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要旨：本研究は、日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援の関連を明らかにした。
また、精神障害者の地域生活支援の変化を検討し、精神障害者の地域生活支援のこれからの
課題を提示した。広義の地域生活支援は、精神科リハビリテーションの発展を媒介として精
神保健・医療と福祉を包括的に改革することが課題である。狭義の地域生活支援では、生活
モデルに基づくソーシャルワークとケアワークを包括的にして、広義の地域生活支援と連動
させることが課題となる。
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Ⅰ　問題意識と研究目的
筆者は、2001年から「精神保健福祉論」の講義を毎年担当してきた。2010年の精神保健福

祉士法の改正により、カリキュラムでは「精神保健福祉に関する制度とサービス」という科
目となり、併せて「精神障害者の生活支援システム」という科目も新設された。2012年度か
ら新カリキュラムでの実施となったが、上智大学では、読み替え科目として認められた「精
神保健福祉論」の名称を継続し、もう一つは「精神障害者福祉論」を名称変更し、「精神障害
者の生活支援システム」として教えることにした。
上智大学に赴任した 2006年から、「精神科リハビリテーション学」1)も担当してきた。精神

障害者の生活支援論 (藤井 2004a)を研究してきた筆者は、精神科リハビリテーションに対し
て生活訓練をするというイメージが強くて、批判的にみてきた。それに対して、生活を支え
る生活支援の重要性を強調してきた。そのために、精神科リハビリテーションをいかに教え
るかを考え、学び直すことにした。リカバリー志向の精神科リハビリテーションが日本にも
導入されてきていた。2012年 (ミラノ )と 2015年 (ソウル )の心理社会的リハビリテーショ
ン世界会議などにも参加し、精神科リハビリテーションが大きく変化していることを学んだ。
筆者は毎年の講義で、日本の精神保健福祉の歴史を「精神保健福祉論」で講義してきた。

精神障害者の地域における社会福祉は、1987年の精神保健法から確実に発展してきたが、
2003年の支援費制度での予算不足から社会復帰施設の建設が停滞し、2006年からの障害者自
立支援法で、大きく変化してきた。筆者は、この変化の説明を講義でくり返し試みてきたが、
学生には難しい説明となっていた。
また、「精神科リハビリテーション学」の講義では、精神科リハビリテーションの発展を説
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明に加えてきた。しかし、それが精神障害者の地域生活支援にどのような影響を与えている
のかを、意識的に検討していなかった。昨年、日本精神障害者リハビリテーション学会の『精
神障害とリハビリテーション』第 21巻第 2号に、論文 (藤井 2017c)を執筆した時に、精神科
リハビリテーションを含む精神保健福祉の変化により、地域生活支援が大きく変化してきた
ことを学び直した。
さらに、昨年出版された井上牧子・西澤利朗編『精神医学ソーシャルワークの原点を探る

-精神保健福祉士の再考』光生館にも少し分担執筆 (藤井 2017b)させていただいこともあり、
精神医学ソーシャルワーカーの状況の変化、実践の変容、理論の変節という井上・西澤の問
題意識 (「序章 問題の所在」)等にも強い影響を受けた (井上・西澤 2017)。
地域の精神障害者福祉の現場においても、2006年 10月から相談支援事業と地域活動支援セ

ンターⅠ型に移行した元精神障害者地域生活支援センターの見直しが進行し、憩いの場・地
域交流の場の確保が困難になってきた。自治体によっては、憩いの場として機能してきた地
域活動センターも、就労継続支援事業B型への移行を進めているところが増えてきた。そして、
居場所機能を一部担ってきた就労継続支援事業 B型にも、収益をあげる作業の強化という圧
力がかかってきた。
筆者は、世界の最先端の精神障害者福祉関連の実践を知るために 2005年からイタリア調

査を開始し、その後に日伊比較調査 (2008年 4月 -2011年 3月 )、伊米比較調査 (2012年 3月
-2015年 3月 )と、連続して取り組んだ。その成果の一部を、「精神障害者の開かれた共生コミュ
ニティ形成 -伊米事例調査と文献検討を基にした提案」『上智大学社会福祉研究』第 41号 (藤
井 2017a)に暫定的にまとめた。その際に、日本での実践への提案がとても弱いと考えた。こ
れは、日本の精神保健福祉の変化により地域生活支援がどのような影響を受けてきたのか、
また地域生活支援の実践がどのように状況を改革しようとしてきたのかを分析していなかっ
たためであると深く反省した。
そこで本研究では、「精神保健福祉の変化と地域生活支援」をテーマとし、筆者自身の個人

記録や執筆した文献、過去に実施した調査等と諸文献に基づいて、日本で精神保健福祉が成
立して地域生活支援の充実が目指された時からどのように変化してきたか、地域生活支援も
いかに変化してきたかを検討し、最後に精神障害者の地域生活支援のこれからの課題を提示
したい。

Ⅱ　研究の視点と研究方法
筆者は、長兄が発病した 1975年から精神病について学び出し、次兄が発病した 1976年か

らは、精神障害者とその家族が危機を生き延び、どのように生活していけるようになるのか
ということを切実に探究してきた (藤井 2004b)。筆者は、精神障害者家族の視点から必死で
学び、現実に対応を積み重ねてきた。そして、社会学で学んだジャック・ダグラスの実存社
会学 (藤井 1983)の視座から探究的野外調査の方法 (藤井 2001)を用いて精神障害者の社会復
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帰過程を研究しようと考えた。参加を認めてくれるフィールドを探して、1983年に埼玉県で
活動を展開していたやどかりの里で研修生となり、調査を開始した。
当時のやどかりの里は、行政からの補助金が少なくて、社団法人の「会員による会員の活動」

として、精神障害者の社会復帰活動と憩いの家を広げる運動を展開していた。調査で参加し
たが、活動・運動をする場だと言われて、精神障害者のごくあたりまえの生活の実現という
やどかりの里の理念に精神障害者家族として共鳴していたので、調査研究を棚上げにして活
動・運動に飛び込んだ。
精神医学ソーシャルワーカーの谷中輝雄が 1970年に活動を開始したやどかりの里は、実践

記録を重視し、研修生となった筆者も実践記録を多く書いた。また、探究的野外調査の記録も、
調査を棚上げにした後でも書き方を変えて断続的に書き続けていた。それに加えて、高校 2

年生の時から断続的に書いてきた個人記録や藤井の家族の記録もあった。ダグラスの実存社
会学は、日常生活の理解を重視してきた。この影響も大きかった。その後、野本三吉の個人
誌『生活者』(野本 2003[後にまとめられた本 ])も読むようになり、なんでも記録して自分の
生活・実践・教育・研究に活用するようになった。これらが筆者の個人記録である。視点と
しては、個人・生活者・実践者・教育者・研究者という複数の視点で書いてきた。2001年か
ら精神保健福祉士養成教育に取り組むようになり、意図的にソーシャルワーカーの視点で研
究論文を書くようになった。現場で働く精神保健福祉士の実践をよりよいものにしたいとい
う思いが強くて、実践への批判は無意識に押さえられてきたことを、2013年に病気をして以
降に、強く意識するようになった。私の原点は、精神障害者家族の視点であるが、日常生活
を営む人々の状況における意味づけや感情の理解を重視する実存社会学の視点も常に意識し
てきた。
谷中輝雄は、退院した患者を中間宿舎で支援する過程で、精神障害者を患者として見るこ

とよりも生活者の視点を重視し、精神医学ソーシャルワークにおける生活者の視点の確立に
貢献した。谷中は、早川進の現象学による精神医学ソーシャルワークの哲学的基礎づけとい
う研究からも、大きな影響を受けていた (坪上・谷中 1995)。
筆者は、ソーシャルワークの視点というよりも、実践するソーシャルワーカーの視点を重

視してきた。精神医学ソーシャルワーカーが生活者の視点をとるためには、精神障害者とそ
の家族の視点から理解することが不可欠である。筆者は、精神保健福祉士養成という教員の
立場に強く拘束されてきた。日本精神保健福祉士養成校協会の事務局長として精神保健福祉
士法改正に取り組んだことも、立場性を強化したようであった。しかしながら、よく考えて
みると、まさに生活者の視点を重視することを教えるのであるから、精神障害者とその家族
の視点を重視したソーシャルワーカーの視点で、研究を進めるべきであったことが分かる。
そこで、本研究では、意図的にこの 2つの視点、あるいは 3つの視点 (精神障害者とその家
族では視点が重なる部分もあるが、異なる部分も多い )から、研究を進めることにしたい。
ソーシャルワーカーの視点も、病院や行政、地域など、そのソーシャルワーカーの位置す
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る場所によって、視点にずれがある。筆者自身は、やどかりの里という地域の現場で学んだ
ことから、地域のソーシャルワーカーの立場から見てしまうことが多い。地域であっても、
就労支援の場と憩いの場では、重視するものが違う。筆者は、やどかりの里が憩いの場や仲
間作りを重視していた時期に学んだということから、大きな影響を受けている。これらの立
場性の歴史を意識しつつ、この研究を読んでいただきたい。
研究方法は、筆者自身が自分の複数の立場性を意識しつつ、最初は筆者自身の個人記録や

執筆した文献、過去に実施した調査等に基づいて検討した。そして、関連する諸文献を読み
直し、最初の検討を見直した。それらの検討結果を資料として、これからの地域生活支援に
貢献できる部分を意識しつつ記述した。
倫理的配慮として、日本社会福祉学会研究倫理指針に基づいて本研究を実施した。筆者の

個人記録等の活用については、匿名性を配慮し、すでに公表されているものを参照した。また、
具体的な記述を抽象化して用いることにした。
長兄が発病してから 43年が経過し、家族・研究者・実践者の立場から精神障害者福祉に強

い関心を持って研究に取り組んできた。本研究は、この長い歴史の近年部分に焦点をあてて、
精神障害者の地域生活支援の今後の課題を明らかにしたい。

Ⅲ　精神保健福祉の成立と地域生活支援
国連障害者の十年が、1983年から開始された。長兄の発病は、障害者の権利宣言が国連で

採択された 1975年であり、筆者は 1983年にやどかりの里に参加したのであった。そして、
1984年に宇都宮病院事件が発覚して、大きく報道された。精神障害者の人権侵害を続けてき
た精神衛生法は、世界的に厳しく批判された。人権擁護に取り組む弁護士や精神医療関係者
等の努力により、精神衛生法は改正された。精神障害者の人権擁護と社会復帰促進を柱とす
る精神衛生法改正により、1987年に精神保健法が成立して、住む場と働く場の社会復帰施設
が創設され、社会福祉の立場からも運営できるようになった。
やどかりの里は従来の活動維持に苦労していたが、以前からの主張が認められたこともあ

り、土地の確保や建設費の自己負担分の課題もあったが、社会復帰施設建設のために、寄付
獲得の運動に取り組んだ。1986年に出された厚生省 (現厚生労働省 )の「精神障害者の社会
復帰に関する意見」を受けて、すぐに会議を重ねて、臨時総会も開催し、施設建設に取り組
んでいったのであった。当時の谷中輝雄は、静かに燃えて走り出した。
全国精神障害者家族会連合会 (以下、全家連と略す )は、ライシャワー事件の 1964年に結

成され、家族の立場から精神障害者福祉の必要性を主張し、1970年には精神障害者福祉法の
制定を訴えた。そして、1980年には、「精神障害者の社会復帰と社会福祉に関する基本的見
解」と「精神障害者福祉法 (試案 )」(内容については批判を受けた )をまとめていた (岡上 

2001:145)。精神保健法への改正にも素早く対応し、毎年「精神障害者の社会復帰と社会参加
を推進する全国会議」を開催し、その報告書を出版してきた。
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「病院から社会復帰施設へ」というテーマで、社会復帰や精神障害者福祉の関係者は社会的
入院者の退院を促進しようとした。やどかりの里が寄付金を集めて社会復帰施設を開設した
のは、1990年であった。この年に、「精神障害者の社会復帰と社会参加を推進する全国会議」
の取り組み等の流れの中で直面する問題に対応するために全国精神障害者社会復帰施設協会
(全精社協 )が発足し、谷中輝雄は初代会長として社会復帰施設運営問題の改善等に全国の仲
間と取り組むようになった。
精神保健法の 5年後の見直しにより、1993年の精神保健法改正で、精神障害者地域生活援

助事業 (グループホーム )は、法定化された。そして、「社会復帰施設から地域社会へ」とい
う課題が示された。この法改正で、精神障害者社会復帰促進センターが法定化され、1994年
に全家連はこのセンターを受託し、精神障害者の社会復帰と社会参加の推進に、啓発広報・
研究・研修等により貢献していく。
精神障害者の無認可作業所は、精神障害者家族と専門職やボランティア等の尽力により、

1980年代になって発展してきた。他障害の作業所と一緒に作業所運動の発展に早くから取り
組んだのは「きょうされん」であったが、精神障害者の作業所活動では全家連が果たした役
割も大きかった。(今から振り返ると、共同性・民主性・地域性等を主張して活動・運動を展
開した精神障害者の作業所が、アメリカのクラブハウス的活動やイタリアの社会的協同組合
の形態などを取り込んで多様な制度化へと発展できなかったことは、自立支援法以降に作業
所の多くが移行していった現在の地域活動支援センターや就労継続支援事業 B型の諸課題に
つながっているように思われる。)

国連障害者の十年の取り組みにおいて、精神障害関係者も一緒に運動することになり、全
家連や関連する専門職が重要な役割を果たした。そして、1993年に心身障害者対策基本法が
障害者基本法へと改正され、精神障害者も「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当の制
限を受ける」障害者と法的に認められた。
この障害者基本法により、精神障害者福祉の制度化の課題が大きく取り上げられて、1995

年に精神保健法が「精神保健福祉法 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 )」へと改正
された。しかし、この法律における精神障害者の定義では、「精神疾患を有する者」となって
おり、障害者基本法の「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当の制限を受ける」障害者
の定義が活かされていなかった。法律における精神障害者観の改革は、できなった。精神保
健・医療と精神障害者福祉を総合して精神保健福祉として取り組むということもできなかっ
た。生活と病気や障害との複雑な相互作用の重要性を認識した精神保健福祉という内容には
なっていなかったのである。
この年の 12月に、障害者プラン (ノーマライゼーション 7ヶ年戦略 )が公表され、1996年

度から取り組むことになった。数値目標の一つとして精神障害者地域生活支援事業を、概ね
人口 30万人に 2ヶ所実施することが目標として掲げられた。
谷中輝雄は、精神病院のソーシャルワーカーとして働き、退院に向けての取り組みで医療
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と別枠の福祉的援助として中間宿舎の活動を開始し、その実践から精神障害者の「生活のし
づらさ」を明らかにし、生活者の視点からの福祉的援助の必要性を主張した。補助金がほと
んどなかった時代に、地域生活継続における仲間と憩いの場 (クライシスでのナイトケアも
含む )の重要性を明らかにし、住む場と働く場は地域社会の自然な社会資源に求めた。
精神保健法になり、社会復帰施設が不十分な条件で認められた。それにチャレンジし、住

む場 (援護寮 )と働く場 (授産施設 )の活動に取り組んだ。援護寮は、原則 2年の利用期限であっ
たので、援護寮から地域社会での生活への移行で、知的障害者のようにグループホームが必
要であり、援護寮からグループホームへの移行を支援する生活支援センターも必要と考えた。
それで、全精社協の仲間とともに、生活支援センターの実践・運動に取り組み、実例を示し
て精神障害者地域生活支援事業の制度化に成功したのであった。
この実践展開のプロセスにおいて、福祉的援助論を生活支援論へと発展させたのであった

(藤井 2004a,2017b)。精神障害者の作業所等 (働く場 )とグループホーム (住む場 )と生活支援
センター (憩いの場と仲間、地域交流 )、というセットによって地域生活を支えていくこと、
危機においては援護寮を活用して支援 (ショートステイ )するということであった。そして増
えてきた資源利用をコーディネートするケースマネジメントも、生活支援センターの役割と
していた。
谷中の生活支援は、「その人の自己決定を尊重したその人なりの地域生活の実現という理念

を、多様なサービスを用意して説明と選択による当事者参加の支援活動を繰り返し、自己決
定と相互支援を育てつつ実現していく援助方法であった。その方法は、支援を提供する組織
そのものや地域社会も変えていくものであり、国の政策にまで影響を与えていくものであっ
た (藤井 2004a:66)」。
「生活のしづらさ」への福祉的援助から、本人の希望を一緒に実現していく生活支援へとい
う転換を含めて、谷中は「生活支援それは革命的変化」(谷中 1995)と説明した。精神障害者
福祉における福祉的援助を生活支援へと変化させることが、精神保健福祉法時代の大きな課
題であった。しかし、精神衛生法時代における精神医療の下での福祉的援助、精神衛生法改
正 (1965年 )による保健所の福祉的援助、精神保健法時代の社会復帰施設における福祉的援助
という歴史の重力は大変重くて、革命的に変化した生活支援を多くの現場で展開することは
難しかった。
精神保健福祉法となり、1997年には精神保健福祉士法が成立した。1999年から精神医学ソー

シャルワーカーは、精神保健福祉士として実践出来ることになった。資格のない中で、精神
医学ソーシャルワーカーとして精神障害者福祉を発展させてきたソーシャルワーカーの実践
は、精神保健福祉士制度の枠内の実践へと矮小化されたと批判される。
やっと精神障害者福祉が公的に認められた精神保健福祉法時代以降に、資格化された精神

保健福祉士が、精神障害者の地域生活支援を大きく発展させられなくなったのは何故か。精
神保健福祉の変化から、検討していきたい。
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Ⅳ　精神保健福祉の変化
1．保健・医療・福祉の歴史的変化の中での精神障害者福祉の発展
精神保健福祉の変化を考えるためには、より広い歴史的変化を検討する必要がある。ここ

では詳しく検討できないが、関連することを少し取り上げておきたい。
国際的な健康政策の動向として、1978年のアルマ・アタ宣言によりプライマリ・ヘルス・

ケア (PHC)が世界的な健康への取り組みとなった。そして、1986年のオタワ憲章により、ヘ
ルス・プロモーションを推進することになった (松田 2010)。
谷中輝雄は、丸地信弘のプライマリ・ヘルス・ケア研究会に参加し、丸地らが日本で広げ

ようとしていた 4原則 (ニーズ志向性、住民の主体的参加、資源の有効活用、協調・統合 )を
精神障害者福祉の活動にも取り入れようとしていた。もともと専門資源がほとんどない途上
国への国際的な健康への援助において発展してきたPHCは、専門資源がほとんど地域になかっ
た日本の精神障害者福祉にも活用できるものであった。
やどかりの里は、補助金がほとんどない中で、グループ活動による仲間づくりを重視し、

精神障害者の相互支援やサポート・グループ活動の推進を意図していた (藤井 2010b)。日本
では、1980年代にソーシャル・サポート研究が紹介されるようになり、筆者もソーシャル・
サポート研究を活用して、やどかりの里の仲間づくりの効果を検討した。そして、精神障害
者のソーシャル・サポート戦略を提案した (藤井 2004a)。
ソーシャル・サポート研究は、健康を保護する有効性の研究による証明だけでなく、石油

ショック以降の経済の低成長から新自由主義の政策へという大きな流れの中で、専門的援助
よりも安上がりという理由でも、研究が推進された側面もある 2)。ヘルス・プロモーションに
おけるセルフケアの促進にも、同様のことが言える。
日本では、プライマリ・ヘルス・ケア政策はまず高齢者の領域に取り入れられて、保健所

から市町村の保健センターへと力点が移行していった。保健・医療・福祉を総合的に取り組
むことにより、財政的負担を軽減することが重要な課題になった。

1987年に精神衛生法が精神保健法に改正されたが、健康政策の大きな変化を反映させるこ
とは出来なかった。現実には、精神障害者への偏見・差別が国民に深く浸透していて、精神
障害者のセルフケアや相互ケアの重要性があまり認識されていなかった。このような中で、
都道府県での精神保健の取り組みを、市町村単位に降ろしていくのは、大変困難なことであっ
た。隔離・収容から社会復帰の出口を作ることが、やっとできたのであった。
社会福祉における地域福祉の発展が、精神障害者福祉に広がってくるのにも、大変時間が

かかった。1990年の福祉関係八法の改正は、高齢者や身体障害者などの在宅福祉を発展させ
る意図があった。1994年には、保健所法が地域保健法に改正され、市町村保健センターへの
事業の移行が推進された。精神保健は保健所に残されたが、これ以降の保健所の統廃合など
により、保健所が担う精神保健はメンタルヘルス問題が増加してきたにも関わらず、多くの
課題を抱えていくことになった。
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1995年に公表された障害者プランでは、三障害がそれぞれに地域生活支援事業に取り組む
ことが目標とされた。1995年の精神保健福祉法は、三障害の福祉の総合的取り組みへの方向
と地域福祉への流れの中にあったのである。

1997年に介護保険法が成立し、2000年から施行されることになった。それに合わせて、社
会福祉基礎構造改革が検討され、進められることになった。1998年の社会福祉基礎構造改革
の中間まとめは、これ以降の障害者福祉の大きな変化を方向づけた。厚生省の中間まとめには、
「少子・高齢化や国際化の進展、低成長経済への移行をはじめとする構造変化」により、社会・
経済構造の変革、そして、社会福祉基礎構造改革の必要性が書かれた。基本的方向として、
以下の 7項目が示された。1対等な関係の確立、2地域での総合的な支援、3多様な主体の参
入、4質と効率性の向上、5透明性の確保、6公平かつ公正な負担、7福祉文化の創造。そして、
2000年の介護保険法の施行に合わせて、社会福祉事業法が社会福祉法へ改正された。

1999年の精神保健福祉法改正は、精神障害者の地域生活支援をさらに前進させるものと大
きく期待された。精神障害者地域生活支援センターは、社会復帰施設となった。そして、精
神障害者居宅生活支援事業が市町村を窓口にして、2002年より実施されることになった。
(すでに実施されていた精神障害者地域生活援助事業に加えて、精神障害者居宅介護等事業
[ホームヘルプサービス ]と精神障害者短期入所事業 [ショートステイサービス ]を新設した )

介護保険の導入に向けての準備で、ケアマネジメントの取り入れが検討されてきた。それ
に連動して、1995年に障害者ケアマネジメント検討会が発足し、1998年に障害者ケアマネジ
メント体制整備推進事業が開始された。同年、精神障害者ケアガイドラインは完成した。精
神障害者福祉では、ホームヘルプサービス導入と同時にケアマネジメントを実施するための
準備を進めたのであった。
筆者は、バブル経済崩壊後の 1993年の長兄の大きな再発、翌年の実家売却、そして転職な

ど個人的問題に没入していた。さらに、1997年の次兄の大きな再発、1998年の家業廃業と続き、
生活支援センター関連の調査研究や精神科看護と精神医学ソーシャルワーカーの相違につい
ての調査研究などは、途中で投げ出すことになってしまった。これらの体験の中で、危機対
応における家族の限界と専門職のアウトリーチサービスの必要性を痛感していた (実家のあ
る地域の保健所への相談では、「保健所ではなにもできない」、「何かあったら警察に連絡して
入院させてもらうように」というアドバイスであった )。その後に、精神保健福祉士法の成立
もあったので、精神保健福祉士養成教育への転職を模索し、2001年に大阪府立大学に転職し
て養成教育に取り組んだ。同年 6月、池田小学校事件が起きて、2003年の医療観察法への動
きとなっていった。この時期に、作業所の小規模授産施設への移行について二つの法人設立
の応援をした。精神保健福祉の変化により、精神障害者の地域生活支援に何が起きているのか、
広い視野で検討することができなかった。

2003年から身体障害者と知的障害者の支援費制度が開始された。そのサービス利用が予想
を超えて増加し、財政確保のために精神障害者社会復帰施設建設予定が初めて停滞すること
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になった。1987年から大きく前進してきた地域の精神障害者福祉が足踏みする状態になって
しまった。すでに精神保健福祉は変化してきていたが、この年から関係者すべてがこの変化
を強く認識するようになったのであった。

2．精神保健福祉からの精神障害者福祉の分離
厚生労働省は、財政を確保し持続可能な障害者福祉制度にするために、急いで新制度づく

りに取り組んだ。介護保険施行 5年後の見直しに連動させて、障害福祉サービスも介護保険
の中で提供することを検討していった。
精神障害者福祉の前進に取り組んだ障害者プラン 7年の終了を受けて、2002年 12月には、

2003年度から 10年間の障害者施策の基本的方向を定めた障害者計画と重点施策実施 5か年計
画が決定された。重点施策 5か年計画では、精神障害者施策の充実が提起されており、約 7

万 2千人の退院可能な入院患者を 10年のうちに退院・社会復帰させることを目指すと明記さ
れた。そして、厚生労働省に大臣を本部長として精神保健福祉対策本部が設置され、2003年
5月の中間報告で、1普及啓発、2精神医療改革、3地域生活の支援、4「受け入れ条件が整え
ば退院可能な」7万 2千人の対策が提起された。
この精神医療改革の中には、地域ケアの充実についての項目があり、(1)包括的地域生活支

援プログラム (ACT事業 )のモデル事業の実施の検討、(2)精神科救急医療体制の全国的整備、
(3)精神科訪問看護の充実が課題とされた。地域生活の支援では、住居・雇用・相談支援の項
目があった。この相談支援では、気軽な相談機関や仲間・生き甲斐づくりについて取り上げ
られており、地域生活支援センターの機能充実の検討や、ピア・サポート、クラブハウス等
の当事者活動や作業所活動等の支援が検討されていた。
この中間報告では、2003年度から実施された「退院促進支援事業」にも言及されていた。

この事業は、2000年に大阪府が実施した退院促進支援事業を国の政策に取り入れたものであっ
た。1990年代の同一法人による大和川病院事件・安田病院事件が大阪府で起きたことが、大
阪府の精神保健福祉行政に大きな影響を与えて、入院患者の人権擁護強化の一環としてこの
事業が実施されてきた。
そして、2004年 9月に、厚生労働省は「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を各検討会の

まとめとして示した。「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な方策では、「受入
条件が整えば退院可能な者 (約7万人 )」を10年後には解決を図ると明記された。しかしながら、
この改革ビジョンをよく読めば、障害福祉サービスについては、自立支援法につながること
が多く書き込まれていた。
厚生労働省では、介護保険との統合について総務省や企業等からの強い反対を受けたので、

総合的な障害福祉サービスの持続可能性を模索し、2004年 10月に「今後の障害保健福祉施策
について (改革のグランドデザイン案 )」を提示し、障害保健福祉施策の総合化、自立支援型
システム、制度の持続可能性の確保を目指した。
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これが 2005年に障害者自立支援法として議会に提出され、応能負担から応益負担への転換
に対して障害当事者や関係者から大反対を受けた。精神障害者福祉関係者は、三障害が一緒
になることで、他障害との格差解消を期待する人もいて、法案への賛否が分かれた。国会解
散があって一度は廃案となったが、小泉自民党大勝利の総選挙後に再度提案されて、10月末
に成立した。精神保健福祉法も改正されて、社会復帰施設等の精神障害者福祉の部分は、経
過措置を設けて自立支援法に移行された。

2006年 4月から自立支援法は施行されて、精神保健福祉は、精神保健・医療中心の精神保
健福祉法と自立支援法の中の精神障害者福祉へと分離されたのであった。この精神保健福祉
の大きな変化が、疾病と障害を併せもつ精神障害の特性がある精神障害者福祉へ大きな影響
を与えていくことになった。
障害者自立支援法について、その概要で改革のねらいを次のように説明している。1障害

者の福祉サービスを一元化 (サービス提供主体を市町村に一元化し、障害者の自立支援を目
的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供 )、2障害者がもっと「働ける社会」に、
3地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」、4公平なサービス利用のための「手
続きや基準の透明化、明確化」、5増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組
みの強化。
不十分な準備期間で、障害当事者の意見等を詳しく聞くことなく法案を作成し、実施した

ために、強い批判を受けた。当事者の生活や実践現場に大きな影響を与え、当事者から違憲
訴訟を提起されることになった。応益負担が最大の批判を受けたが、知的障害や精神障害に
適用しにくい障害程度区分の問題や障害者ケアマネジメントを導入した相談支援においても
問題があった。株式会社が参入してきた就労移行支援事業等により、一般就労が増加すると
いう面もあったが、収益目的の企業の参入により障害福祉事業が本来の事業のあり方を変質
させていく側面もあった。自立支援における就労支援の偏重が、多様な生活支援を弱めてい
く側面も明らかになってくる。
当事者からの強い批判に対応して、厚生労働省は小さな修正を積み重ねていった。そして、

2009年秋の総選挙で、自立支援法廃止をアジェンダに入れていた民主党が勝利し、事態は大
きく変化していく。2010年に違憲訴訟団と基本合意をして訴訟を取り下げてもらい、自立支
援法を廃止して障害者総合福祉法づくりの検討を開始していく。
国際的には、2006年 12月に障害者権利条約が採択され、20ヵ国の批准で 2008年に発効した。

日本は、条約への批准の動きをしたが、障害当事者等から国内法を整備してからの批准を求
められ、国内法の整備に向かった。
民主党政権は、2009年 12月、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し、2010年 1月か

ら障害当事者とその家族が多く参加する障がい者制度改革推進会議が開催されていく。
「私たち抜きで、私たちのことを決めるな」という国際的な障害者運動の哲学が取り入れら
れた政策形成の場となっていった。6月に第一次意見のとりまとめをして、改革推進の基本的



11日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援

な方向を示した。そして、「障害者基本法」改正、差別禁止法制定 (差別禁止部会 )と障害者
総合福祉法制定 (総合福祉部会 )に向けて、取り組んでいった。
この時期に、精神障害者とその家族、精神保健・医療・福祉の専門家、研究者が個人とし

て参加して、こころの健康政策を厚生労働大臣に提言した「こころの健康政策構想推進会議」
(2010年 )の取り組みがあった。「保健・医療・福祉すべての分野で多職種チームによるアウ
トリーチをサービスの基本とする」として、精神保健医療改革によりこころの健康政策を推
進することを提言した。この取り組みは大きく取り上げられなかったが、精神保健・医療と
精神障害者福祉が分離した取り組みの大きな流れの中で、精神保健福祉が変化してきた問題
を示す取り組みであった。
これらの動きの中で、通称つなぎ法 (障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ

て障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法
律の整備に関する法律 )が、2010年 12月に成立・公布された。この法律には、2012年から
の障害者自立支援法における相談支援事業の改革も含まれていて、精神障害者の地域生活支
援は大きな影響を受けることになった。精神保健福祉士法も改正され、2012年から新カリキュ
ラムでの教育となった。今から振り返ると、自立支援法を発展させていこうとした厚生労働
省の強い意志を読み取れるような法改正であった。

2011年には、東日本大震災があり、民主党政権はその対応に追われ、弱体化していった。
かろうじて障害者基本法の改正は、障がい者制度改革推進会議の提案が取り入れられて障害
の社会モデルが位置づけられた基本法になった。そして、自立支援法を廃案にして新たに障
害者総合福祉法を制定するための骨格提言が、立場を超えて委員の合意としてまとめられた
(佐藤 2015)。2012年に障害者自立支援法は、障害者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律 )へと改正されたが、骨格提言は骨抜きにされてしまった。
そして、12月の総選挙で自民党が勝利して、第二次安倍政権となる。アベノミクスという

経済最優先の政策で、生活保障よりもワークフェア重視が強化されていく。2013年には、雇
用促進法改正と差別解消法が成立して、2016年からの施行となった。また、障がい者制度改
革推進会議で課題とされた精神保健福祉法の医療保護入院等の改正が成立したが、残された
課題は 3年後の見直しで検討されることになった。これらの国内法の改正を終えて、2013年
12月に国会で障害者権利条約の締結が承認され、2014年に障害者権利条約に批准した。
その後も法改正は続き、2016年に障害者総合支援法が改正された (岩上 2016)。そして、精

神保健福祉法も 3年後の見直しで改正の検討を開始した後で、相模原事件が起きた。医療保
護入院患者の権利擁護等の課題が、治安維持に向けての措置入院患者退院後の患者管理問題
へと変質していった。精神保健福祉法の改正問題の動向は、日本の精神保健・医療と精神障
害者福祉の連携のあり方に大きな影響を与えるであろう。
現在、日本の社会福祉は、高齢者の地域包括ケアから児童や障害者や地域住民すべてにか

かわる課題へと動き出している。2015年に厚生労働省より「誰もが支え合う地域の構築に向
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けた福祉サービスの実現̶新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」が公表されてから、
2016年には「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定、厚生労働省による「『我が事・丸ごと』
地域共生社会実現本部」の設置等へと急速に動いていった。そして、2017年には地域包括ケ
アシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立し、2018年 4月から施
行される。これにより高齢者・障害者・子どもも一緒に利用できる「共生型サービス」が導
入される。これらの取り組みは、専門職養成教育の改革にも連動されており、教育改革も進
められていく予定である。
この動向が、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築という形で 2017年度から

取り組みが開始されて、2018年度にはその取り組みがさらに強化される。2018年 4月は、改
正された障害者総合支援法や児童福祉法も施行される。医療計画・介護保険事業計画・障害
福祉計画も新たな計画が開始される。診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬も改定
される。まさに地域包括ケア・地域共生社会の実現に向けての新しい取り組みが開始される。
精神保健・医療と精神障害者福祉は、分離から新たな総合へ向けて動きださなければならない。
精神保健福祉の変化について、広い視野を持ちつつ、さらに詳しく検討する必要があるが、

ここでは宗利勝之の以下の文を引用して、この章を終えることにしたい。
「障がい者の中で、勝ち組と負け組が生まれ、格差がどんどん開いている。『働いている障
がい者こそ良い障がい者』という価値観を、無理に支援者に押しつけてくる社会的な圧力が
増すのを、この 10年感じてきた。この度の精神保健福祉の大転換期は、一方で精神障がい者
にとって、サバイバル時代の幕開けになる予感がする。一日も早く、彼らの生きる営みを尊
重し、支える仕組みを作らないと、時代の転換に押しつぶされる当事者が続出することにな
りそうだ (宗利 2016:66)」。

Ⅴ　地域生活支援の変化
1．制度的変化等との関連
谷中輝雄が生活支援論 (谷中 1996)を主張し、精神障害者地域生活支援センターの実践を発

展させようとした時点で、すでに精神障害者のケアマネジメントやホームヘルプサービスな
どの検討は開始されていた。この議論は、ソーシャルワークとケアワークの分化を含むもの
であり、谷中輝雄が精神医学ソーシャルワークを地域の現場で生活者の視点による福祉的援
助から生活モデルの生活支援へと発展させてきた内容の再検討も必要であった。
やどかりの里の中間宿舎では、ケアワークを多く含んだ福祉的援助をソーシャルワーカー

がしていた。グループホームでは、世話人として普通の暮らしを支援する人というような議
論もあり、専門性が求められない仕事として位置づけられた。精神障害者のごくあたりまえ
の生活を作るのを支援するために、あたりまえの付き合いにより、生活に付き添い支援する
のがよいという議論もあった。素人性とか「素の人」としての特別でない援助が評価されて
いた。精神保健福祉ボランティア活動推進に貢献した石川到覚 (石川 2001)は、福祉実践の
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構造を当事者性と素人性と専門性の三つ輪とそれらを包み込む市民性の輪で図を示し (石川 

1997:16)、精神障害者の生活支援を地域福祉活動として発展させようとした。
この議論には、対話による相互学習や専門職による心理教育や関係技能の相互促進という

重要な課題も含まれている。筆者自身も、生活支援モデルでの支援におけるソーシャルワー
クの価値に根ざした「人」としてのかかわりの重要性を論じた (藤井 2004a:174-184)。
自然なネットワークにおける人々の素人性を活用することや、専門職が意図的に自身の「素

の人」や「人」の部分を活用するということの重要性については、別途検討が必要である。
精神障害者の地域生活支援におけるケアワークとソーシャルワークの内容と関係について、

さらに検討を深めていく必要があった。ケアマネジメントの導入がソーシャルワークに与え
る影響も大きかった。1995年の障害者ケアガイドライン検討会精神障害者部会発足、1998年
精神障害者ケアガイドライン完成、1999年精神保健福祉法による精神障害者ホームヘルプサー
ビスの法定化 (2002年から全国実施 )、2001年精神障害者ケアガイドライン改訂版、2002年
三障害共通ガイドライン、2003年障害者ケアマネジメント事業開始という流れで、精神障害
者のケアマネジメントとホームヘルプサービスは、進められていった。この動きの中で、ケ
アマネジメントとソーシャルワークの関係についても、深く検討していくべきであった。
介護保険で導入されたケアマネジメントはブローカーモデルであり、このモデルでは精神

障害者に有効な支援が出来ないことは、海外の諸研究で明らかにされていた。精神障害者ケ
アマネジメントの導入で大きな役割を果たした大島巌は、2004年に『ACT・ケアマネジメン
ト・ホームヘルプサービス -精神障害者地域生活支援の新デザイン』精神看護出版を編著で
出版していた。その第 6章で大島は、「新しい『個別対人ケアサービス』の可能性 -医療と福
祉の協働アプローチをめざして」において、集中型・包括型ケアマネジメントで「生活支援」
に医療的ケアを組み入れる必要性を論じていた (大島 2004b:181-202)。
制度の動きと連動して精神障害者の地域生活支援は変化してきていたのであった。三障害

共通のケアガイドラインにしていく過程で、精神障害者にとっては保健・医療を組み入れて
いく必要性が主張されていた。プローカーモデルの問題も指摘されていたのであった。
そして、2006年から施行された障害者自立支援法により、精神障害者の地域生活支援は相

談支援事業が中心となり、精神障害者地域生活支援センターは、相談支援事業と地域活動支
援センターⅠに移行していった。地方では、精神障害者の生活支援センターが三障害の生活
支援センターに吸収されて姿を消したところもあった。
すでに言及したが、厚生労働省の精神保健福祉対策本部による 2003年 5月の中間報告で、

精神医療改革の検討では、地域ケアの充実についての項目があり、「包括的地域生活支援プロ
グラム (ACT事業 )のモデル事業の実施の検討」が提起されていた。大島は、ACT (Assertive 

Community Treatment)の訳で、この「包括的地域生活支援」や「積極的地域治療」などの訳に
言及していたが、「包括型ケアマネジメント」として議論を進めていた (大島 2004a:98-99)。
日本の ACTは、2002年から研究プロジェクトが始まり、2003年に国立精神神経センター
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による包括的地域生活支援プログラム (ACT-J)が開始されていった。アメリカの ACTは「積
極的地域治療」のイメージのように医学モデルが強かったが、生活モデルを取り入れていき、
精神障害当事者もチームの一員となり、就労支援も行われていた。それで、包括的地域生活
支援プログラムと言及されたり、「包括型地域生活支援」と訳されるようになっていったよう
に思われる。
また、2003年に全国的に取り組まれるようになった退院促進支援事業は、2008年に精神障

害者地域移行特別対策事業となり、2010年には精神障害者地域移行・地域定着支援事業となっ
た。2010年 12月につなぎ法が成立し、2012年から障害者自立支援法の地域相談支援に、「地
域移行支援」と「地域定着支援」として位置づけられ、個別給付で実施されていく。

2003年の中間報告で地域生活の支援で言及された住居・雇用・相談支援の項目ということ
を考えると、精神障害者の福祉的な地域生活支援では、この三つが考えられていて、相談支
援の中で、ピア・サポートなども取り上げられていたのであった。そして、生活支援センター
の機能充実も検討されていた。それが障害者自立支援法では、相談支援事業におけるサービ
ス利用計画が位置づけられ、2010年のつなぎ法で、基幹相談支援センターや計画相談が重視
され、サービス利用計画はサービス等利用計画へ変更された。これにより、介護保険のケア
マネジメントとは異なるソーシャルワークのケアマネジメントになったと主張されるように
なった。そして、ストレングスモデルのケースマネジメントを取り入れたケアマネジメント
であると説明されるようにもなる。このサービス等利用計画が、2012年から 3年間をかけて
障害福祉サービス等を利用するすべての障害者に実施されていくことになった。
これらの過程を詳しく検討する必要があるが、筆者がこの変化を真剣に検討するようにな

るのは、横浜市で継続されていた精神障害者地域生活支援センターに大きな影響を与えてい
ることを自覚した 2014年以降であり、海外調査をほぼ終了した 2015年から断続的に研究し
ていくことになってからである。現在でも、この制度的変化が精神障害者の地域生活支援に
与えた影響を詳しく検討することができていない。それでも三障害の相談支援事業は、さら
に進化してきている。
大島が 2004年の編著で、「精神障害者地域生活支援の新デザイン」として、新しい「個別

対人ケアサービス」には、地域生活支援の制度化への多くの提案が含まれていた。大島は、「『身
近な個別対人ケアサービス』を市町村が直接実施する場合のサービス実施体制」、「市町村の『身
近な個別対人ケアサービス』を地域精神保健福祉機関に委託して実施する場合のサービス実
施体制」、「市町村の『身近な個別対人ケアサービス』を精神科医療機関に委託して実施する
場合のサービス実施体制」の三つのタイプを提示していた (大島 2004b:192-202)。福祉関係者
は、その後の自立支援法関連の嵐のなかで、福祉の地域生活支援を中心にして制度的変化へ
の対応に追われていった。精神障害者の総合的で包括的な地域生活支援の変化を、保健・医療・
福祉を含めて検討し続ける土台としてしての精神保健福祉が精神保健・医療と精神障害者福
祉に分離したことは、その後の福祉における地域生活支援での精神障害者の特性に適合した
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支援の発展を変化させてしまった。
2004年の精神保健医療福祉の改革ビジョンを実現するためには、脱施設化の推進と総合的

で包括的な地域生活支援の取り組みが必要であった。地域社会の偏見・差別に対する精神障
害者の正しい理解の普及啓発、精神医療改革と地域生活の支援は、現在においても大きな課
題として残されている。
以下においては、現在の段階から振り返ってこの時期の精神障害者の地域生活支援変化の

問題点を検討していく。

2．精神障害者地域生活支援変化の問題点
精神障害者への福祉的援助が生活支援へと発展してきたプロセスについて、筆者は 4回取

り上げてきた (藤井 1996,1999,2004a,2017b)。その時には、援助から支援への転換を重視して
いた。その後、前節で取り上げたようなケアワークとソーシャルワークの分化とその両者に
おける援助から支援への転換ということを意識するようになった。生活支援では、ケアワー
クが重要な役割を占めている。ソーシャルワーク研究への関心で、ソーシャルワークの変化
を強調しすぎていたのであった。
チャールズ・ラップのストレングスモデルは 1998年に、日本で『精神障害者のためのケー

スマネジメント』として出版された (Rapp =1998)。サリービーによるストレングス・パース
ペクティブ (Saleebey 1996)は、日本のソーシャルワークではすでに紹介されていたので、ソー
シャルワーク研究者には早くに広まっていた。これと、谷中の生活支援論を重ねて理解する
ことが多かったと考える。そしてストレングス視点は、精神障害者ケアマネジメントにも導
入されるように工夫されてきた。
筆者自身がストレングスモデルを真剣に考えるようになるのは、ラップとゴスチャの 2006

年に出版された第 2版の翻訳に一部参加し、2008年に日本語訳で『ストレングスモデル -

精神障害者のためのケースマネジメント』として出版されてからであった (Rapp & Goscha 

=2008,=2014)。リカバリー志向のストレングスモデルが強く打ち出されてきて、日本の実践と
のギャップを考えさせられるようになった。
ラップらのリカバリー志向のストレングスモデルは、ACTや精神科訪問看護にも取り入れ

られ、日本でも広がってきている。しかしながら精神障害者福祉の地域生活支援において、
精神保健福祉士の教科書でストレングスモデルが教えられても、実践での活用は部分的で、
なかなか広がらなかった。ラップらは、リカバリーを妨げるベルリンの壁として、保護作業
所やグループホーム等も批判し、自然なサポートを活用できるふつうの生活での支援を重視
していたのであった。精神病院と同様の批判を、日本では地域における福祉事業も受けざる
を得ない側面もあった。このことをいかに理解するかが、筆者にとっての大きな課題となっ
ていた。
日本は、精神障害者への偏見・差別や民間精神病院の利用などによる過剰な隔離収容が長引
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き、政策的に地域生活中心に向けての精神医療改革が困難な中で、地域の精神障害者福祉が草
の根の活動・運動で進められてきた。病院から地域への社会復帰活動と地域での生活を支える
活動の両者が、混在しつつ発展してきた。ここにおいて精神医学ソーシャルワーカーの医療の
枠外の福祉的援助や制度化を求めた社会的運動も、精神障害者福祉の発展に貢献した。
国際障害者年以降の取り組みや国際障害分類の普及は、精神障害者福祉の制度化に大きな

力となった。宇都宮病院事件という大きな事件があって、改革運動が加速し、精神保健法へ
と改正された。ここでの患者の人権擁護と社会復帰促進は、当時として画期的なことであった。
しかしながら、人権擁護と社会復帰のどちらも不十分なものであった。制度化は、異なる利
害関係者の政治力学による妥協の産物である。つねに課題が残されるし、意図せぬ結果も生
み出してしまう。この精神保健法は、5年後の見直しが組み込まれたので、改革は継続されて
きた。制度化のプラスとマイナスを評価しつつ、改革を継続しなければならないのである。
現場で実践するソーシャルワーカーは、目の前の課題に対応しなければならず、視野が狭

まる。また、ソーシャルワーカーの利害に拘束されていることも自覚する必要がある。当事
者やその家族の視点も、ソーシャルワーカーにとって不可欠である。精神保健法の頃から当
事者の声が大きくなってきた。家族会の政策への発言力も大きくなっていき、家族会の立場
からの研究も急増していった。精神障害者の地域生活支援は、当事者・家族・専門職が協働
して作り上げていくものになっていった。
谷中は、医療モデルと生活モデルを比較し、生活モデルは、[主体：生活者、責任性：本人

の自己決定による、かかわり：本人の主体性へのうながし、とらえ方：生活のしづらさとし
て、関係性：共に歩む・支え手として、問題点：環境・生活を整えることに重点、取り組み：
相互援助・補完的 ]として示した。谷中の生活支援論は、地域の社会資源が少し増えてきた
1996年に、高齢の長期入院者の退院後の支援実践などにより確立されてきた (谷中 1996)。そ
の後も、精神障害者数は増加を続け、精神障害者の地域生活支援は多様な精神障害者への取
り組みになっていく。精神障害者地域生活支援論は、拡大し発展させなければならなかった
のである。
精神障害当事者を生活者・市民、生活・人生の主人公として、関係性を作って支援すると

いうのは、総合的で包括的な精神障害者の地域生活支援には、不可欠な基盤である。入院中
心であった精神医療から生活を支える精神医療への転換は大変重要であり、その生活を支え
る精神医療を地域生活支援に組み込むことも、不可欠である。残念ながら日本では、精神医
療と精神障害者福祉の間に大きな溝がある。この溝の架け橋になりうるのが、リカバリー志
向の精神科リハビリテーションなのではないか。
筆者の 2004年の生活支援研究では、谷中生活支援論の発展の一つの方向性として、田中英

樹の統合的生活モデル (田中 2001)に言及した (藤井 2004a:214)。精神医学の発展や精神科リ
ハビリテーションの発展を組み込んだ統合的生活モデルによる取り組みが重要であるという
主張を紹介した。また、稲沢公一の支援モデルを前提にした変容モデルという説明も紹介し
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た (稲沢 1999)。精神障害者の地域生活支援では、生活モデルを基盤としつつ、複数の実践モ
デルを組み入れていく必要がある。
筆者自身は、生活支援における関係性の意義を検討した (藤井 2004a)。谷中の生活支援論

を地域生活支援のソーシャルワークとして発展させるためには、リカバリー志向のストレン
グスモデルを組み込むことが不可欠である。ストレングスモデルの原則の一つである関係性
の原則は、日本の精神医学ソーシャルワークが歴史的に強調してきた「かかわりの重要性」
と重なるものであり、精神障害者の地域生活支援に関与するすべての専門職が重視すべきで
ある。ケアワークにおいても不可欠であり、価値・原則に根ざしたこの関係づくりの知識と
技能を共有していくことが重要である。
一連の障害者関連の法改正が進み、障害者権利条約に批准したことにより、精神障害者の

人権尊重のための精神医療改革は不可避になってきている。精神障害者を地域で総合的・包
括的に支援するために、精神保健・医療・福祉を連動させた改革に進むべき過渡期に入って
きた。病院の世紀が終わり、地域包括ケアへの移行に、生活モデルを基盤にして取り組むべ
き時なのである (猪飼 2017)。
ソーシャルワークのライフモデルの議論や谷中の生活モデルの主張、ジェネラリスト・ソー

シャルワーク理論に基づく総合的で包括的な相談援助などを参照しつつ、総合的で包括的な
精神障害者地域生活支援のための生活モデルの再構築、実践原則や実践方法の具体的な提示
と、それらを制度内でどのように実践できるかの実例の提示が必要である。
小澤温は、埼玉県相談支援専門員協会の実践者とともに作業して、『相談支援専門員のため

のストレングスモデルに基づく障害者ケアマネジメントマニュアル : サービス等利用計画の質
を高める』を 2015年に出版した (小澤 2015)。ストレングスモデルを日本で応用して活用す
るための貴重な貢献である。筆者は、これによってサービス等利用計画の実践が改善される
と期待した。しかしながら、総合支援法の枠内での計画相談の改革はそれほど進展していない。
主任相談支援専門員の設置や研修の強化などで改善に取り組もうとしているが、精神障害者
のケアマネジメント実践をストレングスモデルで実施するためには、さらなる制度改革が必
要であり、身近な支援者の方が関係性を形成してストレングスモデルを実践できる側面もあ
る。計画相談がうまく機能している地域には、地域の実践の積み重ねや、ソーシャルワーカー
の力量形成が成功しているということもあるであろう。それらの諸条件を明示しつつ、実践
と制度の改革を進める必要がある。また、この障害者ケアマネジメントを総合的で包括的な
精神障害者の地域生活支援に位置づけて検討する必要もある。精神保健・医療と精神障害者
福祉、精神障害者福祉と障害者福祉の関係づけの見直しも必要なのである。精神保健・医療
のケアマネジメントと障害者ケアマネジメントの調整・総合の仕組みが必要である。
近年、精神障害者へのアウトリーチ支援の重要性が強調されてきた。ストレングスモデル

は、アウトリーチ支援の地域生活支援である。日本の現実には、精神障害者の施設内支援の
課題も多く残されている。この現実を説明し、対応策を提示する研究が求められている。一
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つを変える時に、それと連動させて他のものをどう変えるかも視野に入れておく必要がある。
そうでなければ、一つの改革は、ある場所でプラスであっても他のところではマイナスを生
み出すという意図せぬ結果が生じてくるのである。
論ずべき問題点はさらに多くあるが、ここでは制度改革に大きな影響を受けつつも相談支

援専門員として精神障害者の地域移行や地域生活支援の実践に取り組んできた宗利勝之の文
を再び引用して、この章を終えたい。
「生活支援システムの構築には、その地域で『すべての個別支援の目標をリカバリーとする』
こと、『アウトリーチサービスを当たり前のものにする』こと、関係機関のケースマネジメン
トが実施される『地域包括ケアの支援体制がある』ことの 3つが必須であり、そのプラット
ホームの上に多様なサービスを提供する社会資源が役割を持って運営される必要がある (宗
利 2017:64)」。

Ⅵ　地域生活支援の課題
猪飼周平の『病院の世紀の理論』(猪飼 2010)は、現在、厚生労働省が推進している「地域

包括ケアの理論的なベース」の一つになっているようであるが、イタリアの精神医療は単科
公立精神病院の閉鎖を 1978年の通称バザーリア法で宣言し、地域精神保健体制の確立に向け
て各地で実践を進めてきた (大熊 2009)。
筆者は、その精神医療改革の推進地であるトリエステで開催された国際セミナーへ、2012

年から 3年連続で参加した。精神医療を入院中心から地域精神保健へとする改革に取り組む
各国からの参加者や、地域中心の実践をさらに発展させようとする人が参加していた。リー
ダーであるロベルト・メッツィーナは、患者の人権・市民権を尊重する実践の伝統を引き継
ぎつつ、リカバリー志向の新たな実践への取り組みの検討も試みていた (Davidson et al. 2010)。
イギリスやフランスなどの精神医療関係者と IMHCN (International Mental Health Collaborating 

Network)を結成して、Whole life-Whole Systems Community Approachを普及させていこうと取
り組んでいる。
トリエステの地域精神保健は医師がリーダーとなり、多職種チームで民主的に地域精神保

健と社会的協同組合の住居や仕事の社会サービスを包括して、総合的で包括的な地域精神保
健を展開しているのである。
イタリアの精神医療改革を人類学の視点から研究した松嶋健は、「精神医学 /精神医療」か

ら「精神保健」への転換の重要性を指摘する (松嶋 2014:167-183)。「精神医学の論理において
は、何が病気であり、そして何が治療であるかを決めるのは精神科医である。それに対して
精神保健においては、『このようにしたら前よりも調子が良くなった』と感じるというような
かたちで、治癒の方向性を決めるのは本人なのである。……<精神保健 >へのシフトは、単
に医療の場が病院から地域へ移動したというのとは全然違う。そこにあるのは、医学の論理
と権力に対する根本的な異議申し立てであった。そのことを理解しないなら、例えば『話を



19日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援

聴く』という行為も、病気と精神医学を括弧に入れることのないまま、『傾聴』という名の『技
法』に堕するだろう (松嶋 2014:169-170)」。
本人を「主人公」として、病気の診断を括弧に入れて本人の苦悩を聴くためには、「精神医

学の論理」とそれを体現した「精神病院」を破棄する必要があると、説明されている。「技法」
以前に、制度の改革が必要であると主張されている。
猪飼は、地域包括ケアにおける生活モデルのコアは、「生活における事実への対応の仕方」

にあるとし、「個人の人生・生活の目的は分からない」と「個人の人生・生活は個別的で複雑
である」の二つであると説明する (猪飼 2017:20-22)。近年の日本の障害者福祉では、本人を
自分の障害の専門家として捉えることも含めて、当事者中心のサービス提供と主張するよう
になった。精神医学ソーシャルワークでは自己決定の尊重を主張し、自己決定への支援を重
視してきた。障害者権利条約の影響もあり、障害者福祉では自己決定の前の意思決定支援も
重視されるようになってきた。猪飼の「個人の人生・生活の目的は分からない」に対して、
本人の意思・自己決定を重視して対応することを試みてきたのであった。
世界の精神医療では、フィンランドから発展しつつある急性期の精神病者への介入、「オー

プン・ダイアローグ」(斎藤 2015,Seikkla & Arnkil =2016)の実践がエビデンスに基づいて主張
されたので注目されている。日本でも、これを導入するために翻訳や紹介、実践が試みられ
てきた。精神病者の社会的ネットワークの重要な他者も含めて、医療チームが自宅などに訪
問して、「オープン・ダイアローグ」を積み重ねて対応を決定するのである。「オープン・ダ
イアローグ」は急性期の介入であり、詳しい説明が必要であるが、「不確かさ」に耐えつつ「オー
プン・ダイアローグ」によって対応を決定し、実行していく。イタリアの <精神保健 >への
シフトでは、精神医学の診断と治療を括弧に入れて、本人を主人公にしてチームで「不確か
さの道」を歩み出す。
かつての精神障害者は自己決定できない人とみなされ、自己決定権を取り上げられて、医

師などの指示に従って生きることを強制されていた。周りの世界から遊離して、自分の世界
に入っていった。
「人」と出会い、自分の意思・自己決定を尊重され、対話によって共有された決定をして、
自分の病気の世界から出てきて日常世界を共に歩むようになっていく。ここにおいて、エン
パワメントの支援が重視されてきた。猪飼は、生活モデルによる支援について、次のように
説明している。「そもそも生きることが難しいとか、生きることが大変になっている人が、複
雑なこの世界の中で選択をする力自体がうまく発揮できない状態でいるときに、その人たち
の生きる力を後ろから支えていくのが、エンパワーメントです」。「生活に目的がないという
ことを正面から捉えた上で、どう支援すればいいかを考えたときに出てくる一つのアプロー
チがエンパワーメントやストレングスです (猪飼 2017:25)」。
ストレングスモデルでは、本人の願いや夢をストレングスと捉え、その実現に向けて一緒

にとりくんでいく。リカバリー志向の精神科リハビリテーションでも、本人の希望が不可欠
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であるという原則を重視する。このことにより、本人は自分の生活・人生の再建にむけて動
きだすのである。動機づけ面接や動機づけコーチングも重要である。
日本で、現在の精神医療を精神保健へとシフトさせることは、大変困難なことである。総

合的で包括的な地域生活支援を日本で実現していくためには、精神科リハビリテーションの
発展が大変重要であると、筆者は考えるようになった。精神障害者福祉は大変重要であるが、
それだけでは広義の地域生活支援を前進させる限界がある。
世界の精神科リハビリテーションは、医学的リハビリテーションと心理社会的リハビリテー

ションを統合して、精神科リハビリテーションとして発展しつつある。精神科医、看護師、
心理士、作業療法士、ソーシャルワーカーなどが一緒に発展させる努力をしてきた。患者で
はなく、「人」として精神病者を捉えて、本人と共に取り組むことを重視するようになってきた。
そこにリカバリー概念が取り入れられて、リカバリー志向の精神科リハビリテーションとし
て発展してきている。患者から「人」への転換が不可欠である。
エビデンスを重視した実践と研究の積み重ねにより、さらに発展しつつある。ここで詳し

く検討しないが、精神科リハビリテーションに取り組む精神科医は、病気だけではなく、生
活における障害を意識するようになり、そして「人」として捉える「生活モデル」を理解し
ていくようになる。経験やエビデンスにより、現実世界におけるリハビリテーションを重視
するようになる精神科医も増えてくる。これは自動的にそうなるのではなく、病院中心の医
療の価値を重視している精神科医は、エビデンスを自分の価値に基づいて解釈し、入院治療
の方が安全だという結論を出す人もいる。
ここでは、精神科リハビリテーションの原則だけを取り上げておきたい。コリガンらは、

2008年にその原則を次のように示した (Corrigan et al. 2008:54)。
○自己決定、○コンシューマーの個人的目標や好みへの注目、○現実世界 (Real-World)

への焦点づけ、○ストレングスへの焦点づけ、○スキルトレーニング、○環境の修正と
サポート、○リハビリテーションと治療の統合、○多職種チームアプローチ、○サービ
スの連続性、○地域統合、○リカバリー志向。

その後、コリガンは一人で編者となり第 2版を 2016年に出版した (Corrigan 20016)。コリガ
ンは原則の図を修正し、原則を二つに分けて示し、戦略、場、役割も別に示し、基底に「エ
ビデンス基盤」を位置づけた図を作成した (Corrigan 2016:49)。例えば、原則にあったスキル
トレーニングは、戦略の中に位置づけられている。その原則を以下に示す。
人 (Person)へのアプローチ
○リカバリー、○希望、○目標への焦点づけ、○生活の質、○ストレングスへの焦点づけ、
○失敗する尊厳。

コミュニティへのアプローチ (リハビリテーション・サービス・システムを含む )

○自己決定、○地域統合、○“先に位置づけて、それから訓練”、○サポートと修正、
○現実世界 (Real-World)への焦点づけ、○インクルージョン、○サービスの連続性、
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○サービスの統合。
これからの精神障害者の地域生活支援は、総合的・包括的に展開するために、これらの原

則を詳しく検討しつつ、展開していく必要がある。精神障害者福祉の地域生活支援も、これ
らの原則を検討しつつ、狭義の地域生活支援を見直す必要がある。一番大切にしてきたもの
を明確化しつつ、さらに発展させる必要がある。リカバリーを詳しく吟味せずに限られた方
向へ煽りすぎる精神科リハビリテーションに飲み込まれるという危惧もあるが、この作業を
しなければ、精神障害者のニーズ・希望に応える地域生活支援として発展していけないので
はないか。リカバリー志向の内容の吟味と、意図せぬマイナスの結果への対応も検討する必
要がある。
これらの原則に書かれていないが、これからの実践では、ピアの力を活かした実践を創る

工夫が不可欠である。アメリカの事例調査で考えさせられたのは、専門職による治療とリハ
ビリテーションでのリカバリーが困難な場合に、ソーシャルワーカーがクラブハウス的活動
に当事者と取り組み、エンパワメント実践によりリカバリーを目指すということがあった (藤
井 2017a:55-56)。
また、ニューヨーク近郊の事例では、当事者運営の組織が、ピア・アドボカシーからピア・

サポート・グループや経済的エンパワメントを重視した活動へと発展していた。クライシスハ
ウスや当事者運営組織の技術支援センターの役割も担っていた (藤井 2017a:55-58;Rye 2016)。
現実世界における精神科リハビリテーションでは、アウトリーチ支援が多くなり、その生

活の中の自然なサポートを活用する。ストレングスモデルも、自然なサポートアプローチと
ドイルらは名付けていた (Doyle et al. 2013:137-138)。自然なサポートネットワーク活用を重視
するのである。
これに対して、ドイルらは、ファウンテン・ハウスのクラブハウス活動を相互援助アプロー

チと名付けた。精神障害者が専門職と共にコミュニティを形成し、相互援助でリカバリーを
促進していくのである。ファウンテン・ハウスの活動は、内においてはエンパワメント、外
においてはアドボカシーの活動と説明されていた (Doyle et al. 2013)。
日本の精神障害者福祉における憩いの場や居場所重視の地域生活支援は、この相互援助ア

プローチに位置づけて、発展させていけるのではないか。すべての精神障害者が現実世界で
自然なサポートを活用して生活できるようになるのではなくて、自分たちの開かれた小さな
共生コミュニティを形成して生活し、外の社会へ入ることも、戻ってくることも自由にでき
る場として活用できるのである (藤井 2017a)。
就労支援重視の精神障害者福祉は、就労できない精神障害者の価値を貶めて生きにくさを増

大させるリスクもある。制度として、生活支援を基底とし、就労支援、就労継続と生活継続の
両方、本人が希望する生活継続を重視する複数の取り組みが必要である。2018年からの障害福
祉計画で、地域生活拠点の活動が再び取り上げられるが、精神障害者の地域生活継続には、精
神科救急と連携した地域の危機対応が不可欠である。他の障害者と共通部分もあるが、精神障
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害者に適合する精神保健・医療・福祉の連携による地域生活支援拠点づくりが大切である。
広義の精神障害者の地域生活支援においては、精神科リハビリテーションの発展を媒介に

して、精神保健・医療・福祉の総合的で包括的な地域生活支援の発展に取り組むという課題
を指摘した。これには、生活モデルを基盤にして自然なサポートアプローチで展開するとい
う実践的課題がある。障害福祉サービス等のケアマネジメントだけでなく、広い視野でのケア・
コーディネーションが必要になる。制度の見直しも不可欠である。
狭義の精神障害者の地域生活支援においては、ケアワークとソーシャルワークの分離と総

合を意識した再検討が必要である。障害者福祉では、パーソナル・アシスタンスの検討で、
利用者の主導、個別の関係性の下で、包括性と継続性を備えた生活支援が議論されてきた。
それが、包括性は計画相談で、個別の継続的な生活支援が個別生活支援へとなってきている
と指摘された (圓山 2017)。ケアマネジメントとソーシャルワークと個別生活支援の関係の問
い直しが必要であり、ここではケアワークが個別生活支援に含まれている。
精神障害者の地域生活支援では、本人中心で個別の関係性に基づく包括的で継続的なソー

シャルワークとケアワークが必要であり、ケアマネジメントをこれに組み込む必要がある。
猪飼は、深化した地域包括ケアにおいては、従来の社会保障モデルでは不十分であり、個人
に対する伴走を基盤とした生活モデルにしていくことが重要としている (猪飼 2017:52-57)。
障害者ケアマネジメントの関係者・研究者は、この伴走できる制度づくりに努力してきてい
るのであるが、この伴走が不十分な制度化にとどまっているようである。精神障害者福祉で
努力してきた人々の社会保障充実の主張と、かかわりを重視してきた精神医学ソーシャルワー
クの伝統の再評価の取り組みは、それらを継続しつつ、個人に対する伴走を基盤にした生活
モデルの実践と制度化の取り組みも発展させていく必要がある。
伴走を基盤にした生活モデルは、自然なサポートアプローチで取り組み、本人の希望に合

わせて一般就労支援の方向や相互援助アプローチのコミュニティ形成による支援の方向を選
んでいけるのである。どちらの方向でも、伴走を基盤にした生活モデルの支援を土台におく
ことが重要である。エビデンスに基づく支援や就労支援では、一つの方向の支援が強調され
やすく、生活・人生の目的の多様性や生活・人生の個別性・複雑性を軽視するリスクがある。
リハビリテーションにも同様のリスクがあるので、注意する必要がある。
また、危機対応を含む総合的な生活継続支援を具体的に再検討する必要がある。就労支援

や小さな開かれた共生コミュニティ形成、個別生活支援などを含む狭義の地域生活支援を広
義の地域生活支援の中で再検討していくことも重要な課題である。具体的な実践で、スティ
グマを減らしつつ、一人ひとりの地域生活を実現・継続していく必要がある。
最後に、筆者が取り組んできた精神保健福祉士養成教育の立場から、これからの精神保健

福祉領域のソーシャルワーカーの課題に短く言及して、本研究を終えたい。
精神医学ソーシャルワーカーの精神保健福祉士への制度化で変化した問題は、精神保健福

祉士の教育・研修で改革していく必要がある。教育制度の改革も不可欠である。広義の精神
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障害者の地域生活支援に取り組むためには、ジェネラリスト・ソーシャルワークを基盤にして、
総合的で包括的な精神障害者の地域生活支援を推進していく必要がある。また、個人に対す
る伴走を基盤とした生活モデルが、精神保健福祉領域のソーシャルワークではどのように具
体化できるかを、教育者・研究者は明らかにしていく必要がある。
現実と理想のギャップは大きいが、理想に向かって現実を変えていくソーシャルワーカー・

教育者・研究者は、過去の伝統を活かし、理想を吟味しつつ新しい現実を精神障害者とその
家族、住民、他の専門職と共に創造していかなければならない。

付記　本研究は、2017年 9月 30日の NPO法人保土ヶ谷支援ネットワークの会・職員研修に
おける講演と、2018年 1月 13日の NPO法人全国精神障害者地域生活支援協議会 [あみ ]フォ
ローアップ研修会の講演を基にして、いままでの研究をまとめたものである。講演の機会を
与えていただいた二団体に深く感謝いたします。

（注）
1） 「精神科リハビリテーション学」は、2012年の新カリキュラムでは、「精神保健福祉の理
論と相談援助の展開」に組み込まれた。上智大学では、読み替え科目として認められた「精
神科リハビリテーション学」の科目名称を継続した。筆者は、精神保健福祉士法改正につ
いて、精神保健福祉士養成校協会の事務局長として努力した。しかし、科目構成などにつ
いては、関与していない。先に改正された社会福祉士新カリキュラムに連動させる形で改
革するという大枠があったので、難しい改革であった。この専門科目の構成については、
再検討が不可欠である。「精神科リハビリテーション学」の新しい位置づけは、問題である。
「精神保健福祉に関する制度とサービス」と「精神障害者の生活支援システム」の構成も
よくない。精神保健福祉領域のソーシャルワークという視点から再編成すべきである。今
後は、社会福祉士カリキュラムと同時に、改革を積み重ねる必要がある。

2） セルフヘルプグループの発展は専門的援助の限界からの発展でもあり、当事者の力を奪う
「不能化する専門家」や「専門家支配」の批判などもあった (藤井 1989)。
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Changes in Mental Health and Social Services in Japan and Supports for 

Community Living

 Tatsuya Fujii

Summary : This research aimed to clarify the relation between the changes in mental

health and social services in Japan and supports for community living. The changes in supports for 

community living of persons with psychiatric disabilities were considered and future tasks of supports 

for community living were shown. Supports for community living of a broad sense must reform mental 

health including psychiatric services and social services comprehensively through the medium of 

development of psychiatric rehabilitation. Supports for community living of a narrow sense have to 

make social work and care work base on the life model comprehensive and make them connected with 

supports for community living of a broad sense.

Key words : Persons with psychiatric disabilities, Mental Health and Social Services, Supports for 

Community Living


