係の能力を高めることに役に立っていると思う 

4)このプログラムは、日常生活上の問題を解決することに役に立っていると思

う 
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5)このプログラムは、楽しさや満足感を得ることに役にたっていると思う 

6)このプログラムは、総合的にみて、復職（就職）に役に立っていると思う 

 

という質問項目について、「とてもあてはまる」・「少しあてはまる」・「どちらと

もいえない」・「あまりあてはまらない」・「まったくあてはまらない」の５点法

での評価を求めた。その結果をプログラム毎に示してゆく。 

ルポゼのプログラムは、大きく分けて、心理療法的なもの、ディスカッショ

ンをするもの、作業療法的なもの、そしてスポーツ・レジャー的なものとがあ

る。その中でも心理療法的なものは対人関係を重視するものから、体の感覚を

重視するもの、描画などイメージを扱うもの、と多岐にわたっている。それら

を分類しつつ各々のプログラムについて検討をおこなってゆく。 

 

（ⅰ）心理療法系のプログラム 

a）アート系【風景構成法、コラージュ、描画】 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

風景構成法

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

コラージュ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 50% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

描画

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

 

  これらのプログラムは心理療法の手法でありながら、５の“楽しさや満足感”

の項目の評価が高いという点が特徴的である。いわゆるイメージを扱う心理療

法の特徴であると思われるが、ルポゼではグループでこれを行うことにより、

イメージの活性化が、それとは分からない形で行われているのではないか。「描

画」のプログラムでは、後半、グループのメンバー同士でイメージと戯れる要

素が入るが、アンケートの結果においても③の「対人関係の能力を高める」の

項目の評価が高かった。 
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b）認知行動療法系【CBT、SST、アサーション】 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

CBT

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

SST

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

アサーション

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 
 これらのプログラムは非常に高い評価を得ていると言える。殊に「CBT」に関

しては１）から６）のどの質問項目についても高い評価が得られている。これ

は、「CBT」の扱う問題が、“体調管理”、“仕事の能力”、“対人関係”、“日常生活

上の問題”と多岐にわたっていることの反映でもあるし、また、それらに取り

組んだ結果、一定の“満足感”を得ることができるという構造化された治療法

であることの反映でもあろう。同様のことは、「アサーション」、「SST」でも言

えよう。「アサーション」と「SST」ではロールプレイを行い、両者はほとんど

同じような問題を扱う。ルポゼにおいてこの二者が大きく違う点は、「アサーシ

ョン」は誰でも参加できるオープングループで行う一方、「SST」は対象者を限

定し、クローズドでグループの力動を重視して行う点である。そういった構造

面の違いから、アンケートの結果では少し、“対人関係の能力”や“楽しみ・満

足感”といった点に違いが現れたものと思われる。 

 

c）フィジカル系【フォーカシング、動作法】 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

フォーカシング

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

動作法

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 

 これらのプログラムでは、“体調の管理”の項目の点数が高かった。注目すべきは、
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「フォーカシング」にしても「動作法」にしても“日常生活の問題を解決する”

という項目で意外に高い評価を得ていることである。うつの人々にとっては身

体に着目することは日常生活の問題に直結する、言い換えれば、身体的不調は

日常的な問題であるということであろうか。ことに「フォーカシング」におい

て、“復職（就職）に役立つ”と言う総合的評価が高かったことは注目に値する。 

 

ｄ）エンカウンターグループ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

ｴﾝｶｳﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 

 非常に評価の高いプログラムである。ことに“対人関係の能力を高める”と

いう点で高い評価を得た。内容的には企業の研修などでも行われる、初対面の

人同士が親しくなったり、あるいは自分自身の気づかなかった面に気づいたり

といったものであるが、メンバーがこれらに取り組み、また取り組んだことを

楽しいと感じたり、満足したり、さらには復職にも役立つと感じているという

ことが強くうかがわれる。 



78 
 

（ⅱ）ディスカッション系【構造的ディスカッション、フリーディスカッショ

ン、リワークディスカッション】 

 次に、特にグループの力動に心理療法的に着目している訳ではないものの、

グループで話し合うことを主体としたディスカッション系のプログラムについ

て検討する。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

構造的ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

ﾌﾘｰﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

ﾘﾜｰｸﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 
 どれも高い評価を得た。職場を想定した構造や、その中で自分と同じような

人々と話し合うということで、意義も深く感じられ、結果として満足感も多く

感じられるのであろう。中でも「構造的ディスカッション」は、役割を決めた

り、時間を限定したりするなど、仕事を意識させる構造になっており、実際に

メンバーの評価としても“仕事の能力”や“復職に役立つ”という点で他の二

つよりも高い評価を得た。興味深いのでは、「リワークディスカッション」と「フ

リーディスカッション」とでは大きな変化が無かったことである。これらの二

つのプログラムの差異、差別化について、もう少し検討する必要があろう。 

 



79 
 

（ⅲ）プレゼンテーション系【企画書作り、新聞、作品紹介】 

 仕事を想定しながらも、無理なく取り組めるよう、考えられたプログラムで

ある。これらは似たような傾向を示し、“仕事の能力を高める”項目や“総合的

評価”も高かった。この中で「新聞」や、「企画書作り」は仕事的要素が強いの

に対し、「作品紹介」は趣味的要素が強く、個人的な満足感が強いプログラムで

あるようである。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

企画書作り

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

新聞

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

作品紹介

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない
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（ⅳ）作業療法系【写経、脳トレ・パズル、切り絵・塗り絵、手工芸、作文・

論文、個人ワーク】 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

写経

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

脳トレ・パズル

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

切り絵・塗り絵

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

手工芸

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

作文・論文

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

個人ワーク

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

 

 

 「切り絵・塗り絵」、「手工芸」、「写経」に関しては、評価としてはあまりは

っきりしたものは得られなかった。一方、「脳トレ・パズル」、「作文・論文」で

は、やはり、思考面が関わってくるからか、“仕事の能力”や、“楽しみ・満足

感（達成感）”という点での評価や“総合的な評価”が高かった。ことに、「脳

トレ・パズル」においては、楽しみながら頭の体操ができるという点からか評

価が意外と高かった。「個人ワーク」については、何をするかは個人にまかされ

ており、人によって、例えば「手工芸」のようなことをする人もいれば、「パズ

ル」や「写経」などに取り組む人もいる。必要にせまられて履歴書を書く時間

に充てる人もいる。プログラムとしての「個人ワーク」については、その用い

方にもう少し検討が必要であろう。 
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（ⅴ）運動系【軽スポーツ、卓球、ヨガ、散歩、太極拳】 

 これらのプログラムは“体調管理に役立つ”という点で高い評価を得た。し

かしながら“総合的に復職（就職）に役立つ”かどうかという点でははっきり

しない結果であった。「ヨガ」に関しては外部講師を招いて行うということもあ

り、個々人でとりくむ面が強く、他のプログラムではグループで行うことによ

る対人交流が、“対人関係の改善”に寄与している側面があるのではないかと思

われた。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

軽スポーツ

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない

1まったくあてはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6）復職（就職）

5)楽しさ・満足

4)日常生活

3）対人関係

2）仕事能力

1）体調管理

卓球

5とてもあてはまる

4少しあてはまる

3どちらともいえない

2あまりあてはまらない
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（ⅵ）レクリエーション、レジャー系【料理、DVD鑑賞、外出プログラム】 
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 「外出プログラム」、「料理」に関しては、どの質問項目でも評価が高く、楽

しみながら、対人能力も高められるプログラムであると思われる。ことに「料

理」に関しては、“楽しみ・満足”ばかりではなく、対人関係や仕事の能力の点

でも評価が高く、多面的な効果をもつプログラムであると言えるのではないか。

一方、「DVD鑑賞」に関しては必ずしも評価が得られているとは言えなかった。 

 

（ⅶ）その他【WRAP、心理教育】 
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 「WRAP」は全体的にどの項目においても、非常に評価が高い。よく練られた

多面的で構造的なプログラムであると言えるのではないか。また、「心理教育」

についても、その扱う内容は『薬物療法』『社会資源』『当事者の話』等毎回い

ろいろであるが、必要であるという点で一致しているように思われる。 

 

Ⅴ－② 質問項目別のプログラム評価 

 これらのプログラム別の結果について、プログラム同士を比較してみる目的

で、質問項目ごとに評価の高い順から並べてみた。その結果について検討を加



83 
 

えていく。 

 

（１）体調管理に役立っていると思う。 

 最も高かったのは「散歩」であった。ルポゼの「散歩」は、周辺を皆で歩く

のであるが、「散歩」は体力のある人もない人もその状態に応じて比較的容易に

取り組める、身近な方法である。（一人ではなく）グループで行う点が良いので

あろうか。その後、心理療法系でもフィジカルなものに注目した、「動作法」、「フ

ォーカシング」が続く一方で、「外出プログラム」や「卓球」といったレジャー

的な色彩の強い物も上位を占める。「ヨガ」、「太極拳」などは体調そのものに直

結するプログラムである。また、「WRAP」や「CBT」など、体そのものを使うの

ではなく、体調管理をどうしていくか、認知など知的な側面から考えていくと

いうプログラムも上位を占めた。 
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（２）仕事の能力を高めることに役に立っていると思う。 

  「CBT」、「アサーション」、「SST」、「企画書作り」、「論文・作文」と続く結果と

なった。心理療法系のプログラムが上位を占める中で、「企画書作り」の評価

が高いのが目立っている。“仕事の能力”といった時に、その内容は仕事その

もの――仕事の作業能率、思考等々――と、仕事をやりとりする対人的な側面

の能力に大別されると考えられる。「CBT」は、その両面について扱う体系的な

心理療法プログラムであり、「アサーション」、「SST」は、対人的な側面が強い。

一方、「企画書作り」、「論文・作文」に関しては、主に個人の思考能力が関わ

ってくるプログラムである。特に、企画書や、論文・作文を作成したのちは、

これらをメンバーの前で“発表する”というプレゼンテーション的な要素が入

る所から、メンバーにとって“仕事”とつながると実感されやすいプログラム

なのではないだろうか。 
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（３）対人関係の能力を高めることに役に立っていると思う。 

  ここでも「CBT」が抜きんでており、ついで「アサーション」、「SST」と続く。

「CBT」が（認知という側面から考えた）有効な包括的プログラムとしてメン

バーに受け取られていることの反映であろう。次いで、「アサーション」、「SST」、

「エンカウンターグループ」と続くが、注目すべきは、「SST」、「エンカウンタ

ーグループ」の評価が、“とてもあてはまる”、と“少しあてはまる”のみで占

められていることである。これらのプログラムは実際に参加することそのもの

が対人関係の能力を高めることに直結しているとメンバーに実感されている

のではないか。これらに次いで、「外出プログラム」の評価が高い。そして、

ディスカッション系のプログラムへと続いていく。また、「料理」も、結果と

してはプラスの評価のみで占められ、結果として「WRAP」よりも上位となった。 
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（４）日常生活上の問題を解決することに役に立っていると思う。 

  「SST」、「CBT」、「アサーション」のあと、「フォーカシング」、「動作法」が続

く。こうしてみると、メンバーの日常生活上の問題は、対人的な問題と、身体

的な問題に集約されるのであろうか。一方で、「外出プログラム」が日常生活

上の問題解決にどうかかわるのかは不明であるが、人と一緒に行動すること、

人と触れ合うこと、その中でちょっとした楽しみを感じること、そんなことが、

もしかしたらメンバーの日常から大きく損なわれており、スタッフやメンバー

と外出することそのものの意義はスタッフ側が思う以上に個々人にとって大

きいのではないかとも考えられる。 
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（５）楽しさや満足感を得ることに役に立っていると思う。 

  「CBT」がもっとも高く、次いで「SST」、「外出プログラム」・・・と続いた。

ただ「CBT」がマイナスの評価が全くないのに比べ、「SST」にはマイナス評価

をも存在し、“楽しいばかりではない”側面をも垣間見ることができる。あと

は「アサーション」や「エンカウンターグループ」など対人的な交流があるも

の、「脳トレ・パズル」、「コラージュ」は楽しみという点でメンバーの人気が

高いプログラムである。また「料理」についても肯定的評価のみが全体をしめ

た。 
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（６）総合的にみて、復職（就職）に役に立っていると思う。 

  「SST」、「CBT」、「アサーション」、「WRAP」といったプログラムが高い評価を得

た。次に「エンカウンターグループ」と、対人関係を扱うプログラムが上位を

占めている。その一方で、「企画書作り」のような仕事を想定したものや、デ

ィスカッション系も評価が高い。また、「作文・論文」もプラス評価のみで“ど

ちらともいえない”やマイナス評価が全くなく、「新聞」もマイナス評価がな

い。これらのプログラムは、メンバーから仕事に直結する能力に関わっている

と評価されているプログラムであると理解されるところから、今後どのように

展開させていくかが課題である。 
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５．考察 

現状でのプログラムの特徴は、心理療法的なアプローチが多いということで

ある。そのことは、月毎のプログラム表を一見して明らかである。それは、仕

事が続かなくなった原因を、単に仕事の能力だけではなく、“対人関係の問題”

つまり、“心理的な問題”が大きいと考える仮説の上に成り立っている。つまり、

広くいわれている “職場の人間関係”、要するに上司や同僚、部下との日常的

なやりとりに始まって、こうした人々との仕事を巡ってのやりとり、さらに詳

しく見てゆけば、自分自身の中での仕事ができる／できないをめぐる葛藤、仕

事に対する達成感や不全感、また自己による評価と他者による評価のズレ等々、

それらはすべて“心理的な問題”と言える。さらに付け加えるならば、家庭内

の問題（家族人員の中での葛藤や発達的課題）が仕事に行ける／行けないとい

う形になって現れることもあるであろう。 

今回の利用者アンケートの結果から、メンバーによってこうした心理療法的

プログラムは一定の評価を得ることが出来、このような仮説による方向性とし

ては、間違ってはいなかったと言えるのではないか。 

また、心理療法的なプログラムといっても、その内容はイメージを扱うもの、

認知行動療法的なもの、身体性に着目するもの、グループの力動を用いるもの

と様々である。特に、エビデンスのある治療法として確立されている CBGTなど

は、実際にも評価が高かった。一方で、例えばイメージを扱う描画やコラージ

ュなどについては、リワークそのものに効果があるとメンバーに評価されてい

るとは必ずしも言えない。今後、こうしたプログラムの意義について、もう少

し検討する必要がある。 

他方で心理療法以外にも、ディスカッション系のプログラムと、作業療法的

プログラム（特に、「作文・論文」、「企画書づくり」、「新聞」）は総合的な評価

が高かった。これらはやはり、職場での実際の活動を意識させるものであると

いうことが大きいであろう。職場では、会議やミーティングといった場で、自

分の考えや意見を求められたり、発表したり、他者を説得したりしなくてはな

らない。職場を強く意識させられるプログラム構成は、メンバーにとってもそ

の意義が強く感じられものであろう。 

その一方で見落としてはいけないことが、仕事やあるいは仕事の能力に直結

しなくても、体調を整えたり、楽しみ・満足感を感じられるようなプログラム

の重要性である。 

“うつ”とは、楽しみの感じられない、エネルギーの枯渇した、さらには孤

独な状態である。そのような状態にあったメンバーが、グループの中で少しで

も“楽しい”と、もしも感じられたとしたら、それはもはや孤独なのではなく、
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人との関わりを取り戻したということであり、それだけですでに回復であり、

大きな変化が起きたと言えるのではないか。 

またルポゼでは、できるだけ早くリワークの軌道に載って頂きたいという趣

旨から、入所条件として疾患では条件をつけるものの、その状態像（精神状態）

では条件をつけていない。通所可能で、見学した上で通所の意志が確認された

ならば、すぐにでも開始できるように配慮すべきと考えている。従って、利用

者の状態像は様々であり、例えば朝なかなか起きられなかったり、ちょっとし

たことでうつ的な気分に支配されて落ち込んでしまったりといった状態の方も

少なくはない。こうした方々にとっては、皆で「散歩」をしたり、「卓球」や「軽

スポーツ」で体を少し動かしてみたり、あるいは「外出プログラム」「料理」、

さらには「コラージュ」「描画」などゆるやかなグループの守りの中で楽しむこ

とは、即座に仕事には直結しなくても、ゆるやかに回復が促されるという意味

で必要であると思われる。 

さらに、うつとは様々な精神症状とともに身体的症状をも併せ持つ疾患であ

る。精神的な落ち込みと同時に、身体的な症状（頭重感・頭痛・肩こり等々）

も自覚されることは多い。そういった点から、ルポゼでは心理療法でも身体的

な側面に着目したプログラム「フォーカシング」や「動作法」を行っているが、

事実、これらのプログラムにおいては「日常的な問題を解決する」という項目

での評価が高かった。これらのプログラムに取り組むことにより、身体の問題

が解決して「楽になる」とメンバーが実感していることが見て取れる。 

現在、CBGT においてもこうした身体面にも目を向けるようなアプローチを取

り入れつつあるところであるが、今後はさらに「散歩」「ヨガ」「太極拳」など

も含め、こころとからだをつなぐようなプログラムをうまく織り込んでゆくこ

とで、身体の不調に早く気づいたり、身体的不調から精神的不調に気づいたり

と、広い意味での回復を促進できると思われる。 

今後はこうしたプログラムを個々により詳しく検討し、より効果的にしてい

くと同時に、それぞれのプログラムを有機的に結び付けていくような工夫を検

討していく必要があろう。「心理教育」「CBT」あるいは「アサーション」など、

どちらかというと知的・認知的に理解していくプログラムと、「エンカウンター

グループ」「SST」「フ ォーカシング」など、グループメンバーの力動が大きく関

わり、プログラムに出ることそのものが気分を高揚させたり賦活化してゆくよ

うなプログラムとを、うまく組み合わせて多面的にアプローチすることで、全

体を活性化させ、結果として個々のメンバーに対する有効性が高まるのではな

いか。また、前半部分で、「スタッフとの面談が役に立った」との評価があった

が、こうした個々のプログラムをメンバーがうまく利用していけるよう、面談

の場で話し合い、支援計画を練っていくことがさらに重要になってくる。 
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最後に、ルポゼ全体の特徴はグループであることである。同じような疾患を

抱え、同じような経験をした者同士が集まり、再生に取り組む場がルポゼであ

る。うつ病のリワーク資源は現在でも充分であるとは言えず、これからも需要

が増えてゆくことが予想される。以上のような見地に立って、グループ全体が

友好的で親和的な雰囲気であるように、スタッフは常に配慮し、全体を運営し

ていくことが重要と考える。 

 

 

第２節 うつ病スケールの変化  

１．目的 

 当事業の利用者に対し、入所時と退所時の 2回、「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ

質問表」「SDSうつ性自己評価尺度」「HAM-D構造化面接 SIGH-D」を施行した。利

用者の抑うつ症状の変動を評価し、プログラム利用の効果を検証することが目

的である。 

 

２．実施期間 

 2010年 4月（一部利用者のみ 2009年 9月）～2012年 1月 

 

３．方法 

 上記期間中の利用開始者・終了者（総計 40名※）が対象。検査の目的を各々

に説明した上で、個別に施行した。1回目は、正式利用を開始して間もない時点

で施行した。2回目は、プログラム利用が終了し退所する時点、またはその見通

しが具体的に立った時点で施行した。 

「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」、「SDS うつ性自己評価尺度」は、利用

者自らに回答を記入してもらった。 

「HAM-D 構造化面接 SIGH-D」は、検査担当スタッフが質問を読み上げ、利用

者からの回答を聞き、評価。結果は、17項目／21項目それぞれで算出されるが、

本調査には 17項目の結果のみを使用した。 

検査結果は後日、検査担当スタッフが利用者本人にも伝え、その時点での自

己理解の参考としてもらった。 

※総計 40 名中、一部利用者のみ 2009 年 9 月に「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質

問表」 、「SDS うつ性自己評価尺度」1 回目を施行し、その際「HAM-D 構造化面接
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SIGH-D」は施行しなかった。また、2010 年 4 月以前に利用開始し、それ以降に

退所した一部利用者には、2回目のみ検査を施行した。 

 

４．対象者 

検査対象者総計は、40 名（男性 33 名、女性 7 名）。対象者年齢（1 回目検査

時）は 22歳～57歳、平均年齢 38.65歳（20歳代：9名、30歳代：13名、40歳

代：11名、50歳代：7名）。 

 

 

 

 

 

 

 

うち 1 回目の検査対象者で「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」、「SDS うつ

性自己評価尺度」の 2種類に回答したのは、38名（男性 31名、女性 7名） 。「HAM-D

構造化面接 SIGH-D」 

を含めた 3種類に回答したのは、このうち 34名（男性 30名、女性 4名）。 

 2回目の検査対象者は、全員 3種類に回答、15名（男性 14名、女性 1名）。 

 1回目、2回目共に回答したのは、13名（男性 12名、女性 1名）。このうち男

性 1名は、1回目「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」、「SDSうつ性自己評価尺

度」の 2種類のみに回答。 

 

５．結果 

①１回目 利用開始時 

a.「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」 

 38名（男性 31名、女性 7名）に施行。

平均スコア 25.1 点（最低値 1 点、最高

値 48点）。 

スコアは、0-13 点＝極軽症、14-19

点＝軽症、20-28点＝中等度うつ、29-63

点＝重症うつとして評価分類した。 

 中等度以上の症状を示した利用者が

全体の半数を超え、重症うつレベルの利用者が最も多かった。 
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b. 「SDSうつ性自己評価尺度」 

 a.と同様の 38 名に施行。平均スコア 50.5 点（最低値 32 点、最高値 67 点）。

スコアは、40 点未満＝正常範囲、40 点台＝軽症、50 点台＝中等度うつ、60 点

台＝重症うつとして評価分類した。 

 軽度～中等度うつレベルの利用者が大半で、中等度うつレベルが最も多く 17

名、ついで軽症レベルが 13名だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 「HAM-D構造化面接 SIGH-D」17項目 

 a.および b.の対象者中、4 名を除く 34 名（男性 30 名、女性 4 名）に施行。

平均スコア 7.4 点（最低値 2 点、最高値 24 点）。スコアは、0-7 点＝正常範囲、

8-13 点＝軽症、14-18 点＝中等度うつ、19-22 点＝重症うつ、23 点以上＝最重

症うつとして評価分類した。 

 中等度うつレベル（20 歳代女性）・最重症うつレベル（40 歳代男性）各 1 名

を除き、他は全て正常範囲～軽度うつと評価された。正常範囲が 20名と最も多

く、軽症が 13名だった。 
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◆a.、b.結果を年代別に比較した。 

a.の「極軽症」は１、「軽症」は２、「中等度うつ」は３、「重症うつ」は４と

して数値化。b.の「正常範囲」は１、「軽症」は２、「中等度うつ」は３、「重症

うつ」は４として数値化し、比較を行った。 

20歳～40歳代では、全ての年代で 2検査とも平均スコアが「中等度うつ」レ

ベルであった一方、50歳代は 2検査とも平均スコアが「軽症」レベルであった。 

 20歳代平均得点 ：BDI=27.1点（中等度うつ）、SDS＝53.2点（中等度うつ） 

 30歳代平均得点 ：BDI=26点 （中等度うつ）、SDS=50.5点（中等度うつ） 

 40歳代平均得点 ：BDI=28.4点（中等度うつ）、SDS=51.3点（中等度うつ） 

 50歳代平均得点 ：BDI=16.3点（軽症）、      SDS=46点  （軽症） 

 

◆a.、b.、c.結果を比較した。 

 c.の「正常範囲」は 0.5、「軽症」は１、「中等度うつ」は２、「重症うつ」は

３、「最重症うつ」は４として数値化し、比較を行った。 

c.のスコアが中等度以上に高かった 2名（No.2,27）は、a.、b.共に「重症う

つ」レベルであった。 

 上 2 名以外の利用者については、a.、b.の症状レベルが同等であるものが 16

名。a.の方がより重く出たものが 15名。b.の方がより重く出たものが 3名だっ

た。すなわち「HAM-D 構造化面接 SIGH-D」17 項目については、正常範囲～軽症

レベルが大半だが、「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」と「SDSうつ性自己評

価尺度」は、同レベルか或いは「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」の方が重

い評価となるケースが大半であった。 

 

※縦軸は症状レベル：0.5（最も軽い）→４（最重症） 
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②2回目 利用終了時 

15名（男性 14名、女性 1名）に施行。対象者年齢は 29歳～57歳、平均年齢

42.5歳（20歳代：1名、30歳代：4名、40歳代：7名、50歳代：3名）。 

 

a. 「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」 

 平均スコア 8.2 点（最低値 1 点、最高値 32 点）。重症うつレベル（40 歳代男

性）の 1名を除き、全て軽症だった。 

 

b. 「SDSうつ性自己評価尺度」 

 平均スコア 40.5点（最低値 31点、最高値 58点）。中等度うつレベル２名（40

歳代女性、40歳代男性）、軽症レベル４名（30 歳代男性２名、50歳代男性２名）

の他９名は、正常範囲であった。 

 

c. 「HAM-D構造化面接 SIGH-D」17項目 

 平均スコア 3.2 点（最低値 1 点、最高値 11 点）。軽症レベル 2 名（40 歳代女

性、40歳代男性）のほかは、全て正常範囲であった。 

 

 

 

◆a.、b.結果を年代別に比較すると、平均スコアは 20 歳代＜30 歳代＜40 歳代

＜50 歳代の順で数値が大きくなったが、「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」

はいずれの年代も極軽症範囲に収まった。「SDS うつ性自己評価尺度」に関して

は、20 歳代・30 歳代の平均スコアが正常範囲に収まり、40 歳代・50 歳代の平

均スコアは軽症範囲となった。 
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20歳代（１名のみ）：BDI＝６点（極軽症）  SDS＝38点（正常範囲） 

30歳代平均得点  ：BDI＝８点（極軽症） SDS＝39.5点（正常範囲） 

40歳代平均得点  ：BDI＝8.4点（極軽症） SDS＝40.3点（軽症） 

50歳代平均得点  ：BDI＝8.7点（極軽症） SDS＝43点（軽症） 

 

◆a.、b.、c.結果を比較すると、「HAM-D構造化面接 SIGH-D」17項目で正常範囲

でも、「SDS うつ性自己評価尺度」では軽症レベルだったケースが 4 名あった。

また「HAM-D構造化面接 SIGH-D」17項目で軽症レベルだった 2名は、「SDSうつ

性自己評価尺度」では中等度うつレベルを示した。うち 1 名は、「日本版 BDI-

Ⅱベック抑うつ質問表」で唯一重症レベルを示した。 

 

６．考察 

①利用開始時の抑うつ症状レベル 

 本調査期間中の利用開始者は、20歳代～50歳代と年代の幅が広く、休職期間

中の人のみならず、既に離職して自宅療養していた人や、就労経験が 1 年未満

の若年者など、背景も多様であった。 

このような集団であるが、抑うつ症状のレベルとしては、自己評価形式の「日

本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」、「SDS うつ性自己評価尺度」によると、中等

度うつレベル以上の利用者が半数以上を占めたことが分かった。ルポゼは通所

型の施設であり、リワークという目的を掲げている場なので、抑うつ症状が非

常に重い状態ではそもそも利用が不可能であるが、利用期間を最長 2 年間と長

く設定しており、始めの時点ではある程度抑うつ症状が重くても、その後の治

療の進展が見込めれば利用開始を推奨していることから、比較的症状の重い段

階で利用スタートする人が多いと考えられる。 

特に「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」では、最も重い“重症”レベルの

人数が最も多いという結果になったが、この検査における“重症”レベルのス

コアが 29～63 点と大きな幅があるのに対し、今回の結果では、最高値でも 48

点に留まっており、“重症”の中では比較的“中等度”に近いレベルにあると思

われる。また、自己評価形式であるために、症状評価を客観的に行うことは難

しく、抑うつ状態にある人は特に、自分の症状をより重く評価しがちとも考え

られる。さらに、「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」は「今日を含むこの 2週

間のあなたの気持ち」を、「SDS うつ性自己評価尺度」は「現在のあなたの状態」

を問う形になっており、前者は具体的な生活体験の記憶に基づく評価、後者は

やや大まかなイメージによる評価がなされている可能性もある。このような差

が、結果に現れているとも考えられるだろう。 
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 一方、「HAM-D構造化面接 SIGH-D」17項目の結果は、大半が“正常範囲”～“軽

症”レベルに留まり、前者 2 検査とは大きく異なった。この検査のみ、「この 1

週間のあなたの状態について」スタッフが質問を読み上げ、回答を得て評価す

る形になっており、症状評価の客観性は他 2 検査より高いと思われるが、検査

者を前に自らの症状について語る緊張感や、リワークを目標とする集団に入る

に当たり、自分を良く見せたい思いから、全般に評価が軽くなっている可能性

もある。しかしながら、他検査で重めの結果が出ている 2 名は、この検査でも

やはり重症度が高くなっており、全く整合性に欠ける訳ではない。またこの 2

名は、その後も通所が顕著に不定期であったり、入院治療を要したりするなど、

経過不良である。このようなことから、ルポゼ利用を開始する際には、この検

査で“軽症”レベル以下の評価が得られることが、一つの基準であると言える

かも知れない。 

 

②利用終了時の抑うつ症状レベル 

 本調査期間中に利用を終了した人は 15 名で、うち 12 名が復職あるいは再就

職、2名は他施設に移動（共に 40代男性）、1名は自宅療養しつつ求職活動を行

う（30代男性）、という結果だった。 

 この段階になると、全ての検査で“軽症”レベル以下と出た人が大半であり、

検査によっては“中等度”以上の結果が出た人でも最低 1 種類は“軽症”と評

価できる状態になっていた。 

 「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」は 1 名を除き全員が“軽症”となって

おり、1 回目が“中等度”以上の結果であった人でもスコアに変化が見られた。

「SDSうつ性自己評価尺度」については、6名が“軽症”以上のスコアだったが、

“軽症”レベルの 4 名はスコアとしては正常～軽い神経症レベルに収まるもの

であり、抑うつ症状は明らかに軽快したと考えられる。他の 2 名は“中等度”

レベルで、1名はアルバイトに就いたが、1 名は「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質

問表」で唯一“重症”レベルとなっており、就労はせずに満期退所となり、他

施設へ移動したケースであった。 

 このように、就労につながったケースの大半は“正常範囲”か“軽症”以下

のレベルまで抑うつ症状が改善しており、逆にここまでの改善が検査上で見ら

れない状態では、就労は実際に困難であると考えられる。 
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 復職・就労して退所した利用者は、基本的に平日週５日 9：00～15：30 のプ

ログラム（あるいはそれに準ずる活動量）を、最短でも１～２ヶ月間こなして

いた。入所時から、検査結果上は“正常範囲”“軽症”レベルであった人も少な

からずいたが、多くの場合、退所時には更に検査スコア自体が低下（＝軽症化）

していた。生活リズムを整え、日常的に外出・通所することや、目的を持った

グループに参加し他者と交流すること、スタッフ（精神保健福祉士・臨床心理

士）との対話を通じて自己理解を深めることなどが、利用者の回復を促進し、

抑うつ症状の低減に寄与したと意味づけられるだろう。 

 一方、このプログラムに順調に乗れない利用者の中には、抑うつ症状が遷延

化し、ルポゼ在籍期間も長期化している場合があると考えられ、実際にそのま
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ま満期の２年間を迎えて他施設に移動したケースも出た。これまでのところ、

検査施行は入所時と退所時のみとしているが、今回の調査結果から、この３検

査のスコアが利用者の回復度・就労可能性を示す指標として信頼できるものと

考え、在籍期間途中にも随時施行して、その時点での回復度やプログラム利用

の効果を、本人・スタッフ双方が把握することも有意義と思われる。 

 

８．結論  

当事業利用者の利用開始時に施行した「日本版 BDI-Ⅱベック抑うつ質問表」、

「SDSうつ性自己評価尺度」では、中等度うつ～重症レベルの利用者が半数以上

を占めた。「HAM-D 構造化面接 SIGH-D」17 項目では、“正常範囲”～“軽症”レ

ベルが大半であった。 

利用終了時の結果では、３種類全ての検査で“正常範囲”～“軽症”レベル

の利用者が大半であった。また検査によっては“中等度”以上の結果が出た人

でも、最低 1種類は“軽症”と評価できる状態になっていた。 
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第４章 事業全体の効果と今後の展望 

第 1 節 今回の事業で行ったこと 

以上、今年度に実施した事業について、その内容や成果を報告してきた。 

この事業の意義や目的、また現状や実施方法については第 1章で述べた。 

続いて第 2 章では、まず多種にわたるうつ病支援プログラムについて分類・

整理した上で、それぞれのプログラムについてできる限り詳細に記載した。ま

た同時に、なぜそれらのプログラムを選んで実施してきたのかという、我々の

考え方や根拠も示した。 

その上で第 3 章では、個々のプログラムの有用度・満足度についての利用者

アンケートの分析と、3種類のうつ病スケールによるプログラム全体のアウトカ

ムを明らかにしてきた。 

 

一方で今回の事業の結果だが、事業期間内における利用者総数は 48名であっ

た。事業期間内で利用終了となった者はちょうど半数の 24名であり、そのうち

9名が元の職場に復職し、1名が新たな職場に就職した。引き続いてサービスを

利用しているのが 24名だが、そのうちの 5名はアルバイトを継続している。 

 

転帰 人数 備考 

終
了
者 

職場復帰 9   

就職 1   

他施設斡旋 5   

転居・中断 9   

継続 24 うちアルバイト継続中 5 名 

利用者総数 48   
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以下、事業を通じて見えてきたことを振り返り、今後のうつ病復職支援プロ

グラムの方向性についての所見を述べたい。 

 

第 2 節 見えてきたこと 

利用者へのプログラム効果を問うアンケートでは、事業を利用していくにつ

れて復職や再就職についての意識が高まる一方で、引きこもりがちであった生

活から気軽に外出できるようになって通勤等に対する自信がつき、また気分の

落ち込みが軽減されて人づきあいや楽しみを得られるようになっていく様子が

読み取れた。一方、相談者を得ることによる安心感や、生活リズムの安定とい

ったことが、事業を利用することによる効果として高い評価を得ていた。個々

のプログラムについては、それぞれの目的の違いもあり利用者の評価も分かれ

た。集団心理療法は「楽しさ・満足感」の評価が高く、認知行動療法は特に「対

人関係の能力を高める」や「復職に役に立つ」が高かった。一方、リラクセー

ションは「体調管理」のみならず「日常生活の問題解決」にも高い評価がつけ

られた。ディスカッションや WRAPは総合的な評価が高く、外出や料理も同様に

総合的に高かった。 

 また、利用者に対して実施した 3 種類のうつ病スケールの検証では、スケー

ルによる評価のばらつきはあったが、利用開始時は評点が比較的重度の枠内に

入ってくる利用者が多かった一方で、終了時は大半が軽症から正常範囲に入っ

ていた。明らかなスケール評点の改善が見られたことは、これらのプログラム

を通じた支援が充分な有効性を持つことを、あらためて示したといえる。 
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第 3 節 今後の方向性について 

以下、当事業から見えてきたことを踏まえつつ、うつ病復職支援プログラム

の今後の方向性についても展望しておきたい。 

（１）リカバリー指向のサービスへ 

最終的なゴールを復職・再就職と設定するリワーク支援においても、我々が

重視しているのは「リカバリー」である。 

当事業で実践しているプログラムは集団心理療法をベースにしているものが

多くはなっているが、今回の事業名である「福祉型うつ病リワーク支援」とい

う言葉が表すように、あくまで我々は「治療」ではなく、あらゆる福祉サービ

スが目指すところでもある「全人間的復権」を目指している。プログラムを通

じて利用者の心身にホリスティック（包括的）な回復がなされれば、それがリ

ワークにも直結していく。 

逆にいえば、実際に職場に復職（あるいは再就職）するためには単に症状が

なくなっただけでは不充分である。現在の日本の職場の多くは高ストレスな環

境であり、復職してしばらくは一定の配慮がなされるとはいえ、再発・再休職

（あるいは解雇）のリスクは、その後も常について回る。限られた利用期間の

中でそのストレスに耐えうるようになってもらうためには、与えられる支援だ

けでなく、自らが主体的に状況に対処していくという姿勢を獲得してもらうこ

とが不可欠である。 
「健康とは、病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも、

精神的にも、そして社会的にも、全てが満たされた状態にあることをいう」と

いうのが WHO の健康の定義である。こうした「病気を超えたもの」、例えば自

尊心を回復したり、周囲とのつながりを再確認したり、自分の調子を崩すサイ

ンに気づいてセルフケアの能力を高めたりすることなどが、現在先進国でメン

タルヘルスケアにおける中心概念となりつつある「リカバリー（回復）」に基づ

いた支援であり、それはそのまま我々が目指さなくてはいけない目標である。 
うつ病支援のプログラムを構築する際にはこうしたバランスにも着目し、単

なる訓練モデルだけではなく、リカバリーのための様々な要素を織り交ぜてい

く必要があると考える。 
（２）個別相談支援をサービスに加える 

しかし、そうした回復に至るためには、プログラムだけでは支援として充分

ではない。そこには適切な支援者の関わりが必要である。これは、利用者アン

ケートの評価としても「スタッフとの個人面談」や「スタッフとのプログラム

を通じた交流」が高かったことが裏付けている。 

もちろん、スタッフは治療的に関わることだけを目指すものではない。リカ
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バリーのプロセスに沿って本人を包括的に支えることが福祉的リワークでは望

ましい。リカバリーのプロセスは、まず自分自身のストーリーをまとめること

から始まる。自分の人生にうつ病がどういう形で存在してくるようになったの

か、そしてそれにどのような姿勢で向き合ってきたのか、そしてそのことにつ

いて自分はどう感じているかを、自分自身に納得のいく形で表現していくこと

が回復への重要な足がかりとなるため、その過程において常に支持的にサポー

トしていく姿勢が大切である。こうしたサポートは、本人が新しいスキルを獲

得していくことと以前に持っていたものを取り戻すこと、その両方において大

きな前進をもたらす。 

こうした支援は時に面接室の中にとどまらず、生活支援や家族支援も視野に

入れた幅広いものとなる。生活者としての利用者に着目した個別相談支援が、

この事業で説明してきたようなグループプログラムと「車の両輪」となりスム

ーズに回りだしていくことが、きわめて理想的な支援のあり方となる。 

（３）多様な資源による選択肢の増加 

もちろん、我々の考え方が全てだと言うつもりではない。むしろ、利用者ア

ンケートの結果で高い評価を得たのが「定期的に通所すること」や「通所日や

日時を決めること」であったことは、うつ病者に対して形にこだわらずに多種

多様なサービスを整備して、彼らが利用可能な資源を増やしていくことが最も

重要であることを示唆している。 

利用者の声としてしばしば耳にすることが「もっと早く、このような場所を

知っていれば良かった」「一人で苦労してリハビリをしてきたが、ここに来て仲

間や相談相手を見つけてようやく安心できた」など、こうしたサービスにつな

がれたことの喜びであった。リワークプログラムの前段階として医師等が勧め

る、散歩や図書館通いといったいわゆる「ひとりデイケア」では、こうした感

覚は得られない。 

今回の事業のテーマは「福祉型リワーク支援の確立」である。これには、よ

り多くの福祉事業者等に、どのような形でもまずはうつ病者への地域ケアを始

めてみるように促したいという意図があった。 

現在、福祉のメンタルヘルス資源として中心となっているのが、共同作業所

や通所授産施設といった通所サービスである。ただ、これらのほとんどは統合

失調症の方々を対象としているため、現状ではうつ病者には利用しづらいもの

となっている。しかし、こうした資源にこそ最初から「場の効力」が備わって

いるのであり、それを生かしていこうと考える実践感覚は共通している。 

我々はうつ病支援として医療がおこなっている「治療的リワーク」を否定す

るものではない。しかし、別の視点からのアプローチがもっと増えていくこと

で、うつ病のリハビリテーションがさらに進化していくのではないかと考えて
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いる。 
この報告書自体が、そうした意欲を持った方々にとっての実践マニュアルと

して活用することができるように作成されている。当事業によって、多くの事

業所が積極的に新しいチャレンジを開始する道が拓かれていけば幸いである。 
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