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◦本発表に関連し、開示す

べきＣＯＩ関係にある企業

などはありません。 



Open Dialogue(開かれた対話）とは 

◦フィンランドの西ラップランド地方で1980年代から実践されてい
る統合失調症のケア技法/システム/思想 

◦ケロプダス病院のファミリー･セラピストたちが中心となる 

 

◦治療チームは危機にあるクライエントの自宅に赴き、危機
が解消するまで毎日会いつづける 

◦治療のプロセスにクライアントや家族を巻き込み、臨床家たち
は個人ではなくチームで働く 

◦入院治療と薬物療法を可能な限り行わない 

 

◦ ヨーロッパ最悪の統合失調症治療結果から、初回精神病に関
しては世界で最高の統計的結果を出すに至る 

 



いかに導入されたか 

◦ 1980年代、ユッカ・アアルトネンとヤーコ・セイック
ラにより家族療法の手法が導入される。 

◦ほぼ同時期にNeed Adapted Treatmentが普及 

◦ 1984 年 8 月 27 日「クライアントについて、スタッフ

だけで話すのをやめる」というルールが生まれ、全ス
タッフがともに考え、患者の意見を聞く方針に 

◦ 80年代終わりに院内での研修システムが導入 

◦地域移行の必要性から政府の調査が開始。ケロプダス
は薬物療法をできるだけ用いない治療モデルを担当 

◦非薬物的なアプローチを追求した結果、治療の原則が
整い、病床数が減少した（300→19） 
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• Personell (2014): 

• Psychiatrists 4 

• Nurses 68 

• Social workers 2 

• Psychologists 8 

• Rehabilitation workers 5 

• In municipalities: 
•Kemi 

•Simo 

•Tervola 

•Ylitornio 

12 

2 
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Family therapists ~90% ! 
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Keropudas Hospital 



ODAP群 伝統的治療群 

抗精神病薬の 

使用率 35% 100% 

精神症状の 

残遺率 18% 50% 

２年間の再発率 24% 71% 

障害者手当の 

受給率 23% 57% 
Seikkula, J., Olson, M. E. : The OPD approach to acute psychosis : Its 
poetics and micropolitics. Family Process, 42（3） ; 403-18, 2003. 

西ラップランド地方において統合失調症と診断された 
患者群の２年間の予後調査の結果 



OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS 
5 years 

Patients (N=75) 

Schizophrenia (N=30) 

Other psychotic disorders (N=45) 

Antipsychotic use 

Never exposed to antipsychotics 67% 

Occasional use during five years 33% 

Ongoing use at end of five years 20% 

Psychotic symptoms 

Never relapsed during five years 67% 

Asymptomatic at five year follow up 79% 

Functional outcomes at five years 

Working or in school 73% 

Unemployed 7% 

On disability 20% 

Seikkula J, Aaltonen J, Alakare B, Haarakangas K,Keränen J, Lehtinen K. : Five-
year experience of firstepisode nonaffective psychosis in open-dialogue 
approach:Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. 
Psychotherapy Research 2006;16(2):214–28. 



ODLONG研究（1992-2015） 

対象疾患 (N=65)  研究デザイン：後ろ向きコホート研究 

統合失調症(42%),統合失調症様障害(20%), 

短期精神病性障害(23%),特定不能の精神病性障害(15%) 

抗精神病薬の使用 

使用せず 45% 

観察期間中に投与あり 55% 

2015年の時点で投与中 31% 

治療期間、入院の有無 

入院回数が0-1回 54%  （0回は24%） 

全観察期間での合計治療期間の平均 6±2年間 

治療転帰 その他 

治療者と患者の合意で治療が終結 62% 

2015年の時点で治療継続中 18% 

発症時に抗精神病薬を投与された群は、入院率が高く治療期間も長かった。 

Tomi Bergström, Birgitta Alakare, Jukka Aaltonen, Pirjo Mäki, Päivi Köngäs-Saviaro, Jyri J. 
Taskila & Jaakko Seikkula: The long-term use of psychiatric services within the Open Dialogue 

treatment system after first-episode psychosis.Psychosis,9:310-321,2017 



● サービス供給システム 電話を受けて
治療チームを結成、24時間対応、毎日ミーティン
グなど 
 

● 対話の手法 重要な決定は本人の目の前

で、全員に発言の機会を、発言には必ず反応する、
開かれた質問をする、対話の継続が目的、意見の
押しつけや説得はしない、など 
 

● 世界観：家族システム理論、ポリフォニー、
社会構成主義 

オープンダイアローグ理解の三段階 



オープンダイアローグの７つの原則 



  「対話」で急性精神病が改善・治癒する 

  薬や入院を極力使わない≠反精神医学 

  「診断」や「治療方針」に固執しない 

  治療チーム ＞＞ 個人精神療法 

  治療者全員がセラピストとして平等 

  透明性と「リフレクティング」 

  スタッフミーティングもカンファレンスもない 

  スタッフ一人あたりのケースロードが少ない 

  地域のニーズに即時対応できている 

オープンダイアローグが注目される理由 



「治療チーム」の発想 

 個人精神療法の限界を超えられる 

 高度なスキルもカリスマもいらない 

 二者関係の密室の開放 

 「転移」「逆転移」「退行」の“排除” 

 治療者による抱え込みや過度の依存関係が生

じにくい 

 「聴取」の文脈の複線化（≒ポリフォニー） 

 「中立性」からの開放 → 治療者の変化 



「リフレクティング」の発想 

◦ 評価や意志決定は本人や家族のいる前で行う 

◦ 治療方針について話し合う姿を本人や家族に見てもらう 

◦ 対面・一対一で告げられた場合よりも、決定に参加している
意識が確実に高まる 

◦ 当事者はそこでヒントを得た上で自発的に決断できる 



実践に当たっての心得 

◦対話の目的は「変えること」「治すこと」「（何かを）決

定すること」ではない。対話を続け、広げ、深めるこ

とを目指す。 

◦ 「議論」「説得」「説明」は対話のさまたげにしかなら

ないことを理解する。 

◦クライアントの主観、すなわち彼が住んでいる世界を

みんなで共有するイメージを大切にする。「正しさ」や

「客観的事実」のことはいったん忘れる。 

 





オープンダイアローグの対話実践の 
実践度に関わる１２の基本要素 

 
◦ ● 本人のことは本人のいないところでは決めない（Being transparent ） 

◦  ～すべての対話は、関係者全員がいる場でおこなう～ 

◦ ●答えのない不確かな状況に耐える（Tolerating uncertainty） 

◦ ★治療ミーティングを継続的に担当する二人（あるいはそれ以上）のスタッフを選ぶ（Two (or 
more) therapists in the team meeting） 

◦ ★クライアント、家族、つながりのある人々を、最初から治療ミーティングに招く（Participation of 
family and network ） 

◦   ～誰を招くか、誰がどのように声をかけるか、本人と丁寧に相談しながら決める～ 

◦ ★治療ミーティングを「開かれた質問」から始める（Using open-ended questions）  

◦   ～大切な二つの質問について、参加者それぞれの声をじっくりと聴く。 

◦   「今日、この場に来たいきさつはどんなことでしたか？」 

◦   「今日のこの場をどのように使いたいですか？」～ 

◦ ★クライアントの語りのすべてに耳を傾け、応答する（Responding to clients' utterances） 

◦   ～言葉で語られること、身体で語っていること、沈黙、そして未だ語られていないものすべて
に注意を向け続ける～ 

◦ ★対話の場で今まさに起きていることに焦点を当てる（Emphasizing the present moment） 

◦  ～対話の中で生じるさまざまな反応や湧き上がる感情を、大切に扱う～ 

 

 

 

 



◦ ★さまざまな物の見かたを尊重し、多様な視点を引き出す（多声性：ポリフォニー）（Eliciting 
multiple viewpoints） 

◦   ～その場に集まった複数の人々によるポリフォニーも、一人の人の心の中に存在するポリフォ
ニーも、どちらも尊重する～ 

◦ ★対話の場では、お互いの人間関係をめぐる反応や気持ちを大切に扱う（ Use of a relational 
focus in the dialogue） 

◦  ～参加者同士の関係がどうであるか、参加者と治療チームの関係がどうであるかに目を向け
る～ 

◦ ★一見問題に見える言動であっても、“病気”のせいにせず、困難な状況への“自然な”"意味の
ある”反応であるととらえて、応対する（Responding to problem discourse or behavior as 
meaningful） 

◦  ～ただし、法に触れる行為（暴力、犯罪など）については、認めずに淡々と対応する～ 

◦ ★症状を報告してもらうのではなく、クライアントの言葉や物語に耳を傾ける（Emphasizing the 
clients' own words and stories, not symptoms） 

◦  ～最も重い症状を持つ人とのやり取りに時間をかけ、たった一言であってもその人の言葉を大
切にしながら、その人の人生に何が起こり、何を考え、何を感じたかを理解し、共有する～ 

◦ ★治療ミーティングでは、スタッフ同士が、参加者たちの語りを聞いて心が動かされたこと、浮か
んできたイメージ、アイディアなどを、参加者の前で話し合う時間を取る（リフレクション）
（Conversation amongst professionals (reflections)） 

◦  ～“話す時間”と“聴く時間”を分ける：“話す時間”には他の人々と対話することができ、“聴く
時間（リフレクティングの時間）”には自分の心の声と対話することができる～ 



FROM TO 

Structure and role defined systems Language systems 

Hierarchical organization and process Horizontal, equal and collaborative 

process 

Therapist as an expert Not knowing position of the therapist 

Search for linear causality Search for alternatives 

Professionalism based on therapist’s  

interventions and strategies 

Mutuality and trust in client’s expertise 

Focus on therapy based on interpretative  

understanding 

Focus on coherence with experiences of  

the client 

Certainty Uncertainty 

Core “self” Changing, language created, relational  

“self” 

Content Process 

MAIN SHIFTS IN EMPHASIS 



心配事を取り上げる 
taking up worries 

◦他者が常に理解を超えた存在であることを忘れてしまうと、かけがえの
ない他者性に対する関心が薄れ、対話的な余白（space）が狭くなって
しまいます。その場を「重要なこと」だけが支配してしまうのです。 

◦一方的な変化はゴールではありません。目指すべきは共進化、ともに
変わること、関係するもの全員が巻き込まれるような変化なのです。 
 

◦ その鍵はシンプルでありながら、180度の転回をもたらしました。専門家
が両親に問題があると告げる代わりに、専門家自身の問題をうちあけ

させたのです。「私は、あなたのお子さんがこういう特徴を持って
いると考えていて、その支援のためにXやYの方法を試してき
ましたが、まだ迷っていて不安なんです。この不安がなくなる
ために協力してもらえませんか」  
 

◦他者に援助と協力を求めることは、「こうなんだからこうすべき」と押しつ
けるよりも、対話のための余白(space)をもたらすでしょう。  

 



事例  ペッカとマイヤ 

 

◦事例は金物店に勤める30歳の既婚男性、ペッカ（仮名）である。ペッカ
の訴えによれば、彼はある組織的な陰謀に巻き込まれており、その組織
の人間につけねらわれている、とのことだった。ペッカの自宅で治療
ミーティングの場が設けられた。 

◦出席者はペッカ、彼の妻のマイヤ、ホームドクター（D）、心理学者
（or臨床心理士Psych）と3名の看護師だった。 

◦ペッカの言動ははじめ病的で筋が通らず、混乱したものだった。しかし、
看護師がペッカの妻に、なにが心配なのか尋ねたことで流れが変わった。
この問いかけがペッカの病的な言動に変化をもたらし、そこから対話が
始まった。 

◦ペッカによれば、もうすぐクリスマスだというのに仕事もなく、プレゼ
ントを買うお金もなかった。彼の前の雇い主はボーナスをまだ払ってい
なかった。ペッカは雇い主に電話し、ボーナスを請求してみた。しかし
雇い主の対応はひどいもので、ペッカをゆすりたかりのようにあしらっ
た。 

◦このやりとりの最中、たまたまその地区で停電があり、灯りが消えて
真っ暗になった。彼は停電という恐ろしい偶然を、彼をはめるための罠
だと考えた。チームは一連の出来事について、さらにくわしい説明を夫
妻に求めた。質問者は停電の時、どんなことを思ったのかをペッカに尋
ねた。ペッカの恐怖を言語化するためである。 

 



◦ 心理士：あなたは死ぬことを恐れていた？ 

◦ ペッカ：うーん、そこまでではないけれど…でも、その場から離れたほ
うがいいなとは思いました。レイ（雇用主）がキレていろいろとまくし
立てたので、何をされるかわかったもんじゃないなと。（中略） 

◦ 医師：彼があなたを探しにやって来る。 

◦ ペッカ：そう、彼はやって来る。 

◦ 医師：あなたを殺しに来るというわけですね？ 

◦ ペッカ：うーんと、それは……それは、もちろん、最悪の場合なんです
けど……。   

 

◦ 質問者が用いた強い言葉、すなわち「彼があなたを殺しに来る」という
言葉は、ペッカの恐怖に、明確かつ具体的な新たな表現をもたらした。 

◦ ※ この時点でミーティングへの安心感と信頼、そしてペッカとチーム
の信頼関係が十分に醸成されていた。 

◦ ここでチームは「リフレクティング」を行なった。 

◦ ODにおけるリフレクティングは、最悪の経験を語ったり、ひどい混乱に
陥りそうな状況でなされることがよくある。治療チームは問題について
の新たな理解を積極的に模索しつつ、病的経験を語るための言葉を創り
出そうとする。かくして夫妻の声と主体性を再構築されるのである。 



心理士：ちょっとこのまま、お待ちいただけますか？ 私たちの間でやりとりしたいので。さて、どん
な感想を持ったかな？ 何か連想したことはある？ 

医師：うん、ちょっと思ったのは、ペッカの話を聞いていて、この人は自分自身よりも他人の気持ちを
忖度するタイプの人かなと。 

ペッカ：少しそういうところがあるかも……。 

心理士：自分自身よりも？ 

医師：そう、自分よりも仲間のことを。 

心理士：年末のボーナスをレイに請求した時も、レイにどう思われるかで気をもんだりとか……。 

医師：そうだね。 

心理士：もらえるはずのボーナスを取りもどすことよりも、レイの気持ちのほうを心配してしまうんで
すね。 

医師：そう、それで私も、そのときの彼がどんなに大変だったかを考えてみたんです。ペッカは、自分
の権利を強く主張したり、もらえるものはもらうと要求したりするのが苦手な人なんじゃないかな、と。 
[……]あと、ペッカはいつも今みたいに、詳しい説明をする人なのかな、とも思いました。ひょっとし
てこれは、彼独特の困惑や恐怖のサインではないのか？ でなければ私たちに、もっと詳しく伝えたい
ことがあるんじゃないでしょうか？ だから、彼は、わかりにくいこと、つかみどころがないことにつ
いて、あんなふうにとことん話してくれたんでしょう。（以下略） 

 

ミーティングの終盤、質問者はもう一度、病のきっかけとなった一連の出来事に話を戻した。ペッカが
まだ、停電と前の雇用主の反応について、妄想的な考えを持っているのかどうかはっきりさせるためで
ある。心理士がそれらの出来事を偶然の一致と思うかどうか尋ねてみたところ、ペッカは、今はそう思
えると答えた。チームは、ペッカがもう病的な状態ではないということで意見が一致した。 



対話主義 Dialogism 

◦ バフチンのアイディア、すなわち「言語とコミュニケーションが
現実を構成する」という考え方に基づく 

◦ 「聞く」ことの重要性、「応答」の重要性 

◦ 応答はさらなる質問をもたらす形でなされる 

◦ Heteroglossaria (言語的多様性)が重視される 

◦ 言葉を生み出し象徴的コミュニケーションを確立することは、ア
イデンティティと物語を、さらには個人と社会とのつながりを回
復することを意味する 

◦ 対話が目指すのは、患者の病的かつ個人的な発話に潜在している、
共有可能な発話を導き出すこと 

◦ 疾病生成的なモノローグを、健康生成的なダイアローグにひらく
こと 

◦ 病める個人と重要な他者（家族など）、そして専門家との親密な
対話において、病的体験の意味づけがなされ、苦悩のための言語
が創造される 



社交ネットワークのポリフォニー 

◦ミーティングはそれほど構造化されておらず、患者を含
むすべてのメンバーの自発的な参加が求められる 

◦家族療法の発想に基づいてはいるが、家族の構造に注目
し、それを変えようとするわけではない 

◦やりとりがあらたな現実を作り出すようなシステムを目
指して対話が続けられる 

◦質問や回答は、こうした対話システムが巧く作動するこ
とを目指してなされるが、専門家が全体をコントロール
するわけではない 

◦むしろ専門家もシステムの一要素としてふるまう 

◦対話の目的は、合意に至ることではない。安全な雰囲気
の中で、相互の異なった視点が接続されることである。 



水平方向のポリフォニー 

T2 

T1 

Mikko 

Sinikka 

Seppo 

Liisa 

female 

Father death 

spouse  

mother 
mother 

son 
male 

 memory of death 

◦ 垂直方向のポリフォニー＝内言 
 

 

◦ ”Vertical polyphony” = inner voices 

father 

technician 

sister 

daughter 

Family therapist 

father 

dialogueclimts/mikkosvoices.ppt


病的体験に言葉を与える意味 
 

◦多くの精神障害にとって「病的体験の言語化＝物語化」
は治療的な意義を持つ 

◦無意識に抑圧された葛藤や欲望を語ることで症状の改善
（除反応）につながる→精神分析：精神療法の基本原理 

◦言語を絶した恐怖体験（統合失調症など）は言語化に
よって恐怖を“減圧”できる 

◦喪失感や抑うつ感などの苦痛に満ちた感情は、共感と共
有によって軽減できる 

◦断片化した記憶を人生のナラティブに再統合することは
治療的な意義を持つ 

◦視点の「交換」や「接続」を通じて病的体験の「共有」
をすることは治療的な意義を持つ 

 



関連する技法・理論 

◦家族システム理論 

 

◦ナラティブ・セラピー 

 

◦リフレクティング・チーム 

 

◦コラボレイティブ・アプローチ 



技法・理論の関係 

ナラティブセラピー 

家
族
療
法 

社
会
構
成
主
義 

ODAP 



家族システム理論 

◦ ベイトソンのシステム論的なアイディア→D.D.ジャクソンらがカリ
フォルニア州パロ・アルトに創設したMRI(Mental Research Institute) 

◦ 家族療法の発展は実質的にここからはじまる 

          →ミラノ派のシステム論的家族療法 

 

◦ ミラノ派のシステミック・アプローチは、１９６７年、精神科医セル
ビーニ・パラツォーリ（Selvini Palazzoli, M.）が、イタリアのミラノ
に、家族療法研究センターを設立したことから始まる。 

◦ ベイトソンのシステム論を最も忠実に臨床に持ち込んだグループ 

◦ 症状を個人病理ではなく家族システムの視点から理解 

 

◦ 例：症状が家族システムの維持に肯定的役割を果たしていると認め、
家族に対して現状維持（症状が続くこと）を勧める。家族は困惑する
が、そこで生ずる動揺が、家族の中で繰り返されてきた関係や交流の
パターン（悪循環）を壊し、新たな家族システムの再編成を促す 

 



コラボレィテブ・アプローチ 

◦ グーリシャンとアンダーソンの「治療的会話」＝「問題」につい
ての対話を通じてセラピストとクライエントが、新しい意味、新
しい現実、新しい物語を共同でうみだすこと 

 

◦  「無知の姿勢」の採用「旺盛で純粋な好奇心がその振る舞
いから伝わってくるような態度ないしスタンス」 

 

◦ クライエントから学び、好奇心をもち、そのストーリーに真剣に耳を傾け
ることで、セラピストは、クライエントが理解していることや経験したこと
を共同で探索する。 

 

◦ 治療的会話とは、セラピストの無知の姿勢と好奇心に刺激されて、ゆっ
くり進化を遂げてゆく具体的かつ詳細なクライエントのライフ・ストー
リーにほかならない。この好奇心と無知こそが、会話の領域を広げ、あ
らたな主人公による自由へ向けての物語を展開させてゆく。 

 

 
 



円環的質問法 

◦ 家族システムにある循環的構造（お互いが悪影響を与え合ってぐるぐる循環して
いる構造）に気づいてもらうためになされる。 

 

◦ 「そのことにつては、ご家族の中ででどのように決まるのですか」 

◦ 「その問題について、皆さんはどうなさってこられましたか」 

◦ 「（父以外の人に）＊＊の時、お父さんはどんな気持ちだったと思いますか」 

◦ 「もし問題が解決したとしたら、この家族はどうなると思いますか」 

◦ 「そうなるためには、どうすればそうなると思いますか。仮定の話でいいですか
ら」 

◦ 「そのことは、他の時でもそうですか」 

◦ 「同じ事は、どのようなときに起こりますか」 

◦ 「この前の時もそうでしたか（この前の時はどうでしたか。その前の時は…）」 

◦ 「自分の言動が他の家族にどんな影響を与えていると思いますか」 

◦ 「いつも家族にどんな言葉をかけたりどういった態度を取っているか思い出して
みてください」 



ナラティブ・セラピー 

◦ 社会構成主義に基づく 

◦ 人は「現実」を常に「意味づけ」しながら生きており、それ
は過去からの流れのなかでの経験に対する解釈である。自分
自身について、自らの意味世界を物語として編み出している。 

◦ クライエントが、自身の生活や人生を、問題により否定的に
支配されたと捉えるのではなく、肯定的に捉えることができ
るように支援する。自らの人生を構成するストーリーを理解
し、新たなストーリーに書き換えていく＝人生の再構築を図
る。 

◦ ドミナント・ストーリー：過去からの流れのなかでとらえて
きたクライエントの「物語」であり、問題が染み込んだス
トーリー 

◦ オルタナティブ・ストーリー：「物語」を変容し、新たに描
き出された物語 

 



リフレクティング・チーム 

① 面接者は、リフレクティング・チームから独立した形で家族と会話を
おこない、その会話をリフレクテイング・チームが観察する。 

② 都合の良い時点でリフレクティング・チームからいくつかのアイデア
について話す準備があることが伝えられる。家族側は、それを聞きた
いかどうか、それをいつ聞くか決めることができる。 

③ リフレクテイング・チームがその観察において生じたアイデアについ
て会話し、家族側は、そのやりとりを観察する。家族側の会話以外の
文脈に属するようなことはリフレクトせず、またネガティヴな合意は
与えない。 

④ リフレクテイング・チームによる会話をふまえて、家族側が会話する。 

⑤ 以上のプロセスを 1回～数回反復する（ルールとして、つねに面接シ
ステムが最終的なコメントをおこなう）。 

⑥ リフレクティングは、ネットワークのメンバーの内的対話（垂直のポ
リフォニー）を活性化する。 

 

ノルウェーの精神科医であるトム・アンデルセンによって提唱された家族療法の手法 
家族と家族療法形の間にあるワンウェイミラーを取り払い、 
家族に治療者たちが話し合う様子を観察してもらった。 
 



 （「なぜ予約リストが満杯にならないのか？」

という見学者からの質問に）「発症したら、
すぐ治療ミーティングを開くからですよ」 

 

 （急性期になぜミーティングが可能なのか？） 

 「急性期ほど『窓が開いている』からで
す」 

 

 （日本の専門家に対して）「あなた方は、何
を変えたくてオープンダイアローグを学ぶ
のですか？」 

ケロプダス病院職員の“名言” 



“臨床”における 
「新しい人間主義」の登場 

◦オープンダイアローグ Open Dialogue 

◦ユマニチュード Humanitude 

◦ハームリダクション Harm Reduction 

◦ハウジングファースト Housing First 



手法 対象 特徴 

オープン 
ダイアローグ 

統合失調症 

急性期 
治療チームによる対話的介入 

ユマニチュード 
認知症などの 

高齢者 

「ケアとは何か」「人とは何か」を問う哲
学と、言語・非言語によるコミュニケー
ション技法に基づいた、立位補助、食事介
助、清拭、入浴、更衣などの実践的な技術

で構成された手法 

ハームリダクション 依存症患者 

健康被害や危険をもたらす行動習慣をただ
ちにやめることができないとき、その行動
にともなう害や危険をできるかぎり少なく
することを目的としてとられる、公衆衛生

上の実践、方略、政策を指す 

ハウジング 
ファースト 

ホームレス 

「住まいは権利である」という理念のもと
で、主としてホームレス支援において「ま
ず安心できる住まいを得ることを目的とす

る社会政策や社会支援の枠組み 



新しい人間主義の特徴 

◦パターナリズムの徹底排除 

◦エヴィデンスに基づく 

◦ナラティブに寄り添う 

◦「専門性」の後景化→着脱可能な専門性 

◦ cureとcareの一体化 

◦人の「身体性」や「現前性」の重視 

◦合意と意志決定はプロセスの中で形成される 

◦過程とともに成果を尊重する 
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イギリス 
いくつかのメンタルヘ
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導入 
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スがある 
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児童思春期精神医

学ユニット 

 

２年間の研修コー
スがある 

 

ドイツ 
急性期患者への往診

サービス 
１年間の研修コー

スがある 

イタリア 
トリエステなど8つの

地域で応用開始 
効果の検証がすすめら

れている 

アメリカ 
パラシュート・プロ
ジェクト（NY） 

専門家やピアグループ
のための１〜２年間の
研修コースがある 

ODの国際的な広がり 



 ODDESSIプロジェクトは、NIHR(National Institute 

for Health Research)から総額240万ポンド（約4億

円）の助成を受け、2017年に開始された5年間のプ

ロジェクト 

 NHS(イングランドの国民保健サービス)の

NELFT(North East London Foundation Trust)を中

心として、多施設RCT（ランダム化比較試験）として

実施されている 

オープンダイアローグを対象とした初めてのRCT研

究（従来の研究は、非ランダム化フォローアップ研究や質的研究） 

 

 

ODDESSIプロジェクト-1 
Open Dialogue (OD): Development and Evaluation of a Social Network Intervention for Severe Mental Illness) 



日本での導入可能性 

◦オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン（ODNJ）を
中心とした啓発活動の展開 

◦ケロプダス病院職員による研修コースの実施 

◦ ACT(Assertive Community Treatment)との組み合
わせ 

◦精神病に限らず、ひきこもりや家庭内暴力の事例を対象
として応用を試みる 

◦有効性のエビデンスを蓄積しつつ応用範囲を徐々に広
げていく 

◦産業精神医学、福祉、保健、教育などの領域における応
用 

 



http://open-dialogue-network-jp.jimdo.com/ 
2015年3月発足。オープンダイアローグに関する情報共有、意見交換、 
イベント、セミナーなどを行います。 
共同代表：斎藤環（筑波大学） 高木俊介（たかぎクリニック） 
       石原孝二（東京大学）  
 


