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精神科急性期病棟 での精神疾患患者の考 える個室環境の意味
豊田由起子,三木明子1),薮下祐一郎,鬼塚愛彦

要

約

本研究 は,全個室病棟で療養す る精神疾患患者 を対象 に,患者 自身が考 える個室環境の
意味 を明 らかにす ることを目的 とした｡個室 に 2週間以上療養 し,インタビューの協力が
得 られた患者 は 7名であった｡患者 にとっての個室環境の肯定的意味 は, 自分だけの空間
を確保で きることか ら,他者 との距離の調節の場,プライバ シーが保護 される場, 自由裁
量が拡大 される場である と捉 えていた｡ また,休養や睡眠が確保で きる場,症状 をコン ト
ロールで きる場であるとい う治療的意味や,個室 を自己洞察の場 ととらえ,他者の影響 を
受けず に自分 らしさを再獲得す るため とい う意味が示 された｡一方,個室環境 の否定的意
味 として,寂 しさや不安が挙げ られ,話 しかけ られる存在 を身近 に見出 しに くい個室 にお
いては,わか らないことや不安 なことを尋ねに くく,人間関係 を築 くきっかけがつかみに
くいことが示 された｡
キーワー ド:精神疾患,患者,個室,精神科急性期病棟
緒

言

平成11
年度の患者調査 1)によると,入院受療率 は

しか し,多 くの施設の現状 は,少数の保護室 と多床
室で構成 されてお り,本来個室 を利用することが望

疾病大分類で ｢
精神及び行動 の障害｣が最 も高いこ

ま しい とされている患者の うち4
2.
6%の患者が多床

とが示 されている｡国際的には精神科の病床数 は減

室 を利用 してお り,患 者 の プライバ シーや療養 と
いった視点か らの要求 に応 えた個室が不足 している

少傾 向 にあ り,脱施設化 の進 む欧米諸国 (
イギ リス

1
4.
9床, アメリカ1
3
床)と比較す る と, 日本 の精神
病床 (
人口1万 人当た り2
8.
8床)は非常 に多 く2),入
院医療 に偏 っていることがわかる｡ また,諸外 国の
精神病院への平均入院期 間が,イギ リス8
6.
4日,ア
メリカ8.
5日,フランス7.
3日,イタリア1
4.
1日, ド
0.
2日であるのに対 し, 日本 は43
2.
7日と非常
イツ4
に長期 間にわたっている3)｡加 えて,傷病分類 Vの
｢
精神及び行動の障害｣ の入院期 間で, 5年以上の
2.
9%を占めている1
)こともわが国の特徴 で
入院が4
ある｡ この ような病床過多かつ長期入院の状況で,
わが国の精神病院のアメニテ ィは高い ものではない
と思 われる｡
精神病院においては入院患者の療養環境が治療 と
密接 に関連する もの と考 え られ,その中で も病室 に
ついては,保護室か ら個室 を経て多床室‑転室 して
社会復帰へ向か うといった,空間 と関連付 けた一連
の治療 ･
回復 モデルが存在 す る と考 え られている｡

ことが明 らかにされている4,5)｡
単科の精神科病院である西川病院では開放仝個室
病棟が設立 され,八重 ら6)が患者の個室環境 に関す
る意識調査の結果 を報告 している｡その調査 では,
患者が個室 について感 じていることは,1)
他者か ら
息抜 き,3)自
操作 された り支配 された りしない,2)
己の評価 ,4)村 人 関係 の 4つ に分類 された カテ ゴ
リーが示 され た｡個室 で療 養 中の患者 はプライバ
シーが満たされている と感 じてお り,特 に ｢
情緒的
解放｣が満 た されてい る と感 じていた｡ また,寂 し
い と感 じた り,人 と話 したい時は外 に出るなど自室
と室外 を自分で コン トロール した りしていることも
明 らか となった｡
多床室 におけるス トレスやプライバ シーについて
の研究 はなされているが7･8),精神科 における個室
に関する研究 は非常 に少 ない｡聖路加国際病院では
全室個室化が実現 され,都立病院 において も有料個

駒木野病院
1)岡山大学医学部保健学科看護学専攻
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室の利用率が高い伸びを示すなど,個室利用患者や

を作成 した｡抽出 したカテゴリーの妥当性 について

個室希望患者は確実 に増加 している9)｡個室は治療
の効果 に深 く関連する可能性が大 きい と考 えられて

は,共同研究者や病棟の看護師 と検討 を繰 り返 した｡
4.倫理的配慮

いるが,精神疾患患者 自身が考える個室環境の実状
や意味は十分 に検討 されているとは言えない｡ また,

事前 に,病棟の看護師 とともに研究者が個室 に関
する調査のためにインタビューを依頼 したい旨を対

安全 ･管理重視の傾向の強いわが国の精神科の治療

象 に伝 え,了解 を得た｡インタビュー開始前 に,研

環境か ら,患者の意向を十分 に取 り入れた治療環境
という視点が重要である｡そこで,医療者や設計者

究の主旨と方法,個人が特定で きるような形で結果

側の視点ではな く,実際に個室 を利用 している患者
か ら個室環境の実状 と自身が考 える個室環境の意味

こと,いつで も中止することがで きることを,口頭
と文書で説明 した｡同意が得 られた場合 には,同意

を検討する必要があると考 える｡

書 に署名後,インタビューを行 うこととした｡なお

以上のことか ら本研究では, 日本では非常 に少な
い全室個室の病棟 を有する精神科病院を調査施設 と

本研究は, Ⅰ精神病院における倫理委員会の承認 を
得た上で実施 した｡

を示 さないこと,研究以外 に得た情報 を使用 しない

し,そこで療養する精神疾患患者 を対象 に,インタ
ビューを通 して,患者 自身が考 える個室環境の意味
を明らかにすることを目的 とした｡

結

1.対象の基本的属性
最終分析対象は,7名であ り,全員同意書 に署名

方

法

し,テープの録音 に関 し承諾が得 られた｡対象の基
本的属性 を表 1に示 した｡内訳 をみると,性別は男

1.研究対象

5
年 9月の 3週間, Ⅰ精神病院の全室個室の
平成 1

性 4名,女性 3名であった｡疾患名は統合失調症が

閉鎖病棟 (
以下,全個室病棟 とする)に入院中の患者
を対象 とした｡関東地区にある Ⅰ精神病院の仝個室

入院経験は,初めての利用が 2名, 2回以上が 5名

病棟は,男女混合の急性期入院治療病棟であった｡

であった｡入院期間は, 2週間‑ 3ケ月未満が 5名,

疾患名に関わ らず , 2週間以上療養 している患者で

3ケ月〜 3年未満が 1名 , 3年 〜 5年未満が 1名で
あった｡

あ り,研究期間中にラポールが とれ,協力が得 られ
た患者 に限定 した｡また,病棟スタッフより,病状,
対人関係能力などを情報収集 し,インタビュー可能
である対象 を選定 した｡
2.データ収集方法
仝個室病棟 に療養中の患者 に,研究者が作成 した
半構成的インタビューガイ ドを用いて,実際に個室
を利用 してみての肯定的意味 と否定的意味 を尋ねた｡
イ ンタビューの内容 は対象 の承諾 を得 てテープ レ
コーダーに録音 した｡
研究者は病棟 に週 5日赴 き,病棟の看護師 ととも
に日々のケアを行い, レクリエーシ ョンに参加する
などして関係性 を築いた｡また,
一 日の患者の行動 ･
スケジュールを把握 し,落ち着いて話がで きる時間
にインタビューを行 った｡インタビュー回数は 1人

1回で,所要時間は 1人につ き3
0‑9
0
分であった｡
また,患者のプロフィール,病歴及び検査値 などに
関 しては,看護記録 ･診療記録 などか らデータを収
集 した｡
3.データ分析方法
録音 したインタビュー内容 を逐語録 に記録 した後,
各事例 について類似 し7
=データを集めてカテゴリー

4名, うつ病が 3名であった｡仝個室病棟 における

2.個室環境の肯定的意味 と否定的意味
精神疾患患者の考 える個室環境の意味 を他者 との
交流,治療的効果の側面 を中心 に図 1に示 した｡
1)肯定的意味
個室環境の肯定的意味 としては,(
1
)
他者 との距離
の調節 ,(
2)
プライバシーの保護 ,(
3)
自由裁量の拡大,
(
4)
休養の確保 ,(
5)
症状のコン トロール,(
6)
自己洞察
が挙げ られた｡
具体的には,他者 との距離の調節 に関 しては,｢
逃
一人にな りたい ときに一人になれる｣
げ場がある｣,｢
とい う意見が述べ られた｡
プライバ シーの保護 に関 しては,｢
着替 えをす る
時 に誰 もいない｣, ｢
秘密が守れる｣, ｢
何 をしていて
互いに干渉 しないで生活で きる｣
もわか らない｣, ｢
とい う意見であった｡
｢
互いに干渉 しないで生活で きる｣ とは,具体的
に次の ようであった｡
｢患者がお互いの部屋 に入れない ことがいい と思
う｡ どんな生活 をしてるのか,知 りたいってい う気
持 ちはあ りますけ ど,それ を知 らないて普通 に個室
の外だけで合 う生活がアパー トみたいな感 じで,千
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表 1 対象 の基本 的属性 (n‑7)
事例 性別

年代

疾 患 名

入院形態

入

院

目̀的

主 な治療

入院期
入院回数注1
間注2)
)

A

女性 30歳代 統合失調症

医療保護 衝動性 の コン トロール,休養 作業療法
薬物療法
精神療法

B

男性 5
0歳代

任意

C

男性 5
0歳代 統合失調症

医療保護 生活状況の改善

D

女性 60歳代

任意

ための方法の理解
自己状態の認識,再燃
,休養
しない 薬物療法

2回
1カ月半
目

E

男性 20歳代 統合失調症

任意

生活
休養
抑 うつ状態の治療
を現実的 に捉 ,退院後
え られ る,
の 作業療法
薬物療法
精神療法

初
約回
1年半

F

女性 40歳代

任意

休養,薬物調整

2回
2週 間
目

うつ病

うつ病

うつ病

薬物調整,休養

作業療法
薬物療法
精神療法 ,
E
C
T
注3
)初
1回
ケ月半

作業療法
精神療法
薬物療法

薬物療法

注 1)入院回数 :仝個室病棟 での入院回数
注 2)入院期 間 :仝個室病棟 に入 院 してか らインタビュー実施 日までの入 院期 間

l
e
c
t
r
o
c
o
nvul
s
i
vet
he
r
a
py(
電気痘撃療法)
注 3)ECT:e

肯定的意味

⊂ 二 二⊃

否定的意味

図 1 精神疾患患者の考 える個室環境 の意味
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4回
1ケ月

⊂=⊃

約
2回
4年
目
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渉 しないで干渉 されないで生活 してい くことができ

ない空間の広 さなどの物理的環境面 を挙 げた患者が

るってい う環境が川 ､と思 う｡
｣

2名いた｡
2)否定的意味

自由裁量 の拡大 に関 しては,｢
何 で も自分 の好 き

1)
協調性や相互援助の希
否定的意味 については,(

なようにで きる｣,｢
何や って ようが寝 て ようが誰 に
と述べ られていた｡また,
休養の確保 に関 しては,｢
気

薄 さ,(
2)
不安 ,(
3)
寂 しさ,(
4)
低刺激 ,(
5)
経済的負担
が挙 げ られた｡具体的 には,協調性や相互援助 の希

の休 まる所,ほっとする所｣,｢自由に寝 た り起 きた

薄 さに関 しては,｢
他 の患者の ことは考 えず 自分 だ

りで きる場｣,｢
一人で寝 られる｣,｢
個室が 慣れてる

け治ろ うとする所がある｣,｢
患者同士 の慰め合いや

ので寝 られる｣,｢
落ち着 ける｣,｢
静かでいい｣,｢
息
抜 きで きる空 間が必 要 な ときに与 え られてい る｣,
｢自分一人の空間で気 を休めることがで きる｣ との

助 け合 いがない｣ で,不安 に関 しては ｢
洗濯機 の使

も何 も言われない｣,｢
人のことを気 に しな くていい｣

意見が挙が った｡
｢自由に寝 た り起 きた りで きる場｣ とは具体的に
次の ようであった｡
｢自由に寝 た り起 きた りできる｡人 といる と片 っ
ぽが起 きて片 っぽが寝 てるなんてできない じゃん｡
寝 らん+
i
:
いのが病気だか らさ.
｣
症状 の コン トロールに関 しては,｢
症状 を落 ち着
ける場｣,｢
苦痛 を増強 させ ない対処がで きる｣,｢自

い方等がわか らず,個室だ と慣れるのに時間がかか
る｣,｢
入院当時は知 らない所 に一人 にされて戸惑 っ
た｡話 しかける きっかけ もつかみに くい｣,｢
男女混
合病棟 であるため,最初の夜 は怖 かった｣ であ り,
寂 しさについては,｢
患者 同士 で慰 め合 った り喧嘩
す ることがないので寂 しい面 もある｣,｢
寂 しい｣,｢
話
し相手がほ しい｣であった｡低刺激 に関 しては,具
体的 には ｢ぼや あつとして呆 けて しまうような感 じ
がす る｣で,経済的負担 に関 しては ｢
お金がかかる｣
(2名)であった｡

部屋で じっとしていることがで きる｣,｢
他者 に影響

協調性や相互援助の希薄 さに関 して,具体的には
次の ようであった｡

されに くい｣であった｡
具体的には次の ようであった｡

｢
大部屋 だ と,他人 と協調 してい くとい うことは
社会 に必要 な ことだ と思 うんです け ど,それに手間

分の病気だけに専念で きる｣,｢
調子が悪 くなった ら

｢目が上がる こと自体 は早 くない｡痛 くもない し｡
で も,人 に見 られて 『
なんで目が上が ってんの』 と
か言われた りした ら嫌 ですね｡あまり言われた くな
い｡そ うい う時 に一人 に+
A
:
れる場所 ってやっぱ り大

を取 られる とい う考 え方 と人間関係協調 してい くっ
てい う考 え方 とある と思 うんです よ｡それが ここは
ないか ら,両面の意味 で良い面,悪い面がある と思
うんですよね｡
｣

事ですね｡それ に,部屋 に こもって布団で じっ とし
てお くのが一番 いい とい うのが経験 か らあ りま し

考

察

1.個室環境の肯定的意味

た ｡｣

自己洞察の場 と答 えた者 は,個室 を ｢人間 とい う
社会的動物の個体の維持 のために絶対必要な条件｣,
｢自分で深 く考 える｣ と捉 えていた｡
具体的には次の ようであった｡

1)他者 との距離 を調節す る場
個室 を ｢
逃 げ場｣や ｢
一人 になれる空間｣ として
捉 えている患者が 3名いた｡入院 とい う集団生活 に

｢
人間は社会的動物｡学校 であった リ職場 であっ

おいて,患者が ｢
逃げ場｣や ｢
一人 になれる空間｣
を必要 としていることが示 された｡ この背景 として,

た リ家庭 であった リ,みんな社会の中で生 きてる｡
社会的生活 を していない人 はいない｡ それぞれに立

統合失調症のため社会性 を喪失 している患者が多 く,
自己 と他者 との間に適切 な距離 を保 ちなが ら対人関

場が違い, こうなった経緯 も違 う｡ どうして こうい
う病気 になっちゃったのか振 り返 る｡A病院 に入院

係 を築 くとい う技能 を不得意 としていること, また

していた時は,観察室であって も二人部屋 だった｡
お祈 りしていて も人の ことが気 になって｡個室 に入

気分障害や神経症の患者では,他者 との交流,刺激
が精神的負担 とな りやすいことが挙 げ られる｡長揮
1
0)は,あ る精神科病 院の移転新築 を挟 んだ継続 的

院 してか ら自分の こと,両親 の こと,将来の ことな
んか を考 えた｡ 自分の ことを考 える時間 を医療者 は

調査で,公共空間を他人 との関係か ら逃れるための
空間 として利用 している患者の存在 を報告 している｡

準備す るべ き｡
｣
また個室環境 として,声 は聞こえないが壁 を蹴 る

個室 とい う空間 もまた同様 に,人 との コミュニケー
シ ョンに大 きなエネルギーを要す る患者 に とって,

音や叫び声が聞 こえる程度の壁の厚 さや,圧迫感が

人 との関係か ら逃れ,消耗 を防 ぐ目的で利用 されて
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い る と思 われた｡ また,先行研 究 11)に よる と,複

しなければならない｡蓋恥心が伴 う更衣 など,個人

数のベ ッ ドを置 く大部屋 に入れ られた患者の場合 は,
目覚 めてい るにせ よ眠ってい るにせ よ, 1日の約

のプライベー トな空間の欠如 は,患者 にとって落 ち
着いて安心で きる場が ない とい うことである｡

70% をベ ッ ドの上で過 ごしていたのに対 し,小部屋

村 田16)が行 った看護 師の意識調査 では,入院患

に配 された患者の場合,大部屋の患者 よ りも社会的
な活動が よ り活発であった と報告 されている｡個室

1)
身体 ･
行動 の秘匿,(
2)
個
者 のプライバ シーには,(
3)
自己領域 の確保 ,(
4)
監視 ･
干渉
人情報 の非公 開,(

化の進む高齢者施設で も同 じような現象が見 られて

の排 除 と独居 の4つの カテ ゴリー をあげ, プライバ
シーを重視 した看護の必要性が述べ られていた｡ こ

居室の個室化 はそ
お り,その経験 か ら外 山12)は,｢
れによって一人一人の身の置 き所 を保障 し,一人 に
なる逃げ場 を保障す ることを通 して他者 と交流す る
意欲がわいて くるのを促す｣ と述べた｡研究期間中

の先行研究では一般科でのプライバ シーのことを指
摘 していたが,本研究の結果か ら,精神科 に入院中

の仝個室病棟では,患者同士のコミュニケーシ ョン

の患者 において も,プライバ シーが保護 される場の
必要性が示 された｡

が活発 な印象 を受 けた｡ また, コミュニケーシ ョン

コミュニケーシ ョンが活発 な2
0歳代 の若者である

を活発 にとっている患者 は,個室病室 を逃げ場や一

Gさんは,｢
仝個室病棟 で はアパー トの住 人 同士 の
ようなお互 いの プ ライバ シーのあ る関係 が良かっ
た｣ と述べ ていた｡互いのプライベー トな領域が重
な りあいなが ら,逃げ場 もな く絶 えず他者の日に晒
されて過 ごす生活の中では, 自然 な対人関係 は築 き
に くい と思 われる｡Gさんは,他者 を干渉せず, 自
身 も干渉 されないで生活 してい くことがで きる環境
を望み,同年代 の若者 とホールで何気 ない会話 を楽
しんでいた｡現代 では家庭 における一人部屋や独居
生活が増加 し,個室が一般社会における標準的な環
境 となっている状況であ り,互いの領域 を保護 しな
が ら対人関係 を築いてい くことは自然 な光景だ と思
われる

人になれる空間 として利用 していた｡ このことは,
他者 との距離 を調節で きる場 を保障す ることを通 し
て,他者 と交流す る意欲がわいて くるのを促す とい
う先行研究 と一致 しているように思 われた｡

2) プライバ シーが保護 される場
個室療養 に関 して｢プライバ シーが守 られる｣,｢
お
互いの生活 には干渉せず に生活 してい くことがで き
る｣, ｢
秘密が守れる｣, ｢
着替 えをする時 に誰 もいな
何 をしていて もわか らない｣ といった,プラ
い｣, ｢
イバ シーが保護 される とい う肯定的意味 を挙 げた患
者が5
名いた｡川口 ら13)は,患者の療養環境 につい
て ｢
病者のプライバ シーやテ リ トリーを保証 して く
れる空間の確保 は,病者が安心 して療養生活 を過 ご
す上で最 も重要な要素である｣ と述べ ている｡ また
プライバ シーの観点 においては,個室 に勝 る ものは
無いr
tされ,病室 はプライバ シーを守 ることでホテ
ル化 (
個室化)してい くだろ うといわれてい る14)｡
本研究の結果において も,患者 らはプライバ シーを
保護 され,干渉 されない と,個室環境 を肯定的に と
らえていた｡
吉津 ら15)の研究で は,開放病棟 お よび閉鎖病棟
の患者 に対 しアンケー トを行 い,半数以上の患者が
ベ ッ ド周囲のカーテ ンは必要であると回答 したこと
を報告 している｡開放病棟では 9割の患者が カーテ
ンを使用 してお り,｢
着替 える時｣ ｢
一人 にな りたい
時｣ に使用 していた｡ さらに閉鎖病棟 では,カーテ
ンがない不便 さを 5割以上の患者が回答 していた｡
精神科 におけるベ ッ ド周囲のカーテ ンの設置や本研
究の結果で示 した個室 とい う療養環境 は,医療者側
にとっては十分 な観察がで きないことや事故発見の
遅れ といったことが危倶 されやすいが,患者 にとっ
ては重要なプライバ シーの確保であることを再認識

‑

｡

また,仝個室病棟では,患者同士のコミュニケー
シ ョンだけではな く家族や友人の面会 も多 く見 られ
た｡個室化 した高齢者施設で も同 じような現象が見
られてお り12),これは,個室では感情の表現 も自由,
訪れる時間 も同室患者の ことを気 に しないで よいた
めだ と言 われてい る｡外 山12)は ｢
基本 的 に,家族
の交流や杵 は喜怒哀楽の感情表現 をベースに して成
立 している｡それが率直 に表現で きない状況の中で,
家族 としての杵 を深 めてい くことは困難である｡
｣
と述べている｡本研究 において も,個室 を選択 した
理由に家族 との面会の ことを語 った患者がいた｡｢
病
室で話がで きるとい うことは,外 に出て行 って話 を
するの と全然違 う｣ と笑顔で語 り,家族 と色々な話
がで きることは,家族 間の杵 を強めると共 に,慣れ
ない環境での患者の負荷 を減少 させていると思われ
た｡個室 はプライバ シーを保護す ることによ り,衣
族 との面会の点 において も肯定的意味 をもた らして
いると考 えられた｡

3)休養確保の場
｢
気 の休 まる所, ほっ とす る所｣ を始 め,｢
落ち
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着ける場｣,｢くつろげる場｣であると,個室 に対 し
て ｢
休養の場｣であるとい う意味 を見出 している患
者が 3名いた｡休養で きる とい うことは,急性期の
患者 にとって非常 に重要な要素である と考 えられる｡
対象の語 りか ら,静かであ り,他者の 目を気 にせず
プライベー トな空間 として自由に利用で きることが

5)症状 をコン トロールす る場
個室 を ｢
症状 を落ち着 ける場,苦痛 を増強 させ な
い対処がで きる場｣である と捉 えている患者がいた｡
この患者は個室以外 で過 ごす ことが多 く,逃 げ場や
一人 になれる空間 として個室 を利用 していた｡何 ら
かの症状が現れた時,一人の静かな空間で安静 に し

｢
休養 の場｣ と成 り得 る理由であると考 えられた｡

ていることで苦痛が緩和 されると思 われた｡ また,

メ‑ラビア ン11)は, な じみがあ
環境心理学者の A.
り簡潔で単純 な環境 こそが リラックス した状態 を生

目に見 える症状 を抱 えている患者 にとって,他者の
干渉がない一人の空間が与え られていることは,二

み出 し,見知 らぬ人間は もっとも不確実で程度の差

次的な苦痛 を排除で きると考 えられた｡患者の語 り

こそあれ予測 Lがた く,蓋然性 に乏 しいためにその
負荷 は非常 に重 い と述べ てい る｡他者 を気 にせず

場が非常 に重要 な意味 を持つ ことが示 された｡

祈 った り,テ レビを見た りで きた と答 えた患者がい

6) 自己洞察の場

か ら,その ような症状が生 じた時 に,一人 になれる

たが, 自分で 自由にで きる環境が負荷 を低下 させ,

Cさんは,個室 を ｢あれ これ考 える場｣であると

神経系 の興奮 を低下 させて,非常 に心安 らげる状態

捉 えていた｡ また,個室 は多床室 よ りも物事 を深 く

を形成 していた と考 え られた｡前 島17)は,病 院 に

考 えると語 り,同 じ悩みを持つ患者同士で慰めあ う

おけるアメニティとは,患者の療養環境 を一般社会

と, 自分で深 く考 えない と語 った｡ 同様 にAさん も

の施設 と同 じ,あるいは家庭の延長 としての環境 に

｢
患者が 自分の ことを振 り返 る時間を医療者 は与 え

近づけ,で きるだけス トレスを生 まない環境 を提供
することであると述べている｡そのために病棟 は,

るべ き｣ と語 り,仝個室病棟 に入院す るようになっ
てか ら ｢
個室 は人間 とい う社会的動物の個体 の維持

生活空間 と治療空間 とに分 けることを指摘 している｡

の ため に絶対必 要 な条件｣ であ る と考 える ように

急性期病棟では難 しい側面があるが,患者 にとって

なった｡ この 2名の統合失調症である患者の意見か

個室は,気の休 まる所,ほっとする所,落ち着 ける

ら,個室 を ｢自己洞察の場｣ として捉 えていると考

場, くつろげる場であ り,患者側の思い を汲み取 っ
た家庭的雰囲気のある生活空間であることが望 ま し

えられた｡統合失調症では,役割獲得以前の ｢自己｣
の もろさが問題 となって くるのは良 く知 られる所で

い と考 える｡

ある19)｡その人格 の構造か ら言 って も,｢自分 らし

4)睡眠確保の場

さ｣ の確 か さに 自信 が持 てず,｢自分 らしさ｣ 自体

個室の肯定的意味 として,睡眠の確保 に関す るこ

が 隆しくなるのである｡ よって,統合失調症患者 に

一人で
とを挙 げた患者が 4名いた｡その理 由は,｢

対す る精神分野での基本治療の原則 は,患者の ｢自

寝 られる｣,｢
多床室では他者の存在が気 にな り寝付

分 らしさ｣の尊重であ り, このことの補強である と

人のことを気 にせず 自由に寝起 きが
けなかった｣,｢

いえる｡一人になって他者の干渉や影響 を受 けず 自

で きる｣, ｢
ずっと個室が 慣れているか ら多床室では

己について考えること, 自分 を維持するために個室

眠れなかった｣であった｡精神疾患 を持つ人たちに,
不眠症状の合併が高頻度 に見 られることはよく知 ら

えたことか ら, 自分 らしさを獲得 または再獲得する

れている18)｡また,入院患者の不眠の要因 としては,

には個室は重要 な役割 を果た していると思われた｡

内因性の原因や精神 あるいは身体の疾患 に伴 って生

2.個室環境 の否定的意味
1)寂 しさや不安 を感 じる場

じるだけでな く,部屋の構造,照明,騒音,匂 い,

とい う環境 は絶対必要な条件 なのだ と患者 自身が考

寝具 などの条件,同室者の状況 をは じめ とする多様

個室 はコミュニケーシ ョンが乏 しく,孤独感が増

な環境 因子が影響 を与 えると考 えられている｡個室

す 12)と言 われてい る｡今 回の結果 で は,一人ばっ

の肯定的意味 に睡眠の確保 を挙 げた患者が多 く見 ら

ちで寂 しく,話 し相手が欲 しい と語 った患者がいた｡

れたことは,個室環境が睡眠に効果 をもた らしてい
ると患者 自身が感 じていることを示 している｡その

Dさんの寂 しさは同 じ年代 の女性が病棟 内に少 ない

他者の存在｣
うちの 3名の患者が多床室 における ｢

と低覚醒 を追及 している反面,必要 な社会的相互作
用 と刺激 とを与 えられていないことも事実だ と思わ

とい うことも関連 していたが,個室が プライバ シー

が睡眠 を障害 していると回答 したことか ら,個室 と
い う他者か らの監視や干渉のない環境が睡眠に効果

れた｡ホールでのコミュニケーシ ョンは同 じ年代 の

をもた らした と考 えられた｡

者同士で集 まって会話 をすることが多 く,年代 の違

‑
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結

う患者 は会話 に入 りに くい状況 にあ る｡話 し相手 を
選択 で きる反面,話 し相手 に選択 され ない患者 は孤

論

仝個室病棟 で療 養す る精神疾患患者 を対象 に, イ

独感 を募 らせ てい くと考 え られ る｡精神 医療 の環境

ンタビュー を通 して,患者 自身が考 える個室環境 の

は,患者が喪失 した社会 ,つ ま り他 人 との適切 な コ

意味 を検討 した結果 ,患者 に とっての個 室環境 の肯

ミュニケー シ ョンを取 り戻す ための場 であ る と指摘

定 的意味 は, プ ライバ シーが保護 され る場 ,休養が

0
),患 者 自身が公 共 空 間 と個 室 病 室
され てい るが 1

確保 で きる場 ,症状 をコ ン トロールで きる場 , 自己

とを上手 く使 い分 けてい くコツが見 出せ るこ とで,

洞察 の場 であ り,否定 的意味 は寂 しさや不安 を感 じ

よい治療 的療養環境 とな り得 る と思 われた｡ また,

る場 であ った｡

状態 の悪 い時 に引 きこ も り, ます ます 己の世界 にの
謝

め りこんで しまった とい う経験 を語 った患者が いた｡

辞

河口20)は 自分 の試 み の失敗例 と して,患 者 に与 え

本研 究 にご協 力 いただ きま した全 ての患者 の皆様

た孤高 の プライベ ー ト空 間 を治療 空 間 と勘違 い し放

に,心 よ り感謝 申 し上 げ ます｡ また,本研 究 の実施

置 した結果,社 会性 の障害 か ら完全 な喪失 とな り,

において, ご協 力 , ご指導下 さい ま した病棟 ス タ ッ

更 に人格 の解体 に至 ったケース を挙 げた｡ プライバ

フの皆様 ,看護部長様 に深 謝 いた します｡

シー と社会的相互作用 のバ ランスが取 れ た個室 を ど

文

う した ら人 々に提供 で きるのか とい うこ とが,個室
環境 を語 る上 での重 要 な課題 であ る｡ その解決策 に
は,人 々が 出会い,知 り合 える ような社 交 の場 を用
意す るこ とが考 え られた｡
また,個室 の否定 的意味 につ いて,入 院当初 に戸
惑 い,恐怖 ,寂 しさを感 じる と語 った患 者が 3名 い
た｡多床 室や個室 に関 わ らず,初 めての精神病 院へ
の入 院 は,患者 に とって衝撃 的で不安 な体験 に成 り
得 る｡入 院 して きたばか りの患者 は 自分 の抑 制 を超
える ような どう しようもない圧倒 的 な体験 を したば
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The significance of therapy in a private room to patients
in acute psychiatric wards
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Abstract
This study sought to clarify the significance of therapy provided in a private room to
hospitalized mentally ill patients, by determining through interview and observation their
thoughts and feelings about such an experience. Subjects were 7 mentally ill patients
resident in a ward of private rooms. Few patients requested a private room on admission
and their reasons for th(s were considered to include admissions on an involuntary basis,
for medical treatment or for custodial care, or because psychiatric status did not enable
them to state an intention to have a private room. The results showed that most patients
hoped for treatment in a private room regardless of whether or not they had requested it,
and that the offer of using such a facility was important to them because most patients who
experienced such a therapeutic environment requested it thereafter. Thus, once a patient
recognized the availability of therapy in a private room and its benefits, they wanted to use
it or to use it more. Patients were found to request use of a private room to preserve
privacy, rest in a therapeutic environment promote circumspection, and see themselves as
independent of others around, with the affirmative meaning of using a private room as "a
place to preserve my privacy ","a place to take a rest", "a place to gain insight into myself",
and "a place to control my condition". Patients reported a negative meaning of "a place to
feel loneliness and anxiety".
Keywords: mentally ill, patients, private room, acute psychiatric ward
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