ストレングスモデルを活用した意思決定支援
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西 3階病棟

長津亜矢子（AyakoNAGASAW A) 重野みどり

柳津さやか細田かず子

要旨〉精神科では、患者が「自分を取り戻した」としづ主観的な回復をリカバリーと表現する 。近年、
〈
マ ッピングシート（以下、シート とする」をコミュニケーション手段としてリカバリー
「ストレングス ・
を支援する「ストレングスモデル J が着目されている 。今回、当病棟で、このシートを使用した対話
患者をみることにより、「リ
ルで、
を退院支援の過程での意思決定に活用し実践した。ストレングスモデ、
カバリ ーへの旅を伴走者として寄り添う 」 ということに看護師の意識が向き、患者の出来ないことに
注目していた問題解決モデルとは違う視点で、患者の 主体性にアプローチした支援につなげることが
できた。看護師が、患者のイメージしている退院後の 生活を共に言葉にし、他職種との協働で実現し
ていくことは、その人らしく生きることを実現する退院支援を可能にできると考える 。看護師がスト
レングスモデ、ルを意思決定支援に活用することは、患者のその人らしさの理解に繋がり、その人らし
さを知るための対話や、対話に掛けた時聞が信頼関係 を強くし、エンパワメント（患者・家族が困難
を自ら解決し、自ら生活をコントロールしていけるよ うに援助すること）の実践そのものであると言

える 口
キーワード： ストレングスモデル、リカバリ 一、エンパ ワメント
、 70歳代、男性、病名 ：うつ病
3.事例 3 C氏

｜．はじめに
看護師は急性期を中心に、問題解決モデルを
用いて患者を支援している 。 しかし、精神疾患

｜｜｜．倫理的配慮
本事例をまとめるにあたり、対象者と家族に

等の慢性疾患では、完治し、問題が完全に解決
されることは難しい。その為問題解決モデ、ルの

対し研究の目的、内容と本事例を発表すること

みでその人をみてしまうと、 出来ないことばか

を口頭と文書で説明し、書面による同意を得た。

りに注目し、医療の枠の中で管理的に関わり続
ける形の支援となり、いつまでも退院できない

また、発表に関して信州大学医学部医倫理委員
会の承認を得た。

事態を招く現状を生んでいると言われている ヘ
精神科では、患者が 「自分を取り戻した」と

. 看護の実際
V
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いう主観的な回復をリカバリーと表現する ヘ

、 60歳代、女性、病名 ：うつ病
1.事例 1 A氏
現病歴：夫と 2人暮らしで 2回の入院歴があ

近年、その人らしさやその人の強みを土台とし
てリカバリ ー を支援する、ストレングスモデル

る。街奇症、カタトニアに対し電気痘筆療法、
薬物療法を実施している 。症状が軽快したため、

が着目されている 。 当病棟でもストレングスモ
デ、ルを用い、ストレングスマッピングシート（以
下シートとする）を使用した対話を、退院支援
の過程での意思決定に活用し実践したので事例
を報告する 。

毎週 l泊の外泊を 2回実施したが、毎回、指導さ
れた以上の沢山の家事を行い、帰院後不調になっ
た。 問題解決モデノレでみたA氏と夫は、長年、
医師から疾病教育をうけても病識が無いという
った。
患者 ・家族像だ、

｜｜．事例紹介
、 60歳代、女性、病名：うつ病
1.事例 1 A氏

外泊後にシー トを使用した対話を行った。夢
は「アメリカにいる娘の所へ行くこと、家事な

、 60歳代、男性、病名：統合
2. 事例 2 B氏
失調症

ど夫にもっと協力してもらうこと」で、会話の
中から宗教をもった夫への気持ち、長年病気を
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抱えてきた夫 婦の関係、妻 や母としての 役割を

安焦燥、不眠、心気症状の訴えが強まり、薬物

期待されるこ とに大きなス トレスを感じ ている

調整のために入院した。症状が軽快して退院の

事が分かつた。 本人が「再発 しそうな感じ がわ
かるけどいつ もそれを我慢 していた 」、「夫をコ

時期になっても外泊に消極的であり、問題解決
モデルで、みた C氏像は、家庭 で抱える問題 から

ントロールで きるようにな ってきた」と 話した

の逃避、入院生活への依存がみえた。

ことから、それを「強み」と捉え、夢の実現ま
での短期目標 を患者と話し 合い、再発し そうな

シートによる対話で、「飼し 1犬との関わりが楽
しみ」「ブリーダーをやること」が夢だと語った。

感じがしたら 我慢しないで 頓服を飲む、 夫を持

また、対話の回数を重ねるごとに担当看護師が

ち上げて甘える、とした。 外泊の目標や 不調時

「話しを聴いてくれる人、話しても良い人」だ

の対応を考え ることができ るようになっ た時点
で 2泊の試験外泊 を実施した。 シートを使用し

と認識し、信頼関係が深まり、 C氏の方から家
庭で抱える問題や妊娠している飼し 1犬について

た対話により 、対話を楽し みにして待っ ていて

等話してくれ る時聞が増え た。犬と楽しむこと

くれる様になった。 2泊の外泊から 数日後に街

を目標に外泊を繰り返すことで少しずつ自信に

奇症状を再燃 したため、急 性期の看護に 移行し

つながり自宅退院できた。

た。夫にも妻の 思いや対応の 仕方、薬の大 切さ
を説明し続け、症状が軽快したため長期外泊を
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実施後に退院となった。

看護師は、シ ートを使用し た対話により 、患
者が自由に夢と希望を語る中で、その人らしさ

2. 事例 2 B氏
、 6
0歳代、男性、 病名：統合
失調症
現病歴：独居で週 l回デイケアに 通所してい

の理解を深め、患者の「思しリや「強み」を発
見することができた。 また、ストレングスモデ
ルで、患者をみることにより、リカバリーへの旅

た。近医で内服 治療していた が、薬剤性パ ーキ

を伴走者として寄り添う 3）ということに 看護師

ンソニズムで 日常生活が困 難になり入院 し、薬

の意識が向き、患者の出来ないことに注目して

剤の調整によ り症状は改善 した。 問題解決モデ
ルで、みた B氏像 は、発語が少 なく、動作緩 慢で

いた問題解決 モデルとは違 う視点で、患 者の主
体性にアプロ ーチした支援 につなげるこ とがで

セルフケア不 足があったた め、無為自閉 で独居
は能力に問題 があり、自宅 退院は難しい と思わ

きた。患者にと っては、対話 をすること自 体が
気持ちの整理を助け、誰かに聞いてもらえるこ

れた。

と、親身に聞いてくれる人が居ること、がケア

シートを使用した対話では、「夢は自分の家で
ひとりでのんびり暮らすこと 」ま た、「買い物は
自分で行きたい J 「歩かないと駄目になる」と語

となった。萱聞 は「それまで 知らなかった その

ることができた 。ヘルパーが 入る事に抵抗 が無

人のことが lつでも見つか れば、それは 大成功
である 。対話は、時 間のかかる回 り道のように
見えて、最終 的には近道だ。J
4）
また、ストレ ン

く、健康維持に気を遣うことができる強みも発

グスア セスメントについて「最大の特徴であり

見した。夢の実 現のための短 期目標を、入 院中

大切なことは、『看護師だけで一方的にアセスメ
ントしなし 1』とい う点だ。J と述べて いる 5）
。退

にリハビリテ ーションとし て 歩く こと、家
で一人暮らし をするための 方法を看護師 と一緒

院支援における意思決定支援の場面において、
看護師が、患 者のイメージ している退院 後の生
活を共に言葉にし、他職種との協働で実現して

に考えること と設定し、取 り組んだ。地域との
支援者会議を開催し、 B氏の夢や思いを伝え、
ヘルパーは短 時間の介入と し、入浴や昼 食をデ
イケ アで 補えるよ うに 週 3回に増やす方 が良
い、など、希 望に添ったサ ポート体制を 整えて
自宅退院した。

いくことは、その人らしく生きることを実現す
る退院支援を可能にできると考える 。

V
I
. 結語
看護師がストレングスモデ、ルを意思決定支 援

3
. 事例 3 C氏
、 70歳代、男性、病名：うつ病
現病歴：妻が急逝し、長女と 2人暮らし。不

に活用することは、以下の 3点を実現すること
に繋がる 。
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1.患者のそ の人らしさの理解。

2. その人らしさを知るための対話や、対話に

掛けた時聞が信頼関係を強くする 。
3. リカバリーに向かうエンパワメント（患者・

家族が困難を自ら解決し、自ら生活をコント
ロールしていけるように援助すること）の実
践そのものである 。
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