
Ⅰ．はじめに
我が国では､ ����年９月に ｢障害者自立支援法｣ が成
立し､ 精神障害者を施設から地域ケアに移行させる施策
が急速に進められている｡ 日本の精神障害者・患者総数
���万人の中��万人が入院治療中であり､ この中 ｢条件
が整えば退院可能｣ な社会的入院患者は６万９千人に及
ぶと報告されている１)｡ その理由として､ 精神障害者に
対する差別や偏見､ 地域社会の受け皿の不足､ 家族の支
援力の弱さ等があげられている｡
精神障害者の入院の大半を占める統合失調症は､ 社会
環境のストレスが病状に影響を与えると言われ､ 社会に
戻った場合の家庭環境の整備の必要性も述べられてお
り２)､ 最近では､ 家族の負担を軽減させ､ 家族の力を高
める心理教育も活発に行われつつある３)｡
精神障害者の家族に関する主な調査には､ 全国精神障
害者家族会連合会 (以下､ 全家連と略) による過去３回
の全国調査があり､ 家族の高齢化や困難な生活の状況が
明らかにされた４)｡ しかし､ 偏見やプライバシー等の問
題も複雑に絡み､ 回収率も低いために､ 同様な調査は最
近行われておらず､ 沖縄県を含めて都道府県別の精神障
害者を抱える家族の実態はこれまで把握されてきていな
い｡
そこで､ われわれは､ 沖縄県下の精神障害者をもつ家
族の実態やニーズを把握し､ 家族の抱える問題点を抽出
して､ 今後の効果的な支援に役立てるため本調査を行っ
た｡

Ⅱ．方法と対象
方法：障害者の家族についての全国調査は､ プライバシー
の保護や高齢などの問題から頻回には実施されていな
い｡ 最も新しいものは､ 全家連による���	年の全国調
査である｡ そこで､ 沖縄県内の精神障害者の家族の現
状を､ 全国調査と比較するために､ 全家連の許可を得
て､ ｢精神障害者の健康状況と福祉ニーズ
�	｣４)を参考
として自記式調査票を作成した｡
調査項目は､ 対象者の基本属性・病状､ 家族の基本属
性・精神健康調査 (����) などを含む心身の健康度・
家族の生活や健康状況などである｡
調査票は､ 沖縄県下､ 各地域家族会経由で配布し､ 郵
送にて回収した｡
分析は統計ソフト���������を用い､ 統計的有意性の
検討は有意水準����以下とした｡
対象：����年度の沖縄県精神障害者家族会福祉連合会に
属する地域家族会��ヶ所の登録会員で住所の確認でき
た会員��	名､ この中回答の得られたものは���名､ 回
収率����％であった｡
倫理的配慮：本調査を実施する前に､ 研究計画書とアン
ケート用紙を本大学の倫理審査委員会に提出して審査
を受け､ 同委員会の承認を得た｡
調査の実施に際しては､ 調査の主旨を説明し､ 個人の
調査への参加は自由であり､ 拒否した場合でも患者及び
家族には不利益は生じないこと､ 調査結果は本研究以外
に使用しないこと､ 調査は無記名で､ データの処理はコー
ド化して行い､ 個人のプライバシーの保護に努めること
等を各家族会会長に伝えて承諾を得た｡ その上で家族に
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目的：精神障害者を抱える家族の社会的経済状態・生活状況の実態を把握し、今後の効果的な支援方法を知るために本調査
を行った。対象者は全国精神障害者家族会（全家連）に属する沖縄県の家族��	名で、回答者は���名（����％）であった。
結果及び考察：低い回収率の限界を踏まえた上で、沖縄県内の家族会に属する家族の社会的・健康状態と生活の実態を捉え
た。
１）家族が抱える精神障害者は、在宅群����％、平均年令は����歳であった。家族の平均年令は����歳で、その��％が高齢
の母親であり、平均年齢は	���歳であった（表１、２)。

２）家族の多くは年金生活であり、年収は沖縄県民一人あたりの平均より低かった（図１)。
３）家族は精神障害者の世話に追われ、家族自身の生活を犠牲にしていた（図２、３)。
４）����を用いて家族の精神健康度を調べた結果、家族の健康度は障害者の入院期間に関連し、特に在宅群では障害者
の病状が家族の精神健康度と関連がみられた（表５、６)。これは家族の障害を受容するプロセスと関連し、受容には長
い時間を要することが考えられた。

キーワード：精神障害者家族 家族の社会・経済的状況 家族の満足度 ����� 地域ケア
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文書にて説明をし､ 同意を得て調査を行った｡
調査期間は､ ����年��月１日から����年２月末日であ
る｡

Ⅲ．結果
１．障害者の治療状況別にみた性別・年齢別比較
表１は､ 調査に回答した家族が抱える障害者 (以下､
障害者) の治療状況別にみた性別・年令別分布を示した
ものである｡ ����年に実施された全家連の全国調査の結
果を参考として併記した｡
障害者の治療状況をみると､ 入院群が�	
�％､ 在宅群
が��
�％を占めていた｡ 全国調査と比較してみると､ 沖
縄県の障害者は在宅群が有意に多かった｡
障害者の年令分布では､ ��歳代が�	
�％で最も多く､

次いで��歳代､ ��歳代の順であり､ その平均年齢は��
�

(±��
�)歳であった｡ 沖縄県の��歳未満の障害者の占め
る割合は全体の��
�％を占め､ 全国調査より有意に多く､
また､ ��歳代の障害者も全国調査と比べて有意に多かっ
た｡
障害者の性別では､ 男性が	�
�％と高い割合であるが､

これは全国調査と同じ結果であった｡

２．障害者の治療状況別にみた家族の性別・年齢別比較
表２は､ 障害者の治療状況別にみた家族の性別・年令
別分布を示したものである｡ 全国調査の結果を参考とし
て併記した｡
対象となった家族の性別は､ 男性��
�％､ 女性	�
�％
で女性が多く占めていたが､ 全国調査と比べて有意な差
は認められなかった｡ 治療状況別に分けた家族の性別を
みると､ 在宅群の女性が有意に多かった｡
家族の年令分布は､ 	�歳代(��
�％)が最も多く､ 次い
で��歳代(��
�％)､ ��歳代(��
	％)と続き､ その平均年
令は	�
�(±��
	)歳であり､ 全国調査と同様な分布であっ
た｡
全国調査では入院群の家族の高齢化が指摘されていた
が､ 障害者の治療状況別にみた沖縄県の家族の年齢分布
では､ 両群の間に有意な差は認められなかった｡
表３は障害者と家族との続柄を示したものである｡ 障
害者の母親が��
�％と最も多く､ 父親が��
�％であり､
親による支援は全体の		
�％を占めていた｡ 次いできょ
うだいが��
�％で､ 全国調査とほぼ同様な結果であった｡
��歳以下と��歳代の障害者を支える家族の続柄は､ そ
れぞれ��
�％､ ��
�％が母親であり､ 特に��歳以上の障
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表１．障害者の概要：障害者の治療状況別にみた性別・年齢別比較

性 別 年 令

男性 女性 無回答 計 ～��歳 ��歳～ ��歳～ ��歳～ ��歳～ 	�歳～ ��歳～ 無回答 合計

入院群 ���	
�� 	��
�� � �
�����	
�� � �
�� ��	
�� ��	
�� ���
�� ��	
�� � �
�� � �
�� � �
�����	
��

在宅群 ��	�
������
�� ��
０������
�� � �
������
�����	
������
������
�� � �
�� � �
�� � �
�������
��

無回答 ����� � �
�� � �
�� � �
�� ��
�� ��
�� ����� ��
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
��

計 ���	�
���	��
�� ��
０�������� � �
������
�����	
������
������
	� 	 �
�� � �
�� � �
���������

沖縄 全国調査����� ������の直接確率法

入院群 ���	
�� ��	�	
��
＊＊

在宅群 �����
�� ������
��

��歳代以下 ����
�� ������
�� ＊

��歳代 ����
	� �����
�� ＊＊

男性 ���	�
�� ���		�
��
�
�

女性 �	��
�� ������
��

（ ）内％, ＊： p < 0.05 ＊＊： p < 0.01

表２．家族の概要：障害者の治療状況別にみた家族の性別・年齢別比較

性 別 年 令

男性 女性 無回答 計 ��歳～ ��歳～ ��歳～ ��歳～ 	�歳～ ��歳～ ��歳～ 無回答 合計

入院群 ����
������
�� � �
���� �	
�� � �
�� � �
�� � �
�� 	��
�� ���
�� ���
�� � �
�� ���
��������

在宅群 �	��
����		
������
�������
�� � �
�� � �
�� � �
�����	
������
	�����
�� � �
������
���������

無回答 ����� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� � �
�� ����� �����

計 ����
����	�
���	��
��������� � �
�� � �
�� � �
���	��
	�����
������
�� � �
���� �
���������

������の直接確率法：���
�� ��������順位和検定：���	��
�����
�	��
�

沖縄 全国調査����� ������の直接確率法

男性 ����
�� ���	��
��
�
�

女性 ��	�
�� ����	�
��

（ ）内％



害者を支援する母親の平均年齢は����歳と高齢であった｡

３．家族の経済的背景
図１に示した通り､ 家族全体の主な収入源は､ ｢無職－
年金生活｣ が����％と最も多く､ 次に ｢給与・賃金収入｣
����％であった｡ 家族全体の年収は､ ｢	

～�

万円｣
が���
％と最も多く､ 次に ｢�

～�

万未満｣ が����％
であり､ 沖縄県民の一人当りの年収�

万円 (�

�年)
に比べて低いものが多いことが分かった｡

４．家族の障害者のケア負担
１）家族の日常生活のエネルギー配分
日常生活で､ 家族の障害者のケアに費やされるエネル
ギーはどのように配分されているのであろうか｡
表４は､ 家族が費やす日常生活のエネルギー配分の合
計を ｢	
｣ とした場合に､ ｢仕事や家庭｣､ ｢自分の余暇｣､
｢障害者のお世話｣､ ｢その他｣ のそれぞれにどのように
エネルギーが配分されているかの回答を求めた結果であ
る｡ 家族は､ ｢仕事や家庭｣ に��	�､ ｢障害者のお世話｣
に����とエネルギーを消費しており､ ｢自分の余暇｣ に
関しては	���という結果であった｡
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表３．障害者と家族の続柄

沖縄 �
歳以下の障害者の家族 �
歳代障害者の家族 全国調査（	���）

父 �� 	���� 	� ����� � ���� �
� �	�	�

母 �	 ���
� �� ���	� 	� ����� 	��� �����

きょうだい 	� 	
��� � ���� � 	��	� �	� ����

きょうだいの配偶者 � 	��� 
 
�
� 	 ���� �� 	���

本人の配偶者 	
 ���� � ���� � 		��� 	�� ��	�

本人の子 	 
��� 	 	��� 
 
�
� ��� ����

本人の子の配偶者 
 
�
� 
 
�
� 
 
�
� � 
�	�

祖父母 
 
�
� 
 
�
� 
 
�
� � 
�	�

その他 � ��
� 
 
�
� � ���� �� 	���

無回答 	� 		��� � 	���� � 		��� 	�
 ����

計 	�� 	

� �� 	

� �� 	

� ���� 	

�

（ ）内％

表４．家族の心身のエネルギーの配分

仕事や家庭 障害者のお世話 自分の余暇 その他 計

平均値 ��	� ���� 	��� 
��� 	
�


�� ±	���� ±	��	� ±	���� ±
����

図１．家族の収入源と年収



２）障害者の問題に対する家族のケア負担の程度
次に､ 家族は障害者のどのような問題について､ 負担
を感じ､ 心配しているのかを検討した｡ 図２は､ 家族の
障害者に対する負担の程度を��項目あげ､ それぞれ ｢大
いにあり｣､ ｢少しあり｣､ ｢なし｣ の３段階で回答を求め
た結果である｡
ケア負担の中で ｢大いにあり｣ ・ ｢少しあり｣ の回答
が５割以上を超えた項目は､ ① ｢服薬を続けさせる苦労｣
など､ ③､ ⑤､ ⑦､ ⑪､ ⑫､ ⑮､ ⑯の８項目であった｡
特に､ ｢大いにあり｣ の回答が最も多かったのは､ ⑯
｢将来への不安や焦り｣ (����％)､ ⑤ ｢働く場所や訓練
の場所がない悩み｣ (����％)､ ⑦ ｢医療費などの経済的
負担｣ (�	��％)であった｡

５．家族の生活全般に対する満足度
図３は､ 障害者を抱える家族の生活全般に対する満足
度を示したものである｡ 図からも明らかな通り､ ｢満足
している｣、｢まあ満足している｣ と答えたものは�	�
％､

｢どちらかといえば不満｣、｢不満だ｣ と答えたものは
���	％を占め､ 障害者を抱える家族の半数近くが生活全
般に満足していなかった｡
｢満足している｣､ ｢まあ満足している｣ との回答者を

｢満足群｣ として､ ｢不満だ｣､ ｢どちらかといえば不満｣
との回答者を ｢不満足群｣ として､ ｢家族の日常生活の
エネルギー配分｣ と､ ｢家族のケア負担｣ との関連を検
討した｡ その結果､ ｢家族の日常生活のエネルギー配分｣
との関連では､ ｢仕事や家庭｣､ ｢障害者のお世話｣､ ｢そ
の他｣ に有意な差は認められず､ ｢自分の余暇｣ におい
て ｢不満足群｣ は ｢満足群｣ に比べ､ ｢自分の余暇｣ に
費やすエネルギーが有意に少なかった (�������順位
和検定�����
��
��������)｡
｢家族のケア負担｣ との関連では､ ｢仕事､ 家事に手

が回らない｣､ ｢外出できない｣､ ｢自分の時間が持てない｣
など⑧～⑭の７項目において有意な差が認められ､ ｢不
満足群｣ の負担は重いことが示された (�������順位
和検定：⑧～⑪､ ⑬ �����
�⑫､ ⑭ ������)｡
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図２．家族のケア負担

図３．家族の生活全般に関する満足度



６．家族の健康状態について
１）家族の心身健康状態
家族の心身健康状態を､ 日本版精神健康調査表���
��(����	
���
�����������
�	���) を用いて調べた｡
この質問紙は､ それぞれ７項目の身体症状､ 不眠､ 社会
活動､ 抑うつ症状の４つの下位尺度からなり､ 得点が低
得点であるほど､ 健康状態が良好で､ 高得点であるほど
健康状態が悪く､ 神経症などの症状を呈しやすいとされ
ており､ 総得点の�����をカットオフポイントとして､
低得点群と高得点群に分類できるものである５)｡
表５は､ 障害者を抱える家族の�����総得点と障害
者の年令､ 性別､ 発症からの経過年数､ 入院回数､ 延べ
入院期間について､ ロジスティック回帰分析を用いて関
連を調べた結果である｡
障害者の年令､ 経過年数､ 延べ入院期間と家族の��

�総得点との間に有意な関連が認められた｡ それぞれの
オッズ比は､ 年令が����､ 経過年数が����､ 延べ入院期
間が����であり､ 延べ入院期間の長期化が最も家族の心
身健康状態を低下させる要因になっていることが予測さ
れた｡

２）在宅で障害者をケアする家族の健康状態
先に述べた通り､ 本調査の回答者の８割が障害者を在
宅でケアする家族であった｡ そこで､ 在宅で障害者をケ
アする家族の中､ �����の全てに回答の得られた��名
について分析した結果､ 高得点群は����％を占めていた｡
家族の精神健康状態と障害者の年令・経過年数・延べ
入院期間との関連を検討した結果を表６にまとめた｡ 低
得点群と高得点群別に､ 障害者の年令との関連を表���
に､ 障害者の発症からの経過年数との関連を表���に､
障害者の延べ入院期間との関連を表���に示している｡
在宅障害者の家族では､ 経過年数が短い家族に高得点
群が有意に多く認められ､ ��年未満では����％を占めて
いた｡

Ⅳ. 考察
１．障害者とその家族の属性について
本調査対象の障害者は､ 地域で生活しているものが
����％を占めており､ 全国調査と比べても有意に多かっ
た｡ 我が国は､ これまでの入院中心の精神医療から､ 医
療と福祉を包括する精神保健福祉法(����年)を成立させ､
早期退院を促進する方向を歩みつつある６)｡ 本調査が比
較した最も新しい全家連による全国調査は､ この法律の
施行から２年後に実施されたものであり､ 本調査とは８
年の隔たりのあることを考慮する必要があるが､ われわ
れの結果から､ 沖縄県においても精神障害者の早期退院
が徐々に実現されつつあることを示しているといえる｡
沖縄県の��歳以下及び��歳代の障害者の割合が全国調
査より多い結果から､ 沖縄県の地域における障害者の年
齢には幅があり､ 家族の負担も一様でないことが推察さ
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表６．在宅群家族の健康度（�����） ( )内％

表6-1．低得点群と高得点群別の障害者の年令

��歳代 ��歳代 ��歳代 ��歳代 ��歳代 ��歳代 合計

低得点群 � ����� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ � ����� �� ������

高得点群 � ����� � ����� � ������ � ������ � ������ � ����� �� ������

合計 � ����� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ � ����� �� �����

備考 ��� �!��順位和検定："#����� ����

表6-2．低得点群と高得点群別の障害者の発症からの経過年数

０～５年未満 ５～��年未満 ��～��年未満 ��～��年未満 ��～��年未満 ��～��年未満 ��年以上 合計

低得点群 � ����� � ����� �� ������ � ����� � ������ �� ������ �� ������ �� ������

高得点群 � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � ����� �� ������

合計 � ����� � ������ �� ������ � ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� �����

備考 ��� �!��順位和検定："$����

表6-3．低得点群と高得点群別の障害者の延べ入院期間

０～５年未満 ５～��年未満 ��～��年未満 ��～��年未満 ��～��年未満 合計

低得点群 �� ������ � ����� � ����� � ������ � ����� �� ������

高得点群 �� ������ � ����� � ����� � ����� � ������ �� ������

合計 �� ������ � ����� � ����� � ����� � ������ �� �����

備考 ��� �!��順位和検定："#����� ����

表５．障害者の基本属性と家族の�����との関連(ロジスティック回帰分析)

オムニバス検定：����� ���%�	と&�%���'検定：����

�
�( 自由度 有意確率 オッズ比

年令 ����� � ����� ＊ ����

性別 ����� � ����� ��� ����

経過年数 ����� � ����� ＊＊ ����

入院回数 ����� � ����� ��� ����

延べ入院期間 ����� � ����� ＊ ����

＊： "$���� ＊＊： "$����



れ､ 負担に応じた支援が求められていることが示唆され
た｡
家族会に入会している家族が支えている障害者には男
性が多く､ ��歳未満と��歳代の障害者を高齢の母親が支
えている構図が見えてくる結果であった｡ 精神障害の多
くを占める統合失調症の発生頻度は国や性別を問わず恒
常的で性差は認められていない７)｡ このことから母親の
心身の加齢による体力・気力の減退に加え､ 親が亡き後
の将来の不安に脅える母親への対策は急務であると考え
られる｡ ����	
����８)は､ 母親は精神障害者のケア
に父親より強い負担を経験していると報告しているが､
母親が主となって障害者を支援する要因には､ 文化差を
超えた共通する要因が存在するのではないかと考えられ
る｡
家族の主な収入に関しては､ 年金生活者が多く､ 年収
は���～���万円で､ 沖縄県民の一人当りの年収よりも低
かった｡ 少ない収入で障害者をも援助する家族の経済的
背景は苦しいと推察されるが､ 近年施行された障害者自
立支援法は９)､ 障害者の自立に向けた訓練に対して応分
の費用の負担を求めるものであり､ 高齢化した家族は､
更に経済的負担をせまられる恐れがあると考えられる｡

２．家族の障害者へのケア負担について
比較できる一般家庭における日常生活のエネルギー配
分のデータは見あたらないが､ 障害者の家族は､ ｢自分
の余暇｣ を犠牲にして障害者を支えていることが考えら
れる｡ 後藤��)は､ 我が国では障害者のケア問題を家族の
みに負わせる傾向のあることを指摘しているが､ 本調査
結果も後藤の指摘を裏付けている｡ また､ 大島は､ 精神
障害者の家族について､ ｢援助者としての家族｣ と ｢生
活者としての家族｣ という二側面を考慮すべきであると
している��)｡ 本調査結果からみた個人の余暇を犠牲にし
た家族の現在の状況は､ ｢家族は生活を楽しむ生活者で
もある｣ という大島の見方は存在せず､ 障害者のケアの
みに明け暮れている家族像が伺える｡
特に家族は､ ｢将来への不安や焦り｣､ ｢働く場所や訓
練の場所がない悩み｣､ ｢医療費などの経済的負担｣ につ
いての負担感が強い｡ この３項目は､ 全国調査と同様な
結果であり､ 精神障害者を抱える家族の長年の悩みであ
り､ 早急な支援対策が求められている点である｡ 我が国
では､ 精神障害者を福祉の対象とする障害者基本法
(����年)が成立し��)､ 就労問題の解決策として授産施設
が制度化した｡ しかし､ 授産施設の効果は実質１％と言
われており��)､ 精神障害者の就労問題は解決されていな
い｡ 相澤��)は､ 障害者の就業支援について､ ｢就業の継
続｣ が目的であり､ その為に生活技能を高める過程が大
切で､ 就職の結果にとらわれず､ 働く場の提供が障害者
支援に繋がると述べている｡ われわれの結果からも､ 障
害者の ｢働く・就職｣ という問題を改めて問い直し､ こ
の問題の検討を深めることが､ 家族の ｢将来への不安や

焦り｣ の解決に繋がると考える｡

３．家族の生活満足度と健康状態について
家族の生活全般に対する満足度で､ 不満足と答えた家
族は半数を占めており､ 精神障害者を抱える家族の満足
度は低く､ 家族の日常生活のエネルギーの中､ ｢自分の
余暇｣ に費やされる割合の低いもの程､ 生活への満足度
は低い結果であった｡
家族支援は精神科リハビリテーションの一部であり､
家族自身の時間を確保することは大切とも言われてお
り��)､ 家族支援において､ 生活にゆとりを持って障害者
のケアにあたるように配慮する必要があることを､ われ
われの結果は示しているといえる｡
家族の心身健康状態に関する�����の結果から､ 障
害者の延べ入院期間の長いことが家族の心身健康状態を
低下させていた｡ �����������)らは､ 障害者の病状が
家族に影響を与え､ 障害者の回復状態 (リカバリー) の
程度により､ 家族が異なる経験をすると報告しているが､
延べ入院期間の長期化は障害者が治療を要する病状の悪
化や再燃を意味しており､ 障害者の病状が家族の受容に
影響していると推察される｡
回答者の８割を占める在宅障害者の家族では､ 約２割
が神経症状を呈しやすい高得点群にあり､ 障害者の発症
からの経過年数が短い家族に高得点群が多かった｡ 家族
が精神疾患を受容するプロセスは､ ｢喪の作業｣ ������
������ に類似して､ ｢ショック｣ ｢否認｣ ｢抑うつと怒
り｣ ｢適応｣ を通して ｢再起｣ といわれる過程の中で様々
な感情が働くと言われている�!)｡ 在宅で障害者を支援す
る家族は､ 障害者の病状の変化によって見られる特異な
行動を観察する機会が多く､ その結果､ ｢ショック｣ ｢否
認｣ ｢抑うつと怒り｣ の段階にあると考える｡ 経過年数
が��年未満に高得点群が多くを占めたことは､ 精神疾患
の受容は時間を要すると言われているように��)､ 長期の
期間を必要とすることの裏付けと推察された｡

以上､ 沖縄県における障害者を抱える家族の実態を把
握してきた｡ 統合失調症の身内を抱えた家族は､ 障害者
の妄想や暴力行為に不安を抱く一方で､ 自分を発症の一
因と疑い､ 罪責感を抱くと言われている��)｡ 障害者を支
援する家族はストレスを抱え､ 特に在宅で支援する家族
のストレスは大きいと推察されるが､ 実際には家族はサ
ポートを得ることは少なく､ 自分の時間を犠牲にしてき
たと伊藤��)は述べている｡
また､ 精神障害者を抱える家族は､ 障害者の支持的環
境として働く一方､ 障害者に心理的緊張を与え得る��)こ
とを考えると､ 障害者と同居する家族に対して､ 家族の
問題解決能力を強化する支援が必要であることを､ この
調査結果は示しているといえる｡
本研究の限界と今後の課題として､ 全国調査と同様に
本調査の回収率は��"�％に留まった｡ その要因として､
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プライバシーの侵害や偏見を恐れること､ 高齢化などの
要因が影響していると考えられる｡ また､ 地域で精神障
害者を支える家族が全て入会しているとは限らず､ 本研
究の対象となった家族会会員は､ その一部であると推察
され､ われわれの結果を一般化するには限界がある｡
今後､ 対象を拡げる努力を重ね､ 精神障害者家族の実
態をよりよく把握し､ 得られた結果を踏まえた効果的な
支援を行いたいと考える｡

Ⅴ．まとめ
沖縄県精神障害者家族会の登録会員���名に調査票を
配布した結果､ 回収率は����％であった｡ この限界を踏
まえた上で､ 以下の沖縄県内の家族会に属する家族のニー
ズを明らかにした｡
１）沖縄県の精神障害者を抱える家族は､ 入院群����％､
在宅群	
��％を占めていた(表１)｡
２）障害者の平均年令は����歳で､ ��歳以下は半数を占
め､ ��歳代の割合も多い(表１)｡
３）高齢の母親が男性障害者を在宅で支援する割合が多
く､ 母親の負担は大きい(表２)｡
４）家族の収入源は年金が主で､ 年収は ｢���～
��万円｣
が多くを占めていた(図１)｡
５）家族は､ ケアに負担を感じ､ 生活満足度は低い状態
にあった(図２､ ３)｡
６）家族の生活満足度を高めるには､ 家族が余暇を楽し
む時間的ゆとりを確保する支援が必要である(表４)｡
７）ロジスティック回帰分析の結果､ 家族の精神的健康
度は障害者の延べ入院期間と関連していた(表５)｡ 在
宅群についてみると､ 発症からの経過年数の短い家族
の精神健康度は低かった(表６)｡ これは家族が障害を
受容するプロセスと関連し､ 受容には長い時間を要す
ることが考えられた｡
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