開放病棟 における金銭の自主管理についての考察
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Ⅰ はじめに

近年,精神科病棟の開放化が進んで きているが,病棟管理 について,さまざまな問題がとりあげ ら
れるよ うにな った｡
当神経科 は開放当時よ り全開放で,治療的環境 の中で過 ごせ る様 に,徐々にではあるが,意者の自
主性を尊遷 しなが ら努力を続けてきたO しか し,治療者側の意識はまだ閉鎖的な点 もないわけではな
く,気づ かず に行 っている事 もあ り,特 番 代理行為｣ といわれ,日常生活の働 きかけの上で行 って
きていた ｡
今回はその代理行為の一つである,金銭管理 について取 りあげ,その変遷 と治療者側の考え方の変
化をまとめ,報告 します｡
/
;
/
:
i 代理行為 一精神科患者の特質 と して対社会的行動がで きない場合,必要 に応 じて現金や貴重品
の保管や書簡の取扱い,日用品の購入,家族 及び知人 との諸連絡等の行為を看護者が
適切 な判断の もとに患者 に代わ って行 うことをい う｡かつては生活療法の一環 と して
多 くの精神病院で当然のごとく,金銭は殆ん どの患者か ら預 っていた｡
Ⅱ 経過 と問題点の整理

o病棟開設当時は,入院す ると家族 ･本人 に説明の上で,原則 として全員金銭を預 かることに してい
た｡当時は病棟が別棟 にあ り,売店か らも離れていたため,頻ぽん にこづかいを使 うこともなか っ
た し,買物 に外出す ることも少 なか った｡ 日用品な どは一週間に一度注文をとり,購入 していた｡
金銭の出納 は看護助手が行い,家族か ら希望ある時は,入院費を前 もって預か り,その支払 い もし
ていた為,預か っている額 も多か った｡

oS4
3
年頃
｢
精神科の患者 も,原則 として自分 のお金 は自分で管理すべきであるか ら, こづかいも本人 に持た
せ るべ きだ｣ とい う意見がでた｡考え方 と しては当然の ことだが,実施面での不安を持つ者 も多 く,
この事 について医師看護者全体で話 し合いを もった｡その結果原則 として患者の 自主管理でや って
みることにな った｡ しか し実際 には,持たせた ら問題が起 きるのではないか とい う看護者の不安が
強 く問題のないご く一部の人だけが自分で持 っている現状であった0

oS4
5
年
新病棟が開設 され,移転を契機 に自主管理を更 にすすめたが,売店 もす ぐ近 くにな り,次第 に買
物や外出の機会 も増え るよ うにな った為,金銭管理が一層複雑 にな り,新たな問題 も生 じて きた｡

oS4
9
年
看護助手がや る為 ,全体の業務 に も支障をきた していることが問題 とな り,代理行為 と して状況
をよ くわか っている看護者がやるべきだ ということにな り,出納業務 は看護者 に移行 した｡症状 に
応 じ預 かる必要の人達 も全体の半数 はいた｡
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相変 らずの問題 も仲々改善されず,症状の把握 という意味で も,看護者全員が交代で出納をする
事にし問題を出 しあ ってみることにした｡
その結果 .次の様 に問題点を整理 してみた｡
問題点の整理
1
. 入院 してある程度状態がおちつけば患者の 自主性をのば し,金銭の価値感 ･計画性などの社
会性を身 につけるためにも自主管理 した方がよいのではないか｡

2
. 詰所で預か っているのに内緒で渡 してい く家族 も多 く,預かる意味がない｡
3. 自分のお金は自由に使いたい｡いちいち詰所に要求 してい くのは嫌だ｡看護者に ｢何を買 う
の ?｣等 と聞かれ,プライベー トな面 も監視 されている様な気がす る等の患者の不満 もきかれ
る｡

4
. 看護者が台帳を見せて も ｢こんなに使 った覚えはない,ごまか している｣等の トラブル もあ
る｡

5. ‑度お金を預 けると後は病院まかせで,なかなか面会に来ない家族 もある｡こづかいがな く
なり連絡す ると,無駄使いを しているわけでな くて も,嫌な顔をされる事があり理解がな く非
協力的である｡
以上のことを検討 した結果,従来の自主管理 に向けて行 ってきたとはいえ,仲々実施が困難で
あ ったとい う事が整理され,現在ではこづかいは患者の自主管理という原則を更にすすめ,特別
に問題のある患者のみ詰所で預かることにしている｡

Ⅲ 現在預か っている患者 についての説明
1
) 痴呆で 自主管理不能の場合
2) 操 うつ病,特 に操状態の時,思いつきのままに無計画に品物を買 って しまう場合｡

一 日の使用額を本人,家族,治療者側で決め,一塩額内を越えない枝 に制限 し,生活指導 してい
くo要求の激 しい場合等,売店まで看護者 と一緒 に行き,品物 ･金額等 さ しあたり必要な物を一緒
に選んで援助する｡
3) アルコール中毒の場合

飲酒の常習があり,外部よりアルコール類を買 うおそれが多分に予測できる場合,預か って常 に
行動観察 し飲酒及び禁断症状等の発見に努める｡
4) 薬物依存

眠剤 ･鎮痛剤等中毒症状のある患者等,アル コール中毒患者 と同 じよ うに対処する｡
5) 興奮の激 しい症状 を呈 し無断離院の傾向がある場合

交通費 に使用する場合が多いので預かる｡買い物の要求がある場合は看護者がつき添 う｡
6) 分裂病で生活の乱れがあり乱費する場合

一 日の額を本人 と話 し合い,生活指導の一環 として計画的に使用できる様援助 した り,使い方や
出納をつける様観察 し援助する｡
いずれの場合 も症状が改善すると本人 に返す ことにしている｡人数的には現在患者数3
5名に対 し6
名程であ り,預かる金額は 3,000円以内を原則 としているが,家が遠方で大金を持 って来ている人
の場合には,郵便局 ･銀行預金等利用するようにオ リエ ンテーションしている｡金銭的な トラブルも,
治療者まかせでな く家族 にも一緒 に考えて もらうよ うな方法をとっている｡
(
以上の内で特 に乱費に困 った症例 として参考 にあげてありますのでど らん下 さい.
)

‑5
4‑

次 に金銭を自分で管理することを通 じて生活の場を病棟内へ,そして社会へ と無事復帰できた‑症

例を報告 します｡

Ⅳ 症

例
Kさん 37才 女性

診断名

分裂病

S37年発病,以来入退院を くり返 し,某閉鎖病院‑ 9年間入院後開放病棟での生活を通 じ,社会復
帰のめどをつけたいとの事で当科‑転院 して来る｡
閉鎖病棟では外出外泊の機会が殆んどな く,金銭の 自主管理 もなされてお らず,社会か ら閉ざされ
ていたため,最初病棟か ら外へ出ることに対 し,車が増えて歩 くのが怖い等 と抵抗を示 した｡また久
し振 りに買い物を した ら物価が上が っていて驚いた等 と,金銭の価値感 もわか らない様子だ った｡ し
か し幻聴 はある ものの人間関係 ･日常生活にはさして支障はなか った｡入院時は金銭を預か り,要求
の都度渡 していたが,院内売店が近 くにあるためよく出入 りしていた らしく,入院一週間後,本人 よ
りお金を持 っていたいという希望が出された｡看護者側 も計画的にお金を使えるか懸念 したが,本人
の気持を重ん じ,最初1
0日間に 1
,000円ずつ小出 しに渡 し様子をみることにした｡は じめの頃,主 に
チ ョコレー ト･アイスク リーム等の食物を買 っていたが,少 し無計画なところが目立 ったため小遣い
帳につける事を指導 した｡
入院後半月程 して,心配はあるものの全額本人 に渡 した ところ,何 とかや りくりしている様子だ っ
た｡同室患者 との外出も増え,洋服を買 った り喫茶店‑行 ったりしていた｡金銭的な トラブル もな く
本人はお金が自由に使える事を喜んでいた｡
家族の受け入れも最初はよ くなか ったが,外出外泊を くり返 しなが ら退院 にこぎつけることができ
た｡
この症例を通 じ,金銭の自主管理が可能でありなが ら,長期間その機会を与えずに過 ごさせること
がどうい う事なのか,私達 も改めて考えさせ られた｡金銭の自主管理をすることによ って,この患者
はその価値感を 自覚 し,社会空間を広げることができたのだ と思 う｡
Ⅴ 考

察

従来精神科病棟で当然のこととされてきた病棟管理の問題のなかには,治療者側の都合で決めて し
まった ものが多 くはなか っただろうか｡開放病棟であ って も,治療者の閉鎖的な考え ｢事故があるか

｣

ら ｢自主管理は無理だか ら｣と金 銭 を預 か り規則を作 り,代理行為を行 ってきたのは,治療者が管
理 しやすいか ら,安心 Lやすいか らではなか っただろうか｡ もちろん,患者の中には当然預 かるべき
人 もいるだろうが,生活指導 として患者に働 きかける時,その働 きかけが看護者の価値判断 によるも
のであ り,画一的指導がなされていたのではないだろうかo看護者が患者 との金銭上の トラブルを改
めてふ り返 り,金銭管理 について も自主性を重視する中で,金銭の全面管理では予測 もつかない問題
も起 こってきたが,患者個々への対応の仕方 も,家族への対応の仕方 も随分変わ ってきたように思う｡
今回は金銭管理について考察を加えてきたが,日常生活 について も同様に看護者の価値判断で決め
て しまうのでな く,患者 についていろいろな側面か ら看護を考える柔軟な目が精神科の看護を してい
くうえで大切なことと思 う｡そ して,その事がひいては治療上の効果をあげてい くのではないかと思

う｡
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<参 考
症

例

症

Sさん

例>
女性 59才

診断名

操 うつ病

4
9才の時夫病死,その頃より周期的な気分変動がみ られるようになり.入退院をくり返 している(
当
科への入院は 3回 目)今回は思いつきの多弁多動で,家族だけでな く対外的にも問題をおこす といっ
た操状態｡家族が言葉だけでは説得できず,力づ くでおさえることでなお行動の輪が広が って しまい
トラブルが絶えないため,入院 とな った｡
入院時は顔面四肢に家人 になぐられた時の傷 も生々 しか ったが,その痛み も自覚する余裕がない程
おちつかな く動 きまわ っていた｡
入院 させると,それまで家で面倒をみていた息子は,金を使わせないでは しい,病院の外へは出さ
ないでは しいと,看護者 に言 っただけで受け持ち医にも合わずにさっさと帰 って しま った｡入院 して
家族 との感情 トラブルか らは離れ られたので,まず治療者が話を聞いて,受け取める態度を接 してみ
ようということになった｡そんな中で,それまで隠そうと していた,家人のせ っかんでできた打ち身
の痛みを訴えるよ うにな ったが,横柄な態度 ,荒々 しく慣れなれ しい言葉つきはまった くおさま らな
か った｡対外的 トラブルの殆んどがお金にか らんだ問題であるので,主治医 と看護者 とで本人 に相談
を もちかけた｡
お金の使い方 にまとまりがな く,だいぶ激 しいので家や親戚に迷惑がかか って しま ってい
る｡このままだ とあなたの信用 もな くな り,社会生活がや っていけな くな って しまう｡まず
は一 日の額を決めてその中で うま くや ってい くように努力 してみよう｡ うま くできるように
なるまで詰所で預かるか ら｡

0
0
この持ちか桝 こ対 し,本人は応 じる構えをみせたので,
治療者 ･
本人 ･
家族 の話 し合 いで ,1日5
円を目安 にし,や ってみることにな った｡それに平行 して,おさえるばか りでは○状態を刺放 して し

0円では多す
ま うか らと,外出を許可制 にした｡ところが,高級化粧品などの購入が目立ちどうも 50
ぎる買物が続き,家族 と話 し合 った｡その結果,郵便預金を引き出 し,7
0
,0
0
0円程 2日で使いはた
していることがわか った｡金銭あづか りを納得 したのは,自分で別 にお金を持 っていたか らにすぎな
か ったのだ｡そこで,それでは約束が違 うか らと,主治医 と看護者が本人の ところへお金を預 りに行

,

くと ｢人の金をぶん取 り ゃが って /｣とくってかか り,主治医 も看護者 もバカヤローよばわ りをす
る｡ しか し看護者が ｢お金を一度 にた くさん使 うと後で淋 しい思いをするか ら｣となだめ,やわ らか

0
,00
0円余 りを しぶ しぶ差 し出 した｡それで も尚,他患 におこら
く説得すると,持 っていた残 りの 1
せたり,無断で外出 して親せきまわ りを してせびる｡あげ くのはてに,知 り合いの店でつけで買い込
み,タクシーを病棟に乗 りつけ着払いとする｡などの問題をおこしていたが,看護者がそれを指摘す
ると,笑 ってごまか し悪態をつ くことは少な くなってきた｡
体力以上の活動 に身体症状が現われは じめ,安静 ･行動制限の意味を含めて蓄尿の指示が出された
が,あまり変わ りなか った ｡○状態は徐々におちつきつつあ ったが,感冒のためと思われる発熱 によ
ってベ ットか ら起 きられな くなった時点で,ようや く家族 も少 し余裕をもって,本人の言 うことを聞
けるよ うになってきた｡
この家族の心の切 りかえが,患者の気持ちをどれ程落ちつかせたかは言 うまで もない｡医師 ･看護
者 に加えて,家族の協力が少 しずつではあるが得 られるようになったことにより,患者 との治療関係
も一歩前進 した｡
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