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「こころの健康政策構想会議」に参加して 

                     巣立ち会 田尾有樹子 

 突然に降って沸いたような話だった。長妻大

臣に精神保健医療の政策提言をするので、会議

を持つという。委員になってほしいと言われた

のは２月だったろうか。状況はよく理解できて

いなかったが、とにかく、日本の精神保健医療

（福祉）がよくなる可能性のあることなら何で

も引き受けていこうと常に思っていたので、引

き受けたのも二つ返事だった。 

３月は準備に明け暮れ、４月３日から開始と

なった。いろいろな調整の末、５月

中には終えられることが望ましいと

いう結論だった。国の会議と連動す

るためであった。骨格は座長である

岡崎先生（都立松沢病院院長）の意

見を中心に決まっていたが、各論を

形成する作業が行なわれた。

 
この会議の特徴は会議の中心に当事者・家族

を据えたことだった。非常に丁寧に当事者・家

族の意見を吸い上げ、委員の数も最初は４０数

名の予定であったが、終わってみたら９０名で、

当事者・家族は３０名にも及んでいた。どんど

ん増えていったのである。この柔軟さがこの会

議の特徴でもあった。 

提言内容の中心は精神疾患を国民の三大疾患

として捕らえ、それにふさわしい改革を行い、

精神保健医療を変革して

いくことである。精神疾

患に対する偏見を乗り越

え、国民病だということ

を認識していくことが第

一歩だというのである。 
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５人に一人が生涯のうち、何らかの精神疾患

を患うといわれている。国民病以外の何者でも

ないはずである。しかしそれに見合うような精

神保健医療福祉の充実は見られない。何とかし

たい、この会議に結集した人たちの共通する思

いであった。 

提言は具体的には、多職種によるアウトリー

チ、地域こころの健康推進チームの創設(保健の

部分)、医療サービスでは医療機関内の多職種チ

ーム、救急の充実、専門医療の充実、精神科病

床の半減、診療報酬を一般医療と同等にする、

家族などの介護者の支援、そして精神疾患対策

基本法(仮称)のような法整備などに及んでいる。

提言案などの具体的な部分についてはかなり長

くなるので、ホームページ等をご参照頂きたい。 

今回のこの８回に及ぶ会議の過程で、当事

者・家族と同じテーブルで、政策提言をすると

いう今までにない経験を持った。精神医療に関

してパターナリズムだとよく批判されるが、国

の施策そのものが十分に当事者のニーズを反映

しているとは言いがたく、専門家のニーズで決

まっている部分が大いにあると改めて感じる結

果となった。今回のこの提言にいたるプロセス

そのものが新しい提言であると感じている。

 

この提言を実現するためには国の会議で検討

するだけではおそらく何も変わらない。このプ

ロセスの共有化も含めて、国民全体の運動を巻

き起こしていくことが今後の課題である。この

活動は今まさに始まったばかりである。日本の

精神保健医療福祉を変えていくことができるか

どうかは我々の今後の活動にかかっている。幸

い(?)なことに、管直人氏が総理大臣になったと

いうニュースが今週は日本中で話題になってい

る。彼の第三の道として介護・医療・環境に消

費税を増税して投入していくという提案がなさ

れている。彼の提案が私たちの望む道筋を少し

でも確実なものとしてくれることを祈るばかり

である。  

こころの健康政策構想会議 ホームページアドレス 
http://www.cocoroseisaku.org/about.html 

委員や関係者の方々のご尽力により、こころの健康政策構想会議の提言書は無事、５月２８日

に長妻厚生労働大臣に手渡されました。５月２９日（土）には、第８回（最終回）のこころの健

康政策構想会議が行われ、そこで報告書の配布と説明が行われました。 

現在、報告書のホームページへのアップロード作業が進められております。 

また、構想会議の提言の実現に向けては、今後も様々な取り組みが必要です。６月以降、一般

市民に向けて構想会議提言を理解して頂くための報告会を随時開催していく予定です。また、提

言を実現させていくための署名活動の実施なども検討されております。提言をご覧頂いた上で、

ぜひ皆様方のご協力をお願い致します。   （こころの健康政策構想会議事務局 長門） 

http://www.cocoroseisaku.org/about.html�
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こひつじ舎のお弁当を食べたメンバーの感想です☆ 

・ いろいろな種類があっておいしいです。 

・ 弁当箱をあけるのが楽しみです。 

・ ４、５種類のおかずが入っているので１人暮らし 

  でも栄養バランスよく食べられます。 

 

 

 こひつじ舎配食サービス開始！！ 

こひつじ舎では今年度からお弁当の配食サービスを始めました。 

少しでも多くの方にご利用頂きたいと思っております。気になる方はぜひ、配食係までご相談ください。 

 

 

 

 

    厨房で働くメンバーの声もお届けします★ 

・ 厨房作業は楽しいです。スムーズに作業できています。 

・ ４月から厨房で働き、好きなことなので毎日楽しくやっています。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

メニューは日替わりで、お肉・お魚・野菜と 

バランスよく食べることができますよ♪ 

食べてくれた方に、元気をあげられますように

という気持ちを込めて作っています 

こひつじ舎に新車両がきました！！ 

こひつじ舎ではこれまで 2 台のワゴン車を施設車輌として所有していましたが、 
そのうち 1 台が老朽化のため、日本財団さんに福祉車輌助成を申請し、平成 22 年 2 月、

無事新しい車輌（日産セレナ）を購入することができました。 

新車で乗り心地も快適。現在請け負っているマ

ンション清掃（4 箇所）や、日々の業務に早速活

躍しています。利用者が増え、外へ出かける仕事

も増えてきたこひつじ舎にとっては朗報です。 
今後もこの車輌をフル稼働させてこひつじ舎

一同、「よく働き、よく遊ぶ」を実践していきた

いと思います。        （林田） 
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シンポジウムを開催しました 

去る平成２２年の１月と２月に、三鷹産業プ

ラザにてシンポジウムを開催しました。 

１月２３日（土）のシンポジウムは「うつ病

のリハビリテーション～社会参加と復職支援

の現場から」と題して、医療関係者だけでなく、

企業、当事者やその家族など１７１名の方々が

参加され、うつ病に対する関心の高さを感じま

した。 

また２月２７日（土）には「思春期・青年期

のメンタルヘルス～精神疾患の早期支援を目

指して」とのテーマで、教育機関の方やご家族

など、１６１名の方々が参加されました。 

 

うつ病のリハビリテーション 

＜基調講演・田島氏＞ 

 うつ病治療の現状と課題をわかりやすく

講義してくださいました。 

一般的に良いとさ

れている服薬や休息

だけが全てのうつ病

に効果的な方法とい

うわけではなく、その

人のうつのタイプに

合った治療が必要だということ、症状を長引

かせないためにも、早期に適切な治療をする

ことが大切とのことでした。 

＜行政報告・熊谷氏＞ 

うつ病が自殺の要因となっていることを重視

し、うつ病の予防・復職支援の取り組みについ

て、休業中のケアや職場復帰後のフォローアッ

プなどの職場復帰支

援プログラムを明確

化し、企業の責任のも

とで職場のメンタル

ヘルス対策を行なう

よう促しているとい

う話がありました。うつ病の予防とリハビリに

は、医療機関だけでなくその人が現在いる環境、

関係機関との協力が不可欠であることがわかり

ました。 

＜実践報告・岡崎氏 瀬戸口氏 田尾氏＞ 

 うつ病のリハビリテーション、復職支援の実

際について、岡崎氏（NTT 東日本関東病院）、

瀬戸口氏（小石川メンタルクリニック）と当会

の田尾より実践報告がありました。 

 うつ病のリハビリ（リワークプログラム）と

その他の精神疾患におけるリハビリでは、プロ

グラムの内容、本人に対する“負荷”に違いが

ありました。職場へ復帰した後も働き続けるた

めに必要な力、生活リズム、ビジネス基礎能力、

円滑な対人交流、再発防止について学ぶことに

的を絞って行なうプログラムは、利用者にも目

標がわかりやすく、段階に応じて負荷をかけて

いくことができてとても有効です。 

「うつ病のリハビリテーション」プログラム 

基調講演…田島 治氏 

（杏林大学保健学部精神保健学教室） 

行政報告…熊谷 直樹氏 

（東京都福祉保健局障害者施策推進部） 

実践報告…岡崎 渉氏 （NTT 東日本 関東病院） 

瀬戸口 和久氏 （小石川メンタルクリニック） 

田尾 有樹子氏 （社会福祉法人巣立ち会） 

スピーカーズ・ビューロー 

壇ノ原 浩氏  （社会福祉法人巣立ち会） 

パネルディスカッション 
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リワークプログラム利用者の復職率は高いで

すが、需要の多さに対してプログラムを実施し

ている場所が少ない事が問題として挙げられま

した。 

また、利用の対象者に条件があること、全て

のうつ病患者が利用できない点が今後の課題と

なってくるとのお話でした。 

＜スピーカーズ・ビューローと 

パネルディスカッション＞ 

会場の参加者の方々とパネリストの方々との

意見交換が繰り広げられました。 

当事者の方から、制度や支援体制が整っていて

も職場の上司の理解が得られず、復職に困難を感

じるとの話や、復職支援に対する方針が企業全体

に浸透しておらず支援制度を受けられないなど、

実際の復職にはまだまだ多くの困難があるとの

話がありました。 

リワークプログラムのみの支援でなく、企業側

の理解を得られるよう働きかけを行なう必要性

を感じました。 

 

思春期・青年期のメンタルヘルス 

続けて２月には、精神疾患の早期発見・早期

支援がテーマのシンポジウムを開催しました。 

精神疾患は、発症後の早い時期に適切な治療

や支援をおこなうことで、よりスムーズに回復

することができます。私たちが日頃支援してい

る方々でも、話を聞くと青年期やそれ以前から

精神疾患の兆候がみられていたのではないかと

いう方々も多くいます。早期支援は、生活の質

の向上や、将来の障害を軽減するために重要な

支援です。 

厚生労働省の寺谷氏による行政報告では、発

症後の流れの説明と共に、早期発見・支援を進

めるために何が必要か、現在日本はどういった

取り組みをしているかを話して頂きました。 

 

 

続けて作家

の加賀乙彦氏

に基調講演を

頂きました。

思春期の多感

性や精神的疾

患の罹りやす

さについて、

思春期にライフイベントが重なり、かつ共働き

家庭が多い日本では、精神疾患にかかりやすく

発見し難い環境があるといえるため、早期発見

ためには医者でも心理職でもない中間職の支援

者を増やすことが必要だと氏は述べていました。 

 午後に実践報告を行った 3 団体はその中間的

な支援を担う役割であるといえるでしょう。 

「思春期・青年期のメンタルヘルス～精神疾患の早期支援を目指して」プログラム 

行政報告…寺谷俊康氏 （厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課課長補佐） 

基調講演…加賀乙彦氏 （作家・精神科医） 

実践報告…濱口達也氏 （三重県立こころの医療センター ユースメンタルサポートセンターMIE） 

石倉習子氏 （東京都立松沢病院 ユースメンタルサポートセンター松沢） 

田尾有樹子 （社会福祉法人巣立ち会 ユースメンタルサポート Color） 

パネルディスカッション 

  司会 ： 長汐道枝氏 （府中市教育委員会 スクールソーシャルワーカー） 
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ユースメンタルサポートセンターMIE、松沢、

Color はいずれも学校、医療、地域との連携

を図り、早期発見・支援を目指して活動して

います。従来の精神障害者の支援と異なり、

支援対象が現れるのを待つのでなく、支援者

から出向いて行くアウトリーチが中心となり

ます。そのため各方面への広報・啓発活動も

重要な活動の一つとなってきます。 

また、医療への仲介だけでなく、本人の目

標や希望に沿って環境調整や家族支援、様々

な支援をコーディネートすることは、寺谷氏

の言う包括的な支援であるといえます。医療

機関を母体とする MIE、松沢には、医療・生

活の両面からの行き届いた支援が期待されま

す。また、Color は地域の中で活動している

ため、地域からの相談を受ける窓口の役割が

期待できるでしょう。

 

シンポジウムを通じて、日本の早期支援がま

だ始まったばかりであることが浮き彫りになり

ました。教育現場との連携の難しさ、精神疾患

への偏見、相談窓口・支援者の少なさなど課題

は多いといえます。会場から“精神科への敷居

は高い”との声が聞かれ、関係機関や一般の人々

への啓発活動がまだまだ不十分であるとともに、

支援体制の整備の必要性が感じられました。 

しかし課題だけではありません。今回のシン

ポジウムで 3 団体が発表したように、確実に早

期発見・支援は進められていこうとしています。

どの現場でも思春期の精神的問題が取り上げら

れる今、支援体制の整備や支援者への教育は急

務であり、現場の努力だけでなく、行政や市民

も含めた国をあげての取り組みが必要です。今

後の発展と普及が期待される一日となりました。 

（遠藤） 

♪第７回「愛のふれあいコンサート」を開催します♪ 
来る 7 月 2 日、本年も、巣立ち会主催「愛のふれあいコンサート」を開催することとなりました。 
今回も素晴らしいゲストをお迎えし、皆様へ心あたたまるひと時をお届けできるよう準備をすす

めております。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

日時 2010 年 7 月 2 日(金) 18:30 開演  場所 調布市文化会館たづくり くすのきホール 
出演者と予定曲目  
崎元 讓（ハーモニカ）Ｅ・レコーナー：マラゲニア 

            Ｔ・ライリー ：セレナーデ 
            Ａ・ピアソラ ：アヴェマリア 

    山田耕筰   ：赤とんぼ 他 ※ピアノとの合奏も予定しています 
川嶋 仁（ピアノ） ベートーヴェン：「エリーゼのために」 

ショパン   ：練習曲集 op.10 より No.3 ホ長調 「別れの曲」 
                             No.12 ハ短調 「革命」 
                    ポロネーズ 第 6 番 変イ長調 「英雄」 他 

    ※その他詳細は同封のチラシをご覧ください。 
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「精神疾患の早期発見・早期支援を目指して」 

報告書を作成しました 

当会が平成２１年度に厚生労働省の「障害者

自立支援調査研究プロジェクト」の指定を受け

て実施した事業が「大都市圏若年の未支援・未

治療期間短縮に向けた地域連携システムの構

築」です。 

その事業のなかで、昨夏に精神疾患を持つ若

者の早期支援事業所「ユースメンタルサポート

Color」の運営を開始したことをはじめ、先に

あげたシンポジウム「思春期・青年期のメンタ

ルヘルス」の開催をはじめとした啓発活動など、

様々な取り組みを行いました。 

その中で、平成２２年３月までの事業の成果

をまとめた報告集を、この度発行しました。 
報告集ではまず、精神疾患を抱える若者への

早期支援についての意義やあり方について簡

潔に記した上で、昨年度の我々の取り組みにつ

いて、実際の活動内容や相談ケースについての

実態をまとめました。 
ケースについては、実際に相談窓口を立ち上

げて９ヶ月という短い期間のなかで相談者が

３６名、そのうち１４名にたいして継続的な支

援を実施していました。活動については、約６

０か所の地域の関係機関を回り、事業の説明や

協力依頼をおこないました。

続けて、個々のケースに対して我々が実施した

支援についても、その実践内容や考察を加えて

います。一般的に「心理社会的支援」という言

葉が使われることが多いのですが、実際のとこ

ろ支援は多岐にわたり、しかも個別性が高く、

学習支援や同伴支援、家族支援など、それぞれ

のニーズに応じた支援が必要であることがわ

かりました。 
加えて、都立高校へのアプローチが全くでき

なかったことなど、今後の課題にも言及してお

ります。 
巻末には、事業で作成した各種パンフレット

や講演会・研修会・シンポジウム等の資料も豊

富にあり、これから日本で早期支援の事業を始

めようと考えている方にとって役に立てて頂

くことはもとより、教育・医療・行政等の関係

者の方々などにも、ぜひご覧頂きたいと思って

おります。 
この報告書は、巣立ち会のホームページより

ダウンロードが可能です。興味を持たれた方は、

どうぞご覧下さい。 



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２０１０年６月１６日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第１９９７号 

 

8 

ピアサポート講演会 ＜心の病＞をくぐりぬけて 

三鷹市精神障がい者地域自立支援事業（ピア

サポート事業）では、様々なイベントや勉強会

を通じてより多くの仲間との出会える場所を提

供しています。それらのイベントの中には、ピ

アカウンセリング講座やセルフヘルプグループ

育成講座、WRAP（元気回復行動プラン）、ふれ

あいトーク、講演会等を毎年開催しています。 
 平成 21年度のピアサポート事業の講演会では、

平成 22 年 3 月 2 日の午後に、三鷹市産業プラザ

で『<心の病>をくぐりぬけて』という演題で森

実恵氏に講演をして頂きました。金曜日の午後

でしたが、55 名の方にご参加頂きました。 
森氏は、『心を乗っ

取られて』（潮文社）、

『心の病をくぐりぬ

けて』（岩波ブックレ

ット）、『なんとかなる

よ統合失調症』（解放

出版社）などの著書が

あります。講演会では、前半では 2003 年に大阪

読売新聞に寄稿連載していた「統合失調症とと

もに」の記事やご自分の幻聴などの体験を 3 コ

マイラストにしたものをつかいながら、これま

での病気とのつきあいについて話して下さいま

した。

  
ご自分の幻聴についても、「死ね、死ね」とい

う声が二十四時間、絶え間なく聞こえ、音量は

ラウドスピーカー六、

七台分、人数は百人ぐ

らい」といったとても

リアリティーのある言

葉で体験談を語って頂

きました。 
その後、「執筆活動が回復の後押し」と話され

ていたように、現在では関西方面を中心に講演

活動や執筆活動をされているようです。前半最

後には、某女性芸人のギャクをもじって、ご自

分の病気の体験を踊りを交えて話された様子に

は圧倒されました。 
 後半では、当日の事前打ち合わせで急遽お願

いしたテーマでしたが、森氏が大阪で参加され

ている当事者のグループの活動の紹介と、森氏

が同じ障害をもった方からの電話相談に携わっ

ている中で、活動を通じて森氏が考えられてい

るピアサポートについて、ホワイトボートにイ

ラストを描きながら説明して下さいました。 
 ２時間という短い時間でしたが、ピアの活動

を大いに盛り上げて頂いた講演会でした。ご参

加頂いた皆様、ありがとうございました。（小林） 
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編集後記 
「おれはハードボイルドだ」と発言して周囲の失笑

を買うのはいつものことだが、17 歳の時に私立探

偵スペンサー・シリーズに出会い、以後愛読してき

たことがその原因だ。作者ロバート・B・パーカー

が亡くなったが、これからも私はタフにマッチョに

生きようと思います。ハードボイルドだぜ。（長門） 
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