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【要旨】 

日本の精神科医療は入院加療から地域生活への移行が推進されているが，長期入院患者の地域移行・定

着は十分に進んでおらず，地域生活環境の整備が課題となっている．コミュニティインテグレーション

とは精神障害者自身がとらえる地域生活環境をあらわす概念であり，海外では地域生活の目標として掲

げられている．本研究の目的は地域在住精神障害者のコミュニティインテグレーションの向上に有用な

要因を見出すことである． 

 研究方法は，地域在住精神障害者を対象とし自記式質問紙調査を行った．JMP®13.2.0 (SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA) を使用し，コミュニティインテグレーションの構造を明らかにするために個人因子，環

境因子を投入した重回帰分析を行った．その際に集団による特性を見出すために，パーティション分析

により層を抽出した上で，層ごとに重回帰分析を行った．なお偏回帰係数を解釈するにあたり，VIFを高

めないように投入する変数の扱いに工夫を施した． 

 層別した重回帰分析を実施したことで，層で共通する要因と各層で固有の要因が見出され，有用な知

見を得ることができた． 

キーワード：コミュニティインテグレーション，精神障害者，層別重回帰分析 

 

【Abstract】 

Although Japanese psychiatric medical practice promotes transfer from hospitalized treatment to life in the 

community, for patients hospitalized for a long period, successful reintegration into the community isn’t common 

enough. This poses issues of improvement in the community life environment. Community integration is a concept 

indicating a community life environment recognized by the patients themselves, which is set as a goal of community 

life in foreign countries. The objective of this study is to find the factors useful in improving community integration 

of mentally disabled people. The study method was self-reporting questionnaires for mentally disabled people living 

in the community. JMP 13 was used to perform a multiple regression analysis using individual and environmental 

factors to clarify the structure of community integration. In this analysis, to find the characteristics by population, 

strata were extracted through partition analysis, and a multiple regression analysis was performed for each stratum. 

In the interpretation of unstandardized partial regression coefficients, a twist was given to the handling of the variables 

so as not to elevate the variance inflation factor (VIF). By performing a stratified multiple regression analysis, 

common factors among the strata and specific factors for each stratum were identified, resulting in useful knowledge. 

Key words: community integration, mental illness, stratified multiple regression analysis   
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1. はじめに 

1．1 日本の地域在住精神障害者の現状 

現在の日本の精神科医療において，精神障害者

の入院治療から地域生活への移行と定着に向けて

政策の転換が推進されている（厚生労働省 2016）．

患者調査（2014）によれば，日本では精神疾患患者

のうち約半数が入院しており，全疾患の中で入院

患者数が最も多く，在院期間は最も長い．長期入

院患者の地域移行や地域定着は十分に実現してお

らず，精神保健医療福祉施策における重大な課題

となっている． 

地域在住精神障害者の QOL: Quality of life は一

般地域住民や身体疾患を有する者よりも低いこと

が報告されている（國方他  2008, Li et al. 2017, 

Wartelsteiner et al. 2016）．したがって精神科病院に

おける退院促進と同時に，生活の場となる地域に

おける精神障害者の QOL向上に資するため，個人

要因と環境要因の双方に対する支援が課題である．

そのうち個人要因である精神症状や機能等の臨床

的特徴に対する治療薬の開発等の医学的アプロー

チは確立されつつある．一方で環境要因に対する

支援は緒についたばかりである．地域在住精神障

害者を取り巻く環境の質の向上を目指す支援を確

立するためには，実証研究に基づく検討が必要で

ある． 

 

1．2 コミュニティインテグレーション 

コミュニティインテグレーション（ CI: 

Community integration）とは地域生活環境に焦点を

当てた概念であり，障害者の身体的健康，精神的

健康そして QOL 向上に資することが報告されて

いる（Griffen et al. 2010, Reistetter et al. 2005）．海外

では，既に CIは精神障害者の精神医療の目標とし

て論じられている（Baumgartner & Herman 2012, 

Beal 1999, Beal et al. 2005, Prince & Gerber 2005, 

Wieland et al. 2007）．本研究では CI を「地域生活

における適合，サポート認識，充実感，自立が融合

した精神障害者による主観的概念」と定義する．  

1．3 先行研究の課題と本研究の対応 

精神障害者の CI に関する研究をレビューした

結果，先行研究には以下の限界がある．1 点目に対

象者の代表性に関する点である．先行研究は海外

で行われており，さらに特定の介入プログラム参

加者である場合が多い．2 点目に CIの概念定義に

関する点である．本質的な定義がなされていない

場合が多い．さらに CIを主観的要素と客観的要素

の両要素から構成される多次元概念と定義する場

合に，客観的要素は CIの要因とされる内容と重複

している．また測定に信頼性と妥当性を有する尺

度を用いている研究が少ない．3 点目に要因の焦

点に関する点である．要因は個人要因と環境要因

に分類されるが，個人要因は臨床的な特徴，環境

要因は介入プログラム等の効果に焦点が当たり，

生活の実態を反映する要因が見当たらない． 

これらの限界に対し本研究では以下のように対

応する．1点目の対象者については，日本の地域在

住精神障害者として一定の代表性を有する対象者

を選定する．2 点目の概念については，CI を主観

的概念と定義して議論を進め，測定には信頼性と

妥当性を検証した尺度を用いる．3 点目の要因の

焦点については，地域在住精神障害者の生活実態

を反映する因子を選択する．  

 

1．4 本研究の目的と仮説 

 本研究の目的は地域在住精神障害者の CI を信

頼性と妥当性を有する尺度により定量化するとと

もに，CIの構造モデルを検証することで要因を見

出し，支援策への示唆を得ることである．  

 仮説は以下である． 

1. 対象者はソーシャルネットワークのサイズ（社

会的孤立傾向）により層別される． 

2. CI は個人要因および環境要因により影響され，

層で共通する要因，固有の要因がある． 

 仮説 1 について，対象者は異なる特性をもつ集

団で形成されている可能性があり，特性により層

別することで，より有用な知見を得ることが可能
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となる．社会的孤立とは「家族や地域社会との接

触の欠如」（Townsend, 1963）であり，ソーシャル

ネットワークのサイズが小さいことを示す客観的

な概念である．社会的孤立は，精神障害者の重要

な課題であることが示されており（Koenders et al. 

2017, Pjescic et al. 2014, Siriwardhana et al. 2015）， 

CIはソーシャルネットワークのサイズと有意に相

関があることが報告されている (Shioda 2017) ．以

上より地域在住精神障害者はソーシャルネットワ

ークのサイズで示される社会的孤立傾向によって

層別されると考えた．  

仮説 2について，先行研究において CIの要因は

個人要因，環境要因に区分され，臨床的な観点が

中心となっていることが明らかになった．よって

本研究では，精神障害者の生活の実態を反映する

因子を選択した．さらに対象者が層別される場合，

層により CI の構造モデルは異なることを想定し

た． 

 本研究の概念図を以下に示す（図 1）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 概念図 

2. 方法 

2．1 対象者 

 対象は 1）精神障害者，2）在宅居住者（自宅な

らびにグループホームに居住する），3）状態が安

定している，4）成人（年齢 20 歳以上），5）本人

の自由意思により調査に協力する，以上 5 条件を

満たす，一定の日中活動をしており，地域生活の

ために支援を必要とする特性を持つ者である．1）

－3）の条件については，地域でサービス提供をす

る機関の利用者であることにより保証される．4），

5）の条件については，調査票回答の申告による． 

 

2．2 調査方法 

 調査方法は，郵送による無記名自記式質問紙調

査である．A 県の 3 都市部の地域活動・相談支援

センター，就労継続支援 B 型事業所，グループホ

ームのうち協力の得られた 29 施設に公募ポスタ

ーを郵送し，調査期間中の掲示を依頼した．各施

設から回答された対象者の人数に応じた調査票を

施設の職員を介して配布した． 

配布には利用者整理番号識別表を用い，対象者

自身が回答する利用者用調査票と当該対象者の状

況をよく知る担当職員が対象者について回答する

利用者アセスメント票の利用者整理番号を一致さ

せた．利用者調査票は対象者により個別に返送す

る方法により回収し，利用者アセスメント票は回

答済みの調査票を各サービス提供機関にてとりま

とめ返送することで回収した． 

調査期間は 2017年 9月 1日から 2018年 1月 31

日である． 

 

2．3 調査項目 

調査項目は以下の CI，ソーシャルネットワーク,

基本属性，個人要因である主観的経験と生活行動，

環境要因であるフォーマルケアと居住環境である． 

CI 

 精神障害者の CI（地域社会共生感）を評価する

ために日本語版 CIM: Community Integration 

Community integration 

地域社会共生感 

個人要因 

主観的経験 

生活行動 

属性 

環境要因 

フォーマルケア 

居住環境 
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Measure（Shioda et al. 2017）を用いた．10 項目か

らなり，各項目に対して「いつもそうである」，

「時々そうである」，「どちらともいえない」，「時々

そうではない」，「そうではない」の 5 件法で回答

する．合計点の範囲は 10－50点であり，点数が高

いほど CI が高い．クロンバック α 係数は 0.87 で

あり，LSNS-6 との間に有意な相関が確認されてい

る．  

ソーシャルネットワーク 

ソーシャルネットワークのサイズは，前述の通

り社会的孤立傾向の指標であり，測定に LSNS-6を

用いた（栗本 他 2011）．LSNS-6 は家族および友

人のソーシャルネットワークのサイズについての

2 つの下位尺度で構成されており，「少なくとも月

に 1 回，会ったり話をする」，「助けを求めること

ができるくらい親しい」等の全 6 項目 6 件法で回

答する．合計点の範囲は 0－30 点であり，点数が

高いほどソーシャルネットワークのサイズが大き

い．クロンバック α 係数は 0.83 であり，Zung Self-

Rating うつ尺度との間に有意な相関が確認されて

いる．  

基本属性 

 基本属性は対象者の年齢，性別，同居者，居住期

間，婚姻，最終学歴，経済状況，就労状況について

尋ねた．そのうち疾患特性として，罹患している

精神疾患，身体疾患，精神疾患の初診時年齢，累積

入院期間について尋ねた．職員には当該対象者の

障害支援区分，IADLについて尋ねた． 

個人要因 

主観的経験 

主観的経験として地域生活に関する主体性や自

信である地域生活自己効力感と，フォーマルケア

への満足であるサービス制度満足について尋ねた． 

地域生活自己効力感は，地域生活自己効力感尺

度（SECL: Self-Efficacy for Community Life Scale）

を用いた（大川 他 2001）．SECLは 5 つの下位尺

度で構成されており，日常行動（5 項目），症状対

処行動（4項目），治療行動（4項目），対人関係（2

項目），社会生活（3 項目）について「まったく自

信がない」から「非常に自信がある」の 0－10 点

の 11段階で回答し，点数が高いほど自己効力感が

高い．クロンバック α 係数は 0.90であり，一般的

自己効力感尺度，PANSS，GAS との間に有意な相

関が確認されている． 

フォーマルケアへの満足は，利用しているサー

ビスと制度の満足度について尋ね，平均を算出し

サービス制度満足とした． 

生活行動 

生活行動として，好ましい生活習慣数，外出日

数，地域情報入手源数について尋ねた． 

生活習慣は，Breslow の 7 つの健康習慣（Belloc 

& Breslow 1972）および，それを基にして地域住民

に健康習慣を調査した項目（吉田 他 2013）を参

考にして，1週間の運動頻度・飲酒頻度・1日の睡

眠時間等の 9 つの生活習慣を尋ね，合計した変数

を好ましい生活習慣数とした． 

外出日数は，平均的な 1 週間の外出日数を尋ね

た． 

地域情報入手源数は，地域のサービス・イベン

ト・ニュースなどの地域の情報を知るために利用

している手段について尋ね，以下の 4 区分に分類

した．①地域の掲示や広報など「地域情報入手源

地域系」，②通院先の掲示，公的機関の掲示など「地

域情報入手源サービス機関」，③インターネット，

テレビなど「地域情報入手源メディア」，④家族や

友人との会話である「地域情報入手源家族・友人」

である． 

環境要因 

フォーマルケア 

フォーマルケアは，精神保健福祉手帳，障害年

金，地域活動支援センター等の利用しているサー

ビスと制度について尋ね，合計した変数をサービ

ス制度利用数とした． 

居住環境 

居住環境は近隣環境の利便性と居住期間を尋ね

た． 
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近隣環境の利便性は，地域住民に対して近隣環

境の認識を測定するために用いられている項目

（Cerin et al. 2006）や先行研究を参考に抽出し「買

い物をする店」，「日中活動場所」，「交通機関」等 7

項目を尋ねた．各項目は「とてもよくあてはまる」，

「ややあてはまる」，「ややあてはまらない」，「全

くあてはまらない」の４件法で回答する．  

居住期間は，現在の住居に住んでいる期間を尋

ねた． 

 

2．4 分析方法 

2．4．1 変数の作成 

居住する近隣環境の利便性を尋ねた 7 項目に関

して主成分分析を行い，主成分を回転し意味解釈

を行った（図 2）．その結果，3 主成分①「サービ

ス機関環境の利便性」，②「日常生活行動環境の利

便性」，③「通行環境の利便性」が抽出され，これ

らの主成分を説明変数として投入した（図 2）． 

図 2 居住環境の利便性の主成分分析 

 

2．4．2 層別構造モデル 

 層別構造モデルの手順は以下の通りである． 

1. 目的変数 CI を層別する変数を設定するため

に，層別の候補である変数のパーティション

分析を行う． 

2. 層別重回帰分析を行う． 

3. 層別重回帰分析の結果，各層において選択さ

れた説明変数のうち有意水準 5%未満の変数

で重回帰分析を行い，選択された説明変数同

士の VIF: Variance inflation factor を確認する．

VIF とは多重共線性の指標であり 2.0 未満を

基準とした． 

 

2．4．2．1 層別 

本研究の対象者は仮説 1 に示すとおり，ソーシ

ャルネットワークのサイズで異なる特性を有する

集団が存在することを想定した．LSNS-6 得点で測

定するソーシャルネットワークのサイズで示され

る社会的孤立傾向が層別に最も適しているかを確

認するために，他に層別の候補として想定される

変数も用いてパーティション分析を行った． 

層別に用いた LSNS-6 得点以外の説明変数は年

代，性別，単身世帯，婚姻，最終学歴，経済状況，

就労状況，精神疾患数と各疾患の有無，身体疾患

数と各疾患の有無，初診時年齢，累積入院期間，各

サービス・制度利用の有無，生活習慣の有無であ

る．これらの変数は以下の観点から選択した．解

析には JMP®13.2.0（SAS Institute Inc. Cary, NC, USA）

を使用した． 

 

2．4．2．2 層別重回帰分析 

層別後に CIの構造モデルを検証した．目的変数

は CI（CIM 合計得点）であり，説明変数は SECL

の 5 下位尺度得点（日常生活行動自己効力感，症

状対処行動自己効力感，治療行動自己効力感，対

人関係自己効力感，社会生活自己効力感），サービ

ス制度利用数，サービス制度満足，居住期間，好ま

しい生活習慣数，地域情報入手源数（4区分「地域

情報入手源地域系」，「地域情報入手源サービス機

関」，「地域情報入手源メディア」，「地域情報入手

源家族・友人」），1週間の外出日数，居住環境（3

主成分「サービス機関環境の利便性」，「日常生活

行動環境の利便性」，「通行環境の利便性」）である． 

① 

①  

② ③ 
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分析は説明変数をステップワイズ法の変数増減

法（閾値 p 値 25%）にて選択し，選択された変数

で重回帰分析を行い，有意水準 5% 未満の変数で

構造モデルを検討した．解析には JMP®13.2.0（SAS 

Institute Inc. Cary, NC, USA）を使用した． 

 

2．5 倫理的配慮 

 本研究は慶應義塾大学健康マネジメント研究科

研究倫理審査委員会の承認を得て実施している

（受理番号 2017-19）． 

 

3. 結果 

3．1 対象者の概要 

調査票配布数 331 票（ペア）のうち，回収数は

対象者 219人（回収率 66.2%），職員 243 人（回収

率 73.4%）であった．そのうち利用者用調査票と利

用者アセスメント票にある利用者整理番号のマッ

チングが可能であり年齢と性別に欠損がない，か

つ各尺度の半数以上に欠損がない 194 票を有効回

答とした（有効回答率 88.6%）．表１に概要を示す． 

 

表 1 対象者の概要 (N=194) 

 平均   SD N   % 

年齢 47.6 12.0   

男性   120 61.9 

世帯 単身   49 25.3 

   親と同居   76 39.2 

精神疾患数 1.3 0.6   

 統合失調症   119 61.3 

  うつ病   39 20.1 

身体疾患数 1.1 1.0   

外出日数 5.1 1.7   

サービス利用数 6.0 2.2   

 自立支援医療   181 93.3 

CI 32.8 8.2   

SD: Standard deviation  

N: 人数 

3．2 層別 

集団の特性を見出すために目的変数をCIM合計

得点とするパーティション分析を行った．使用し

た自記式質問紙は，基本属性，生活行動，居住環境

など様々な情報を得ることを目的としているため

対象者数が少ないことから，パーティション分析

の層別を最小の層の段階で止めた．その結果，最

も弁別力ある層として，LSNS-6 得点が 10 点未満

と 10 点以上であることにより区分される社会的

孤立傾向の高低が見出された（図 3）． 

 

図 3 CIM 合計得点のパーティション分析 

 

3．3 層別重回帰分析 

社会的孤立傾向高低により層別した重回帰分析

を実施した．既存の尺度については偏回帰係数の

解釈を行うが，主成分に関しては多変数の合成関

数のため符号の正負および標準偏回帰係数の絶対

値の大きさの議論にとどめる． 

 

社会的孤立傾向低群における CI 構造モデル 

以下の回帰式が算出され自由度調整済み R2 乗

は 0.51 であった（表 2）． 

Y（CIM 得点）＝18.23 +0.21（症状対処行動自己

効力感）+0.44（対人関係自己効力感）+0.75（好ま

しい生活習慣数）+1.60（地域情報入手源家族・友
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人）+0.81（サービス機関環境の利便性）+1.35（日

常生活行動環境の利便性） 

VIFには問題がなく（1.04－1.55），選択された説

明変数同士はほぼ独立の関係にあった．目的変数

である CI の高さへの影響の強さは，「対人関係自

己効力感」，「日常生活行動環境の利便性」，「症状

対処行動自己効力感」，「地域情報入手源家族・友

人」，「サービス機関環境の利便性」，「好ましい生

活習慣数」の順であった． 

症状対処行動自己効力感が 1点増えると CIM得

点が 0.21点高まり，対人関係自己効力感が 1点増

えると CIM 得点が 0.44 点高まり，好ましい生活習

慣数が 1 つ増えると CIM 得点が 0.75 点高まり，

地域情報入手先が家族や友人であること，サービ

ス機関環境の利便性が良いこと，日常生活行動環

境の利便性が良いことが，CIを高めることが示さ

れた． 

 

社会的孤立傾向高群における CI 構造モデル 

以下の回帰式が算出され，自由度調整済み R2 乗

は 0.39 であった（表 3）． 

Y（CIM 得点）＝3.06 +0.29（日常行動自己効力

感）+0.27（治療行動自己効力感）+3.27（サービス

制度満足）+1.16（サービス機関環境の利便性） 

－1.40（日常生活行動環境の利便性） 

VIFには問題がなく（1.05－1.35），選択された説

明変数同士はほぼ独立の関係にあった．目的変数

である CI の高さへの影響の強さは，「日常行動自

己効力感」，「サービス制度満足」，「治療行動自己

効力感」，「日常生活行動環境の利便性」，「サービ

ス機関環境の利便性」の順であった． 

日常行動自己効力感が 1点増えると CIM得点が

0.29 点高まり，治療行動自己効力感が 1 点増える

と CIM 得点が 0.27点高まり，サービス制度満足が

1 段階高まると CIM 得点が 3.27 点高まり，サービ

ス機関環境の利便性が良いことが CIを高め，日常

生活行動環境の利便性が良いことは CI を低める

ことが示された． 

表 2 社会的孤立傾向低群の重回帰分析結果 

 

表 3 社会的孤立傾向高群の重回帰分析結果 

 

層による CI 構造モデルの相違 

両群に共通する CIの要因は「サービス機関環境

の利便性」，「日常生活行動環境の利便性」であり，

「サービス機関環境の利便性」は両群において CI

を高めていたが，「日常生活行動環境の利便性」は

社会的孤立傾向低群では CIを高めるが，社会的孤

立傾向高群では CIを低めることが示された． 

社会的孤立傾向低群における固有の要因は「症

状対処行動自己効力感」，「対人関係自己効力感」，

「好ましい生活習慣数」，「地域情報入手源家族・

友人」であり CIを高めていた． 

社会的孤立傾向高群における固有の要因は「日

常行動自己効力感」，「サービス制度満足」，「治療

行動自己効力感」であり CIを高めていた． 

両群の自由度調整済み決定係数は 11%異なった．

構造モデルの説明変数で主成分分析を行った結果，
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社会的孤立傾向高群の対象者の回答傾向がより多

様性を呈していた（図 4・5）． 

 

図 4 社会的孤立傾向低群の回答傾向 

 

図 5 社会的孤立傾向高群の回答傾向 

 

層別重回帰分析による CI構造モデルの結果，以

下が確認された． 

① 両群に共通する要因は「サービス機関環境の

利便性」，「日常生活行動環境の利便性」であ

る．「サービス機関環境の利便性」は両群にお

いて CI を高める．「日常生活行動環境の利便

性」は社会的孤立傾向低群では CIを高めるが，

社会的孤立傾向高群では CIを低める． 

② 社会的孤立傾向低群における固有の要因は

「対人関係自己効力感」，「症状対処行動自己

効力感」，「好ましい生活習慣数」，「地域情報

入手源家族・友人」であり CIを高める． 

③ 社会的孤立傾向高群における固有の要因は

「日常行動自己効力感」，「治療行動自己効力

感」，「サービス制度満足」であり CIを高める． 

④ 両群の自由度調整済み R2 乗は 11%異なり，

回答傾向の多様性による違いが反映されてい

る． 

 

4. 考察 

4．1 対象者の概要 

 本研究の対象者は，都市部において地域の精神

保健福祉サービスを使用する地域在住精神障害者

である．調査対象機関は，精神障害者の長期的な

日中の活動場所や居場所である機関，生産活動を

行う機関，居住場所である機関を選定した．回収

率と有効回答率の高さ，調査対象機関の機能より，

本研究の対象者は都市部在住かつサービス利用を

する地域在住精神障害者として一定の代表性を有

すると考える． 

CI を意味する CIM 平均得点は 32.8 点（SD8.2）

であり，先行研究（Lloyd et al. 2010, Shioda et al. 2017）

よりもやや低い傾向がみられた．海外の先行研究

においては大半の対象者が経済的補助を受けてい

る者であったこと，日本における先行研究では対

象者の疾患や調査対象機関が限定されていたため，

本研究のCIM得点とは異なる傾向がみられたと考

えられる．精神障害者の CI を CIM にて測定した

調査研究は蓄積が十分ではなく，比較検討のため

にも CIM の普及と活用が必要である． 

 

4．2 層別 

 本研究では対象集団を最も顕著に弁別する層が，

ソーシャルネットワークサイズで測定される社会

的孤立傾向であることを確認するために，パーテ
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ィション分析を実施した．その結果，仮説「1．対

象者はソーシャルネットワークのサイズ（社会的

孤立傾向）により層別される．」が支持され，LSNS-

6 得点（10 点未満，10 点以上）にて層別されるこ

とが示された．採用したカットオフポイントは本

研究における LSNS-6 得点の平均値・中央値と同

様の得点であり，本研究の対象集団において社会

的孤立傾向高群と低群は約半数の割合で存在して

いた．社会的孤立は精神障害者の重要な課題であ

ることが報告されているが，その状況は一様では

ないことが示された．社会的孤立傾向により対象

者を層別することで，より適切な支援を検討する

ことができると考えられる．  

 

4．3 層別構造モデル 

パーティション分析で対象集団に特性が異なる

層が存在することが示されたため，層別重回帰分

析を行った．その結果，仮説「2．CIは個人要因お

よび環境要因により構成され，層で共通する要因，

固有の要因がある」は支持された． 

社会的孤立傾向低群は，地域在住精神障害者に

とって重要な環境要因である身近な人間で構成さ

れるインフォーマルなソーシャルネットワークと

それを源とするソーシャルサポートを有する．CI

の要因は症状対処行動自己効力感，対人関係自己

効力感，好ましい生活習慣数，地域情報入手源家

族・友人，サービス機関環境の利便性，日常生活行

動環境の利便性であった． 

社会的孤立傾向高群は，家族や友人とのソーシ

ャルネットワークが小さいため，それを源とする

ソーシャルサポート量も少ない．CIの要因は日常

行動自己効力感，治療行動自己効力感，サービス

制度満足，サービス機関環境の利便性，日常生活

行動環境の利便性であった． 

両群に共通し CI を高める要因はサービス機関

環境の利便性であり，一方で日常生活行動環境の

利便性は両群で共通する要因であるが社会的孤立

傾向低群では CIを高め，社会的孤立傾向高群では

CIを低めていた． 

サービス機関環境の利便性は，居住場所から精

神疾患治療のための通院先，日中の活動場所，公

的機関（役所や保健所）へのアクセスが容易であ

ることを意味する．地域在住精神障害者は，疾患

の治療を継続がしやすい，必要なサービスや制度

の手続きをとりやすい，日中活動をするサービス

を利用しやすい環境を求めており（Piat et al. 2017），

本結果と一致する．そのためサービス機関環境の

利便性は，ソーシャルネットワークのサイズに関

わらず両群に共通し，CI を高めると考えられる． 

日常生活行動環境の利便性は，買い物する店舗

や駅やバスなどの交通機関へのアクセスが容易で

あることを意味する．精神障害者にとって，公共

交通機関の利用可能性等が地域生活に影響を与え

ること（Townley et al. 2013），居住場所以外の地域

の場には単独で外出しにくいと感じていること

（青木 2004）が報告されている．またこのような

環境は，サポートを提供する人が精神障害者を訪

ねやすい環境でもあるといえる．社会的孤立傾向

低群では，よりサポートが受けやすくなり，外出

して日常生活を送ることが容易になるため，CIを

高めると考えられる．一方で社会的孤立傾向高群

では，サポートを受けやすい環境にあるが，サポ

ートを提供する身近な人自体がいないことや，単

独での外出に難しさがあることから，CIを低める

と考えられる． 

社会的孤立傾向低群の固有の要因は，好ましい

生活習慣数，症状対処行動自己効力感，対人関係

自己効力感，地域情報入手源家族・友人であった． 

好ましい生活習慣数とは健康的な生活習慣であ

る禁煙，食習慣，運動等の数を意味する．精神障害

者の生活課題として，喫煙が多いこと，食事バラ

ンスが悪いこと，身体活動が低下していることが

報告されている（de Leon & Diaz 2005, Jahrami et al. 

2017）．サポートを受けられる環境にいるとよりよ

い生活習慣を保つこと（塚原・結城 2016），健康的

な生活習慣は社会参加と関連している（平部 2005）
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ことから，好ましい生活習慣数が増えることは CI

を高めると考えられる． 

症状対処自己効力感は精神症状の変動へ対処す

る行動をとるために前提となる概念である．症状

コントロールは地域生活に必須であること（Chou 

et al. 2012, 岩脇 他 2004），ソーシャルサポートを

受けることで，症状コントロールがなされ安定す

ることから（Munikanan et al. 2017），症状対処自己

効力感が高いことは CIを高めると考えられる． 

対人関係自己効力感は，ソーシャルネットワー

クの構築や，ソーシャルサポートを得る行動をと

るために必要な概念である．既にあるソーシャル

ネットワークを活用し，維持やサイズの拡大がで

きることで（Chronister et al. 2015, Cullen et al. 2017），

得られるサポート量が増えるため，対人関係自己

効力感が高いことは CI を高め，CI に与える影響

も大きいと考えられる． 

地域情報入手源家族・友人とは，地域に関する

イベントやサービスについての情報入手先が家

族・友人との会話であることを意味する．家族や

友人から提供されるソーシャルサポートの一つの

形態であり（Chronister et al. 2015），地域への関心

が高まるため，地域情報入手源家族・友人である

ことは CIを高めると考えられる． 

社会的孤立傾向高群の固有の要因は，日常行動

自己効力感，治療行動自己効力感，サービス制度

満足であった． 

日常行動自己効力感は，食事摂取，睡眠等の日

常行動をする前提となる概念である．社会的孤立

傾向高群では，日常生活を送る行動を自分自身で

管理せざる負えないことが考えられ，単身の精神

障害者における生活の特徴（塚原・結城 2016）と

共通していている．日常行動自己効力感が高いこ

とは，生活リズムを保つ行動をとることにつなが

り，CIを高め，CIに与える影響も大きいと考えら

れる． 

治療行動自己効力感とは服薬アドヒアランスを

保つために必要な概念である．服薬治療の自己管

理は精神障害者が地域生活で直面する課題であり

（Beebe 2010, Leisse & Kallert 2003），主たる中断理

由の一つは自己判断である（Di Michele et al. 2007, 

杉山 他 2008）．服薬治療行動を見守る身近なサポ

ート提供者がいない中で，精神障害者自身で管理

することが重要であり，治療行動自己効力感が高

いことは CIを高めると考える． 

サービス制度満足は，現在利用しているサービ

スの満足度を示す．地域在住精神障害者にとって，

生活のニーズに応じたサービス利用が重要である．

インフォーマルケアを受け難い環境ではフォーマ

ルケアがその役割を補完しており（Pahwa et al. 

2014），生活のニーズが満たされるため，サービス

制度満足が高いことは CI を高めると考えられる． 

 

4．4 実践への示唆 

対象者は家族や友人によるソーシャルネットワ

ークのサイズにより層別されることが示された．

ソーシャルネットワークのサイズは人数で測定さ

れるため，対象以外の者も状況を把握しやすい．

ソーシャルネットワークのサイズで層別した構造

モデルで得られた知見を用いることは，CI向上の

ために介入すべき要因の見極めや優先順位をつけ

るために有用であると考える． 

社会的孤立傾向低群においては，ソーシャルネ

ットワークを基盤とした CI の構造モデルが検証

された．ソーシャルネットワークを維持できるよ

うに支援すること，サポート提供者である家族と

友人も含めたアセスメントを行うこと，家族や友

人と専門職が協働することが重要である． 

社会的孤立傾向高群では，インフォーマルなソ

ーシャルネットワークとサポートが乏しい状況に

おいて，精神障害者自身で生活を管理しており，

フォーマルケアが重要である CI の構造モデルが

検証された.フォーマルケアが，精神障害者の身近

なサポートまでを提供する役割を担うという観点

でサービスマネジメントを行うことが重要である．

また対象者の居住場所，生活行動，外出手段をア
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セスメントし，支援に活用することが求められる． 

 

5. 結論 

 地域在住精神障害者の CI を信頼性と妥当性を

有する尺度で測定し，対象者の特性による層別の

後，各層において CIの構造モデルを検証した．そ

の結果，以下 5点が明らかになった． 

① 地域在住精神障害者はソーシャルネットワー

クのサイズによる社会的孤立傾向により層別

された． 

② CIの構造モデルでは層で共通する要因と固有

の要因が抽出された． 

③ 以上より社会的孤立傾向により構造モデルは

異なることが示された． 

④ 社会的孤立傾向低群においては，家族や友人

によるソーシャルネットワークを基盤とし，

そのサポートを活用する支援の有用性が示唆

された． 

⑤ 社会的孤立傾向高群では，フォーマルケアの

重要性が高く，精神障害者自身のみで管理せ

ざるおえない生活行動や居住環境を含めたア

セスメントを活用する支援の必要性が示唆さ

れた． 

 本結果は一時点の横断調査であることから，因

果の方向性については確定できない．今後は縦断

研究を行い，要因間の因果についての更なる検証

を要する．また対象者が関東圏都市部の精神保健

福祉サービス利用者であったことにより，他地域

およびサービス利用をしていない精神障害者への

応用には慎重を要する．適用の可能性を検討する

ために，アクセスしにくい対象への調査方法を他

分野の関係者と協働で取り組み，より広い範囲に

広げる必要がある． 
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