『北海道いじめ・暴力・ひきこもり研究会』の歴史（2000～2014）
主な講演者・研究発表者など（順不同・敬省略）
第１回（00） 内海由雄（北海道いじめ問題研究会会長）
第２回（01）

斉藤述史（元中学校教師・カウンセラー）・内海由雄（北海道いじめ問題研究会会長）

第３回（01）

太田耕平（札幌太田病院院長）
・杉山善朗（札幌医科大学名誉教授）

第４回（02） 北見公一（北見クリニック院長）・下出道弘（しもでメンタルクリニック院長）
第５回（03） 鈴木義也（札幌国際大学助教授）・小川説子（札幌太田病院小児科医）
第６回（03） 木村昭一（厚田はまなす園園長）・内海由雄（北海道いじめ・暴力・ひきこもり治療研究会会長）
第７回（04） 賀根村伸子（不登校・ひきこもりを考える会「ﾊﾝﾉｷ林の会」会長）・響徹（札幌太田病院医師）
第８回（05） 太田秀造（札幌太田病院院長）
・阿部一九夫（札幌太田病院医師）
第９回（06） 青木藩（札幌医科大学名誉教授）・櫻井義秀（北海道大学大学院文学研究科教授）
第 10 回（07）

第 11 回（08）
（※第 23 回共催）

第 12 回（09）
（※第 24 回共催）

第 13 回（10）
（※第 25 回共催）

第 14 回（11）
（※第 26 回共催）

櫻井義秀（北海道大学大学院文学研究科教授）・三浦公裕（札幌市立平岡中学校教諭）
太田秀造（札幌太田病院院長）
・丸山謙一（読売新聞北海道支社デスク）
村田忠良（北海道家庭生活総合カウンセリングセンター理事長）
五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）・池上公介（学校法人池上学院理事長）
齋藤敏子（北斗市立上磯小学校教頭）・安宍一夫（北海道新聞本社編集委員）
太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
石垣則昭（登別市立緑陽中学校校長）・梅田久美子（星槎国際高等学校教諭）
太田秀造（札幌太田病院院長）
・佐藤渉（札幌太田病院医師）
池上公介（学校法人池上学園理事長）・石垣則昭（登別市立緑陽中学校校長）
杉岡良彦（旭川医科大学医学部医学科健康科学講座）
杉岡良彦（旭川医科大学医学部医学科健康科学講座）
本橋京子（みやざきホスピタル精神科医）・池上公介（学校法人池上学園理事長）
上平仁志（日本聖公会司祭）・太田耕平（札幌太田病院名誉院長）

第 15 回（12） 太田秀造（札幌太田病院院長）
第 16 回（13） 太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
第 17 回（14）
（※第 29 回共催）

太田耕平（札幌太田病院名誉院長）

※北海道内観療法懇話会

1．主 旨
①いじめられ⇒不登校⇒ひきこもり・家庭内暴力・放火など⇒うつ状態（心身症、自殺）⇒摂食障害⇒リスト
カット（パニック発作）⇒酒・薬物依存⇒多科診療科（精神科含）の頻回受診、入退院の繰返しなどの予防、
早期発見・治療。
②これらの背景にあるいじめられ体験の癒し。
③夫婦、親子、兄弟、学校、職場などでの幼児～高齢者に至るいじめ・暴力・ひきこもりに関心のある人達と
の相互啓発、研究。
④いじめ・暴力・ひきこもりに関する資料・文献・情報収集。
⑤いじめ・暴力・虐待などは家庭内で起こることが多いことから、家族療法の実践と啓発。
⑥いじめ・暴力・ひきこもりなどに関する相談。
（医師、看護師、心理士、ピア・サポーターなどによる回答）
2．事 業
①年に 1～2 回の研究会を開催し、いじめ・不登校・ひきこもりから始まる心身症の予防、早期発見、治療の
啓発を行なう。
②必要に応じ、抄録集、機関誌、パンフレットなどを作成する。
3．会 員
いじめ・暴力・ひきこもりなど思春期問題に関心のある人であれば、誰でも会員になることができる。
4．会 則
事務局で討議し、必要に応じ改訂、整備する。
5．その他
電話・メールなどで、専門家による相談サービスを行なう（011－644－5111 札幌太田病院内観療法課まで）。

1991

2014

主な講演者（順不同・敬称略）

第１回（91）
第２回（91）
第３回（92）
第４回（92）
第５回（93）
第６回（93）
第７回（94）
第８回（94）
第９回（95）
第 10 回（95）
第 11 回（96）
第 12 回（97）
第 13 回（98）
第 14 回（99）
第 15 回（00）
第 16 回（01）
第 17 回（02）
第 18 回（03）
第 19 回（04）
第 20 回（05）
第 21 回（06）
第 22 回（07）

太田耕平（札幌太田病院院長）
・三木善彦（日本内観学会副会長）
竹元隆洋（日本内観学会会長）
・菊地浩光（日鋼記念病院医学情報部）
長谷川清（釧路内観研修所所長）
・上野ミユキ（札幌太田病院内観担当婦長）
真栄城輝明（ひがし春日井病院）
・綿貫弘（北海道少年院法務官）
長谷川清（釧路内観研修所所長）
・内海由雄（内観普及協会会長）
長島正博（北陸内観研修所所長）
・玉越拓摩（札幌太田病院医師）
桜井義秀（北海道大学文学部助教授）
・五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
岩本隆茂（北海道大学文学部教授）
・宮下均(市立三笠総合病院医師)
五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
・長谷川清（釧路内観研修所所長）
杉山善朗（札幌医科大学名誉教授）
・五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
石井光（青山学院大学助教授）
・長谷川清（釧路内観研修所所長）
池上吉彦（多布施内観研修所所長）
・市川啓子（北海道大学健康管理センター）
氏家武（楡の会子どもクリニック院長）
・友田龍多（リュウ心理臨床オフィス所長）
波多野ニ三彦（東京弁護士会所属弁護士）
・豊島眞（スクールカウンセラー）
五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
・内海由雄（内観普及協会会長）
石井光（青山学院大学教授）
・高橋正（行動内観研修センター代表）
太田耕平（札幌太田病院院長）
・竹元隆洋（日本内観学会会長）
岩谷範良（北海道断酒連合会理事長）
・小川説子（札幌太田病院小児科医）
太田耕平（札幌太田病院理事長）
・太田秀造（札幌太田病院院長）
烏帽子田 彰（広島大学医学部教授）
・五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
高橋正（公認会計士）
・波多野ニ三彦（弁護士）
・烏帽子田彰（広島大学教授）
太田耕平（札幌太田病院理事長）
・上野ミユキ（看護師・日本内観学会会員）
村田忠良（北海道家庭生活総合カウンセリングセンター理事長）
第 23 回（08） 五十嵐一夫（札幌内観研修所所長）
・池上公介（学校法人池上学院理事長）
（※第 11 回共催）
齋藤敏子（北斗市立上磯小学校教頭）
・安宍一夫（北海道新聞社編集委員）
太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
第 24 回（09） 石垣則昭（登別市立緑陽中学校校長）
・梅田久美子（星槎国際高等学校教諭）
（※第 12 回共催） 太田秀造（札幌太田病院院長）
・佐藤渉（札幌太田病院医師）
第 25 回（10） 池上公介（学校法人池上学園理事長）
・石垣則昭（登別市立緑陽中学校校長）
（※第 13 回共催） 杉岡良彦（旭川医科大学医学部医学科健康科学講座）
杉岡良彦（旭川医科大学医学部医学科健康科学講座）
第 26 回（11）
本橋京子（みやざきホスピタル精神科医）
・池上公介（学校法人池上学園理事長）
（※第 14 回共催）
上平仁志（日本聖公会司祭）
・太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
第 27 回（12） 太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
第 28 回（13）
（第 8 回アルコール
太田耕平（札幌太田病院名誉院長）
フォーラムと共催）

第 29 回（14）
（※第 17 回共催）

太田耕平（札幌太田病院名誉院長）

※北海道いじめ・暴力・ひきこもり治療研究会

『内観』の文言について：一般の方の「宗教用語みたいだ」、
「硬い感じがする」などの偏見に対して、当院では今後、児童・生徒には「物語療法」
、
中・高校生、成人には「自己観察法」
、医療・福祉・教育関係者には「認知修正法」
、高齢者には「自分史回想法」など、その場に応じ柔軟に呼称を
変更し、これまでと同様の内観を行なう予定です。

第 29 回北海道内観療法懇話会
2014 年 6 月 14 日（土）札幌太田病院講堂

基調講演

不登校や依存症などに内観療法はなぜ有効か
太田耕平

札幌太田病院名誉院長

不登校や依存症に内観療法はなぜ有効か ・・中年以降まで尾を引く後遺症
当院で不登校児の内観療法（入院 14 日間その内病院から通学 7～10 日）を改善しつつ 40 年も継
続している。その理由は、1975 年アルコール症の治療を開始した。その家庭の子供に不登校、シン
ナー乱用、非行などが発生して、その治療を依頼された。種々の治療法を試みたが、親に適用し有
効であった内観法が、短期間で最も有効であり、その改善工夫を繰り返しつつ今日に至った。

不登校の分類的な視点・・発症時期、治療開始時期、合併症さらに後遺症の多様性
１．不登校の年代による分類：幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学
２．不登校の原因による分類：いじめ、神経症圏内、うつ・統合失調圏内、実存空虚
３．不登校の病期別分類：初期＝心身症期、暴力期、引きこもり期、非行期、うつ病期
４．不登校の後遺症：進学・就職の停滞、目標喪失、経済苦境、ネット依存、ギャンブル依存、抑
うつ、酒・薬物依存、脱法ハーブ、非行グループとの接触、
５．不登校児の身体合併症：リストカット、過食嘔吐、やせ、肥満、酒・薬物（肝障害）

不登校生徒の家庭的背景からの視点・・子供の治療に併せ親の成長と親子関係の支援。
１．父母の不和家庭：虐待、無視、親の酒乱、対話不足、学校で先生・友人と対話が困難。
２．機能不全家庭：片親の欠損、離婚、単身赴任、母子密着、分離困難、社会性の後れ
３．多転校児：父の転勤や離婚により 2 回以上の転校体験しいじめや惜別の心的外傷あり。
４．親の問題：母原病、父源病、虐待を受けてきた父・母からの偏狭な子育てを受ける。

不登校児の人格的・心理テスト的視点・・子供を囲む環境の複雑・重症化、病的変化
１．
「内弁慶の外ネズミ」的人格：親には暴力で我を通し、親を支配する。親は時に抵抗し、
時には暴力に屈する。学校では引きこもり、対話は小声か無言、表情も暗い。
２．朝寝坊と昼夜逆転：朝起床が困難、食事不規則、ゲーム・ネット依存⇒生活を病院で。
３．親への不信不満・・親が語る嘘、親が聞き取る嘘、親の行動が嘘・・三嘘を子も実行。
４．家庭限局性行為障害：家庭内暴力、家族への暴力、家具・家庭破壊⇒反省と懺悔
５．不勉強が学力の低下を招き、登校しても授業について行けない⇒院内学級で教育
６．社会性行為障害：万引き、夜遊び、飲酒、
・・不登校児を受け入れる闇の組織。
７．親子関係の断絶⇒相互の感謝とお詫びによる和解。８．人生目標、生き甲斐の創造

集中内観療法の段階的奏功機序・・40 年の実践（家族同時内観＋100 褒め＋30 侘び）
屏風内での 4～７日間の自己分析により以下の 10 段階の心的成長が得られます。
①仮自己受容⇒②自己観察⇒③抵抗出現と排除⇒④自己分析⇒⑤自他理解⇒⑥被愛事実（情動出現）
⇒⑦葛藤・理解解決⇒⑧自他開放⇒⑨自他受容⇒⑩積極的自己理解・自己創造。
集中内観療法に並行して実践される具体的方法は多方面にわたり拡大されてきた。即ち、
入院による親子分離、パソコン・ゲーム依存から離脱、早寝早起き習慣、犬介在療法、高齢者
介護体験７日間の自己分析、ピアサポート活動、遊び［小弓道・吹き矢・サンドバック打ち］、
学力テストに応じた学習指導、病院から学校へ送迎（親か職員）、生徒同士の体験発表セッション、
親子同時内観、必要により学校教師・スクールカウンセラーと協議、交友支援。
参考文献： 波多野ニ三彦（2014）
『内観法はなぜ効くか第 5 版』信山社
杉岡良彦（2014）
『哲学としての医学概論』春秋社
太田耕平（2014）
『幼児から高齢者までの心の発達：十段階心理療法第 11 版』三誠社
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基調講演

第 17 回

思春期の心の講演会・相談会

2014 年 6 月 14 日（土）札幌太田病院講堂

回復体験発表①

不登校・引きこもりからの回復
A.B.（20 代男性、学生）
僕が不登校になったのは、幼少期から高校にかけて、様々な不幸な出来事が原因でし
た。小学 3 年生の時、父の浮気で父母が離婚しました。それが原因で、母は行方不明に
なったり、自殺未遂をしたり、鬱病になってしまいました。僕は幼稚園、小中高校の全
てでいじめを受けました。いじめによる孤独感、学校の先生や生徒に対する強いトラウ
マなどから、不登校、引きこもり、自殺未遂などをするようになりました。
初めて不登校になったのは、中学 2 年生の時でした。その頃、頭皮が弱かったため、
服に落ちたフケが目立っていました。初めは、それをからかわれる程度でしたが、次第
にエスカレートして、物を壊される、盗まれることがありました。陰口、悪口など、陰
湿ないじめも受けました。当時、
「母に心配をかけたらまた自殺をしてしまうのではな
いか」と考え、誰にも相談できずにいました。「こんなに苦しいのなら」と自殺しよう
としたことがありました。両親や周囲の人達のお陰で、クラス内でのいじめはなくなり
ましたが、高校入学後、同じ中学出身者の噂から再びいじめられ、不登校に戻りました。
この経緯から、先生や生徒をあまり信用できなくなりました。
札幌太田病院に入院したのは、大学に入ってから一年が過ぎた頃でした。当時の僕は
大学へ通う理由を見失い、過去のトラウマとイジメを受けたときの事しか思い出せなか
った苦痛から、ただ逃げるように生きていました。そんな時、音信不通だった僕を心配
した母が、家まで来て診察を受けるよう勧めてくれました。
受診時、直に入院することを勧められました。母は少し反対していましたが、僕は少し
でも早く助けて欲しかった。地方にいる父が賛成してくれたため、抵抗なく入院できま
した。入院してからは、様々な治療を受けました。その中でも、特に自分自身を変えた
治療は、内観療法でした。
内観療法では、今までの自分を小さい頃から順に振り返り、どれ程周囲の人や物に助
けられてきたのか、また自分はどんなことをしてきたのか、を自覚することができまし
た。助けられてきたことに対する感謝、自分は今までこんなことをしてきた、という自
信の気持ちが芽生えてきました。
また、他患との会話、ピア・サポートなどは、僕の考え方を変えてくれました。この
病院の患者は、老若男女、色々な理由があって入院しています。患者は様々な境遇、考
え方を僕に聞かせてくれました。僕は今も残るトラウマを持ちつつも、大学へ通えるの
は内観療法やピア・サポートのお陰だと思います。今でも、将来の目標が見つからず、
トラウマや不安を感じる時がありますが、それでも確実に前を向けるようになりました。
今はただこんな幸せが多くの人に与えられることを望むばかりです。

第 17 回

思春期の心の講演会・相談会

2014 年 6 月 14 日（土）札幌太田病院講堂

回復体験発表②

躁うつ病からの回復を目指して
C.D.（30 代男性、躁うつ病、思春期デイケア通所中）
私は、某クリニックで理学療法士として勤務していました。平成 23 年、身体全体に痛みを
感じ、自分で痛みの治療をしたところ、めまいと全身の脱力感・左半身のしびれなどが出現
してしまいました。脳の MRI などの精密検査を受けましたが、異常はありませんでした。症
状はひどくなり、次第に自分の左半身が見えなくなったり、脳が膨らんでしまうような幻覚
に襲われました。それでも無理をして出勤し、毎日が地獄のようでした。ついに職場で倒れ
てしまい、同年７月に札幌太田病院に医療保護入院となりました。うつ病による幻覚・妄想
状態と診断されました。
3 カ月の入院と 5 カ月のデイケア通所を経て、平成 24 年に職場復帰することができました。
半年後には、服薬をしなくても良い程まで回復し、趣味の釣りやゴルフを再開し、家族との
幸せな時間を取り戻すことができました。
しかし、同年 11 月に左半身のしびれやうつ状態が再発しました。服薬しつつ、なんとか職
場には通っていましたが、うつ状態が更に悪化し、仕事を数日休みました。その直後の平成
25 年に躁状態に急転し、2 回目の医療保護入院になりました。残念なことに、妻には病気を
理解してもらえず、入院中に離婚を言い渡されました。娘達との楽しい日々は終わってしま
いました。また、職場も退職せざるを得ませんでした。
2 回目の入院時には、ゆったり内観を受けました。始めは内観を負担に感じていましたが、
病気を治すための通過点だと思い、臨みました。内観を受けて変わったことは、自己肯定感
が向上したことです。病気を抱えていても、自分には能力や可能性があると思えるようにな
りました。また、両親に対する感謝を感じました。子供の頃、父は仕事で忙しかったので週
末しか会わず、接点はあまりありませんでした。内観を受けるまでは、父との関係は悪かっ
たと思っていました。しかし、内観を通じて、父は私のことを心配してくれていたことがわ
かりました。また、2 人の娘の成長が、現在の私の生きがいになっていることを感じること
ができました。
現在、両親と同居しています。毎日デイケアに通所し、社会復帰へのリハビリを続けてい
ます。デイケアでは、高齢者を対象に運動療法の介護予防ボランティア、ソフトボール、麻
雀などのプログラムに参加しています。まだ仕事ができる段階ではなく、娘との面会は出来
ていませんが、いずれは理学療法士として働き、自信を持って娘たちに会いに行きたいと思
います。
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回復体験発表③

病棟内内観療法で気付いた家族の愛
E.F.（20 代女性、うつ、パニック障害、思春期デイケア通所中）
私は、18 歳の時、専門学校通学中の電車の中で具合が悪くなり、途中下車し、駅構
内で倒れました。その後、その状態は毎日続き、交通機関での通学が困難になりました。
パニック発作の発症で、両親に相談しても辛さを理解してもらえませんでした。単位取
得のため、学校を休むことができず、パニック発作を繰り返しながら通学しました。徐々
に症状は悪化し、次第に学校内でも発作が起こるようになりました。
発症から約 1 ヶ月後、異変に気づいた両親は、心療内科へ連れて行ってくれました。
しかし、病状は重く、うつ病を併発していました。人生に希望を持てず、毎日が辛くて、
病院を転々と変えました。仕事は長続きせず、リストカットを何度も繰り返しました。
仕事を辞める度にうつ状態となり、症状はさらに悪化しました。辛い毎日が一生続くこ
とを考えると死にたくなり、多量服薬、首吊り自殺を図りました。意識が遠のく寸前に、
外出中の両親が帰宅し、私を発見しました。いつも強く凛としている母親の悲鳴が部屋
に響きわたりました。救急搬送され、外傷の処置をしてもらい、内科に３日間入院しま
した。
その後、札幌太田病院に転院し、入院治療が開始されました。初めての精神科の入院
は、不安が強く緊張しましたが、他の入院者も私と同じような悩みを抱えていることが
わかり、気持ちが楽になりました。入院から約２週間後、ゆったり内観が始まりました。
１日に４回の内観面接を通して、少しずつ心を開けるようになりました。内観開始直後
は、面接が面倒で負担に感じられ、効果を実感できませんでした。16 日間の内観療法
を通して、これまでの反省から、自分自身を振り返る事が出来ました。周囲にしてもら
ったことが幸せに感じられました。今後、親を悲しませたくないので、「自殺未遂をし
ないと」決意しました。
内観終了後、家族内観を実施しました。母と継父は「今まで気持ちを理解してあげら
れなくてごめん。ゆっくり、しっかり病気を治していこう」など謝罪と応援の言葉を真
剣に伝えてくれました。どんなに愛され、思ってくれていたのか、やっと気づくことが
できました。私は、高校卒業まで母子家庭で育ちました。今まで、母のありがたみを考
えたことがなく、素直に感謝の気持ちを伝えるのは初めてでした。どんな時でも洗濯や
ご飯を作ってくれたこと、万引きを繰り返して母を泣かせたことなどを回想し、涙が止
まりませんでした。継父には、なかなか心を開かず、継父の気持ちを全く考えていなか
ったことに気づきました。入院 3 カ月で退院しました。
現在、思春期デイケアに通い、仕事をする上で必要な体力を作るため、エアロビクス
などのプログラム、集中力、精神力を養うための小弓道プログラムに参加し、充実した
日々を送っています。
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研究発表①

当院の犬介在療法について
○多田信雄 1) 堀川ゆかり 2)
1)犬介在療法士

新妻由美 3) 石内映子 4)

2)内観療法士 3)看護師

札幌太田病院

太田耕平 5)

4)作業療法士 5)医師

法人総務部

1.はじめに
犬介在療法を開始して 2 年半が経った。皆様のお陰で軌道に乗りつつある。飼い犬のノン
の存在が、飲酒が止まらずどん底にいた私を引き上げてくれた。私は身体障害者のため、体
を鍛える目的で動物愛護センターからノンを引き取り育てている。病院の植木にノンを繋い
でいたところ、太田理事長に｢吠えない人懐こい犬だ。犬介在療法をしてみないか｣と勧めら
れたのが、犬介在療法の始まりだ。太田理事長の指導によるノンの犬介在療法は非常に有効
で、続いて太田理事長が引き取ったハーハーとの 2 匹で 1 年ほど続けた。その後 2 匹の間に
生まれたレオと、今年新たに生まれたラッキーを加え 4 匹になった犬の家族で、犬介在療法
を行っている。
2.犬介在療法とは
犬介在療法は、犬との触れ合いでストレスを軽減させたり、自信を持たせるなど精神的な
健康の回復を目的として行う。また犬との散歩や遊びで体力をつけるなど、身体機能訓練の
補助としても取り入れている。思春期の子供達には、犬の世話をすることで規則正しい生活
を身につけ、友達作りのきっかけにもして頂いている。
3.病院、老健での経過について
犬が病棟を訪れると自然に人が集まり、和やかな交流が生まれる。また業務中の職員も可
愛い犬の姿に喜び、周囲が明るい雰囲気に包まれる。
不登校児は、毎朝登校前に犬の散歩で近隣散策、体育館での犬とのボール遊びなどの運動
を行う。起床を促進し一日を積極的に過ごすスタートとなり、規則正しい生活を楽しみなが
ら身につけることが出来る。
老健でも、入居者や通所者、職員に喜ばれている。寝たきりの人には当人の許可を得て子
犬をベッドに乗せ撫でて頂く。車椅子の方にも膝に乗せたり抱っこが出来るため子犬は喜ば
れる。作業の手助けには、入院中に犬介在療法を受けた人たちが、退院後デイケアに通所し
ながら、ピア･サポート活動として行ってくれている。
犬の家族が専属セラピー犬として稼動しているのは当院の特色であろう。犬たちは日中は
1 階デイケアの一隅を居場所としている。家族で一緒にいられる場所を与えられ、患者やメ
ンバーに絶えず触れられ可愛がられる事で、処分される寸前で荒ぶれていたハーハーは見違
えるように穏やかになった。犬の家族を見て自分の親や兄弟への感謝の気持ちが新たになり、
家族関係を考える契機になると思われる。
4.今後について
数年後、ノンやハーハーは老齢となり活動的なセラピーは難しくなるだろう。老健で散歩
や寄り添いなどの穏やかなセラピーに関わりつつ、最期は老健で見取りをしてもらえれば、
ハーハー自身の一生も幸せに充実したものになると思う。
5.おわりに
犬介在療法は概ね好評だが、時に苦言や注文を頂くことがある。そこで、若いピア・サポ
ーターたちに専門資格を取得してもらう準備をしている。今後も研鑽を積み、多くの方のご
指導を頂き、よりよい治療を提供できるよう努力していきたい。
参考文献：

1)太田耕平.幼児から高齢者までの心の発達十段階心理療法(第11版).三誠社.2011
2)新妻由美他.精神療法病棟での犬介在療法の効果. 医療法人耕仁会.第15回思春期の心の講演会､
相談会抄録集.2012
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研究発表②

テクノアディクションを呈する思春期症への内観療法の有効性
○川崎鉄也 1）

小田島早苗 1）

根本忠典 2) 太田健介 3）

1）看護師 2)心理士 3)医師

札幌太田病院

ストレスケア病棟

1．はじめに：現在厚労省の調査では、日本国内のインターネット依存者は 270 万人、中高生
では 52 万人いると推測されている。当院では、インターネットを始めとするテクノアディク
ション患者に内観療法を実施し効果を得ている。今回、インターネット依存により昼夜逆転、
学校への遅刻、イライラ感、家族への暴言・暴力を呈した思春期患者に、病棟内での内観療法
を実施し、良好な経過が得られたため報告する。
2．症例紹介：A 子、10 代後半。両親と本人の 3 人家族。幼少期から父の転勤により 4 回の転
居を経験。小学校１年時から登校を嫌がり、徐々に休む頻度が増え、中学校はほとんど不登校。
同時期からインターネット、ゲーム、スマートフォンなどに依存し、昼夜逆転となった。高校
に進学するも、高校１年秋頃より完全不登校となった。両親が登校を促したり、生活の不規則
を注意すると暴力を振るうことがあった。今回、不登校、テクノアディクションの治療目的で
当院を初診し、即日入院となった。
3．治療経過：入院に対する強い抵抗、母への暴力があり、入院直後より隔離開始。同日より
内観療法を導入した。当初、不登校について本人は、「自分は特に困っていないが、親が困っ
ていた」と話した。しかし、内観療法へは積極的に取り組み、第 3 病日の母に対するまとめで
は、「母には色々なことをしてもらったが、自分は何も返せていなかった」と述べた。第４病
日より、帰院後に内観を継続しながら登校を開始。また、早朝の犬介在療法(犬の散歩)や高齢
者介護ボランティアにも積極的に参加した。第 10 病日の内観のまとめでは、
「周りの人に色ん
なことをしてもらっていた。今後は少しでも周りの人の役に立つことをしたい」と述べた。同
日の家族内観療法では、学校に行かずにインターネットやスマートフォンに依存していたこと、
感情のコントロールが出来ず、両親を叩いたことを謝罪した。今後は決められた時間内にイン
ターネットやゲームをすることを約束し、暴力ではなく話し合いで解決できるように家族で話
し合いたいと述べた。また、
「これからは毎日登校して高校を卒業します」と決意した。母親
は「自分も環境に馴染めない性格であり家族を疎かにしてしまった」と述べ、父親も「一人っ
子のため、おもちゃやゲームを買い与え、甘やかしてしまった」と、子育てに対する反省を表
した。本人、家族共に情動体験あり、最後は笑顔で家族内観を終えた。その後も休むことなく
登校し、「退院後も規則正しい生活をして毎日学校に通います」と前向きな抱負を話した。第
30 病日で退院した。退院後約 5 ヶ月経過後も問題なく登校できており、以前よりも家族と共
に外出する機会が増えた。
4．考察：A 氏は不登校により空き時間が増加したことからインターネットやゲーム、スマー
トフォンなどを利用する機会が増え、使用の抑制が出来ない状態になっていた。DSM-5 による
インターネット(オンライン)ゲーム障害の診断基準案を満たし、テクノアディクションを呈し
ていた。そのため生活リズムが崩れ、さらに登校が困難になり、家族関係も悪化する悪循環に
陥っていた。内観療法により自己を客観視することで、インターネットに依存していた異常性
を認識し、A 氏が自ら進んで生活サイクルを正すことを望み、行動を変える事ができた。依存
で狭くなっていた視野を広げ、将来への展望を見出すことができ、インターネットへの逃避か
ら現実へ直面化する勇気を養うことができた。
参考文献： 中山秀紀ほか、｢インターネット依存(嗜癖)の最前線｣、思春期学

VOL.32NO.1 2014、P34-38

増田彰則、｢不登校と睡眠障害について｣、心身医 VOL.51NO.9 2011、P815-820
太田耕平、｢幼児から高齢者までの心の発達十段階心理療法｣、医療法人耕仁会 札幌太田病院
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研究発表③

デイケア新規利用者の安定通所に向けた支援
○植木達也 1）

北島朝子 2）

中垣由美 2) 吉田桃子 2）

篠田真弓 3） 鈴木瞬 4） 太田健介 5）
1）作業療法士 2)看護師 3)心理士 4)介護福祉士 5)医師

札幌太田病院

思春期デイケア課

1．はじめに
当デイケア（以下 DC）の平成 24 年度新規通所依頼係数は 81 件であった。そのうち中断
が 8 件（9.9％）
、初回から通所の無い未導入が 8 件（9.9％）で、中断は全て導入後６回以
内に生じていた。統合失調症を始めとする精神科患者は引きこもりに陥り易く、それが再
発に繋がり回復の妨げとなるため、DC への定着は重要と考える。そこで平成 25 年より、
導入初期の仲間作りを目的としたプログラムや、趣味や特技を活かしたピア・サポート活
動を取り入れることで、DC 新規利用者の安定通所を目指した。
2．概要
①週間プログラム作成：初回通所時の導入面接にて実施。1 週間で約 55 種類あるプログラ
ムの中から本人の趣味や特技に合うものを話し合いの上で決定する。
②新規通所者用プログラム：先輩となるメンバーと新規通所者で５～７名程度の小集団を
形成。仲間作りを目的として、お菓子作りとミーティングを隔週で実施する。
③新プログラム開始：趣味や特技に重点を置いた新たなプログラムを開始する（フットサ
ル、吹矢、パン作り、ダンス）
。長期参加者が新規利用者のサポートを行う。
3．結果
平成 25 年度は新規通所依頼 90 件のうち、中断が 4 件（4.4％）と減少、未導入は 15 件
（16.7％）と増加した。
4．考察
多数のプログラムの中から趣味や特技に合わせて週間プログラムを選択することで、導
入初期の「何をしたら良いかわからない」といった不安感は緩和されたと考えられる。ま
た、活動の中で先輩メンバーがピア・サポーターとして関わることで仲間意識を生み、こ
れらの新たな取り組みは中断の減少に繋がったと考えられる。
一方で未導入者への対応がなされておらず、平成 26 年からは導入前からの積極的な介入
を試みている。試験通所者と新規通所者での小集団療法や、ピア・サポーターを同行した
退院前オリエンテーションの実施、卒業者を交えた集団療法、担当先輩患者の設定など、
これらの新たな取り組みによってより多くの新規利用者を安定通所に繋げていきたい。
参考文献： 日本ピア・サポート協会『ピア・サポート実践ガイドブック』ほんの森出版、2008 年
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研究発表④

自傷行為のある統合失調感情障害者への内観療法
～家族の心情への洞察から生じた内観療法終了直後の意識変化～
○佐々木亜衣１） 伊藤恵理 2） 時岡かおり 2） 小林順子 3） 太田健介 4)
1）精神保健福祉士 2）心理士 3）内観療法士 4）医師

札幌太田病院 地域福祉課
1．はじめに：当院では、アルコール依存症を始め、様々な症例に対して内観療法を用い、良好
な治療効果が得られている。今回、統合失調感情障害の診断にて治療を受けていたが、約 10 年
間に渡り自傷行為を繰り返していたが、内観療法終了直後、家族の心情への洞察や感謝の気持ち
が生じ自傷行為への反省の意識が生じた症例を報告する。現在、内観療法終了後、1 ヶ月程経過
している。
2．症例紹介：40 代女性、夫と 2 人暮らし。X－11 年、前夫の同胞との葛藤から抑うつ的となり、
風邪薬を多量服薬し A 精神科病院受診。うつ状態の診断を受ける。X－10 年、同院入院中に「死
ね」
「手首を切れ」等の幻聴の存在が判明し統合失調感情障害と診断された。同年離婚。X－7 年
再婚し来道し、B 精神科病院に 8 回の入院歴あり。X－1 年、C 市へ転居以降も自傷行為が持続し
ており、2 つの精神科病院にそれぞれ 1 回入院した。X 年、自宅近くへの転院希望あり当院受診
し、入院となる。
発症時からストレスや幻聴をきっかけとして、1～2 日おきにリストカットあり、
他院入院中にも認められていた。当院初診時の YG、エゴグラム検査の結果は、情緒不安定で衝動
性高く、自己抑制困難であった。
3．内観療法経過：入院時、画鋲を持ち込み切迫した自傷欲求あり、隔離を要した。隔離中の入
院 2 日目より内観療法を開始した。当初は積極的ではなかったが、徐々に発言が増えた。①父：
「障害者となったことは弱みではない」と教えてくれた。②母：明るく元気な母が、自分が自殺
未遂を図った時、入院した時等に泣いていた。娘が不幸になるのを見ていられなかったのだと思
う。③妹：離婚が決まった時「何も心配せずに実家へ帰っておいで」と言ってくれた。④姪：自
殺しようとした時、当時まだ小学 5 年生だったにもかかわらず、体をはって止めてくれた。⑤夫：
家事が出来ない時、いつも代わりにやってくれた、等々を思い出し、家族に対して感謝の気持ち
や詫びを述べた。最終日には「自分が不幸だと思っていたからリストカットをしていた」
「家族
にも恵まれ、周囲の人に支えられ、自分が幸せなことに気づいた」
、と語った。退院後は通院、
服薬、デイケアへの通所を行ない、
「内観を受けたこと、今感じている気持ちを忘れず、リスト
カットせずに生活していきたい」
「安らぎを与えられるような人になりたい」と話される。
4．考察：内観を通じていかに家族に支えられ、心配かけてきたのかを自覚し、これからは自傷行
為をしないと決意できた。また、実は自分を不幸だと思っていたからリストカットをしていたと
いう新たな気づきも生まれた。リストカットの背景には、親や周囲から関心や同情を引く、欲求
不満の発散目的等、いくつかの原因が考えられるが、今回、内観療法直後には上記の自覚が認め
られた。これは、波多野 1)や杉岡 2）が述べている内観療法による効果であると言える。すなわ
ち、自己否定の繰り返しによる想起、調査により、自己本位だった今までの態度に気づき、自分
に注がれてきた恩顧・愛情・親切・友愛を強く自覚し、新たな自己の発見が可能になったためで
あると考える。退院後に向けて前向きな目標もできた彼女に対して、今後は精神保健福祉士とし
てどのような支援が必要となるか考えていきたい。
参考文献： 波多野二三彦（2006）
『内観法はなぜ効くか―自己洞察の科学（第 4 版）
』信山社出版，16-17．
杉岡良彦（2014）
『哲学としての医学概論―方法論・人間観・スプリチュアリティ』春秋社．
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回復体験発表①

3 度の内観療法による気付き
G.H.（40 代男性、アルコール依存症、札幌西断酒会員）
若い時分から、20 数年に亘りほぼ毎日酒を飲み続け、40 歳代半ばでアルコール依存
症と診断されました。今思えば、既に 20 代で依存症になったと思います。半端ではな
い酒量を飲み借金を作り、酔った際の暴行、無銭飲食などの警察沙汰を起こし、いつも
家族争議の状態でした。この年齢まで、「よくぞ死なずに持ちこたえたものだ、生きい
て良かった」と今は思っています。
この 2 年余りで、札幌太田病院に 3 度の入退院を繰り返しました。集中内観は 3 回、
家族内観は 1 回受けました。2 度目の入院は、その場しのぎの入院生活でした。
「どう
せ退院したら、また飲める」とあまい考えがありました。入院している自分は、仮の姿
と考えていました。学習会でのアファーメーション（断酒の宣言）や、断酒会での体験
談が、よそ事のように聞こえました。退院後の生活に思いを馳せ、指折り数えながら退
院を待ったのです。家族や周囲に掛けた迷惑などを、反省する心に欠けていました。退
院後は、仕事の忙しさにかこつけ、通院も断酒会への出席も疎かになりました。やはり、
飲みたい気持ちが強かったのです。一度だけのつもりが、度重なる飲酒となり、連続飲
酒となるまで時間はかかりませんでした。酒への思いを断ちきれませんでした。
3 度目の入院時、怪我を負いました。酔って行き倒れ、捻挫と凍傷で身動きできなく
なったところを運良く助け出されました。入院中、異様に腫れあがった不格好な右足を
気にかけながらも、命の尊さ、五体満足である事の有難さを感じずには居られませんで
した。同時に、酒を飲むことへの無意味さ、酒を断ち切れない自分の情けなさを、ひし
ひしと痛感しました。私の失業中、両親は経済的困窮から家を売り払い、今は狭いアパ
ートでひっそりと暮らしています。人として許されない事をした思い、そして、しっか
りと区切りをつけねばならないという思いに駆られました。
退院して 3 ヶ月が経ちましたが、これまでの入院を無駄にしてはいけないと考えてい
ます。回り道をしましたが、自分を大切にすることを教わりました。今後、断酒して体
を回復させ、他の断酒会員に自分の体験談を話し、共有し、励ましていくことが、家族
や周りの人を大切にすることと考えます。デイケアでの屋外清掃、病棟内のアルコール
勉強会のボランティアを通じ、今ここで、幸せを感じ取ろうと模索する日々です。
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回復体験発表②

内観療法による家族への思いの変化
I.J.（40 代女性、アルコール依存症、札幌円山断酒会員）
私が酒の味を覚えたのは、中学を卒業し、つまらない家を出て、美容師の住み込み見習い
を始めた時でした。その時は、初めてまとまったお金が手に入り、酒を飲んで遊び回りまし
た。楽しくて有頂天になっていました。18 歳の頃、無料で酒が飲めて、お金も稼げると水商
売に入りました。自分が未成年であることや、同年代の子供が勉強したり、友達を作ったり
する時期だということを、考えもしませんでした。酒量は増え、酒なしの生活は考えられな
くなりました。そんな中、今の夫に出会い結婚しました。妊娠している時は、体がお酒を受
け付けませんでしたが、出産後からまた飲み始めました。飲みながら育児をしていました。
最低の母親だったと思います。仕事と家事の両立の疲れから、一人で酒を飲み続けました。
仕事中は、酒を口にはしませんでしたが、体内に蓄積された酒で、一日中酔っていたと思い
ます。素面の時はありませんでした。昨年秋頃、幻覚が出現しました。私の異常に気付いた
夫が、私の姉と相談して、札幌太田病院に入院させてくれました。
初めて内観療法を受けて、自分の半生と向き合いました。過去の思い出は、辛いこともあ
りました。母は本来優しい性格でしたが、酒好きでした。酔っては家族を怒鳴り、暴力を振
るい、家に灯油をまき散らしたこともありました。父は、そんな母を外に放り出し、しばら
くしてから迎えに行くことを繰り返しました。子供の私は、いつしかそんなことに慣れてし
まい、泣くことはしませんでした。母は、地元の精神科病院に入院しましたが、働いていた
私は、恥ずかしく思っていました。既に私は酒に依存していたにも関わらず、母に関わりた
くないため、交流はありませんでした。その頃、兄から久しぶりの電話がありました。意味
不明の内容でしたが、私は酔っていたので考えませんでした。間もなく、兄が首吊り自殺を
しました。ギャンブル依存症で、どうにもならなくなったのです。早くに家を出て自活した
兄は、私を金銭的、精神的に支えてくれたことがありました。その 2 年後に、父が交通事故
で亡くなりました。次々に家族を失い、私の飲酒量は増加しました。
娘は、いつも酔っていた私をどう思っていたのでしょうか。内観療法を受けて、小さい頃
の私と、娘が重なりました。私が望んでも、母は答えてくれませんでしたが、私も娘に同じ
ことをしてきたことに、初めて気付きました。それを認めたくなかった私は、面接の度に何
度も泣き、その反省、気付きを心から受け入れようと思いました。
退院して 4 カ月が経過しましたが、お酒は飲んでいません。20 数年ぶりに、酒を飲んでい
ない自分は、夢のような気がします。夫や娘は、こんな私を受け入れてくれたので、家に帰
ることが出来ました。娘は、
「お母さんの過去は消えないけれど、楽しいことは一緒に更新で
きる」と言ってくれました。
今は、その言葉を重く受け止め、裏切ることなく生きていきたいと思っています。そう言
ってくれた娘、そして支えてくれる周囲の人々に深く感謝します。
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研究発表①

若年女性アルコール依存症、摂食障害患者への看護と家族支援
○鈴木信子 1) 長野裕子 1) 小田島早苗 1) 伊藤恵理 2) 太田健介 3) 太田耕平 3)
1)看護師 2)心理士 3)医師

札幌太田病院 ストレスケア病棟
1．目的：近年、女性のアルコール依存症(以下 AL)、摂食障害(以下 ED)の患者の増加が指摘されており、当
院でも上記疾患による若年女性の入院者が増えている。従来 AL は男性が多く、集団療法場面、自助会(院内
外)において、男性中心の運営となりがちであった。また、1979 年に発足したサルビア会(女性断酒会)では、
固定されたメンバーが主体となって運営されていた。断酒会等に参加した女性から「安心して気持ちを話せ
ない」
、
「なかなか馴染めない」等の不満や不安の声が聞かれ、自助会、断酒会などへの参加数、継続率も低
かった。そこで当院では、新たな女性のみの断酒会や自助会の設立、病棟内に女性専用コーナーを設ける等、
治療環境を工夫した。その効果と今後の課題について報告する。
2．方法：2013 年 1 月から 2014 年 3 月 31 日の間に当院に入院した 10～30 代の女性 AL、ED 患者 25 名を対象
とした。女性のみの断酒会や、女性専用コーナーについて聞き取り調査を実施した。また、当院で実施して
いる家族内観療法の効果をまとめた。
3．実施・結果：①対象者 25 名中 22 名が女性のみの断酒会等に参加し、主な感想は「気持ちが楽になった」
14 名、
「共感した」10 名、
「話しやすい」9 名、
「仲間がいて心強い」8 名であった。また「男性に話しても理
解してもらえない事が多く、女性同士で語れる事は心強い」
「自分にヒントを与えてくれる話もあった。退院
後も継続して参加したいと思う」という声も聞かれた。②女性専用コーナーには 2～3 人が集まり、自由に横
になって過ごしたり、女性同士日常会話をして過ごす様子が見られ、
「安心して気持ちを話せる」
「リラック
スできる」等の感想があった。③家族内観療法では「親の気持ちを知り、初めて不安を伝えられた」
「今後は
突発的な事はやめて、気持ちを話そうと思う」等、気持ちの変化を認めた。家族からも「娘がこんなに辛い
気持ちだとは知らなかった」
「これからはもっと話しをしたり、親を頼って欲しい」等の感想が聞かれた。
4．考察：今回の聞き取り調査で、うつ病や薬物依存等の合併症の若年女性 AL は、44,4％。そのうち ED の合
併症は約 17％だった。これらの要因に、①幼少期の両親の離婚や死別（家庭機能不全）
、②不登校・家庭内暴
力、ネグレクト、③母子間の不安定な関係、等が背景にある。他、若年女性 AL、ED 患者に共通した特徴は、
④社会での不適応行動、⑤自己評価が低く感情抑制が不良、⑥内向的で相談ができない性格、等である。そ
こに潜在化している寂しさ、不安、焦燥感などが増強すると、情緒不安定となり大量・連続飲酒、過食異常
などの代償行為に発展すると考える。今回当院では、女性 AL の入院患者増加に対し、女性への専門治療、及
び支援の具体的対策として、女性断酒会や、専用コーナーを設置した。これらにより、女性同士が安心して
本音を話し、疾患を認め自己受容へ繋がり、家族や周囲に対しても自己開示ができるようになった。
5．まとめ：①女性 AL、及び ED への治療には安心感を得られる入院環境と、同姓同士の仲間づくりが重要で
ある。②若年女性 AL には、女性が本音を話せる断酒会、AA、自助グループ等が回復のため必要と考えられる。
③家族内観療法は家族間の問題解決や、退院後の的確な支援に繋がる。
6．今後の課題：様々の精神症状を伴う若年女性 AL に対し、専門性と個別性に応じた看護･支援の創意工夫が
重要となる。また、ED を合併している若年女性の割合は 70％と指摘され、重症化しやすい。そのため、当院
では就労支援や、ピアサポート、レジリエンス･クラブ(回復力)が導入され、若年者に対して以下を課題とし、
展開が必要である。①生活環境、結婚、育児、夫、親との関係、相談支援～行政と連携（児童相談所）
、②肝
炎、ED、うつ病、薬物依存などの合併症等の改善、③若年女性 AL への疾患教育、断酒会、AA や、自助会等へ
の継続参加率の向上、④女性としての人生、生きがい、目標の設定。
引用・参考文献： 1)太田耕平（2011）幼児から高齢者までの心の発達十段階心理療法(第 11 版).三誠社.
2）杉岡良彦（2014）
『哲学としての医学概論―方法論・人間観・スプリチュアリティ』春秋社．
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研究発表②

通院内観療法、デイケア通所及び女性自助グループ参加により
回復した摂食障害・アルコール依存症合併の一例
○林美里 1） 石内映子 2） 尾崎君子 3）
1)精神保健福祉士 2)作業療法士

札幌太田病院

太田秀造 4）

3）看護師 4）医師

アルコール・薬物依存専門デイケア課

1．はじめに
1 階（AL・薬物依存対応）デイケアでは内観療法で得た気付きをもとに、AL 依存症から回復す
るためのプログラムが用意されている。今までは断酒継続出来なかったが、当デイケア通所に
併せ、通院内観療法を行い、女性自助グループ「サルビアの会」に参加する事で約 2 年断酒が
継続できている症例について報告する。
2．症例紹介
A 氏、40 代女性。実家で暮らしていたが、完璧を求める実母との葛藤から、20 歳頃よりホス
テスをしながら一人暮らしを始めた。この頃から飲酒するようになり、次第に酒量が増え、連
続飲酒となり生活が乱れた。また、物にあたったり、過食嘔吐や自傷行為も認めるようになり、
他精神科病院入院。退院後 6 年は断酒していたが再飲酒から連続飲酒となり、生活保護を受給
するようになった。X 年、治療の必要性を感じ自ら当院を受診した。主治医に勧められデイケア
通所を開始。
3．治療経過
デイケア通所 2 ヶ月目から 5 日間の通院内観療法を行い、母親との確執の中で自分の一方的
な見方と要求ばかりで感謝の気持ちがない事に気付いた。一方で「整理しきれない複雑な感情
がある」と語り、対人関係のぎこちなさは続いていた。母親への劣等感から特に同性との関係
が持てず、サルビアの会への参加も消極的であった。しかし、医師の勧めで同会で司会の役割
を得てから、責任感を持ち参加を継続している。現在、A 氏は断酒を継続しながら、得意な絵手
紙の展示や外来患者のピアカウンセリング、就労に向けて喫茶のボランティアも行っている。
4．考察
内観療法を受け「こんな私を生んだのだから、親が私の面倒をみるのは当たり前」と思う気
持ちが「こんな私でも見捨てないでいてくれた」と感謝の気持ちへ変化した。自傷行為は「自
分をみてほしい」と強い欲求の裏返しであったことに気付いた。サルビアの会で司会の役割を
きちんと果たせる事で、劣等感が和らぎ自信を持てた。他者の話を聞いているうちに自分だけ
が辛い訳ではない事に気付き、次第に心を開き悩みを共有できるようになった。これは同会の
参加者の多くが内観療法を受けているため、思いを共感出来るのだと思われる。以上から A 氏
が断酒継続出来ている大きな要因は、内観療法により気付きを得たこと、酒害体験を語る場を
持てたこと、共感できる同性の仲間を得たこと、リーダーシップを発揮できる役割が与えられ
たこと、と考えられる。また、ほぼ同性との交流が見られずにいた A 氏が、自ら同性に歩み寄
り心を開いて交流できるようになったことは A 氏の一番の変化であり回復への一歩と思われる。
今後もデイケアでの女性 AL 依存症者の回復支援に努めたい。
参考文献： １)太田耕平：幼児から高齢者までの心の発達十段階心理療法.第 11 版.医療法人耕仁会札幌太田病院.2011
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研究発表③

アルコール依存症者への内観療法
～家族の心情理解の変化～
○猪口航太 1）

表昭廣 2） 時岡かおり 3)

1)社会福祉士 2)内観療法士

札幌太田病院

太田健介 4）

3)心理士 4)医師

地域福祉課

1．はじめに
アルコール依存症（以下、ア症）からの回復は、断酒である。そのためには、家族など周
囲の人に与えた酒害を具体的に追体験する必要があり、そこに内観療法は有効な治療法であ
る。内観療法を通して家族に対する罪悪感、感謝の想いが形成され、また回復への具体化や
自分の生き方を見つめ直すことで、断酒の動機付けとなった一例を報告する。なお、うつ症
状のある症例にはリジリエンス（回復力増強）療法を併せる。
2．症例紹介
30 代男性、2 人姉弟の弟。実父（小学時代に離婚）が酒乱であり、酩酊時暴言あり。20 代
で退職後、他の仕事が長続きせず、飲酒量が増加。酩酊時に家族に対する暴言や暴力行為、
ブラックアウト等がみられた。X 年、実家を出て、翌年、連続飲酒が続き、酩酊状態で住居
不法侵入及びストーカー行為により逮捕。警察より専門治療を勧められ、当院を受診し入院
となった。
3．集中内観後の経過
複雑酩酊時の家族に対する迷惑行為を深く反省せず、ア症と認識しなかった。しかし、集
中内観を通じて、
「一度飲むとコントロールができない、酒が抜けると不安、つまり自分はア
症である」と認めることができた。家族に対しては、①母：
「暴言や警察沙汰など一番迷惑か
けた存在、心から愛し大事に育ててくれた」「恩返ししたい」②継父：「距離を置きたい存在
であったが、本当は認めてほしかった」
「断酒し、仕事に就き、頑張っている事を面と向かっ
て話したい」③姉：
「いつも可愛がってくれた、これからは姪・甥の良い叔父になりたい」と
今までの恩や迷惑行為を振り返った上で、前向きな目標を持つ事ができた。また、入院して
規則正しい生活を行うことにより、当たり前の生活の大切さについて日々実感している。現
在、疾患学習会、断酒会等に参加することや、院内の仲間と話すことを通して、新たな生き
がいや目標を得ている。
4．考察
実父も酒乱で、幼少期に酩酊した実父から暴言を受けた事、両親の離婚、継父との葛藤が
心理的トラウマとなりア症の発症要因になったと考えられた。内観療法では、家族との関係
やこれまでの自分の生き方について現実に近い認識を得られ、家族への感謝の念や自分自身
の行動への反省が生じた。集中内観後は、ア症の学習会に参加し、ア症に関する知識を得て
いる。また、レジリエンスの会（20 代、30 代のア症者の会）へも参加している。若年層のア
症者は、学習、資格取得、回復後に仕事に就いたり、結婚したりと目標や生きがいが必要で
ある。そのため、今後もレジリエンスの会への参加は、回復には有効であろう。若年ア症者
の支援のためには、PSW として実際にレジリエンスの会や家族会等に参加し、本人や断酒会
等を支えることが必要である。また断酒継続のためには、個別的に、断酒会等を通して PSW
が多職種と連携し、支援することが必要と考える。
参考文献：

1）平田直（1999）
『薬物・アルコール関連障害』中山書店
2）杉岡良彦（2014）
『哲学としての医学概論 方法論・人間観・スピリチュアリティ』春秋社

身近、又はご自分のお酒でお悩みの女性の方へ

女性の集い
お酒で悩んでませんか？
アルコール依存症の平均寿命は、52 歳と言われていますよ。
お酒が、無かったら人生が楽しめないと思っていませんか？
肝臓・すい臓など検診で、注意された事はありませんか？

※女性ならどなたでも、
参加できます。
院外開催
日時

：

毎週水曜日

場所

：

札幌市西区琴似三光カサノビル 3Ｆ

院内開催

13：50～14：50

（地下鉄東西線・琴似駅

日時

：

毎週土曜日

場所

：

札幌太田病院

徒歩 1 分）

10：45～11：45
1Ｆ家族会室

札幌市西区山の手 5 条 5 丁目 1－1

お問い合わせ先
電話
担当

（会費・５００円／月）

（011）644－５１１１

FAX （011）644-1001

長野裕子（内線・241）、沼澤智子（内線・281）

自助グループ・懇話会・研究会などのお知らせ
心の問題の予防・早期発見・解決・親子関係の回復に役立ちます
お酒でお困りの方
名称

※心の健康相談室：琴似三光カサノビル3階。地下鉄琴似駅下車

説明

日時

場所

一番出口徒歩1分

事務局・お問い合わせ

昭和46年に発足し、今年で43年目を迎えます。先輩断酒家のご尽力、医療機関
北海道断酒連合会

アルコホーリクス・
アノニマス（ＡＡ）

事務局：〒064－0809
のご支援などにより、道内では現在66の断酒会、約600人の会員まで発展しまし 札幌市中央区南９条西16丁目
２－13－103（伊藤聡一郎方）
た。お酒をやめたい方、ご家族などお気軽に参加できます。
TEL.011－520－3473
アルコホーリクス・アノニマス（ＡＡ）はアルコホリズム（アルコール依存症） ＡＡ北海道セントラル・オフィス
からの回復を目指す、相互援助のグループです。ＡＡのメンバーになるために必 (HCO)：〒063－0804
札幌市西区二十四軒4条5丁目3
要なことは、飲酒をやめたいという願いだけです。
－3キャロム24軒Ａ棟１Ｆー1号
TEL.FAX.011－557－4329

事務局：〒063－0005
北海道アルコール・薬物 アルコール依存症に対する知識の一般市民への普及、アルコール症の発症予防、 札幌市西区山の手5条5丁目
早期治療の実現を目的としています。札幌太田病院では４０年以上に渡りアル
札幌太田病院 内観療法課
依存予防、早期発見、解
担当：根本・軒名
コール依存症の治療に取り組み、数多くの断酒者を経験しています。
決市民フォーラム
TEL.011－644－5111
20～30代男性中心のアルコール等の依
レジリエンスクラブ
（若年依存症の回復の会）

存症者の回復と支援を目的とした会で
す。同じ悩みを持つ同世代と交流し、

毎水曜日 13:50～

方が、過去の体験や日常生活において
の様々な悩み事を話し合い、回復を目

毎土曜日 10:45～

過去の体験や日常生活においての様々
な悩み事を話し合い、依存症への理解

お問い合わせ：〒063－0005
札幌市西区山の手5条5丁目
札幌太田病院 １階デイケア
担当：1階デイケア課長
TEL.011－644－5111

※心の健康相談室
札幌太田病院

同上

外来AA室

指します。
サルビアの集い

※心の健康相談室

将来のためのレジリエンス（回復力）
を養います。
お酒でお悩みの、女性アルコール症の

すいれんの会

毎木曜日 15:00～

毎火曜日 13:30～

を深め、回復を目指します。

札幌太田病院
外来AA室

同上

お酒、摂食障害、薬物などでお困りの方
女性だけの話しやすい雰囲気でお互い
土曜女性の会

の体験について話し合い、依存症への
理解への深め、回復を目指します。依

毎土曜日 15:30～

札幌太田病院
外来断酒会室

存症の相談ものっています。

アマリリスの会

女性だけの話しやすい雰囲気でお互い

毎3金曜日以外の

札幌太田病院

の体験について話し合い、摂食障害へ

金曜日15:30～

2階デイケア

の理解を深め、回復を目指します。摂
食障害等の相談にものっています。

第3金曜日 15:30～ ※心の健康相談室

薬物（麻薬、覚醒剤、脱法ハーブ、ＬＳＤ、大

ニドムの会

麻、向精神薬）等の依存からの回復を目的にし
ています。今後「どのように生きていくか？」

毎水曜日 18：30～

札幌太田病院
外来断酒会資料室

をテーマに話し合っています。

事務局：〒063－0005
札幌市西区山の手５条５丁目
札幌太田病院
担当：内観療法課
TEL.011－644－5111
事務局：〒063－0005
札幌市西区山の手５条５丁目
札幌太田病院
担当：内観療法課、2階デイケア
TEL.011－644－5111
お問い合わせ：〒063－0005
札幌市西区山の手5条5丁目
札幌太田病院 １階デイケア
担当：1階デイケア課長
TEL.011－644－5111

思春期関連
「第14回日本内観学会大会」の運営委員を母体に懇話会を結成し、今年は第29回を迎えます。 事務局：〒063－0005
また、医療従事者による研究を目的とした「日本臨床内観療法研究会」（同時開催）も10回目 札幌市西区山の手5条5丁目

北海道内観療法懇話会

を迎えます。内観法、内観療法、病棟内内観療法などの普及、啓発、研究を目的に講演、体験
発表、研究報告などを年に1回開催しています。内観体験の有無に関わらず、どなたでも入会

札幌太田病院 内観療法課
担当：根本忠典・篠田崇次
TEL.011－644－5111

できます。
家庭、学校、職場などでのいじめられ体験が心的外傷となり、様々な不適応、心の病に発展す

北海道いじめ・暴力・

ることが多々あります。それらの予防、解決などを目的に研究会を発足致しました。毎年回復

ひきこもり治療研究会

体験、治療報告などを行い、今年の6月に第17回を迎えました。どなたでもお気軽に入会でき
ます。

同上

