
第46回日本精神科看護学術集会
看護研究助成論文

16

精神障がい者ピアサポート事業の未整備地域で当事者が抱く
リカバリーへの希望と課題

自助グループメンバーへのインタビュー調査から
新潟県　新潟大学医学部１）　新潟県　新潟青陵大学看護学部２）　　　

新潟県　医療法人恵生会南浜病院３）　　　
○清野由美子１）　藤野清美２）　有田　薫３）
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本研究の目的は，精神障がい者ピアサポート事業の未整備地域で自助グループ活動を行う当事者を対
象にグループインタビュー調査を行い，リカバリーへの希望と課題を明らかにすることである。

某県内の５つの精神障がい者自助グループのうち，研究参加への同意が得られた４つの自助グループ
メンバー16名を対象に，１グループ３～４名とするグループインタビューをグループごとに１～２回
実施した。調査内容は，ピアサポート活動の内容，ピアサポート活動が自身の生活や人生にもたらす意
義，活動を行う上で障壁と感じること，地域社会・周囲に望むことである。インタビューで得られた内
容は，質的帰納的に分析した。分析過程において，研究者間で意見が一致するまで討議を重ねた。分析
結果の真実性を確保するために，研究参加者によるメンバーチェックを行い，精神科看護の臨床経験を
有する質的研究者からスーパーバイズを受けた。

本研究は，新潟大学研究倫理審査委員会の承認を得て行った（承認番号No.2019-0208）。研究参加者
には，研究の目的，意義，方法，研究参加における自由意志，研究参加の撤回が可能であり，不参加や
撤回により不利益を被らないことの保障，プライバシーおよび個人情報の保護，データの取り扱い，研
究結果の公表について説明し，同意を得た。本研究は，日本精神科看護協会の研究助成金を受けて行った。

分析から172個のコードが得られ，52個のサブカテゴリーと13個のカテゴリーが生成された。自助グ
ループ活動は【安心できる居場所】となり，【対話がもたらす充実感】を得ていた。これらを土台に【自
己実現に向けた原動力】が育まれ，【メンバー個人のスキルアップ】や【新たな活動への挑戦】につながっ
ていた。活動における目前の課題は【自助グループの維持】で，【メンバー間のコミュニケーション】に
努めながら【行政への啓発と協働】をめざし，【地域社会への精神障がい者の啓発】および【精神障害当
事者への啓発】が進むことを願っていた。他方で，【自己との対峙】を繰り返しながら自分らしさを受け
入れ，自己の壁を乗り越えようとしていた。また，身近な存在である【家族の理解と協力】を得ることや，

【職場への啓発】の必要性を感じていた。
研究参加者は，安心できる居場所でピアサポートの恩恵を受け，自己実現への原動力を育んでいた。

グループの維持にはメンバー同士の関係性が欠かせず，個々のメンバーも自己と向き合いながら地域社
会との共生をめざしていた。

われわれ精神科看護師には，精神障がい者の力を信じ，ともに歩みを進めていく姿勢が重要と考える。
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はじめに
すでに国際社会においては，精神を病む人々が，

地域社会に根ざしたケアを受ける社会的ケアモデ
ルが望ましく，ケアの中心として認識されつつあ
り，精神障がい者の健康の改善は，単なる症状の
軽減ではなく，人生についての意味と目的を見出
すリカバリーとして捉えられている１）。

米国では，2003年にリカバリーがメンタルヘル
スケアの目標として掲げられ，多くの州で養成さ
れた「認定ピアスペシャリスト」が新たな職種と
して活躍している。リカバリーが生じる契機とし
て，同じ障害をもつ人による対等な支え合いであ
る「ピアサポート」の経験が重要といわれている２）。
他方で，わが国ではいまだに入院中心の精神医療
が継続しており，依然として18万５千人もの長期
入院患者が存在する３）。2009年度に行われた全国
1,741の自治体，2,687か所の地域活動支援センター
を対象とした調査によると，ピアサポート活動が
行われている施設は25%程度と低く４），地域格差，
人材育成，仕事として行う上でのフォローアップ
が課題となっている。2014年度に厚生労働省が全
国規模でピアサポーターのさらなる活用を掲げ，
地域活動支援センターやグループホームなどでの
雇用が進められてきているが，ボランティアや低
賃金，業務上の労働安全管理上の配慮すべき事項
の未整理が指摘されている。

2010年，厚生労働省の地域移行支援事業実施
要綱に「ピアサポートが積極的に活用されるよう
努めるものとする」５）とされてから，精神障害ピ
アサポートに関する実践報告の中でも地域生活を
送る当事者を対象とした研究が散見される。ピア
サポート活動によるリカバリーへの影響要因に関
する横断調査では，ピアサポート経験とリカバ
リーとの相関６），「他者への信頼」の重要性７）が報
告されている。当事者自身の語りを用いた研究で
は，ピアサポート活動によるスピリチュアルペイ
ンの回復過程８），リカバリーにおけるピアサポー
トの意味９）が明らかになっており，ピアサポー
ト活動は当事者の安寧に寄与するものと期待でき
る。

2017年，「これからの精神保健福祉のあり方に
関する検討会」で示された「精神障害にも対応し
た地域包括システム」10）においても当事者による
ピアサポート活動が含まれ，当事者の自助努力を
中心としたピアサポートは様々な形態で広がって
きている。しかし，現状では地域活動支援事業の
活用による精神障がい者に特化したピアサポート
養成を実施している自治体は数か所にとどまって

おり，法的・財政的保証はなされていない11-12）。

Ⅰ．研究目的
本研究の目的は，ピアサポート事業の未整備地

域において，自助グループメンバーへのインタ
ビュー調査から当事者が抱くリカバリーへの希望
と課題を明らかにすることである。

Ⅱ．用語の定義
１．精神障がい者自助グループ

精神障害をもつ当事者が主体的に運営に携わ
り，ピアサポート活動（以下，活動）を行う集ま
りのこととする。精神科病院，クリニック，地域
活動支援センターなどに事務局をおくもの，精神
保健福祉の専門職などが主導するもの，代表者が
精神障がい者以外であるもの，精神障がい者の他
に知的・身体障がい者を含むもの，家族会やアル
コール依存症者のグループは除く。
２．リカバリー13-14）

精神疾患の危機的な影響を乗り越えて人生の新
しい意味が作られるプロセスであり，当事者自身
が自分らしさを取り戻したと実感することとす
る。
３．希望

精神障害をもつ当事者の生活や人生における活
動の意義とする。
４．課題

活動を行う上で障壁となっていると感じるこ
と，地域社会や周囲に望むこととする。

Ⅲ．研究方法
１．研究デザイン：質的記述的研究
２．研究参加者：某県内の５つの精神障がい者自
助グループ（以下，自助グループ）のうち，4つの
自助グループメンバー16名である。選定条件は，
20歳以上70歳未満，治療開始から５年以上が経
過し地域生活を１年以上継続している，メンバー
となってから３か月以上が経過し主体的に活動に
参加している，自身の思いや気持ちを語ることが
できることとした。
３．データ収集方法
１）調査期間：Ｘ年Ｙ月～X+1年Y+6月
２）調査内容

（１）基本情報：年齢，性別，精神疾患，治療開始
年齢，入院回数・合計期間，同居家族などの有無，
就労（就労支援含む）の有無について尋ねた。

（２）自助グループの概要：活動歴，メンバー人数，
活動内容，自治体・専門職との連携について尋ね
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た。
（３）リカバリーへの希望と課題について尋ねた。
３）調査方法

研究参加者（以下，参加者）に対し，半構成的
なグループインタビューを各１回実施した。１つ
の自助グループから５名以上が参加候補となった
場合は，２回に分けた。グループインタビューで
は，研究者が進行役を務め，調査内容について順
に質問し，参加者からの回答を得た。インタビュー
の語りは，参加者の同意を得て録音した。参加者
の語りの理解をその場で確認し，研究者が捉えた
内容と一致するように努めた。個人情報について
は，回答用紙への記載を促した。

グループインタビュー法15）は，共通の経験や
特徴をもつ人々を対象に行うものである。日常生
活の延長線上での現実そのままの情報に接近でき
る点，メンバー主体として質的な情報の把握がで
きる点，グループダイナミクスに基づく情報の引
き出しが可能となる点，メンバーの言語的・非言
語的なものも含めた行為とその行為に意味を与え
る属性，生活歴などの両方を把握できる点から，
本研究に最も適していると考えた。
４）参加者へのアクセス

地域精神保健機構COMHBO16）のホームページ
から，某県内において２つの自助グループを検索
した。このうち１つの自助グループ代表者に連絡
をとり，新たに１つ自助グループの紹介を受け
た。また，インターネット検索にて１つの自助グ
ループを確認し，このグループのホームページに
新たに１つの自助グループの連絡先が紹介されて
いた。これら５つの自助グループのうち，４つの
自助グループ代表者に面談またはメール，電話，
FAXを用いて本研究の概要を説明した。その後
に参加者を募集するチラシを送付し，選定条件に
該当する自助グループメンバーへの配布およびと
りまとめを依頼した。
４．分析方法

参加者の見方で現象を明らかにするために，質
的帰納的に分析した。インタビューで得られた内
容を全て逐語禄に書き起こし，参加者の体験を理
解できるまで精読した。調査項目に関する語りを
抽出し，前後の文脈を考慮しながら１つの意味が
含まれる文章とした。各文章を比較しながら共通
する意味をもつもの同士を統合し，コード名を付
与した。コードの類似性と相違性を明確にし，類
似する内容を集めて共通する意味を表現したもの
をサブカテゴリーとし，カテゴリーを生成した。

５．研究の真実性の確保
インタビュー終了時に，１回のインタビューで

十分に語ることができたかを参加者に確認した。
分析過程において疑問を感じた際は逐語禄に戻
り，研究者間で繰り返し討議を重ねた。分析結果
について，精神科看護および教育研究の経験をも
つ質的研究者からスーパーバイズを受けた。分析
結果を参加者１名に説明し，参加者の認識との間
に齟齬がないことを確認した。

Ⅳ．倫理的配慮
本研究は新潟大学研究倫理審査委員会の承認を

得た（承認番号No.2019-0208）。参加者の募集に
おいて，選定条件に該当する参加候補者には，案
内を読んで研究参加の意思がある場合のみ自助グ
ループ代表者に申し出てもらうよう記載した。案
内には，本研究の目的，意義，方法，研究参加に
おける自由意志，研究参加の撤回が可能であり不
参加や撤回により不利益を被らないことの保障，
プライバシーおよび個人情報の保護，データの取
り扱い，研究結果の公表を含む倫理的配慮を明記
した。自助グループ代表者にもその旨を説明し，
強制力が働かないよう十分に配慮した。データ収
集時は，案内と同様の倫理的配慮について文書を
用いて参加者に説明し，同意署名を得た上で行っ
た。なお，本研究は日本精神科看護協会の平成
30年度看護研究助成費を受けて行った。

Ⅴ．結果
１．グループインタビューの概要（表１）

グループインタビューの概要を表１に示す。Ａ
～Ｄの４つの自助グループに対して，計５回のイ
ンタビューを行った。インタビュー時間は，28分
～55分であった。
表１　グループインタビューの概要
自助グループ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
インタビュー回数 １回 １回 ２回 １回
インタビュー時間 28分 29分 54＋30分 55分
参加者の人数 ３名 ３名 ４＋３名 ３名

２．参加者の背景
参加者の性別は男性９名，女性７名で，年齢は

40歳代が10名，50歳代が３名で，20歳代，30歳代，
60歳代が各１名であった。精神疾患は統合失調
症が６名，うつ病が４名，発達障害が２名，うつ病・
アルコール障害，双極性障害，解離性障害，強迫
性障害が各１名であった。発症年齢は19～49歳，
入院回数は０～５回，合計入院期間は２週間～４
年，同居家族などが「あり」は13名，就労が「あり」
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は13名であった。
３．自助グループの概要（表２）

自助グループの概要を表２に示す。活動歴は１
年６か月～５年，メンバー人数は３～25名であっ
た。活動拠点は主に自治体の公共施設で，有料ス
ペースを使用しているグループもあった。活動内
容・回数，情報発信，活動資金，相談窓口，専門
職との連携は，グループにより異なっていた。
表２　自助グループの概要
グループ A B C D
活動歴 1年6か月 5年 2年 3年
メンバー
人数

20名 ４～５名 25名 3名

活動拠点 自治体の公共
施設など

自治体の
公 共 施
設

有料スペース，自治
体の公共施設

自治体の
公 共 施
設

活動内容 茶話会，自由
活動，読書会，
ピアサポート
学習会，新聞
ワークショッ
プ，調理実習

読 書 会
（女 性 限
定）

自由活動，語り合い，
イベント（講演会な
ど）の 企 画・ 運 営，
ピアサポート養成講
座，他施設の視察，
調理実習，他団体へ
の参画

語り合い
（リ カ バ
リーミー
テ ィ ン
グ）

活動回数
（定例）

1回/1～3か
月

月1回 自由活動：2回/週，
語り合い：1回/月

1 回 / 隔
月

情報発信 ホ ー ム ペ ー
ジ，機関紙発
行（不定期）

ホ ー ム
ページ

ホームページ，フェ
イスブック，会報発
行（定期）

なし

活動資金
年会費

あり なし なし なし

参加費 あり なし なし なし（入
会時に名
札・会則
代）

賛助会費 なし なし あり なし

助成金獲
得

あり なし あり なし

相談窓口 地 域 活 動 支
援センター担
当者

図書館職
員

行政（精神保健福祉
担当者）

なし

関係性 徐々に独立 良好 あり
専門職と
の連携

なし なし あり あり

内容 会議（1回/月） 定 例 会
への同席

職種 精神保健福祉士，社
会福祉教育者，家族
会会員，牧師，看護

精 神 保
健 福 祉
士

４．リカバリーへの希望と課題
分析により，合計172個のコードが抽出された。

以下，カテゴリーを【　】で表し，サブカテゴリー
《　》は，代表的なものを示す。参加者の語りを「　」
で示し，末尾にグループ名を記載した。研究者に
よる説明を（　）内に示し，不要と思われた部分
は意味を損ねない範囲内で（中略）として省略し
た。
１）リカバリーへの希望（表３）

71個のコードから，23個のサブカテゴリーと5

個のカテゴリーが生成された。表３に示す。
表３　リカバリーへの希望　　総コード数71
カ テ ゴ
リー

サブカテゴリー グ ル ー
プ

（A~D）
安心でき
る居場所

真のサポートを実感する
居場所があることで救われる
体験したからこそわかり合える
病気をオープンにできる安心感がある
交流の輪が広がることがうれしい

C
B，Ｃ
C
B，Ｃ
D

対話がも
たらす充
実感

仲間との会話から前向きになれる
会話の練習につながる
話を聞いてもらえる
話すことが楽しいと感じる

C，Ｄ
B，Ｄ
B
B

自己実現
に向けた
原動力

プラスの効果を実感する
心身の健康を保つ
障害とともに生きる
自己の役割を認識する
人の役に立ちたいと思う
生きがいをもらっている

C，Ｄ
B，Ｃ
C
C
C
C

メンバー
個人のス
キルアッ
プ

語り合いでファシリテータができるようになる
ピアスタッフをめざしていく
グループ活動を通じて学ぶ
日常生活技術を習得するための活動を行う

D
Ｃ，D
Ｂ，C
A

新たな活
動への挑
戦

グループの新たな活動を模索していく
創作活動を通じて楽しみを見つける
学習機会を積極的に活用する
外部からの依頼に積極的に参加する

C，Ｄ
B，Ｃ
D
D

活動は【安心できる居場所】となり，【対話がも
たらす充実感】を得ていた。これらを土台に【自
己実現に向けた原動力】が育まれ，【メンバー個人
のスキルアップ】や【新たな活動への挑戦】につ
ながっていた。

全体像を図１に示す。

【安心できる居場所】 

【対話がもたらす充実感】 

【自己実現に向けた原動力】 

【メンバー個人のスキルアップ】 【新たな活動への挑戦】 

図１　リカバリーへの希望
（１）【安心できる居場所】

仲間との交流を通じて安心できる居場所になっ
ていることで，５個のサブカテゴリーから構成さ
れていた。
①《真のサポートを実感する》

ピアサポートの恩恵を通じてかけがえのないな
い支えを得ていることである。「ピアサポートの
実践できているというか，恩恵を得られていると
いうんですか（中略）。病気を受け入れる前とい
うのは本当に孤独で，精神科を受診する前から病
気の症状はあったんですけど，何とか社会復帰を
やっていこうと思ってやっていたんですけど。（中
略）こういうグループがあるというのはすごくあ
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りがたいなと」（Ｃ）
②《体験したからこそわかり合える》

体験者同士が深く共感できることである。「う
んとわかり合えるような。（中略）体験したことが
ある人の方がわかり合える，わかる部分が多いん
じゃないかなと。量で言うのは難しいんですけど，
ちょっと質が違ってくるのかなと」（Ｃ）

（２）【対話がもたらす充実感】
仲間との対話を通じて充実感を覚えることで，

４個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《会話の練習につながる》

会話の練習により満足感が得られることであ
る。「とにかく自分が話すということにも慣れて
いないので（中略），自分の話を聞いてもらいた
いのが女性なんですよ。女性だけというのが本当
に大事です」（Ｂ）
②《話を聞いてもらえる》

自分の話に耳を傾けてもらうことで救われるこ
とである。「活動をやっていてよかったような気
はします。話は聞いてもらえますしね。主治医と
の関係がなかなかうまくいかない中で，誰も聞い
てくれないと死にたくなってしまいますし，首を
くくりたくなりますし，川にも飛び込みたくなり
ますので」（Ｂ）

（３）【自己実現に向けた原動力】
自己実現に向けた力が湧いてくることで，６個

のサブカテゴリーから構成されていた。
①《プラスの効果を実感する》

それまでの生活や人生がよい方向へ変化したと
感じることである。「参加する前は，外に出かけ
ることも少なかったんですけど，今は他の２人の
方たちと一緒に語り合いなどをして，いろいろな
アドバイスをもらって。そのアドバイスで自分の
人生で，人生において活かせたこともあったので，

（Ｄ）の会に入って，入れてもらってよかったな
と思っています」（Ｄ）
②《障害とともに生きる》

障害を受け入れともに生きることである。「障
害があるということはすごく大変なことだと思う
んですよ。（中略）生活のしづらさを自分は障害だ
と思っていて，（中略）その障害をどう向き合って
乗り越えていくかというのがすごく大切なことだ
と思うんですけど。（中略）それをマイナスに捉え
ちゃったら，社会に出ていけないと思うんですけ
ど，プラスに捉えるから社会に出て行けるし，才
能を開花できるかもしれない」（Ｃ）

（４）【メンバー個人のスキルアップ】
各々の目標に向けたスキルアップのことで，４

個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《日常生活技術を習得するための活動を行う》

地域生活に必要な技術を習得する機会を作るこ
とである。「日常生活で（中略）しなければいけな
いけど，どうしてもできないことも，お互い学ん
だりできたらいいなと。調理実習とか。調理をし
たくても１人ではできないという人もいるので。
そういうのも学習の場を含め」（Ａ）

（５）【新たな活動への挑戦】
自助グループとして新たな活動に取り組むこと

で，4個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《学習機会を積極的に活用する》

当事者を対象とする学習機会の活用に努めるこ
とである。「ファシリテーターがうまくできるよ
うになりたいので，何か講習があったら，積極的
に講習に出て」（Ｄ）
２）リカバリーにおける課題（表４）

101個のコードから，29個のサブカテゴリーと
８個のカテゴリーが生成された。表4に示す。
表４　リカバリーにおける課題　総コード数101
カ テ ゴ
リー

サブカテゴリー グ ル ー
プ

（A~D）
自 助 グ
ループの
維持

グループを維持していく
グループの充実のために情報収集を行う
代表の負担が軽減される
新規のメンバーを増やしていく
広報活動を改善していく

B，D
B
A，B，C 
B，D
B

メンバー
間 の コ
ミ ュ ニ
ケーショ
ン

苦手なメンバーともお互いを尊重する
時には意見できる関係性を作る
話をしやすい雰囲気を作っていく

C
C
B

行政への
啓発
と協働

ピアサポーターの制度化に向けて啓発する
当事者が政策に参画できるよう働きかける
公的な経済支援が充実する

C
C C

地域社会
への精神
障がい者
の啓発

社会からの偏見や差別がなくなる
若年層へ精神障害への理解を促す
近所の人たちからの理解を得る
地域での暮らしを続けていく
ピアサポートへの理解が普及する
福祉サービスの利用のしにくさが改善される

B，C，D
C
A，C
A
C，D
B

精神障害
当事者へ
の啓発

当事者にピアサポートへの関心を促す
当事者が自身の強みを理解する

D
A，C

自己との 
対峙

自分らしさを受け入れる
自分の壁を乗り越える
活動に伴う心身の変調を整える
就労と両立するために心身のバランスをとる

B，C
A，B
B，C
A

家族の理
解と協力

家族から活動への理解を得る
家の手伝いとのバランスをとるようにしていく
家族に自身の精神障害について説明し理解を
得る

D
A
D

職場への
啓発

職場に自分の目標を伝える
活動と就労との折り合いをつける
職場の人たちから精神障害への理解を得る

C
C
A

※各ネーミングは，精神がい者が今後どのようにしていったらよ
いか，周囲がどうなっていったらよいかを示せるよう，前向きな
表現とした。
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活動における目前の課題は【自助グループの維
持】で，【メンバー間のコミュニケーション】に努
め，【行政への啓発と協働】をめざし，【地域社会
への精神障がい者の啓発】および【精神障害当事
者への啓発】が進むことを願っていた。他方で，【自
己との対峙】を繰り返しながら自分らしさを受け
入れ，自己の壁を乗り越えようとしていた。また，
身近な存在である【家族の理解と協力】を得るこ
とや，【職場への啓発】の必要性を感じていた。各
ネーミングは，精神がい者が今後どのようにして
いったらよいか，周囲がどうなっていったらよい
かを示せるよう，前向きな表現とした。

全体像を図２に示す。

【地域社会への精神障がい者の啓発】 

【行政への啓発と協働】 

【職場への啓発】 

【家族の理解と協力】 

【自己との対峙】 

【メンバー間のコミュニケーション】 

  

 

【
精
神
障
害
当
事
者
へ
の
啓
発
】

【
自
助
グ
ル
ー
プ
の
維
持
】

図２　リカバリーにおける課題
（１）【地域社会への精神障がい者の啓発】

精神障がい者への理解が得られるよう働きかけ
ていくことで，６個のサブカテゴリーから構成さ
れていた。
①《社会からの偏見や差別がなくなる》

常に感じる偏見や差別がなくなってほしいと望
むことである。「もうちょっと寛容になってほし
いですね。いろんな意味で。変な人間だなと思わ
れているのは気持ちがいいものではないですし。
やっぱり嫌がられているなと感じれば，嫌な人間
にならざるを得ませんので。どうしてもね，そう
ならざるを得ないので。（中略）普通にいられるよ
うになりたいですね」（Ｂ）
②《ピアサポートへの理解が普及する》

ピアサポートの存在が社会に広まるよう願うこ
とである。「健常者が障害をもっている方から学
ぶということもできると思うんですよね。（中略）
やっぱり，わかっていないところはわからないと
自覚して学ぶ姿勢がないと，寄り添うのは難しい
のではないかと。そういう意味でも，ピアという
あり方が会社とか組織の中でもう少し浸透してい
ればいいのではないかと思います」（Ｃ）

（２）【自助グループの維持】
グループの継続が困難な中で活動を続けること

で，5個のサブカテゴリーから構成されていた。

①《グループの充実のために情報収集を行う》
活動を充実させるために，情報収集を行うこ

とである。「よその全然違うところに行ってみて，
よそではどんなピア活動をしているか，訪ねて
回ったりとか。（中略）海外ではどんなになってい
るか，いっそのことやりたいなとか」（Ｂ）
②《代表の負担が軽減される》

代表者の負担が大きく，軽減を望むことである。
「仕事は仕事でやっていきたいけど，（中略）ピア
サポートとして，本来なら，そういうしがらみの
ない人に代表になってもらいたいんですけど，私
の思いもあって代表になっているので，なかなか，
その，代わってくれる人がいない。それで悩んで
いますね」（Ａ）

（３）【行政への啓発と協働】
地元の行政担当者へ働きかけていくことで，３

個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《ピアサポーターの制度化に向けて啓発する》

ピアサポーター養成の推進に向けて行政に働き
かけていくことである。「ピアサポーター養成講
座を行ってくださいという話から，最初の接触が
あったんですけれども，今ちょっと無理なんです，
ということで，ああしてはどうか，こうしてはど
うかということで，10回ぐらい通ったかな」（Ｃ）
②《公的な経済支援が充実する》

公的な活動資金の支給を望むことである。「お
金がほしいですね。もし地域社会が何かしてくれ
るのであれば，お金をくれということしか」（Ｃ）

（４）【自己との対峙】
生きづらさを抱えながらも自己と向き合い，自

分らしく生きることで，４個のサブカテゴリーか
ら構成されていた。
①《自分らしさを受け入れる》

病気に左右されずに自分らしさを受け入れるこ
とである。「10年ぐらいきたんですけど。主治医
が代わって（中略）診断名が変わりまして。精神
障がい者という者として（中略）薬を飲んで適度
に運動をして，就労施設とか入るのがリカバリー
なのかなという，ありきたりなものを考えていた
んですけど。ちょっと診断名が変わったら，一体
どうすればいいのかというのはありますし」（Ｂ）
②《活動に伴う心身の変調を整える》

活動に伴って生じる心身の変調に対処すること
である。「（メンバーの）力になれればと思うんで
すけど。でも，なんかこう，その症状とかを聞い
ちゃって，かえって自分も具合が悪くなったりす
るのが心配なんですけど。また昔に戻ったりとか，
悪かった頃に戻るというのが」（Ｃ）
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（５）【職場への啓発】
職場の理解を得て活動との折り合いをつけるこ

とで，３個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《職場の人たちから精神障害への理解を得る》

自ら職場へ働きかけ理解を得ることである。「私
はオープンにして，障がい者枠で入っているんで
すけど。やっぱり職場の人が，なかなかその，精
神障害とかの理解が難しい。（中略）わかってくれ
る人たちもいるんですけど，なかなか年齢が上に
なるとわかってくれなかったりとか。（中略）理解
してくれないのが一番つらいですね」（Ａ）

（６）【メンバー間のコミュニケーション】
お互いを尊重し率直な意見が言えることで，3

個のサブカテゴリーから構成されていた。
①《苦手なメンバーともお互いを尊重する》

苦手なメンバーがいてもお互いを認めていくこ
とである。「すごく個人的なというところの障壁
なんですけど。いろんな病気の，いろんなとい
うか精神病ということで，いろんな症状の人が，
ちょっとやっぱり合わないな，この人とはとか。

（中略）ちょっと苦しいなというか。何て言うん
ですかね。（中略）自分は受け入れてもらっている
んだから，お互いつらい思いをしてるんだから。

（中略）この人はこの人だしというふうに対応を
するというのですかね。あたりまえのことなんで
しょうけれども」（Ｃ）
②《時には意見できる関係性を作る》

グループ代表者もメンバーの一員であると認
識し，対等な関係性を作ることである。「グルー
プのリーダーも障害があるわけですよね。リー
ダーといってもみんな対等な立場だと思っている
ので，誰かが『それは駄目だよ』と意見できるよ
うな関係性を保つことは大切だと思っています」

（Ｃ）
（７）【家族の理解と協力】

家族からの理解や協力を得ることで，３個のサ
ブカテゴリーから構成されていた。
①《家族から活動への理解を得る》

一番身近な家族から活動への理解を得ることで
ある。「親とかもわかっていないですよね，何も。
なんか。何しに行くんだろうぐらいで，わかって
いないから，そういうところから，うーん，ピア
サポートって何だろうとか。その，一番近いとこ
ろからわかってもらえたらいいかなというのがあ
ります」（Ｄ）
②《家族に自身の精神障害について説明し理解を
得る》

家族に精神障害のことを具体的に説明し，理解

を得ることである。「自分の家族の人には，（中略）
精神障害に罹っているということは，少しは知っ
ているとは思うんですけど，そこまで詳しくは知
らないのかなって思っているので。自分も家族の
人に精神障害のことを説明できればいいんですけ
ど，うまく説明できなくて」（Ｄ）

（８）【精神障害当事者への啓発】
地域の当事者からピアサポートへの関心を得る

ことで，2個のサブカテゴリーから構成されてい
た。
①《当事者にピアサポートへの関心を促す》

身近な当事者にピアサポートへの関心を促すこ
とである。「友達とか。同じ障害のある友達とかも，
興味をもってもらえるような働きかけが自分から
できたらいいかなという気持ちはあります」（Ｄ）
②《当事者が自身の強みを理解する》

当事者自身が精神障害をもっているからこそで
きることがあると自覚することである。「障がい
者自身も障害があるからできないと思うのではな
くて，障害をもっているからできることもあるの
で。そういうのも，ちょっとわかってほしいと思
います」（Ａ）

Ⅵ．考察
１．リカバリーへの希望

自助グループメンバーの語りから，活動を通じ
て自身の生活や人生に意義を感じていることが明
らかとなった。

地域生活を送る精神障がい者，特に単身生活者
は孤独に陥りやすく，病状の悪化を招きやすいと
いわれている17）。本研究結果の【対話がもたらす
充実感】の《話を聞いてもらえる》ことにより死
にたくなる気持ちが和らぐという語りから，地域
社会で生活を送る精神障がい者が抱える孤独感の
強さを窺い知ることができた。このような孤独感
の中から，【対話がもたらす充実感】を得られる居
場所として自らグループを立ち上げ，活動を行っ
ている者も少なくないと考えられる。

高妻は，精神障がい者が地域の居場所をもって
いることについて，自分の意思で行動したいとい
う想いが中核にあり，社会参加や行動範囲の拡大
において，安心感をもてる対人交流などを通じて
目標や夢をもつことで活力を得ていたと報告して
いる18）。これらは，本研究結果と類似しており，
精神障がい者が自ら立ち上げ運営する【安心でき
る居場所】は，支援者主導の施設での活動では得
られない《真のサポートを実感する》場であり，《居
場所があることで救われる》《体験したからこそ
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わかり合える》ような心の拠り所となると考える。
糸島らは居場所はアイデンティティを確立する場
であり，居場所感の高さと社会参加への関心の高
さに関連があることを報告している19）。本研究の
参加者も同様に，《障害とともに生きる》自分を見
つめ直し，《人の役に立ちたいと思う》強い気持ち
が社会参加への意欲を促し，【自己実現に向けた
原動力】を育んでいると考える。さらに，この原
動力は【メンバー個人のスキルアップ】への意欲
を芽生えさせ，自助グループとしての【新たな活
動への挑戦】へと発展すると考える。
２．リカバリーにおける課題

本研究結果から，自助グループメンバーが活動
を行う上で障壁となっていると感じること，地域
社会や周囲に望むことが明らかとなった。

相川は，「我が国のピアサポートにおいて，自
然発生的に生まれた自助グループを中心に，当事
者同士の支え合いの具現化がなされてきた一方
で，自主性・自発性を重視するあまり広がりに陰
りが見られるようになった」20）と述べている。本
研究結果においても，現実的な課題として【自助
グループの維持】が抽出され，《グループの充実の
ために情報収集を行う》《新規のメンバーを増や
していく》ことや，情報を発信する必要があると
感じていた。代表者の語りから，グループを立ち
上げたものの様々なストレスやプレッシャーを抱
え，負担感を抱きながら活動に取り組んでいると
考える。

当事者同士の支え合いの体験からまとめられた
仲間の効用には，「仲間の前では嫌なことや気に
なることもいえる」「仲間は決して傷つけ合わな
い」が含まれている21）。本研究結果の【メンバー
間のコミュニケーション】においても，活動上の
対人関係で《苦手なメンバーともお互いを尊重す
る》ことを心がけており，困難を乗り越えた経験
から，《時には意見できる関係性を作る》大切さを
学んでいた。メンバー間の関係性が良好となれば
仲間の効用が発揮され，《ピアサポーターの制度
化に向けて啓発する》《精神障がい者が政策に参
画できるよう働きかける》ような活動となり，さ
らには【地域社会への精神障がい者の啓発】を促
していくことができると考える。

濱田の調査では，精神障がい者のリカバリーに
おけるピアサポートには，他者への支援を通じて
本来の自己を取り戻すという意味があると示され
ている22）。本研究結果の【自己との対峙】の《自
分らしさを受け入れる》も同様に，暗中模索にお
かれている当事者たちが，病気の有無にかかわら

ず自分らしさを受け入れ，《自分の壁を乗り越え
る》ことでリカバリーへの第一歩を踏み出すもの
と考える。その歩みは【家族の理解と協力】や【職
場への啓発】に向けた勇気と行動につながってい
くと考える。

自助グループでの活動を通じて，同じような経
験をしたものだからこそできる支援があることに
気づいていく23）。本研究結果の【精神障害当事者
への啓発】においても，《当事者が自身の強みを理
解する》ようになることを期待し，《当事者にピア
サポートへの関心を促す》必要性が示されている
と考える。

おわりに
本研究では，精神障がい者ピアサポート事業の

未整備地域で当事者が抱くリカバリーへの希望と
課題を明らかにすることを試みたが，自助グルー
プおよび参加者らの背景の違いが影響したことは
否めない。また，限られた地域の自助グループで
あることも研究の限界である。

わが国の精神障がい者ピアサポートの歴史は浅
く，当事者たちのリカバリーにおいて途上にある。
精神科看護師によるピアサポートに関する取り組
みとして，入院患者の地域移行支援を目的とする
ピアサポートの導入 24）や，長期療養者に対する
意識調査の報告25）がある。しかし，実際，全て
の精神科病院においてこのような取り組みが導入
されているわけではなく，臨床現場で「ピアサポー
ト」という言葉を耳にすることはあっても，実際
の活動にかかわる機会は貴重である。

本研究は，ある自助グループとの出会いをきっ
かけにピアサポートを知り，啓発の必要性を感じ
たことから始まった。研究開始後，いくつもの自
助グループとの出会いがあり，その度に参加者の
方々がもつ力に敬服し，勇気とともに多くの学び
を得た。萱間は，「自分自身が『ああ，なんとかなっ
たな』と思えたときこそが客観的回復とは違う主
観的回復＝リカバリーである」26）と述べている。
われわれ精神科看護師には，精神障がい者の力を
信じ，ともに歩みを進めていく姿勢が重要と考え
る。
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