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精神科療養病棟におけるトークンを用いたウォーキング活動
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抄　録

　1 つの精神科療養病棟にトークンを用いたウォーキング活動を導入した。活動内容は，体操のあと病院敷地内

の決められたコースを個人のペースに合わせて周回するものだった。個人の心理面や身体面を配慮して，参加の

声かけや歩行援助を行った。用いたトークンは，①ウォーキング表に貼付するシール，②ウォーキング手帳の配

布とシール，③目的駅到着時のイベント，④皆勤者表彰であった。7 カ月間経過するころには，参加者実数は 14
名から 35 名に，皆勤者数は 5 名から 17 名に増加した。参加者実数が増加したのは，作業療法棟でのグループ活

動に参加していない，活動性の低い患者らが参加するようになったからだった。統合失調症の女性事例を通して，

トークンがウォーキング活動への参加および継続に奏功していたことが示された。トークンを用いたウォーキン

グ活動は，精神科療養病棟に入院中の患者の活動性を高めるための１つの有効な手段であり，導入が推奨される。
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図 1　ウォーキング表

個人の目標周を周回した場合は絵柄の付いたシールが

もらえる。シールの色は特に意味はなく個人の好みで

決められている。
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１　緒言

　精神科病院の療養病棟に入院中の患者は，限られた

狭い生活空間の中で過ごすことが多く，活動量が乏し

い。長期入院に伴い，生活意欲が低下し無為に過ごす

者も少なくない 1）。結果的に長期入院は，身体機能 2），

バランス機能，歩行速度 3)，認知機能 4）に悪い影響を

及ぼす。特に，3 年以上の長期入院患者は，3 年未満

の入院患者と比べて，①日常生活全般における依存的

傾向，②自発性の欠如，③身体的・精神的活動水準の

低下などが認められることが指摘されている 5）。

　長期入院患者の生活習慣を改善するための方法とし

て，トークンエコノミーを活用したプログラムが試み

られている。精神科療養病棟に入院している肥満患者

を対象としてトークンを用いた生活習慣改善プログラ

ムを実施し，運動や食習慣が改善したとする報告があ

りその有効性が実証されている 6）。

　トークンエコノミーは，適切な行動に対して，シー

ルやスタンプなどの褒美（トークン）を提供し，それ

を好きなものや活動と交換できるシステムのことであ

る 7）。当院療養病棟においても，長期入院に伴い生活

意欲が低下した患者が多くおり，活動性を高める支援

が作業療法において行われている。しかし，それらの

活動に参加しない者や参加しても継続困難な者が多数

いるのが現状である。そこで今回，トークンを用いた

ウォーキング活動を 1 つの療養病棟に導入し，入院患

者の生活の活性化を試みたので報告する。

２　目的

　我々が，ウォーキング活動を精神科療養病棟に導入

したのは，臥床しがちな生活を送っている患者らに対

して，少しでも活動的な生活を送ってもらうためだっ

た。また，トークンを用いた理由は，ウォーキング活

動への参加と継続が促進されることをねらったから

だった。本稿では，2011 年 12 月から 2012 年 6 月ま

での療養病棟におけるウォーキング活動の取り組みを

紹介する。なお，本稿で紹介する事例に対しては，本

報告の目的および意義を十分に説明し，書面にて承諾

を受けた。

３　対象および方法

3.1　対象者

　当院は精神科，内科を標榜しており，入院病棟を 7
病棟有している。病床数は 405 床である。その中で，

本研究におけるウォーキング活動は，1 つの精神科療

養病棟（以下，A 療養病棟）で試みた。病床数は 60
床であり，疾患別割合は，統合失調症 81.4％，躁鬱病

5.1％，精神遅滞 3.4％，その他 10.1％である。平均在

院日数 3,335 日，男女比 1：1，平均年齢 63.6±11.8 歳

であり，日中患者は自由に病棟を出入りすることがで

きる。ウォーキング活動は，A 療養病棟に入院中の全

患者を対象として実施した。当院の作業療法は患者が

病棟から作業療法棟へ行き実施するグループ活動（以

下，OT 棟グループ活動）と作業療法士が病棟に出向

いて行き，患者が普段生活している場所で活動を行う

病棟グループ活動がある。

3.2　トークンの活用

　ウォーキング活動への参加意欲を高めるために，①

ウォーキング表に貼付するシール，②ウォーキング手

帳の配布とシール，③目的駅到着時のイベント，④皆

勤賞制度を導入した。ウォーキング表は，JR 三原駅

から大阪駅までの在来線の駅名を記載した表で，新

幹線が停まる主要都市の駅は色を変えて表示した（図

1）。参加者はウォーキング活動に参加するたびにシー

ルをもらう。個人の決められた目標周を周回した場合

は，金色のシールをもらう。シールはウォーキング表

内の各自の欄に貼られる。つまり，1 回参加するごと

に 1 駅進むシステムを作った。この表は，病棟の誰に

でも目に付く場所に掲示した。それは他者から称賛

される機会を作るためだった。ウォーキング手帳は，

A4 サイズの用紙を 4 分割したサイズ（A6 サイズ）で，

表紙に「ウォーキング手帳」と記載しており，個人の

名前を記入できるようになっている。中には，個人の

目標と主要都市に到着した日を記入する欄，カレン

ダーとウォーキング活動実施予定日が記載されている

（図 2）。この手帳は，患者が最初に参加する際に渡さ

れる。手帳の管理は基本的にスタッフがすることと

し，希望に応じて参加者自身に任せた。これを見れば

月に何回参加したかを把握することができる。これら
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図 2　ウォーキング手帳

表 1　ウォーキング活動の流れ
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のシールは参加したら貼り，何周歩いても 1 日 1 枚と

いうルールを決めた。目的駅到着時のイベントは，新

幹線が停まる主要都市の駅に到着したときに褒美とし

て提供する喫茶である。喫茶店に来たような雰囲気を

作り，本格的に煎れたコーヒーやお菓子を食べながら

ウォーキングの感想やおしゃべりを楽しんだ。皆勤賞

制度は，1 カ月間一度も休まず参加した場合に，その

努力を皆の前でたたえ表彰状を渡すものである。賞状

の授与は，病棟の責任者である看護師長が行うことと

した。

3.3　ウォーキング活動の内容

　ウォーキング活動は，病棟内で準備体操をしたあと，

参加の意思と体調確認をし，病院敷地内の約 250m の

コースを患者自身のペースに合わせて周回する。原則

的に週に 1 回の頻度で実施することとした。流れは表

1 の通りである。この流れに沿って，以下に内容を詳

述する。

ウォーキング開始の音楽を流し声かけをする：午後 1
時半からスタッフ 2 名で参加の声かけを始め，参加

者が病棟デイルームに集合するのを待つ。

集合した人からウォーキング手帳にシールを貼り提

出：参加者は集合してきた順にシールを受け取り，

各自のウォーキング手帳に貼り提出。

準備体操：参加者はデイルームに広がって座り，リラッ

クスできる音楽に合わせて，ゆっくりストレッチを

する。立って出来るものは立って行う。

参加の意思と体調を確認しウォーキング開始：名簿を

もとに，点呼を取りながら参加の意思と体調を確認

する。その後，各自の決められた目標数を目指して

ウォーキングコースを周回する。歩行が安定してい

る者は各自のペースで歩き，不安定な者は必要に応

じてスタッフが寄り添い，援助する。

全員が帰ってきたことを確認しウォーキング表にシー

ルを貼る：ウォーキング終了後，参加者はデイルー

ムに戻り，全員が戻ってくるまで待つ。待っている

間に，参加者はお茶を受け取って飲む。全員が帰っ

てきたことを確認し，デイルームの壁に貼ってある

ウォーキング表にシールを貼る。

主要都市の大きな駅に到着した人には喫茶券を渡し喫

茶活動開始：ウォーキング表内のシールが，主要都

市の大きな駅まで到着した人は，喫茶券を褒美とし

て受け取る。病棟内の広いスペースに臨時に開設さ

れた喫茶コーナーに，その券を持参しゆっくり喫茶

を楽しむ。

４　結果

4.1　実施および参加状況

　ウォーキング活動は，2011 年 12 月より開始し 6 月

まで継続した。開始当初は，活動自体が定着してお

らず，メンバーを募ることから始めた。具体的には，

ウォーキング活動を開始する 2 週間前に，A 療養病棟

の入院患者とスタッフによる病棟ミーティングで参加

の呼びかけをしたり，勧誘のポスターを病棟内のデイ

ルームの掲示板に掲示したりした。ある程度参加者が

増え，活動が軌道に乗ってくると，集合の際に「今日

は何があるの？」と興味を示してくる患者がいたため，

ウォーキング活動の説明を行い，すぐさまウォーキン

グ手帳をつくって参加を促した。

　各月の実施および参加状況を表 2 に示す。実施回数

は，平均 3.9 回だった。参加者実数と皆勤者数は長期

的にみると増加傾向にあった。皆勤者数は 12 月から

3 月まで増加し，4 月以降はその数がほぼ維持された。

ウォーキング活動に参加している者は全員病棟グルー

プ活動に参加していたため，OT 棟グループ活動に参

加している比較的活動性の高い群と参加していない比

較的活動性の低い群に分けて皆勤者数を図示した（図

3）。図から皆勤者は OT 棟グループ活動に参加してい

る患者だけでなく，参加していない患者の割合も増加

傾向にあることが示された。
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図 3　各月の皆勤者数

図 4　各月の 1 回の平均参加者数

表 2　各月の実施および参加状況
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　図 4 は月別の平均参加者数を示したものである。こ

れは，各月の 1 回のウォーキング活動における平均参

加人数を表している。例えば，4 月は 3 回実施し，1
回目は 24 名，2 回目は 20 名，3 回目は 24 名，合計

68 名が参加しているため，4 月の平均参加者数は 68
÷ 3 で 22.7 名となっている。図 4 に示されるように，

各月の平均参加者数は増加傾向にあった。OT棟グルー

プ活動に参加している群と参加していない群の経時的

変化をみると，両群ともにウォーキング活動に参加す

る者が増加した。つまり日頃，OT 棟グループ活動に

参加していない，比較的活動性の低い患者らがウォー

キング活動に参加するようになった。更に，特筆すべ

きことに，このウォーキング活動がきっかけとなって，

OT 棟グループ活動に参加するようになった患者が 4
名いた。

　以下では，OT 棟グループ活動に参加することがな

く，不活発な生活を送っていたが，ウォーキング活動

に参加するようになった 1 つの事例を紹介する。

4.2　事例

　B さん，50 代，女性。診断名は統合失調症。10 代

のときに発症し，精神科病院に入退院を繰り返した。

12 年前 40 代のときに 4 回目の入院をし，そのまま当

院に入院している。ウォーキング活動を開始する前，

日頃からベッド上に臥床することが多かった。病棟グ

ループ活動に誘っても「しんどい」と体調不良を訴え，

断ることが多かった。唯一，音楽活動には参加し歌う

こともあった。OT 棟グループ活動には参加すること

がなかった。

　ウォーキング活動の開始当初，B さんはこの活動に

興味はあったが，歩くことに自信がないため参加を見

送っていた。スタッフの声かけに応じたのは 2 月に

入ってからだった。B さんは歩行が不安定でときおり

病棟内で転倒しており，屋外を歩行することもほとん

どなかったため初日は転倒や体力面での不安を抱いて

いた。スタッフから離れて歩こうとしなかった。そん

な不安を和らげるため，スタッフは B さんの腕を持っ

て支えることとした。また，必要に応じて途中で休憩

を入れることとした。

　2 月は 1 カ月間 1 度も休むことなく参加し，病棟師

長より労いの言葉とともに皆勤賞の賞状を手渡され

た。B さんは受け取った賞状をすぐに自室へ持ち帰り，

大切に床頭台の引き出しに保管した。次第に B さんは，

ウォーキングしながら「先生（師長）が皆勤賞をくれ

たんです。私は全く休まず一人で 1 周歩けるようにな

りたいんです .」と自ら目標を掲げ，努力する姿勢を

見せ始めた。もともと B さんは，臥床傾向が強かっ

たが，ウォーキング活動に関しては多少の体調不良で

は休まずに参加するようになった。どうしても参加出
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図 5　B さんのウォーキング中の様子

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　13 (1) 　101 － 107　2013

来ない時には，「今日はお腹の調子が悪くて参加出来

ないの」と具体的に伝えるようになった。更に，ウォー

キング手帳には『○○日は歩けなかった，残念』と記

録するようになった。

　3 カ月目に入った 4 月頃より，次第に一人で 1 周で

きるようになっていった（図 5）。一人で 1 周歩けた

時には，「頑張って歩けたね」と達成感を表した。そ

して，自ら手帳に「一人で 1 周」と記録していた。手

帳をシールで埋めることも楽しみになっていた。一緒

にウォーキング表にシールを貼る際に，「来週もある

んですか？（今度も）一緒に歩こうね」と参加意欲を

示すようになった。次の週より，B さんはスタッフが

病棟に来る前からウォーキング活動の集合場所で待つ

ようになった。病棟行事でウォーキングが中止になっ

た時には，「白のシールを貼るんですよね？」と率先

してシールを貼ることもあった。ウォーキング表の近

くを通る度に，自分がどれくらい歩いたか確認し，「あ

と○○回歩いたらおいしいコーヒー」とすごく嬉しそ

うに話しかけてくるようになった。B さんが参加した

5 カ月間にウォーキング活動は全部で 20 回開催され

18 回参加した。その間 B さんは皆勤賞を 3 回授与さ

れた。医師の診察の際に，ウォーキング活動を頑張っ

て続けていることを自慢げに話したり，「歩いたらシー

ルが貼れる」などウォーキング活動の仕組みについて，

全身で嬉しさを表現しながら説明するようになった。

ウォーキング活動を通して OT 棟グループ活動への参

加には結びつかなかったが，ウォーキングを通して他

者との交流は増え，スタッフと親密になっていった。

５　考察

5.1　参加者の増加の要因

　今回，1 つの精神科療養病棟において，トークンを

用いたウォーキング活動を導入した。月を経るごとに

参加者実数は増加していった。また，皆勤者数は 4 月

に継続して参加していた者（OT 棟グループ活動参加

者）の中に外泊したり体調不良となったりした者がい

たため一旦減少したものの，長期的にみると増加傾向

にあった。参加者実数および皆勤者数が増加していっ

た要因を事例 B さんをもとに分析すると，患者の転

倒などの不安や依存傾向を受け入れ，心理面や身体面

に配慮した個別の援助を行ったことが，参加の敷居を

下げていたと考えられる。また，ウォーキング手帳に

シールを貼る際に意欲を示すようになったり，病棟看

護師長から皆勤賞をもらったことを糧にして，自ら休

まず 1 周歩く目標を立てたりする言動から，トークン

がウォーキング活動に対する参加意欲を促進していた

と考えられる。

　原島ら 6）は，精神科療養病棟に入院している肥満

患者を対象として，トークンを用いた生活習慣改善プ

ログラムを実施し，運動や食習慣が改善したことを報

告している。用いられたトークンは表彰，補助食品や

日用品などの商品提供である。我々が用いたトークン

は，表彰，手帳やウォーキング表へのシール貼付，喫

茶である。原島らと共通する点は，表彰であることか

ら，精神科療養病棟に入院している患者にとって「努

力をたたえ，賞状をわたす」というトークンは，彼ら

の行動変容を促す 1 つの有効な方法であると考える。

結果では示していないが，今回我々が参加者にとった

アンケートでは，参加の理由として「シールを貼る」「健

康に良い」「歩くことが好き」というものがあった。シー

ルをトークンに用いる方法は，発達障害児を対象とし

た行動療法で用いられる方法である 7）。しかし，アン

ケートから障害児にとどまらず，療養病棟に入院中の

精神障害者においても活用価値のある方法であること

が分かった。また，ウォーキング活動を「健康に良い」

と捉えいている者がいる点から，ウォーキング活動が

もつ痩身，気分高揚など健康促進効果 8）が参加を促

す要因となっていることが分かった。

　ウォーキング活動をプログラムの形態で実施したこ

とも参加者増加の理由と考えられる。A 療養病棟では

これまでもウォーキングを病棟グループ活動として実

施してきた。しかし，不定期の実施であり，集合時間

なども決められていなかった。それに対して，今回は

原則的に，実施する頻度，集合時間，参加時の手続き

など枠組みが決められていた。その時間的な構造化が

奏功したのではないだろうか。更には，その構造化に

よって，病棟スタッフも流れを理解できるため，参加

を促しやすかったのではないだろうか。以上述べてき

た要素が重なったため，開始から 6 カ月が経過したこ

ろには，病棟グループ活動にすら参加しなかった患者

が参加するようになったのではないだろうか。

5.2　OT 棟グループ活動不参加者の参加率上昇の要因

　この要因には，ウォーキング活動が複雑な工程を必
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要とせず，容易な活動であることが影響しているので

はないだろうか。現在の理解では，統合失調症の患者

は，ワーキングメモリーに代表される遂行機能障害が

生じると考えられている 9）。つまり，複雑な工程を有

する作業が困難となる。ウォーキングは，歩くという

単一工程であり，比較的容易な活動であるため，認知

機能の低下した統合失調症の患者においても参加のし

やすい活動である。本参加者の多くは統合失調症に罹

患しており，彼らにとって作業療法棟で行う手芸，園

芸などの活動に比べウォーキングは容易に感じられた

のではないだろうか。そのため，作業療法棟での活動

には参加していない者のウォーキング活動への参加者

が増えたと考えられる。

６　結論

　今回，我々が療養病棟に導入したウォーキング活動

は，トークンを用いることを特徴とし，それが奏功し

て多くの患者の参加や継続を促進した。わが国では，

療養病棟に入院している患者の退院促進が叫ばれてい

るが，不活発な生活を送っている者が多くいる現状に

おいて，入院期間の短縮化を図ることは容易ではな

い。手段として退院後の家族や施設など受け入れ側の

調整がもちろん必要であろうが，患者自身の生活意欲

や体力といった，生きていくうえでの活力を高めてい

くことも必要である。我々が行ったトークンを用いた

ウォーキング活動は，それらを高めるための有益な方

法であり，様々な療養病棟で導入する価値があるもの

と考える。
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Abstract

We implemented a walking activity using a token system as a group activity in a long-term care ward of a psychiatric 
hospital. The activity consisted of warming-up exercises and walking the course around the wards to match the pace of 
each patient. We asked patients to attend the activity and supported their walking, considering their mental and physical 
conditions. The tokens were 1) seals to paste on the walking-table on the wall, 2) a walking-notebook and seals, 3) events 
when arriving at sub-goal stations, 4) commendation of monthly perfect attendance. After seven months, the number 
of participants and patients with perfect attendance increased from fourteen to thirty-five and from five to seventeen 
respectively. The reason for that was an increase in attendance of patients who were inactive and had no attendance in 
another group activity. Through the case of a woman with schizophrenia, it was indicated that the token system affected 
the effi cacy of attending and continuing the walking activity. A walking activity using a token system is one useful method 
to enhance motivation of daily life for inpatients in a long-term care ward of a psychiatric hospital. That is why we 
recommended this activity to be implemented in various wards.

Key words： walking activity, token system, occupational therapy, long-term care ward
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