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精神障害者の退院後の住居確保に関する研究

一先進的取り組みの体系化と実現可能性の検討一

主査宮田裕章*1

委員大久保豪*2,望月美栄子*3,蓑輪裕子*4

精神障害者グループホームの現状と開設・運営の困難とそれに対する取り組みを明らかにするため,インタビュー調査の結果を踏ま

えて,全国の運営法人に対する質問紙調査(N±453)を行っ鳥全グループホームの87%が1人部屋である一方,77%が玄関を共有す

るタイプであった。グループホームの継続重営や新規開設に,大きな影響を与えていたのは,開設・運営資金の確保,入居者の確保,

及び地域との友好的な関係作りであった。これらの課題に対して自治体の補助金を活用や,入居者募集の広報,地区の行事への参加な

ど様々な取り組みが行われていた。今後は取り組みの有効性を確認するとともに,ノウハウを広く共有することが有用である。

キーワード 1)精榊章害,2)統合失調症,3)グループホーム,4)ケアホーム,5)障害者自立支援法,

7)精神科医療,8)精神保健福祉9)退院後サポート,10)住居確保

6)地域生活支援,
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1.はじめに

厚生労働省が実施した患者調査によると,2005年現

在,日本の精神科入院患者数は35万人である文1)。

2004年,厚生労働大臣を本部長とする精神保健福祉対

策本部は「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において,

「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針を掲げ,

精神障害者の地域生活を支える基盤を今後10年間で強

化することを提唱した文2)。この「基盤」には住居,就

労支援の場,作業所,デイケアなど日中活動の場,地域

での日常診療体制,精神科救急体制などが含まれる。そ

の中でも生存の基盤であり,健康・福祉の基礎となるの

は住居である。

2009年10月末の時点では,精神障害者に対しては,

障害者自立支援法に基づく共同生活援助(グループホー

ム),共同生活介護(ケアホーム)という居住サービス

が提供されている。共同生活援助(グループホーム)と

は障害程度区分が1または非該当の知的・精神障害者を

対象に,住居とともに家事等の日常生活上の支援を提供

するサービスであり,共同生活介護(ケアホーム)とは

障害程度区分が2以上の知的・精神障害者を対象に,グ

ループホームにおける支援に加え,食事や入浴,排泄等

の介護を併せて提供するサービスである文3)。どちらも

定員は4,5名程度であることが多く,民間の一戸建て

住宅や賃貸アパートなどを利用して開設することが可能

である。また,医療法人,社会福祉法人,NPOが運営

主体となることができる。診療所や作業所など他の精神

科関連施設と組み合わせる必要は無く,グループホー

ム・ケアホームのみで法人を立ち上げることも可能であ

る。なお,ケアホームという呼称は障害者自立支援法施

行に伴ってできたものであり,通常両者は「グループホ

ーム」と総称されることが多いため,本稿でもこの表記

を用いる。

グループホームは以下の2つの理由から,精神障害者

が地域で暮らす際の住居として重要な選択肢の一つとな
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ることが期待される。第一に,退院可能な入院患者の一

部は家族からのサポートを得にくく,家族との同居が困

難である場合が多い文4)。第二に,入院患者の中には症

状は安定していても生活能力や服薬管理能力が落ちてい

る患者が含まれる文4)。こうした人々が退院するにあた

って,最初から一般賃貸物件での単身生活を始めるので

はなく,グループホームのような支援を受けやすい環境

で生活する方が暮らしやすい可能性がある。現在,厚生

労働省が進めている長期入院患者の地域移行を実現する

上では,グループホームが重要な役割を果たす可能性が

あるといえる。

今後,精神障害者向けのグループホームを整備してい

くためには,グループホームの開設・運営に関する困難

を明らかにして,その困難を軽減するための方策を検討

する必要がある。筆者らは全国のグループホーム運営法

人に対して行ったインタビュー調査から図1-1のよう

な開設時の困難が存在し,それに対して様々な工夫が行

われていること,そしてこのような開設時の困難は開設

後も持続する場合があることを明らかにしてきた文5・6)。

また,開設後には入居者の確保という課題も加わること,

それに対して,運営法人らは空き部屋の確保や体験宿泊

の実施,精神科病院に対する入居者募集,待機者リスト

影響要因

の作成といった工夫を行っていることも明らかにしてき

た文6)。本研究では,これらの困難の経験や工夫の実施

状況を定量的に明らかにし,その関連要因を明らかにす

ることを目的として全国のグループホーム運営法人に対

する質問紙調査を行った。

2.方法

2.1質問紙調査

1)対象と調査時期

調査対象は全国で精神障害者向けにグループホームを

運営している法人(以下,「運営法人」)である。全国

の都道府県,政令指定都市に調査の趣旨を説明し,精神

障害者向け,もしくは精神障害者が利用していると思わ

れるグループホームを運営している法人のリストを受け

取った。そこから全国の運営法人名簿を作成したところ,

2009年3Bの時点で,少なくとも1499の法人が精神

障害者向けグループホームを運営していた。このうち,

無作為に抽出した1000の法人に対して調査票を送付,

回答を依頼した。結果,対象外との連絡のあった17件,

宛先不明で返送された1件を除く982件中,435件の

回答が得られた(回収率46%)。調査時期は2009年

4Hから5月である。

困難工夫

自治体の補助金

地域の賃料水準

付加的な経費の有無

入居者が決まるまでの期間

開設費用

開設費用の削減

自治体の補助金の活用

銀行からの融資の活用

    地域の物件の特徴不動産業者との信頼関係の構築

    条件に適う物件の探索    

    自治体の開設条件     関係者が所有する物件の活用

    運営法人の実績

病院のバックアップ

不動産業界の景気

不動産業者・

家主の抵抗感

説明の仕方の工夫

入居者との交流

   近隣…住民への挨拶

   精神障害に関する事件報道    近隣住民への説明会開催
   周辺住民の反対

      事前の説明近隣住民との交流

         地域の有力者への説明

図1-1グループホーム開設時の困難とその影響要因、工夫
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2)質問項目

質問項目は,運営法人の属性や方針にっいて尋ねる項

目(「運営法人項目」)とグループホームの設備や入居

者について尋ねる項目(「GH属性関連項目」)やグル

ープホーム開設前後の取り組み,開設後の困難を尋ねる

項目(「GH困難関連項目」)に大別される。

運営法人項目:運営法人の属性として,法人の区分,

法人が運営している施設,グループホームの施設数を尋

ねた。そして,グループホーム開設計画の有無を尋ね,
グループホーム開設に当たって行いたいと考える取り組

みを尋ねた。なお,インタビューによって明らかになっ

た様々な取り組みを質問項目とした。さらに,障害者自

立支援法の施行前後でのグループホーム開設困難度の違

いについて尋ねた後,その理由ついて自由記述で回答を

依頼した。

GH属性関連項目:法人が運営しているグループホー

ムの中で最も新しい1施設について,所在地,地域,開

設時期,定員,利用料,利用料(家賃相当分),入居者

の1ヶ月あたり支出,建物の所有,土地の所有,築年数,

建築様式,玄関の共有状況,居室の状況,居室の施錠,

入居者1人当たり居住面積を尋ねた。また,所在地の環

境と日常の交通手段で1時間圏内にある社会資源,施設

にある設備(空調,収納スペースなど)についても尋ね

た。グループホームの定員数,現在入居者数,入居者の

うち精神障害を有する者の数を尋ねた。精神障害を有す

る入居者については,性別,年齢(～39歳40歳～64

歳,65歳以上),主たる精神障害(統合失調症圏,躁

うっ病圏,人格障害圏,その他・不明),入居前に居住

していた場(精神科病院,自宅,グループホーム,他の

社会復帰施設,その他・不明)を尋ねた。また,2008

年1年間にグループホームを退去した精神障害者の数,

退去後の入居先についても尋ねた。

GH困難関連項目:図1-1の結果を踏まえて,グルー

プホームを開設する前の取り組みと,開設した後の取り

組みについて尋ねた。次に,グループホームの開設・運

営で感じた負担・困難感について尋ねた。これらの質問

項目はインタビューによって明らかになったものである。

そして,GH開設後に発生した困難について,GHの状

態悪化に関する項目と,生活上のトラブルに関する項目

を尋ねた。最後にGHの運営継続の困難感と今後実施

したい取り組み,障害者自立支援法の施行による運営継

続の困難感の変化とその理由について尋ねた。

3)統計分析

カテゴリ変数,順序変数については頻度を,数値変数に

ついては平均値(標準偏差)及び,中央値(四分位)を

記述した。また,"今後の運営の継続性が困難(非常に

難しいどちらかと言えば難しい=・1)","今後新たに

グループホームを開設する計画がある(開設場所,開設

年など具体的な計画がある=1)","入居者間のトラ

ブルで困難を生じた(非常に感じた,いくらか感じた=

1)","地域住民とのトラブルで困難を生じた(非常

に感じた,いくらか感じた==1)"の4変数を従属変数

にそれぞれ設定し,関連する要因を検討するロジスティ

ック回帰分析を行った。変数の選択は変数減少選択法に

より行った(pく0.1)。

4)倫理的配慮

調査票に調査の趣旨を説明する文書を添付し,回答は

任意であり,強制的なものではないこと,回答しなくて

も不利益を被ることがないことを説明した。調査票への

回答・返送をもって同意とみなした。

3.結果

3.1運営法人の属性

質問紙調査の回答が得られた全国の運営法人の属性を

表3-1に記した。全国の運営法人は社会福祉法人,

NPO医療法人に3分される。回答が得られた法人も同

様の分布となった。

グループホーム以外は運営していないという法人が全

体の14%を占めており,残りの86%は何らかの施設を

運営していた。最も多かったのは共同作業所,就労移行

表3-1回答法人の属性(N=453)

回答法人
(N=453)

N  田
β

運営主体

lPO

社会福祉法人

医療法人

社団・財団法人

営利法人

その他

無回答

15935%

14231%

12828%

133%

72%

31%

10%

他の運営施設

グループホーム・ケアホーム
以外は運営していない

通所型施設(就労移行支援事業、
共同作業所など)

地域活動支援センター

精神科入院施設・外来施設

精神科デイケア・ナイトケア・
デイナイトケア

訪問看護部門

ショートステイ

訪問介護部門

その他

6414%

19844%

14632%

12728%

11626%

Q
4
7
8
民
U

Q
4
6
∩
」
8

22%

15%

8%

19%

施設数

平均±標準偏差

中央値[範囲]

2.6±3.8

2[0-49]
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支援施設などの通所型施設(44%)である。精神科入院

施設・外来施設を運営している法人も28%存在した。

また,地域で暮らす精神障害者の危機介入,長期入院患

者の体験宿泊のために重要な役割を果たすショートステ

イを運営している法人も15%存在した。

グループホームの施設数の平均は2.6施設で標準偏差

は3.8であった。中央値は2施設であった。

運営法人のグループホーム開設計画について尋ねた結

果を図3-1に示した。開設場所,開設年などの具体的

な計画があると回答したのは20%であった。

3%

表3-2回答施設の属性

N %

39%

騒開設場所、開設年などt:ll具体的な計画はないが、
具体的な計画がある開設したいと考えている
懇開設する計画・希望はない翻無回答

図3・-1グループホーム開設謝画の有無
(N=453)

3.2使用施設

1)グループホームの基本属性

グループホームの所在地,利用料,建物・土地の所有,

築年数,建築様式などを表3-2にまとめた。定員の平

均は7.9名(標準偏差5.6名)で,中央値は6名であっ

た。1ヶ月あたりの利用料の中央値は3.6万円で,うち,

家賃相当分の中央値は3万円であった。また,利用料

などを除く,1ヶ月あたりの支出の中央値は6万円であ

った。

建物,土地ともに60%以上が賃貸契約によるもので,

法人所有のものは建物で31%,土地で23%であった。

建物の築年数の平均は20年(標準偏差14年)で,半

数以上が木造・木造モルタル造りであった。

77%のグループホームで玄関が共有されており,87%

のグループホームでは全てが1人部屋だった。全て相部

屋というグループホームも3%存在した。全て施錠可能

というグループホームが73%あったが,施錠可能な部

屋はないというグループホームも15%存在した。1人

当たりの面積が8m2以上のグループホームが62%ある

一一方で,5m2未満というグループホームも3%存在し

 た。

所在地の地域特別区及び政令指定都市9120%

地方中核都市10623%

その他22249%

無回答348%

定員(N=441,単位は名)

平均±標準偏差7.9±5.6

弓ク突復∠範∠菱976∠1-36ソ

1ヶ月あたり利用料(N=316,単位は万円)

平均±標準偏差6.0±21.6

z≠7契復∠範置73.610-361ノ

利用料の家賃相当分(N=418,単位は万円)

平均±標準偏差

厚喫僧∠範劉

1ヶ月あたり支出(N=409,単位は万円)

平均±標準偏差

中突値麗協ワ

建物の所有法人所有
賃貸契約
無償借受

その他

無回答

土地の所有法人所有
賃貸契約
無償借受
その他

無回答

建物の築年数(N=401)
平均±標準偏差
中突覆∠彪囲

建築様式

玄関

部屋の共有

鉄骨・鉄筋コンクリート
石・ブロック・煉瓦造り

木造・木造モルタル
その他

無回答

複数の入居者で共有
それぞれ独立している

無回答

全て1人部屋

一部が相部屋

全て相部屋

無回答

ワンルームマンションタイプ

施錠全て施錠可能

一部が施錠可能

施錠可能な部屋はない

無回答

1人当たり面積5平方m未満
5平方m以上8平方m未満
8平方m以1二

5.6±18.8

310-3617

7.4,±8.2

6∠io-859L7

14031%

29264%

82%

82%

51%

10523%

28864%

266%

215%

133%

20±14

2010-100ゾ

0
3
9
3
8
1
5
7
6
0
3
4
1
1
4
0
8
5
3
0

8
4
1
5
9
9
4
1
8
3
4
7
1
3
8

1
∩
乙
り
0
3
3
1
2

眺
跳
既
跳
端
賜
跳
跳
隅
%
跳
跳
跳
跳
眺
脳
跳
跳
%
跳

4
5
7
2
8
1
7
1
1
2
6
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2)グループホームの近隣環境

図3-2,図3-3にまとめた。近隣に他の建物はないと

いうグループホームは全体の4%であった。75%以上の

グループホームは一般住民の住居に隣接して存在してい

た。一方,病院の敷地内にあるグループホームも8%存

在した。

90%のグループホームは精神科病院へ1時間以内で通

える位置にあった。一方,通所型施設や地域活動支援セ

ンターなど入居者の日中活動の場となりうる施設が近く

にあるグループホームも75%以上存在した。ショート

ステイが近くにあるというグループホームはおよそ

40%であった。

近隣に他の渤はない瞬躍羅轡躍圏翻
駅やバス停が

徒歩20分以内にある

 近讐窪τ鞭が圏躍圏圏圏躍璽
一般住民の住居に
隣接している

周囲に商店街がある

病院の敷地内にある麗睡羅羅羅睡羅羅灘羅懸灘羅灘鞍

0%20%40%60%80%100%

圏あてはまる騒あてはまらない鵜無回答

図3-2グループホームの所在地の環境
(N=453,複数回答)

精神科病院

通所型施設

地域活動支援センター

精神科デイ・ナイト・
デイナイトケア

入居型施設

訪問看護ステーション

精神科診療所

訪問介護ステーション

ショートステイ購翻醸題醒鰹躍躍羅鰯躍翻羅灘翻

その他羅躍躍璽羅圏躍躍翻

0%20%40%60%80%100%

翻あてはまる欝あてはまらない懸無回答

3.3開設・運営の困難

1)開設・運営時の困難(図3-4)

「非常に感じた」という回答が最も多かった項目は

「開設に向けた住居設備の準備・改修」であり,次に多

かったのは「運営資金の確保」であった。これに対して,

「入居者の保証人の選定」や「賃貸契約時の不動産業者

や家主に対する説明」で困難を「非常に感じた」と回答

した者は少なかった。

住居麟騨改修響灘観躍璽騨
運営資金の確保馨羅羅翻羅璽麗羅羅灘羅圏

入鷺鎌奮の圏麹幽魍圏圏
入居者の確保羅馨翻圏薩躍璽麹

入儲の齪圏圏躍圏圏璽翻

礪麗欝説明細幽幽幽
賃羅罎響糎す覇暉灘開隅
近隣農鴇反対羅圏璽翻羅圏
噸騰晶腿禦騨躍躍圏躍鯉
入居者の保証人の選定馨翻睡醗醗璽灘羅醗灘灘醗麹

賃貸契繍の不動産業者や劉圏躍響圏麹家主に対する説明.._一一.._

0%20%40%60%80%100%

翻非常に感じた騒いくらか感じた
薩あまり感じなかった雛全く感じなかった
國そのような機会はない無回答

図3-4開設・運営時に感じた困難
(N=453)

2)入居者の症状

ここからは,運営上経験している困難について報告す

る。まず,入居者の症状に関して経験する困難を尋ねた

結果を図3-5に示した。「非常に感じた」という回答

が最も多かった項目は「意志伝達がいくらか困難」であ

った。「自傷他害の危険性が中程度」という項目にっい

て「非常に感じた」「いくらか感じた」と回答した者は

全体のおよそ4割であり,「自傷他害の危険性が高い」

という項目にっいて「非常に感じた」「いくらか感じた」

と回答した者は全体のおよそ3割であった。

図3-3日常の交通手段で1時間以内にある
施設(N=452,複数回答)
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整理整頓 濾畿雛購灘灘羅懇蓼

意志伝達がいくらかの困難

中等度の緊張

中等度の抑うっ気分

自傷他害の危険性が中程度

自傷他害の危険性が高い

意志伝達が具体的要求に
限られる

服薬管理圏圏璽璽響羅響翻
鍼管理麗翻圏響灘緯灘璽1

講慧製潔応圏圏匿灘聾灘圏
生活時間の管理羅圏囲圏灘響響灘謹翻

蝕活羅圏圏聾灘躍轡響塾

入瀦間のトラブ・曜圏閣響響響轡
火災の予防圏圏醗聾躍籔躍灘羅麹
生活費の確保 霧灘野灘.

重度の抑うつ気分

重度の幻覚

中等度の幻覚

重度の緊張

0%20%40%60%80%100%

騒非常に感じた幽いくらか感じた
翻あまり感じなかった羅全く感じなかった
圏対応していない・"無回答

図3-5この1年間で対応を要した
入居者の症状(N=453)

3)生活上の困難

生活上どのような困難を経験しているのかについて尋

ねた結果を図3-6に示した。「非常に感じた」という

回答が最も多かった項目は「整理整頓」「服薬管理」

「金銭管理」であった。一方,「地域活動への参加」や

「不動産業者との賃貸契約」で困難を「非常に感じた」

という者は少なかった。また,「自傷行為への対応」や

「他害行為への対応」,「不動産業者との賃貸契約」に

関しては「問題が発生しなかった」という回答も多かっ

 た。

4)開設・運営上の工夫

図3-7と図3-8にまとめた。図3-7では開設前に行

った工夫を,図3-8では開設後に行った工夫を示した。

開設前の工夫としては,およそ60%以上のグループ

ホームで,「開設前の近隣住民への挨拶」「入居者にっ

いての説明」といった取り組みがなされていた。一方,

「銀行からの融資」や「保証人代行業の活用」を行って

いるグループホームは少なかった。一方,開設後の工夫

としては,「体験宿泊」や「地区の行事への参加」に取

り組んでいるグループホームが多かった。一方,「近隣

住民との交流会」や「不動産業者・家主との交流会」,

「トラブル発生時の説明会の実施」に取り組んでいるグ

ループホームは少なかった。また,7%のグループホー

住居設備の管理圏騒圏1璽羅羅灘灘灘醗翻

自傷行為への対応羅璽璽聾醗睡懸馨灘灘懇羅羅羅睡羅麹

騒音圏圏圏圏羅醗灘灘醗幽

鰭行為一の対応圏圏一
ゴミだし函翻圏圏麗麹

家賃の支払い羅圃函躍躍醗翻躍灘灘灘躍雛羅躍幽
転落防止翻圏國醗聾灘醗翻翻

地域住民とのトラブル響麗躍圏醗灘圏璽麹
外部からの侵入、盗難騒醒一

地域活動への参加騒圏圏圏謹醤圏璽塾

不動産業者との簸契約囲躍躍鐸響躍響鎚
0%20%40%60%80%100%

圏非常に感じた團いくらか感じた
購あまり感じなかった全く感じなかった
羅問題は発生しなかった無回答

図3-6この1年間で入居者が起こした閣題への
対応困難感(開=453)

ムで「入居者の外泊制限」が行われていた。

3.5運営継続の困難感と今後の取り組み

今後,運営を継続していくことに対する困難感を図

3-9にまとめた。運営継続にっいて「非常に難しい」ま

たは「どちらかというと難しい」と回答したのは全体の

49%であり,「あまり難しくない」「まったく難iしくな

い」と回答したのは全体の47%であった。

また,今後取り組んでいきたいと考える工夫にっいて

尋ねた結果を図3-10にまとめた。「体験宿泊」や「ト

ラブル発生時の近隣住民への個別説明」,「地区の行事

への参加」に取り組みたいと考える運営法人はおよそ半

数で会った。一方,「近隣住民との交流会」や「不動産

業者・家主との交流会」,「入居者の外泊制限」に取り

組みたいと考えるグループホームは少なかった。
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開設前の一。・灘
近隣住民への挨拶撫職葱

入居者についての説明灘蓮灘蓼

ネットワーク構築圏圏圏墜響灘翻

不動麟者での物件探し圏圏圏睡響遜圏

不r騰滋糊ズ圏圏墜盤謹翻
自治体からの騒補助金國圏醗響謹灘翻

榊薙讐肇への懸難蕪
繍鱗裂媛i響灘響難
照前の翻会賄囲睡響謹灘灘翻
銀行からの融資難難譲議灘i羅難灘驚

保証人代行業の活用騨墜灘灘灘灘灘翻

0%20%40%60%80%100%

騒行った雛行っていない鰯わからない翻無回答

図3-7開設前の取り親み(N=453)

41%

6%
4%6%

43%

騒非常に難しい繊どちらかというと難しい

鰹あまり難しくない圏まったくむずかしくない

雛無回答

図3-9運営纒饒の困難感(閥=453)

体験宿泊

地区の行事への参加

空き部屋の用意

トラブル発生時の
近隣住民への個別説明

地区の集まりへの参加

近隣…住民との交流会

不動産業者・家主との
交流会

トラブル発生時の
説明会実施

入居者の外泊制限

灘撫蒸譲・

郎
!

掩
押
織

・吻勤

灘響
慈

 難
ズ

　『議ソ
 フ
φ

瓢
搬
難

体験宿泊圏翻圏醐圏躍醗灘翻

謙調講明圏囲璽圏轡響圏
地区の行事への参加

地区の集まりへの参加

空き部屋の用意

トラブル発生時の
説明会実施

近隣住民との交流会

入居者の外泊制限

不動産業者・

篠
芦

v鍵
夢

 姥
。

遼再獣
窺
矛
r

樋
夢 「
蒸

 rい　購
.難

霧

欝難灘護難灘灘灘1難饗

0%20%40%60%80%100%

遡行った強行っていない翻わからない麟無回答

図3-8開設後の取り組み(N=453)

家主との交流会圏國圏圏圏
0%20%40%60%80%100%

團実施したい圏条件が整えば実施したい
実施したいが難しい國実施する必要はない

灘無回答

図3-10今後の取り翻み(N=453)
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3.6ロジスティック回帰分析

結果を表3-3に示した。「今後の運営の継続性」に

関連が見られた項目は9項目,「今後新たにグループホ

ームの開設計画あり」に関連が見られたのは6項目,

「入居者間のトラブルで困難が生じた」に関連が見られ

たのは2項目,「地域住民とのトラブルで困難を生じた」

に関連が見られたのは6項目であった。

表3-3ロジスティック回帰分析による関連要因の検討

独立変数
オッズ95%

 P値 比信頼区間

今後の運営継続困難に関連のみられた要因

住居設備の準備改修困難

入居者の確保困難

保証人の選定困難

自傷行為の対応困難

服薬管理が困難

地域活動参加に困難

銀行からの融資

入居者募集の広報

グループホーム3施設以上

0.0051.931.22-3.05

0.0791.460.95-2.21

0.0081.861.18-2.95

0.0241.731.07-2.80

0.021.701.09-2.66

0.0671.650.97-2.81

0.0080.460.26-0.82

0.0210.610.40-0.93

0.0650.660.43-1.03

グループホームの開設計画ありに関連のみられた要因

運営資金の確保困難0.0611.76

入居者の確保困難0.0010.41

外部からの侵入0.0160.40

グループホーム3施設以上0.071.60

精神科病院の運営0.0770.57

自立支i援法施行後の開設0.0181.93

0.98-3.17

0.25-0.68

0.19-0.84

0.96-2.67

0.31-1.06

1.12-3.35

入居者間トラブルに関連のみられた要因

玄関共有0.51.531.OO-2.35

居室すべて施錠可能0.391.611.02-2.53

地域住民とのトラブルに関連のみられた要因*

保証人代行業の活用0.089

地区の行事への参加0.083

グループホームのみ運営0.106

精神科病院の運営0.087

玄関共有0.091

トラブル発生時の個別説明く0.0001

0.400.14-1.15

0.600.33-1.07

0.470.19-1.17

0.520.25-1.10

1.830.91-3.71

5,372.92-9.88

*近隣住民が周辺に居住しているグループホーム
(N=331)のみ分析対象

4,考察

4.1運営法人の特徴

グループホーム運営法人は医療法人,社会福祉法人,

NPOに三分される。医療法人の場合は病院を運営しな

がら,社会福祉法人やNPOの場合は他の社会復帰施設

を運営しながらグループホームを運営している。全体の

約半数は通所型施設も運営しており,こうした法人では

グループホーム入居者が自法人の通所型施設を利用する

形態をとっている可能性が高い。特に医療法人は,精神

科病院を初めとした多くの支援提供の資源を有しており,

地域住民とのトラブルの解決においても精神科を有する

ことは一定の影響が示唆されている。一方で精神科病院

を有する医療法人にとっては,グループホームは数ある

事業展開の選択肢の一っでしかない。新規グループホー

ム開設においても,医療法人であることは,負の相関を

示しており,これはインタビューにおいても「調査時点

の制度下においては,新規グループホームの開設は医療

法人によってあまり魅力的な選択肢ではない」と語られ

ていることとつながりがある結果であると考えられる。

一方で,グループホーム以外は運営していない法人も

14%存在した。これはグループホームのみでも事業展開

が可能になったことにより生まれてきた事業形態である。

こうした法人は母体となる事業を持っていないことから,

他の法人,例えば精神科病院を持っ医療法人や通所型施

設を持つ社会福祉法人,NPOとは異なる事業展開を行

っている可能性がある。地域生活におけるトラブルの解

決においても,グループホームのみの運営法人は,ポジ

ティブな傾向を示しており,グループホーム運営は地域

生活において今後有益なノウハウを蓄積する可能性があ

る。一方で,施設数をみると,1施設から3施設という

法人で全体の79%を占めていた。精神障害者用のグル

ープホームを多数運営している法人はさほど多くはない。

こうした法人では,既にグループホームを開設している

とはいえ,開設・運営のノウハウが十分に蓄積されてい

ない可能性がある。ロジスティック回帰分析の結果でも,

3施設以上の運営を行っている法人は,施設の継続的な

運営や今後の新規施設の開設にっいて前向きな関係が示

されていた。これは運営主体となる法人の資源の豊富さ

を一面では示唆するものであるが,もう一方でノウハウ

の蓄積によるアドバンテージも重要な側面であると考え

られる。インタビュー調査でも言及された,「精神障害

者向けグループホームを運営した実績があると,不動産

業者や家主,住民からの理解が得やすい」という点はそ

の1つである。今後はグループホームの開設数が少な

い法人を対象として,精神障害者向けグループホームの

開設・運営セミナーなどで,開設・運営のノウハウを共

有するといった工夫が考えられるだろう。

4.2利用料や建物,設備の特徴

3万円程度の家賃,6万円程度の生活費を支払って生

活するというのが日本のグループホームの平均像といえ

るだろう。ただし,家賃等については地域差が大きいこ

とが考えられるため,より詳細な検討が必要である。ま

た,単純比較はできないものの,竹島らが2004年に行

った調査ll1・文7)(以下,「2004年調査」)では家賃の
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中央値が2.5万円,生活費の中央値が6.5万円であった

ことを鑑みると,家賃相当部分が値上がりし,その分生

活費が少なくなっている様子が伺える。

また,2004年調査と比較すると賃貸契約が多くなって

おり(2004年調査では,建物の53%,土地の53%が賃

貸契約による),鉄骨・鉄筋コンクリートの建物が増え

ていた(2004年調査では,35%が鉄骨・鉄筋コンクリ

ート)。また,2004年調査と比較すると,玄関がそれ

ぞれ独立しているグループホームが増え,全ての居室が

1人部屋というグループホームが増えていた(それぞれ

2004年調査では16%,67%)。ロジスティック回帰分

析の結果,玄関の共有を行った施設は,精神障害者同時

の関係だけでなく,一般住民との関係において困難を感

じる傾向が示された。従って,玄関が独立した住居を運

営することは有益であると考えられる。その一方で"居

室すべてが施錠可能"という要素は,当事者同士の関係

に好ましくないことも示唆されている。これは居住の形

態というよりも,閉じこもりによって入居者同士だけで

なく世話人の支援も入居者に行き届きにくくなることが

一因であるかもしれない。

居室内の設備では,火災報知器の設置が大幅に増えて

いた(2004年調査では各居室に設置されているのが

20%,一部の居室,共用室に設定されているのが

41%)。これは消防法及び市町村条例により,一般住宅

における火災報知器の設置が義務付けられた事,高齢者

向けグループホームでの火災による死亡事故などが影響

していると思われる。

4.3開設・運営の困難と工夫

「開設に向けた住居設備の準備・改修」,「運営資金

の確保」について困難を感じた割合が高くなっており,

ロジスティック回帰分析においてもそれらの困難を感じ

ている施設は,施設の継続や新規施設の開設に対しても

消極的な回答を示す傾向にあった。これは施設の開設・

運営費用は大きな負担となっていることが示されたとい

える。筆者らが行ったインタビュー調査では,「開設費

用の削減」,「自治体からの補助金の活用」,「銀行か

らの融資の活用」が工夫として挙げられており,後二者

について質問紙調査で実施の有無を尋ねたところ,およ

そ40%のグループホームで「自治体からの補助金の活

用」が行われていた。他の負担に比して開設費用負担の

大きいグループホーム事業では,自治体からの補助金の

有効性が高いことが予想される。一方,「銀行からの融

資の活用」を行っている法人はさほど多くなかった。こ

れは,自治体の補助金に比して銀行からの融資が受けづ

らい,もしくはそのように運営法人が考えているためで

あると思われる。しかしながら銀行の融資を受けている

施設は,グループホームの継続に肯定的な見解を示して

おり,施設にとって有益な支援であるといえる。コスト

面の問題のサポートをどのようにしていくかが,グルー

プホーム整備促進の鍵となることは間違いないといえる

だろう。

次に困難を感じたという回答が多かったのは,「入居

者が決まるまで居室を借り上げておく費用」,「入居者

の確保」,「入居者の選定」といった入居者に関する内

容であった。その背景には入居者が決まらなければ収入

が得られないという仕組みがある。特に賃貸契約でグル

ープホームを運営する場合は,借り上げている部屋の費

用を法人側が負担しなければならないため,入居者が決

まらないことで法人に与える影響は大きい。4.2で指摘

したように,賃貸契約でグループホームを運営する法人

が増えっっあるとすると,入居者の問題は今後さらに大

きくなることが予測される。ロジスティック回帰分析の

結果でも,入居者の確保は,施設の継続,新規施設の開

設の両者に得一興を与えており,グループホーム運営に

おいて不可欠の要素であることが示されている。それ自

法人が精神科病院を有している,大規模な社会復帰施設

を有している,そういった病院・施設と強いつながりが

あるといった法人の場合は,入居者の確保がしやすいと

思われるが,そうでない法人,特にグループホームのみ

で事業展開しているような法人の場合は特に工夫が必要

になるだろう。開設前の取り組み状況についてみると,

「精神科医療機関への入居者募集」や「入居待機者リス

トを精神科病院と共有」といった取り組みを行っている

法人はそれ程多くないが,入居者募集を実際に行ってい

る施設は施設継続についても肯定的な見解を示しており,

これらの取り組みは有益である可能性がある。今後は関

係者との連携により,ノウハウを検討することは有用で

ある。

一方,近隣の住民への説明に困難を感じたケースや,

近隣住民からの反対を受けて困難を感じたケースはおよ

そ30%以下と少なかった。数値上は近隣住民との関係

性がさほど問題となっていないことが推察される。イン

タビュー調査の中でも,「実際に開設してしまえばさほ

ど問題は起こらないものだ」と指摘されていたが,こう

した言説を一部裏付ける結果と考えることもできる。た

だし,こうした困難,特に住民の反対運動は一度生じて

しまうと解消が難しく,大島らが指摘しているように開

設中止や計画変更を余儀iなくされることも多い文8)。従

って,近隣住民とのトラブルは頻度が少なくとも重要な

課題であると考えられる。分析の結果では,「玄関を共

有しないこと」や,「保証人の代行を行う」,「地区の

行事に参加して交流を深める」という事項を行った施設

は,地域とのトラブルにおいてもそれ程大きな困難を感

じていなかった。一方で,地域活動への参加に困難を感

じる施設は,グループホームの継続についても消極的な
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見解を示しており,地域との交流は,考慮すべき事項で

あることが示されている。今回の調査では実際にグルー

プホームを運営している法人にしか尋ねておらず,比較

的地域住民と問題が起きていない法人が多いことが予想

される。開設できなかった法人や,閉鎖した法人などを

含めるとこうした問題は更に大きくなる可能性が高いだ

ろう。

一方,入居者の症状や生活上の困難に関する項目につ

いては,突出した項目はほとんどみられなかった。入居

者の症状に関しては中程度の症状に対して困難を感じた

ケースが多く,重度の症状に関しては困難を感じたケー

スが少ない傾向がみてとれた。その理由としては,グル

ープホーム入居者の中にさほど重度の症状を呈する者が

いないことや,グループホームでは症状が悪化すること

を未然に防ぐような対応が要求されることなどが考えら

れる。生活上の問題に関しては,「非常に感じた」と

「いくらか感じた」をあわせて15%～30%であった。

対象者が異なるため,厳密な比較はできないが,開設・

運営上の困難に比べると発生の頻度そのものが低いこと

が考えられる。ただし,グループホームに入居している

精神障害者にっいて詳しくわかっていないこと,職員の

努力により症状の悪化や生活の乱れが未然に防がれてい

る可能性を考えると,「グループホームではあまり問題

が起こらないため,職員の負担は少ない」と結論付ける

のは早計である。ロジスティック回帰分析の結果でも,

服薬管理や自傷行為への対応に困難を感じる施設は,継

続に関して消極的な施設を示している。一方で頻度は少

なくとも火災や他害,地域住民とのトラブル,不動産業

者との賃貸契約のトラブルが起きるとグループホームの

存立そのものが危うくなる可能性がある。それぞれの問

題の起こる頻度や起こった際の対応方法についてより詳

細に把握し,改善を行っていく必要があるだろう。

開設前後の取り組みにっいて概観すると,開設前後を

通じて「開設前の近隣住民への挨拶」や「入居者につい

ての説明」,「ネットワーク構築」(以上,開設前の取

り組み),「地区の行事への参加」,「トラブル発生時

の近隣住民への個別説明」(以上,開設後の取り組み)

といった地域への対策に取り組んでいる法人が多いこと

がみてとれた。開設・運営の費用に加えて地域とうまく

やっていくことに運営法人が努力していることがわかる

結果である。開設・運営にまつわる困難や開設後の生活

上の困難で,地域住民とのトラブルがさほど起きていな

いことに言及したが,こうした運営法人の努力が実った

結果であると考えることもできるだろう。

一方で,開設後の取り組みの中では,「体験宿泊」や

「空き部屋の用意」といった入居希望者に対する入居支

援に関する取り組みが増えていることが注目される。こ

れはグループホームの運営継続に当たって入居者の安定

的な確保が重要課題であることを反映した結果であると

思われる。インタビュー調査では,精神障害者,特に精

神科病院を退院した精神障害者が入居する場合,即日入

居ではなく,宿泊を体験することで段階的に入居へつな

げることが有効だといわれていた。また,入居希望を即

入居にっなげなければ,徐々に希望を失くす精神障害者

も多く,可能な限り空き部屋を確保しておくことが重要

であるとも指摘された。

また,最も低率ではあったが7%の法人が「入居者の

外泊制限」を行っていた。これは入居日数によって法人

の報酬が決まるという障害者自立支援法の制度が影響し

ている可能性が高い。入居日数によって報酬が決まる以

上,頻繁な外泊は法人の収入源につながることになるか

らである。現在は改正が進み,グループホームについて

は日割り計算ではなく月単位での計算に変わってきてい

るため,このような問題は解決されつつある。また,図

3-10をみると,外泊制限の必要性を感じていない法人

も多く存在する。外泊制限は入居者の社会参加を妨げる

結果になりかねないため,その是非については今後十分

に議論していく必要があるだろう。

5.まとめ

全グループホームの87%が1人部屋である一方,

77%が玄関を共有するタイプで,ワンルームマンショ

ンタイプは18%に止まっていた。グループホームの継

続運営や新規開設に,大きな影響を与えていたのは,開

設・運営資金の確保,入居者の確保,及び地域との友好

的な関係作りであった。これらの課題に対して自治体の

補助金を活用や,入居者募集の広報,地区の行事への参

加など様々な取り組みが行われていた。これらの取り組

みは一部の施設では行われているが,ノウハウが広く共

有されているとはいえない。今後は取り組みの有効性を

確認するとともに,先進的な方法を新たに同定すること

が有用であると考えられる。

〈注〉

竹島らの調査では,複数グループホームを運営している法

人に全てのグループホームについて回答するよう依頼して

いる。一方,本調査では運営法人側の負担を考慮して,1

法人1グループホームの回答を依頼した。このため,厳密

には両者の比較は困難である。しかし,全国規模のグルー

プホーム調査はほとんど行われておらず,貴重なデータで

あるため,便宜的に比較を行った結果を報告している。
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