
精神科デイケアのワークの研究
「円環的時間」という理解を可能にする実践

河村 裕樹＊

本稿では，精神医療の一形態である精神科デイケアでのフィールドワークを
もとに，エスノメソドロジーの方法論的態度において，その成り立ちを可能に
する実践と構造に焦点を当てた．
精神医療に対しては，その収容主義的な治療に批判が向けられ，病床数の削
減などの取組みが始まっている．そのような状況に先駆けて，精神科デイケア
では，患者の地域での生活を支える支援が行われている．先行研究において，
「円環的時間」という表現で，デイケアでは同じような時間が繰り返されるこ
とが指摘されている．そこで本稿では，そのような繰り返しを可能にする仕組
みに着目した．その際，特に着目したのが繰り返しかつ頻繁に観察可能な「逸
脱」の再利用と，「部活動」と結びついた「褒める」ことである．
その結果，患者の「逸脱」を「解決」へと導く方法や，「褒める」ことと結
びついた「部活動」の取組みを明らかにした．そして「部活動」という特徴的
な取組みが，患者を褒めることを容易にするだけでなく，職員の負担を調整す
るために組織されていることを見出した．こうした仕組みが，患者がデイケア
に「居ること」を可能にしていることを，先行研究との比較を通じて論じた．
そしてデイケアに対する「円環的時間」という特徴づけに対して，本稿での知
見は，そのようにみえるデイケアであっても，さまざまに組織化され，計算さ
れ，考えられた仕組みによって成り立っていることを示していると結論づけた．
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1 は じ め に

近年，「病院から地域へ」という方針の下，医療のあり方が大きく変容しつつあ
る．なかでも精神医療に対しては，患者の人権に関するさまざまな問題が指摘され
てきた．2004 年に厚生労働省によって「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が発
表され，「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策のもと，精神障害にも対
応した地域包括ケアシステムの確立がめざされている．このような変革の途上にあ
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る精神医療において，1974 年に保険点数化された精神科デイケアは，こうした動
きを早くから実際の医療として提供してきた（精研デイ・ケア研究会 1997）．
精神科デイケアとは，「精神障害者の社会生活機能の回復や再発予防を目的とし
て，個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療する日中の活動」
（加藤ほか編［2011］2016: 727）と定義される外来診療の一形態である1)．医療が地
域を中心に展開するなかで，そこでの患者の生活を支える役割を担うデイケアとい
う場の重要性は増してきているといえる．本稿では，精神科デイケアにおいて実施
したフィールドワークに基づき，どのような方法によって精神科デイケアという場
が成り立っているのかを，エスノメソドロジーの方法論的態度において記述するこ
とを目的とする．

2 先 行 研 究

2.1 精神医療を対象としたエスノグラフィ研究
精神病院でのフィールドワーク研究で今日でも重要な位置を占めるものとして，
アーヴィング・ゴッフマンの『アサイラム』がある．ゴッフマンは全制的施設を
「多数の類似の境遇にある個々人が，一緒に，相当期間にわたって包括社会から遮
断されて，閉鎖的で形式的に管理された日常生活を送る居住と仕事の場」（Goff-
man 1961: xiii＝1984: ⅴ）と定義する．他方で，今日的な施設がインターネット
等の技術や構造により，外部とつながっていることに着目し，そのような病棟を透
過的施設（permeable institution）とよぶ研究もある（Quirk et al. 2006）．このよ
うにゴッフマンの定義するところの全制的施設と，本稿で取り上げるデイケアとは，
外部と遮断されているか否かという点で異なる施設体系であるといえる．『アサイ
ラム』が病院への収容という当時の精神病患者の社会的な処遇を反映したものであ
るという点を鑑みれば，今日における精神医療を，アサイラム研究の軸線上に位置
づけるという作業は，重要かつ必要な作業であろう．
こうした精神医療を対象としたエスノグラフィには一定程度の蓄積がある．たと
えば精神病院を全廃したイタリアにおける精神医療のあり様を記述した『プシコ
ナウティカ』（松嶋 2014）や，沖縄の精神科デイケアで臨床心理士として働いた
日々をエスノグラフィックに記述した『居るのはつらいよ』（東畑 2019）などが挙
げられる．社会学でも，精神病院でのフィールドワーク研究（山田 1991）のほか，
当事者研究が組織される方法についてのエスノメソドロジー研究（浦野 2016）な
どがある．
これらのなかで，デニス・ジョドレーは，フランスのある地域で 100 年近く実践
されている一般住民と精神病患者との共住生活に焦点を当て，一見すると住民は患
者を受けいれ，良好な関係を築いているようにみえるが，実際はさまざまな境界を
設定していることを指摘している（Jodelet 1989）．
精神障害者のグループホームでフィールドワークを行った山田富秋が「精神障害
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をもった人たちが安心して暮らせる場所をこの社会の中にたくさん作っていくこと
は，精神病というスティグマを解体することにつながっていく」（山田 2004: 114）
と述べるような期待はひろく共有されているといえる．しかしジョドレーの研究は，
たとえ地域で患者が暮らすことになったとしても，共在の経験によって住民たちが，
自分たちと患者が変わらないということを理解するようになると同時に，自分たち
は大丈夫なのかという不安へとつながるといった困難が伴うことを，経験的な調査
を通じて明らかにしている．
本稿で着目するのは，こうした困難を見据え，退院した患者の地域での生活を，
医療の枠組みにおいて支援することを目的とした精神科デイケアである．これら先
行研究群のなかで，東畑開人の研究（東畑 2019）は，居住型施設ではなく通所型
施設である精神科デイケアを取り上げており，議論の出発点として最もふさわしい
ように思える．そこで次項では，東畑の研究を検討することによって，議論を展開
する上での足がかりを得る．

2.2 デイケアの「円環的時間」という特徴
東畑開人は臨床心理士として沖縄県にあるクリニックに併設されているデイケア
に赴任し，そこでの 4年間にわたる経験を，医療人類学の観点を援用して考察を加
えている（東畑 2019）．この著作において東畑は，デイケアを描くことの難しさを，
時間の流れという観点から説明している．東畑はカウンセリングでの時間の流れを
線的時間と位置づける一方で，デイケアの時間を以下のように説明する2)．

メンバーさんたちは冒険をしにデイケアにやってくるわけではありません．
そこに基地となるような日常を求めて，彼らはやってきます．
そのとき，時間は円環的に流れます．実際，デイケアでは毎日が同じように
繰り返されています．……毎日はぐるぐると円を描いて，繰り返されています．
（東畑 2019: 126）

そして東畑は，こうした「円環的時間」（東畑 2019: 127）の意義をケアの特徴
として描き出す．患者3)が安心して「居ること」ができること，このことがデイケ
アの意義であり，目標でもあるのだ．時に，デイケアで何らかの理由によって生じ
た変化に患者が反応し，調子を崩してしまうこともある．しかしデイケアに特徴的
なのは，あくまで変わらない日常である．

デイケアにおいて構造は根源的だ．……構造がメンバーさんを支えている．
……デイケアにいるとありとあらゆることに慣れてしまう．どんなにいびつな
ことになっていても，違和感はすぐに消え失せ，それが日常のように感じられ
るのだ．（東畑 2019: 247）
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こうしたデイケアの変わらなさは，本研究のフィールドワークでも際立った特徴
として観察できた．しかし時間も人も空間も異なる施設にあって，デイケアを同じ
ように特徴づけることを可能にする構造とはどのようなものなのだろうか．東畑は，
デイケアは構造だけではなく「人と人との関係がある．構造は人によって生きたも
のとなる」（東畑 2019: 264）と述べている．そして「円環的時間」がある一方で，
たまったガスを抜き，淀んだ時間をかき混ぜるさまざまなイベントが考え出された
り（東畑 2019: 165-6），「治療的仕掛け」（東畑 2019: 155）としてプログラムに遊
びの要素が多く取り入れられていることを報告している．
これらは単にそうした仕掛けがあるだけで，デイケア的な時間の流れが維持され
ているのではなく，仕掛けを通して達成される人びとのさまざまな活動の連なりが，
デイケアの「円環的時間」という理解を可能にしているのではないかということを
示唆している．本稿ではこの見立てを足がかりとして，デイケアで織りなされる活
動を記述していく．そこで次節では，記述の方法と調査について述べる．

3 方法と倫理的配慮

3.1 方法的態度としてのエスノメソドロジー
代表的なエスノメソドロジストであるジョージ・サーサスは，エスノメソドロジ
ー研究を「民俗誌（ethnography）」と対比させて「方法誌（methodography）」と
して定式化する．方法誌は「成員たちがその特定状況の特徴を明らかにし・はっき
りさせ・説明可能にするための，その成員たち自身の方法に焦点を当てるのです．
たとえば，その状況の特徴を，成員たち自身はどうやって，認識し・記述し・説明
可能にするのか，ということに焦点を当てる」（Psathas 1988＝1995: 17）のであ
る．
ハロルド・ガーフィンケルは社会で生起するさまざまな現象や秩序は，こうした
人びとの方法を通じて達成されることを明らかにした．そしてこうした活動を「ワ
ーク」とよび，ワークを達成するための方法に着目する研究を特に「ワークの研
究」とした（Garfinkel ed. 1986; 池谷 2019）．池谷のぞみ（2019）は，ワークの研
究の特性を記述の主題と内容，記述の性質，記述の提示の 3つに整理している．記
述の主題はメンバーの志向性と合致するものでなければならず，記述の内容はメン
バーの方法である．記述の性質という点では，記述は特定状況を記述するものであ
ると同時に，特定状況を超えた一般性を備えるべきであるとする．いいかえれば，
ルーティン化された方法を示すだけに留まらず，同時に個別の特定状況においてい
かにしてその方法が実行されるのかを記述するということである．研究結果の提示
に関しては，研究者が結果を提示した時に，その受け手はそれを教示として，つま
り自分たちの組織における仕事のやり方を改善する何らかの手がかりを得られるも
のとして期待するということである．
本稿では，このエスノメソドロジーの方法論的態度において，デイケア内のワー
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クを記述していく．

3.2 調査概要と倫理的配慮
本調査の参与先である Y病院は，私立精神科単科病院である．病床数からいえ
ば比較的小さな規模の病院である．病院は 5階建てで，1階には外来診察室や事務
室があり，3階には食堂と，本研究の主な参与拠点であるデイケア室がある．それ
以外は主として入院病床となっている．入院病床と外来・デイケア室とは施錠され
た扉で区切られており，病院の職員は伴を幾種類か常に所持している．調査者も調
査中はゲスト用の伴を借りている．院内にあるデイケアも，小規模型デイケアであ
り，定員は 24 名である．なおデイケアを担当する職員は看護師 3 名（女性 2 名，
男性 1 名），精神保健福祉士が 1 名（男性）の計 4 名である．男性の看護師がデイ
ケアの主任である中野さんであり，精神保健福祉士が溝口さんである（いずれも仮
名）．そのうち，デイケアの実際の運用にあたって，主要な役割を担っているのは
看護師である．
Y精神科単科病院は，理念として患者の主体性の尊重とその実現を掲げている．
開院から半世紀以上が経った比較的古い病院であるが，こうした「患者中心」とい
う理念は開院当初からあり，訪問看護に力を入れ，退院促進支援も活発である．そ
してその中核的な役割を担っているのが，デイケアである．調査は，ナースステー
ションで行われる夜勤と日勤の引き継ぎの場面から，デイケアでの終礼まで，1回
の調査につき 8:00～16:00 の約 8 時間行い，これを 201X 年 3 月から 201Y 年 11
月の約 1 年半の間で 40 回行った．調査はデイケア室で患者たちと活動をともにし
ながら，適宜フィールドノートをとる形で実施した．
調査倫理への配慮は，一橋大学大学院社会学研究科大学院生研究倫理規範に則り，
調査協力者や機関に対して不利益とならないよう匿名化等最大限の注意を払うとと
もに，医師と定期的に面談することで，問題が起きた場合にすぐに対応できる体制
を整えた．本稿で登場する人名はすべて仮名である．

4 デイケアにおける「逸脱」と「解決」

本節では，デイケアにおけるゲームの場面と，ある患者の「妄言」を扱う場面を
取り上げ，デイケアで特徴的に，繰り返し観察できることを明らかにする．なぜな
ら，繰り返し観察できるということは，偶然でも無根拠でもなく，何らかの方法が
用いられているからこそ可能であるからだ．

4.1 ゲームのプログラムにおける「逸脱」の「解決」
本項で取り上げるのは，ゲームのプログラムである．ゲームにはいくつかあり，
各自自由にゲームに勤しむ日もあれば，全員で何か共通のゲームをやる日もある．
今回取り上げるのは，各自が自由にゲームをする事例である．職員が「今日はゲー
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ムです．各自好きなことしてください」と声をかけると，将棋の人はこのあたり，
手芸や裁縫をやる人はこのあたり，という風に，ゲームごとに場所が割り当てられ
る．ある日，次のような出来事があった．

私が一人で四人席でフィールドノートを書いていたら，山下さんとオセロを
していた三井さんが私のところに来た．山下さんとプレイしていても勝てない
という不満を私に訴える．……そこで三井さんとオセロ．ルールをよく間違え，
まじめにやると簡単に勝ってしまうため，わざと取れるマスを取らなかったり
工夫が必要．［FN201X0910］

三井さんは 70 歳代の男性患者で，最近デイケアに通所し始めたばかりである．
プログラムの開始直後，三井さんが山下さんという患者とオセロをし始めたことは
観察していたが，その後どのようなことになったのかは三井さんの説明によっての
み知ることができただけである．いずれにせよ職員が三井さんの相手を探して，白
羽の矢が当たったのが調査者であった．三井さんとオセロをしてまず面食らったの
が，本来のオセロゲームのルールから「逸脱」したやり方をしていることだった．
フィールドノートの図を清書し，説明を加えると次のようになる．
まず図 1-【1】のような初期配置があり，C1 の場所に白い石を置くとする．する
と通常ならば図 1-【2】のように，B1 にあった黒い石が E1 にあるように白い石に
ひっくり返るのがルールである．ところが三井さんは図 1-【1】の B2 にあった黒い
石を図 1-【3】のH2のように白い石にひっくり返してしまったのだ．このように，
三井さんは「相手の石を挟めるところに自分の石を配置し，挟んだ相手の石を自分
の色にひっくり返す」というオセロのルールに違反した打ち方をしていたのである．
そうすると，仮に調査者がまともにルールに則ってプレイすると，明らかに三井さ
んの石が盤上から少なくなってしまう．そこで調査者は，「三井さん，強いですね」
と言いながら，三井さんの白い石をひっくり返さない場所に黒い石を置くことで，
三井さんが勝つように配慮したのである．上図で説明するなら，図 1-【3】におい
て，I3 に黒い石をおけば，三井さんの H3 は黒になる．しかしあえて G2 に置くこ
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とで，極力黒の石を増やさないようにしたのである．このような指し手は「打てる
箇所がある場合は必ず打たなければならない」というオセロのルールに違背してい
る．またこのゲームで唯一共有されているのは，色が勝敗を決めるということだけ
である．こうして，このゲームは本来のオセロのルールから違背した形で進行した
のである．にもかかわらずこの場面は崩壊することなく維持された．そこで，こう
したことがいったいどのような活動なのかという点について考える必要がある．
多くのエスノメソドロジー研究が明らかにしてきたように，社会現象の秩序は，
社会成員としての平俗な能力によって，場面の進行に応じてその都度達成されてい
く．たとえばバス待ちの行列（Livingston 1987）や高速道路の合流地点での車の進
行（Garfinkel 2002）といった明示的なルールがない場面において，活動が秩序だ
って組織される方法を探求した研究がその代表例である．また，明示的なルールが
存在する盤ゲームのルールでさえ可変的であり，その都度のゲームの進行に伴って
生み出されていくという特徴も明らかにされている（Liberman 2013）．事実この
オセロゲームの場面でも，オセロのルールそれ自体は，ルール違反にどう対応する
べきかをあらかじめ指示してはいない．エスノメソドロジー研究が明らかにしてき
たルールの特性を踏まえれば，この場面で調査者が三井さんの指し手を「納得」し，
ゲームを維持できたのは，ルールの解釈を変更する以前に，社会成員としての調査
者自身の平俗な能力によって，この場面がいかなる場面であり，三井さんの指し手
がどのような活動なのかを理解できたからということができるだろう．
こうした理解を可能にしたこととして考慮に入れる必要があるのは，調査者のデ
イケアでの立場であるように思われる．たとえば，ある患者に「職員は一緒にご飯
を食べてくれず，ゲームも一緒にやってくれないのにＺＺさん（筆者）は一緒にや
ってくれてうれしい」（FN201X0528）と伝えられたことがあった．このことは調
査者がデイケアにおいて，職員でもなく患者でもない存在として受け入れられてい
たということを表すエピソードとして理解できる．こうした位置づけが患者だけで
はなく職員にも共有されていたことは，山下さんとのプレイで負け続けた三井さん
の相手として，職員がほかの患者ではなく調査者を選んだという点からも理解でき
よう．この場面では調査者と三井さん双方が，互いの関係を参照しながら，ルール
の可変的な特徴を利用して，ほかならぬ治療の場としてのデイケアに適切な形で行
為を組み立てることによって，場面が達成されているといえよう．
こうした解決の仕方について，次項にてさらに検討してみたい．

4.2 ある患者の「妄言」の扱いにみる「逸脱」の「解決」
デイケアでは，プログラムが定められ，決まった時間的な枠組みのなかで活動が
行われる．こうしたルーティンのなかで岸本さんという患者の発言は，ほかの患者
の発言と比べてはっきりと弁別可能であり，ある種の「妄言」として観察可能であ
った．岸本さんは中年の男性で，日常的に妄想や独語などが顕著にみられ，それを
声に出したり，職員に伝えようとしたり，あるいは職員に返答する際に発すること
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が多かった．そのため，次のような事態が頻繁に観察された．

職員の溝口さんのところに岸本さんが行き，野球Ṍ博の話になる．溝口さん
が「1 億円かける？」と言うと「いやだよ」「いい，いい」と言う．さらに昔
長嶋茂雄のサインをもらったと岸本さんが言うと，溝口さんが「すごいね，今
もあるの？」と聞くと「売っちゃった，1 億円で」と答える．溝口さんが「病
院に寄付してよ」と言うと「いやだよお」と答える．すると溝口さんは「だ
め？あーあ，断られちゃったよー」と言い，周りの患者を巻き込む形で笑いを
とるのだ．［FN201Y0324］

こうした場面に居合わせた周りの他の患者たちは，そのやり取りを見て苦笑いを
したり大笑いをする．「売っちゃった，1 億円で」と岸本さんが言うとき，その発
言は冗談とも「妄言」とも理解可能である．しかしこの発言が他ならぬ治療の場で
あるデイケアで行われたこと，職員の溝口さんが岸本さんの「妄言」に反応し，ま
ともに取り合わずに茶化すということは，岸本さんの発言が事実ではなく，かつ冗
談でもないことを職員が理解していることになる4)．なぜなら，冗談であれば笑う
ことが社会的に適切であるのに対して，一見冗談とも受け止めることができそうな
発言を，笑うこと以外の応答によって受け止めていることが，職員の反応において
現れているからだ．この理解の現れ方は，筆者が勝手に解釈をしたのではなく，他
ならぬ参与者自身の理解を表しているのである．
一方で，職員は笑わないものの，岸本さんの「妄言」を無視したり，否定をした
りすることはめったにないことにも注意する必要がある．このことは，精神病であ
ることを帰属する営みを記述したドロシー・スミスのいう「切り離し手続き」
（Smith 1978: 38＝1987: 126）を参照することによってより明確になるだろう．
「切り離し手続き」とは，その場の規範に照らして，その人の行為に対応する適切
な規則や指示が見出せない時に，相手を「理解不可能なもの」として切り離すプロ
セスである．しかし岸本さんの場面では，その発言は「理解不可能なもの」として
切り離されるのではなく，精神疾患に原因を帰属することのできる「理解可能なも
の」として扱われる．
ここでこうした岸本さんの「妄言」が発せられるタイミングが，ある種「ルーテ
ィン化されたお約束」として予測可能であったことにも注意したい．朝礼や終礼時
といった誰もが発言する機会を割り振られる場面以外で，岸本さんが自ら「妄言」
を発するタイミングは，プログラムの休憩中や昼休み等，職員の手が空いた時であ
る．それ以外では，場面が「気詰まり」を感じさせる際に職員が「妄言」を引き出
すことが多かった．たとえば「ウェルネス」という運動を行うプログラムでは，あ
る程度時間が経つとたいてい患者は疲れ果ててしまい，場面全体が「弛緩」してし
まう．そういう時は休憩が差し挟まれることが多いのだが，その際，岸本さんの振
る舞いを茶化すことによって笑いを誘ってから休憩に移行することが頻繁にあった．
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このように，場面が転換する際に，職員が患者に冗談を言ったり茶化したりするこ
とが繰り返し観察できた．同様の例として次のようなことがあった．

病院の玄関で，鎖につながれた犬がいるということで，職員の溝口さんが
「誰か連れてきた人いないよね」と全員に聞くが，誰も反応しないので，近く
にいた中河さんに「ライオンは連れてきてないよね」と聞くと，中河さんは無
表情のまま「ううん」と否定する．すると溝口さんは「普通に答えられちゃっ
た」と笑いながらつぶやいてから職員ルームに引き返した．［FN201Y0324］

このフィールドノートに記述されているエピソードは，病院の玄関に持ち主が不
明の犬がつながれ，職員らが対応するなか，その様子を見ることのできるデイケア
室も騒然とした場面についてのものである．この場面の記述からもわかるように，
職員は，場を収めて次の場面への移行を促すという文脈で笑いを利用しようとする
ことが多かった．このような笑いを誘ったり茶化すような発言に対しては，まじめ
に答えることは，規範的に期待されておらず，そのことは職員の「普通に答えられ
ちゃった」という発言にも現れている．
このフィールドノートの抜粋では，職員はたまたま近くにいた中河さんという患
者から笑いを引き出すことに失敗しているが，こと岸本さんに向けた茶化しでは，
こうした失敗が少ないことが際立った特徴として観察できた．これは，職員にとっ
て岸本さんを茶化しの対象にするということは，まじめな答えが返ってはこないと
いうことが期待できるがゆえかもしれない．それゆえに，岸本さんへの茶化しと，
それによって引き出される岸本さんの「妄言」とが，このデイケア場面の際立った
特徴として頻繁に観察できるといえよう．このデイケアでは，患者の「妄言」とい
う精神病的な特徴が切り離されるどころか，場面の進行や転換のために再利用され
ているのである．

5 褒めることと部活動

このデイケアでは，どんなにささいなことであっても職員が患者のことを「褒め
る」ことが繰り返し観察された．本節ではこの点に着目し，「褒める」ことでなに
が行われているのかを，部活動というこのデイケアに特徴的な装置を通して考察を
加える．

5.1 褒めることでなにをしているのか
デイケアではすべての患者が何かしらの部に入ることになっており，終礼などで，
その日 1日の部としての活動の報告が職員によって求められることがあった．たと
えばニュース部長は，最近気になるニュースを皆の前で報告する，手話部の部員た
ちは，昼休みに集まって練習したことを報告するといった具合だ．これらの報告に
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対し，職員より「よくニュースを調べているね」「練習頑張っているね」というよ
うに，「部員」として行った活動を対象に「褒める」ということが行われていた．
つまりほとんど例外なく，すべての患者が何かしらの部員である以上，褒められる
機会が誰に対しても設定されているのである．こうして「褒める」ということは，
部員制と密接に結びついていることが観察可能であった．それでは部員制をデイケ
アにおいて用いるということでなにが行われているのであろうか．
ここで，職員によって患者に割り当てられる部が，理由なくでたらめに割り当て
られているのではないことに着目したい．たとえば，卓球部や将棋部においては，
新しく入った部員に対して，古参の部員がやり方を教える，ということを，職員が
古参の部員に依頼することが繰り返し観察されたが，そのことは依頼が可能な人に
対して向けられ，また新参の患者に対しても，教えを受けることが可能だと判断さ
れた場合にのみ，割り当てられていた．そして，そのことにより，古参の部員には
「教える」という権利と，ある種の使命感のようなものが与えられることになる．
こうして古参の部員は，通院に対する意義づけが強まり，通院リズムが安定する
ことが観察された．同時に新参の部員も，古参の部員に配慮する形で，通院リズム
を整えていくのである．こうして作り上げられた関係は，部としてのまとまりを形
作っていくことになり，デイケア内で，自らを部員として他者との関係上に位置づ
けることが可能になるのである．
このことは，デイケアにおける「患者」が，それ以外の何者かとして特徴づけさ
れる機会がなければ，褒めの対象は「患者」と結びついた活動に限定されてしまう
ことを意味する．「患者」にレリバントな活動，たとえば服薬をきちんとする，医
師に言われたとおりに生活するといったことは，看護師でもある職員による評価の
対象となるわけだが，患者からすればそこに「患者」以外の何者かとなる余地は存
在しないということになる．この余地を確保するということは，ゴッフマンが『ア
サイラム』において「第二次的調整」と表現した自己のありようともかかわりがあ
るように思われる．第二次的調整とは「施設が個人に対して自明としている役割や
自己から彼が距離を置く際に用いる様々な手立てのことである」（Goffman 1961:
189＝1984: 201）．こうした手立てを用いるのには，その前段階として，さまざま
な市民的権利が剝奪される段階があり，それへの抵抗として第二次的調整は位置づ
けられる．つまり「何か対抗するものがあるからこそ，自己は現れる」（Goffman
1961: 320＝1984: 316）のであるが，デイケアではそうした権利の剝奪は最小限に
抑えられる代わりに，患者は抵抗する余地を失いかねない．第二次的調整，すなわ
ち「患者」以外の何者かになる余地が「被収容者に，自分は環境を何ほどか制御で
きるのだから，まだ自分自身の主人なのだ（his own man）という重要な証拠を与
える」（Goffman 1961: 54-5＝1984: 57-8）という知見を踏まえるならば，部活動
という装置は，デイケアという施設体系が患者に余地を与えるという働きをしてい
るといえよう．
この点を考えるために，次項では手話部という部活動を検討することにする．
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5.2 手話部の活動
本項で着目したいのは，専門性が要求される部活動である．デイケアにおける部
活動のうち，部長以外に部員がいるのは卓球部と将棋部，手話部の 3つだけである．
この 3つの部活に共通しているのは，部員が患者に卓球や手話のやり方を教えると
いう機会が，プログラム内にあるという点である．このうち手話については，職員
はアシスト役に徹し，その進行や内容の一切について部長が担う．また職員は手話
を知らず，部長から教えてもらう関係にあることも特徴的である．手話部の活動場
面についてのフィールドノートをみてみよう．

部長の清水さんがなんとか進行しようとしているが，なかなかうまく進まず，
職員の中野さんがフォローに入る．清水さんの特徴として，些細なことにこだ
わり，悩んでしまい，進行が止まってしまうことが多い．［FN201X1117］

手話のプログラム場面においては，職員 4人のうち 3人はスタッフルームで事務
仕事をし，主任の職員である中野さんだけが様子をみている．部長がプログラムの
進行に躓いた時に間に入ることがあるものの，プログラムの内容には決して手を出
さなかった．
このような形で行われるプログラムに備えるため，手話部は，ピアノの前にある
円形テーブルを囲んで日々手話の練習を行っていた．円形テーブルの周りは，手話
部員以外の患者が近づきにくくなっており，たとえば練習中に，部のノートに触ろ
うとした手話部員ではない患者に対して，部長が「言ってください．勝手に触らな
いでください」と注意することがあった．部員か非部員かということを判断の軸と
して，手話部長が円形テーブルの周りで誰がなにをすべきか／すべきでないかとい
うことについての権限を振り分けていたのである．
また丹羽さんという患者が，手話のプログラムへ参加しないことを手話部長に向
けて述べる場面があった．

丹羽さん．水を飲みながらプログラムが手話だとわかると「おれは手話はい
いや．おれはやらないよ」と清水さんの方に向けて言う．清水さんが水を飲み
に丹羽さんのあたりへ近づくと，「おれはやらないよ」と言い，清水さんが
「だめ？」と聞くと，丹羽さんは「だめ」と言う．［FN201X1117］

職員が進行を取り仕切る通常のプログラムにおいては，参加しないための理由説
明として「調子が悪い」という，「患者」にレリバントな理由説明が用いられるこ
とがほとんどであった．この「調子が悪い」という理由説明は，医学的な問題を含
んでいる可能性があり，看護師に対して，患者にプログラムへ参加するよう促すこ
とをさせない働きがある．しかし手話部が進行を取り仕切るプログラムにおいては
そうした理由説明ではなく，より直接的な理由説明が可能となっていた．
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このことは次のことを示している．第 1に，理由説明を告げるべき相手が職員で
はなく手話部長であることを患者自身が認識しており，第 2にそのことが理由説明
のされ方によって示されているということである．そしてこうした理由説明が，こ
のプログラムの場面がほかならぬ手話部長が取り仕切るプログラムであるという理
解を可能にするのだ．このようにして，手話部を中心とした活動においては，「患
者」としてよりも「部員」として活動に参与することが可能になっているといえよ
う．そして，5.1で取り上げた終礼の場面でみられたように，「部員」として活動に
参与することは，「褒める」ことを容易くし，またその機会を作ることでもあるの
だ．

6 プログラムの配置

前節まで，偶然的な条件に依存しながら行われるワークをみてきた．しかし個々
のワークが組織化されているからといって，デイケアという構造そのものが組織化
されているとどのようにいえるだろうか．そこで，デイケアにおけるプログラムの
配置がどのようになされているのかを考えてみたい．デイケアの 1日は，プログラ
ムを中心とした単純なものだが，月単位でみると，次ページの表 1のように配置さ
れている．
この表中にあるプログラムの活動の特徴を，職員の負担と患者の負担という 2つ
の点から整理してみる．たとえば，午前と午後の両方を使って行われる大会のうち，
映画を視聴する「シネラマ大会」や，1人ひとりが順番に歌を披露する「カラオケ
大会」では，患者は映画を見たり，自分で歌ったり，他の人の歌に聞き入ったりし
ており，職員にとっても患者にとっても負担の小さいものとなっている．逆に「卓
球大会」や「ウェルネス」では，職員総出でプログラムの進行を行う必要があるの
で，職員の負担は大きいものとなる．他方で患者にとってもこれらのプログラムは，
全員参加型であったり，職員の指示を受けたりしながら活動するという点で負担が
大きい．以上から，職員の負担と患者の負担が連動していることがわかる．
しかしこれらの特徴が当てはまらないプログラムもある．たとえば，部員が主体
となって行う「手話」や「卓球」は，部員だけでなく全員が参加し，部長と部員が
見本を示したり教えたりしながらプログラムが進行するので，患者の負担が大きい
全員参加型であるにもかかわらず，職員の負担は小さくて済む．
この点を踏まえてあらためてプログラム表を見てみると， たとえば 13 日では，
それぞれ職員の負担が小さい「卓球」と「カラオケ」が対となっているが，「カラ
オケ」が患者にとって負担の小さいものであるのに対して，「卓球」は患者の負担
が大きいという特徴がある．以上から，負担の大小を「＋－」で表し，｛午前・午
後｝とするならば，患者と職員にそれぞれ｛＋＋｝｛＋－｝｛－＋｝｛－－｝という
組み合わせがあるなかで，患者の負担という観点からは｛－－｝の組合せが避けら
れ，職員の負担という観点からは｛＋＋｝の組合せが避けられるようになっている
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ことがわかる．そしてこうした組み合わせの実現において，部員制のプログラムが
調整弁のような働きをしているのである5)．
こうした配置のされ方を検討していくと，東畑のいうような動きのないデイケア
という特徴が，職員の負担が高くなる活動的なプログラムの対に，職員の負担が少
ないものを当てることによって職員の負担を軽減しつつ，患者の活動量をバランス
よく調整することによってもたらされているということが分かる．そして，職員の
負担が少ないプログラムとして，部活動が軸となるものがあり，患者からすれば，
一方で負担の大きいものではあるが，他方で活動の後で職員から褒められることが
多く，相応の達成感を抱くことができるのである．
このようにして，デイケアでは一見すると漫然とした時間だけが流れているよう
にみえるが，そうした理解を可能にするさまざまな工夫が存在しているのである．

7 考 察

ここまで，「逸脱」を場面進行のリソースとして再利用するワーク（第 4節）や，
「患者」以外の何者かとして活動する余地を容易にする部活動というある種の装置
の働き（第 5節）を明らかにした．また，プログラムの配置が，単に職員と患者の
負担と結びついているだけでなく，褒めることや褒められることといった道徳的判
断を伴うワークと結びついていることを示した（第 6節）．
これらを当初の見立てに即して述べるなら，治療の場としてのデイケアでは，仕
掛けや装置に埋め込まれることで達成される，褒めることや褒められることといっ
た道徳的判断を伴うワークと，プログラムの配置とが結びついて，「円環的時間」
という理解を可能にしているといえよう．
こうして，さまざまに工夫された装置やその配置が，その都度の状況に応じて適
切に振る舞うことを容易にし，「自生的」で「道徳的」な秩序（Garfinkel 2002）が
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デイケアにおいて成り立っているのである．

8 結 論

もともとデイケアというのは，入院患者が退院したあとの生活を支えるために，
病院と地域社会との間に位置する中間施設といえる．「退所は狭い世界の頂点から
広い世界の底辺への移動を意味する」（Goffman 1961: 73＝1984: 75）状況にあっ
て，どのようにして患者の地域生活を支えるかがデイケアにおいて課題となる．し
かしこうした課題を引き受けるデイケアでの活動は，繰り返しの多い，「円環的時
間」という表現によって特徴づけられ，一見すると入院生活に向けられる批判と同
じような結果になっているようにみえる．だが本稿での知見は，そのようにみえる
デイケア活動であっても，Y病院に特徴的なやり方でさまざまに組織化されたワ
ークによって成し遂げられていることを示している．こうした「見られてはいるが
気づかれない」（Garfinkel 1967）仕組みに光を当てて知見を蓄積することによって，
デイケアについての理解可能性が拡がるのである6)．

［付記］ 本稿は 2018 年度に一橋大学に提出された博士論文（未公刊）の一部を改稿したもので
ある．調査にご協力いただいたみなさまをはじめ，執筆にあたり査読者をはじめたくさんの方から
コメントを頂いたことに感謝申し上げます．

［注］
1） いわゆる「デイサービス」が介護保険の適用を受けるのに対して，精神科デイケアは医療保
険の適用を受ける．したがって医師の指導の下に行われるという点で，精神医療の一形態であ
り，治療がめざされることになる．本稿では，デイケアとは精神科デイケアのことをさす．
2） ただし，東畑はケアとセラピーを便宜上対比させているのであって，デイケアはケアとセラ
ピーの両側面があることに注意を促している（東畑 2019: 276-9）．
3） 本稿では，さしあたりデイケアの利用者のことを患者と表記する．デイケアのなかには「メ
ンバー」とよぶ施設も多い（精研デイ・ケア研究会 1997: 37）が，それは患者という記述と相
対的な関係においてなされており，その意味で患者という表記はニュートラルな記述であるか
らだ．
4） 妄想や幻覚に対してまともに反応することは不適切であるという指摘を踏まえると（Coulter
1973: 117-8），溝口さんの対応は適切なものとなる．
5） 16 日と 24 日は例外といえるが，これは外部講師の都合との関係が原因である．
6）「しばしば私たちは，もし建物の壁が邪魔でなければ，屋根を支えているものをよりよく見
ることができるのに，と不満を述べるが，屋根を支えているのはほかならぬその壁である」
（Garfinkel 1967: 22）というガーフィンケルの指摘と重なる．
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KAWAMURA, Yuki
Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University

kawamura .youki@gmail . com

This study focuses on the practices and structure of psychiatric day-hospital
based on ethnomethodological fieldwork.
Psychiatric treatment has been criticized for its committal principle, and
hospitals have begun reducing the number of beds in response to this criticism.
Earlier, psychiatric day-hospital primarily provided support for discharged patients
to live and engage with the community. Previous studies have demonstrated that
the features of psychiatric day-hospital can be characterized asʠrepetitive time.ʡ
Thus, this study focuses on the mechanism that enables such repetition. I
particularly observed the reuse ofʠdevianceʡandʠpraisingʡlinked toʠclub
activitiesʡin this mechanism.
As a result, I clarified how theʠdeviationʡof a patient is transformed into a

ʠsolutionʡand howʠclub activitiesʡassociated withʠpraisingʡfunctioned in
psychiatric day-hospital. Additionally, I found thatʠclub activitiesʡwere orga-
nized not only to make praising patients easier but also to manage the burden on
the staff. I explored the meaning of such mechanisms that enable patients to be in
day-hospital through comparison with extant literature. Although features of day-
hospital have been aptly characterized asʠrepetitive time,ʡthe findings of this
study demonstrate that the mechanisms are organized, calculated, and well
thought-out.
Key words: psychiatric treatment, ethnomethodology, psychiatric day-hospital
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