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東日本大震災 災禍お見舞い 
 

 今回の東北地方太平洋沖地震は未曾有の被害をもたらす、日本史上稀に見る災害となった。東

北地方の津波による災害は目を覆うばかりで、死者・行方不明者を合わせて３万人にも上ると報

道されている。三週間余がたってもまだ行方不明者が非常に多く、被害の大きさも特定できずに

混乱は続いている。家族を失った方、自宅を失い、避難所へ身を寄せている人たちなど被災者の

方達の心身の苦痛は頂点に達しておられるだろうと察するに余りある。今回のことは平和ボケし

ている私たちに非常に多くのことを考えさせる機会となっている。初動の人命救助から三週間た

っての今、喫緊の課題は被災した人たちへのより十分な支援である。東京都にも数千人の被災者

を受け入れることになる。私たちの近くでは味の素スタジアムが避難所となっている。私たち巣

立ち会も早急に地元の行政や地域関係機関と連携をとって被災者の方たちへの精神保健サービ

スを主として、できる限りのご支援を考えていきたい。 
 
福島の原発のことを考えると、今後も予断を許さない状況が続いている。この上、原発の事故

による災害が重なれば東日本の壊滅的な打撃が憂慮される。水際で命懸けで頑張っている自衛隊

や消防庁の方たちの成功と無事を祈ると共に、事態の速やかな収束に向けて努力を続けてくださ

ることを願うばかりである。このような逆境の中でも秩序と礼節を保ち続ける日本人は世界から

賞賛されている。こんな時だからこそ日本人としての誇りを忘れずに冷静に且つ迅速に事態に対

処したいと思う。多くの方達の力を被災者やこれからの被災地復興のために結集させたいと願う

ものである。 
 
最後に、まだ先の６月となるが、巣立ち会が毎年調布市で実施している「愛のふれあいコンサ

ート」を「東日本大震災復興支援のためのチャリティー」として、被災地への義援金を募る予定

である。 （詳細は本紙８頁） 
社会福祉法人 巣立ち会     

理事長 田尾有樹子 
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理事長就任に当たって 

 前任の栗田さんは巣立ち会にとって素晴らしい理事長だった。彼はかささぎ会（調布

精神障害者家族会）を今のような活発な団体に作り上げた立役者であった。巣立ち会で

もそれこそ、巣立ち会のモットーである、「NO と言わない」スタンスを貫き通してくれ

た。私たち実務部隊があれやこれやと新しい事業を提案し続けても決してブレーキをか

けることをしなかった。 長期の旅行に行く時は実印を預けてもいいとさえ言ってくれた。

そんな彼が理事長を降りたいと言い始めたのが３年前の秋だった。「もう僕がいなくとも

巣立ち会は十分にやって行ける」と。何とかもう一期、お願いしたいと昨年まで続けてもらったが、今回

は決意は固かった。是非にもう少しとお願いしたが、今回は「もう一期という約束だったから」と固辞さ

れてしまった。巣立ち会が出来て２０年、最初からの役員は私を含めて３名だけになってしまった。栗田

さんは最初からではないが、巣立ち会の歴史を知っている人が又一人いなくなることへの寂しさは拭えな

い。 
 巣立ち会は２年と置かず、新しい事業を立ち上げてきた。私が理事長になることで、もっと歯止めがか

からなくなるのでは？という不安もあったようだが、前理事長は「変わらない」と言い放った。「田尾さん

が田尾さんである限り今までと変わらない」と。私も確かにそうかなとも思う。しかし、一方早く「理事

長業務」らしいことをやってみたいという夢はある。それは日本の精神保健医療福祉が十分に当事者（家

族）のために機能して、十分な満足を得られていると感じたときである。書いていて、そんな時が私の時

代に来るのかと又少し気分が暗くなってしまった。 
  ただ、私の良いところは根っから楽観的だということである。余り暗い未来を考えない。未来は希望

に満ちているとただただ信じることは大切である。昔、私の師からこの仕事をしていく上での重要な資質

として、楽観的であることを言われた。あまり大きな課題や期待を持つと、実現しない可能性が大きくな

るが、目の前の足元の、利用者一人ひとりの可能性を見ていくと、結構着実に花開いている事が多い。長

い入院の人がやっと退院できた。しかも彼が「ありがとう」と言ってくれた、若い利用者が私の誕生日を

覚えていてくれて「おめでとう」と言ってくれた。ある利用者が目標にしていた試験に合格した。ある利

用者の仕事が続いている。家族が喜んでくれた。「夢を実現しよう」と語りかけたら、「本当ですか！」と

彼女は目を輝かせた。 
 そんなことの日々積み重ねが今の巣立ち会になってきている。この利用者の喜びを自分達の喜びにする

という DNA を、巣立ち会は職員の皆さんと力を合わせてこれからも持ち続けたい。 
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講演会 英国でのリカバリー支援 

  《 ジェフ・シェパード氏 講演》 

 
平成２２年度東京都地域の拠

点機能支援事業の一環として、

２月２７日日曜日午後１時３０

分より「英国でのリカバリー支

援」と題して英国よりお招きし

たジェフ・シェパード教授によ

る講演会を開催しました。  
会場の三鷹産業プラザ７階大ホールは精神福祉

の関係者、またその患者を抱えるご家族の方等で、

開始間際には満員となりました。 
 
 講演に先立ち当会理事長田尾が挨拶に立ち、日

本におけるリカバリーの実践はこれからであり、

今日の講演を通してリカバリーとはどうあるべき

かを皆様と考えてゆきたいこと、また、こころの

健康政策構想実現会議が推進する「“精神疾患は三

大疾患の一つ、こころの健康推進をわが国の基本

政策に”を掲げた１００万人署名活動」に触れそ

の協力を来場者に訴えました。 
 
次に、清原三鷹市長からこの講演会は東京都福

祉保健局の後援を受けた地域の拠点事業を拡げる

取組みであること、三鷹市も地域ケアネットワー

ク作りのあり方を検討中である旨、心強いスピー

チがありました。 
 
講演の進行は、今日の座長である前東京都立多

摩総合精神保健福祉センター所長の伊勢田堯氏が

務め、またシェパード教授の日本語通訳にはメデ

ィカル・パートナーの後呂聖子氏が担当されまし

た。 
 
 

 
伊勢田氏はシェパード教授紹介の中で、「イギリ

スの精神科リハビリテーションの第一人者であり、

臨床・研究・教育・行政にわたる幅広い活動歴が

あり、また国際的な活動も顕著です。」と述べてい

ます。 
 
シェパード氏の講演は、英国における過去５０

年余の精神保健改革の話から始まり、「リカバリ

ー」の本質、精神保健サービスについての新たな

哲学の必要性、利用者の体験、リカバリーを実現

する組織変化の方法論等を時折大きなジェスチャ

ーを交えながら順々と説明されました。 
最後に、「リカバリーは〈彼ら〉と〈我々〉の間の

新たな関係を意味している」と締めくくり、シェ

パード氏と来場者との質疑があり閉会となりまし

た。 

講演を通じ、シェパード氏は精神保健サービス

の「病院」から「地域ケア」への変化の重要性を

強調され、来場の皆さま、そして福祉関係者も大

きな感動をもって拍手を送りました。 
シェパードさん、ありがとうございました。 

 
なお、講演内容をまとめた報告書を作成しまし

た。当会のホームページで４月中に公開予定です。

どうぞ、ご覧ください。 
                （小島） 
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シンポジウム こころの健康をまもる地域精神保健医療を考える 

 

平成２３年１月１６日(日)三鷹市産業プラザ

にて、平成２２年度 厚生労働省障害者総合福祉

推進事業の一環として、シンポジウム「こころの

健康をまもる地域精神保健医療を考える」を開催

いたしました。 

今回は地域での精神保健医療体制をテーマと

し、各分野で日夜活動されている方々を講演者に

お招きしました。来場者の中には、福祉関係の専

門職者以外にも、地域住民・当事者家族など、様々

な方がいらしてくださいました。 

精神疾患は日本の三大疾患であるにも関わら

ず、未だにその支援体制は入院を中心とし、地域

との関わりが薄く、当事者やその家族に負担がの

しかかりがちです。以前より問題視されています

が、日本は精神病床数及び入院患者数が諸外国と

比較して非常に高く、かつ、なかなか改善されて

いないことが現状としてあります。加えて、気分

障害者の増加、高齢化に伴う認知症患者の増加、

これらの傾向は今までの精神保健医療体制では

支援が困難になるでしょう。 

今回のシンポジウムでは、そういった日本の精

神保健医療の現状と課題の話から、地域に根ざし

た支援を展開するため、アウトリーチサービス、

セーフティネットの構築、自殺対策、家族・介護

支援についての講演がなされました。 

地域で支援をしていくためにはアウトリーチ

サービス・セーフティネットの構築が重要だとい

われます。訪問して当事者のニーズを発見するこ

と、そこに多職種が関わることで、ニーズにあっ

たサービスを提供することができる。そういった

ネットワークができていると、地域で安心して生

活をすることが可能になる。講演者の皆さんの話

を聞き、これまでのように医療機関・家族に任せ

きりでなく、地域に存在する多くの支援者を活用

することが地域全体のこころの健康を守ること 

につながるのだということがわかりました。 

そして、そうした体制に変えていくことにも地域

の力が必要とされているのだと思いました。 

長時間に亘るシンポジウムでしたが、皆さん最

後まで熱心に耳を傾けておられました。 

また最後のパネルディスカッションでは、三鷹

市のこころの健康を会場の皆様と一緒に考えら

れた、とても有意義なものとなりました。今回の

シンポジウムで得たことを活かし、今後の地域精

神保健医療の底上げが急務と感じました。 

講演者の皆様、ご来場の皆様、運営に協力して

くださった皆様のおかげで、実のあるシンポジウ

ムとなりました。 

まことにありがとうございました。 

（遠藤）
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研修会 報告 

当会では、厚生労働省「平成２２年度障害者総合福祉推進事業」の一端として、こころの健康につい

て様々な切り口から知識を深めていくための研修会を実施しました。前号の「研修会、講演会のお知ら

せ」でご案内しましたプログラムの中から以下４テーマについてご報告いたします。 なお、テーマ「こ

ころの健康をまもる地域精神保健医療を考える」は、本紙４頁をご覧ください。 

１．家族のメンタルヘルスと愛着に関して 

初回は平成２２年１０月２９日

（金）に、東京福祉大学名誉教授

でありクロスロード・フォー・ソ

ーシャルワーク社所長のヘネシ

ー澄子氏を講師としてお招きし

「家族のメンタルヘルスと愛着

に関して」というテーマで講義を

していただきました。精神保健福祉分野だけでなく、

教育現場の方々も参加されており様々な分野でメ

ンタルヘルスについての関心の高さを感じました。 
 講義の内容から、児童の健全な発達を促すために

保護者の関わり方が非常に重要であるということ

を学ばせていただきました。児童と保護者の間に

「愛着の絆」が結ばれることで児童の脳の正常な発

達を促し、人間関係作りの能力の基礎となることが

研究によって解明されています。児童と愛着を結ぶ 
 

ためには「アイコンタクト」や「おんぶ」など安心・ 
安全感を与える行動と「赤ちゃんの微笑みに微笑み

で返す」など赤ちゃんと波長を合わせる行動をする

ことが重要だというお話でした。 
 子どもに対して当たり前のようにしていること

が非常に大切である事を強く感じました。そうした

子育てが後のメンタルヘルスに大きく関わってく

るのだと思い講義を聞いていました。この他にも多

くの重要なポイントが挙げられ、もし自分が親にな

ったら子どもに対してどう接するかと置き換えて

考える事ができるような、とても身近で浸透しやす

い講義でした。 
今後メンタルヘルスを考えるうえで早期発見・早

期治療以前の段階での予防という視点として児童

の発達の問題は非常に重要になってくるのではな

いかと思います。 
                 （川口） 

２．「メンタルヘルスと自殺対策」 
 同１１月２６日（金）には、「メンタルヘルスと

自殺対策」というテーマで、講師に伊勢田堯氏（前

東京都多摩総合精神保健福祉センター所長）をお

迎えし、２９名の参加がありました。副題を「英

国における精神保健改革と自殺防止戦略」とした

通り、伊勢田氏はイギリスの精神保健福祉施策に

精通しておられます。イギリスでは、エビデンス

に基づく国家戦略としての長期的・包括的な自殺

対策として、実態調査によるハイリスク群の特定

や、マイノリティーなどの社会的弱者に対する支

援等を継続していることなど

を詳細にご説明頂き、今後の進

むべき方向が明確になりまし

た。 

（長門） 
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３．「思春期のメンタルヘルス」 

 同１２月１３日（月）の西田

淳志氏（東京都精神医学総合研

究所）による「思春期のメンタ

ルヘルス」には、４４名の参加

がありました。西田氏はすでに

この分野では日本の第一人者

としてご活躍されています。思

春期がこころの不調の好発期であることとその理

由、そのことが及ぼす社会的損失についての説明

があり、現在の制度の問題点や未支援・未治療期

間の短縮に向けた海外の取り組み等についてご紹

介頂き、会場の関係者からも大きな反響がありま

した。 

 講師の伊勢田氏と西田氏は、前号でも紹介した

「こころの健康政策構想実現会議」でも、当会理

事長の田尾と共に共同代表を務めるなど、中心と

なりご尽力をされています。当日は「こころの健

康推進を日本の基本政策に」を合言葉にした署名

活動等も実施されました。こうした活動も含めて、

大きな枠でメンタルヘルスについて理解して発信

していく重要性を実感した研修会でした。 
                 （長門） 

 

４．訪問活動について ～ACT の実践現場からの報告～ 

平成２３年２月６日（日）、たかぎクリニック院

長の高木俊介氏をお招きして、三鷹産業プラザで

開催されました。高木氏の ACT-K(包括型地域生

活支援プログラム)でのご活躍は有名であり、定員

を上回る大勢の方が来場しました。お話の内容は

ACT-K の活動だけでなく、日本の精神科医療の歴

史的背景・問題点など様々な講演内容に、参加者

は皆頷いたりメモを取ったり真剣な表情で聞き入

っていました。 
高木氏の「病的な世界」と「健康な世界」の両

立が統合失調症の本当の落ち着きである、「両立」

とは，病的な世界を「つぶす」ことではなく「置

いてくる」ことだという言葉に、

「私は健康な世界だけ存在し

てほしいと思っているのでは

ないか」と考えさせられました。

また，「病状は悪くなるのでは

ない。統合失調症らしい反応を

しているだけだ。」と聞き、も

っとゆったりと柔軟に対応していけば良いのだな

と反省する思いでした。 
時々ユーモアも交えた 3 時間の講演はあっとい

う間で、日頃の自分の支援の姿勢を振り返る良い

時間でした。           （佐藤） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           平成２２年度 厚生労働省障害者総合福祉推進事業の一環と 

           して、「みたか こころの健康ハンドブック」（右図）を刊行 

いたしました。 「こころの病気」について家庭や学校、職場や地域社会など、身近 

な人同士でお互いに気づきあい、支え合うような「こころのセーフティーネット」を 

築くために、この冊子をご活用頂くことを願っております。 

ご希望の方は、以下までご連絡ください。 

なお、４月中に当会のホームページで公開の予定です。 

連絡先：０４２－４８８－４４３６ （ルポゼ 長門まで） 

お知らせ 
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イベント紹介 

 
 平成２２年１１月１１日

（木）、お天気は快晴、今回は

「東京一日観光ツアー」の旅で

楽しみました。 ８：４５予定

通りにバスは出発。永福町ＰＡ

でトイレ休憩後、バスは都心に

入って行きました。 
国会議事堂を車窓から見学

した後１０：３０に最初の見学場所である東京タ

ワーに到着しました。皆で展望台へ上り、晴天の

中素晴らしい眺望を楽しみました。お土産を物色

したり、カフェで休憩するメンバーもいました。

集合写真を撮影した後、増上寺を経由し築地へと

向かいました。 
１１：５０に築地へ到着、バスガイドさんの案

内で途中まで全員で列になり築地外市場を散策し

た後、自由行動となりました。バスガイドさんお

薦めの寿司屋で昼食をとった方が多かったようで

した。また事前に配布しておいた「しおり」を参

考にそれぞれが昼食やお土産を購入するなどして、

築地を満喫していたようでした。 
午後の見学は、時間が押していたため皇居見学

は車窓からだけにして浅草へ向かい

ました。 
１４：３０に浅草到着。先ず浅草寺

本堂前で全員の記念撮影をして、雷門、

宝蔵門、仲見世通りや浅草神社などを

各自散策しました。 
揚げ饅頭や人形焼などをお土産に購

入する方も多くいたようでした。 
１５：２０バスに戻り、最後の見学地である建

設中のスカイツリーに向かいました。 浅草から

は隅田川を渡ると直ぐでした。 高さがもう５０

０メートルを超えたツリーを車窓より仰ぐように

眺めました。 

  
 
帰路、首都高速からの夕日に染まるレインボー

ブリッジやお台場の景色は最高でした！ 途中、

芝浦ＰＡでトイレ休憩をとり終着調布を目指しま

した。  
良いお天気に恵まれ楽しい一日でした！ 
              （大久保） 

 

 

 
東京タワー前で 

浅草寺 本堂前で 
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第８回 愛のふれあいコンサート：お知らせ 

 

毎年、お世話になっている関係機関・地域の皆様をご招待し開催してい

る本コンサートも第８回目を迎えます。今回は開催の主旨を「東日本大震

災復興支援のためのチャリティーコンサート」とし、私たちが今被災地の

方々のために出来ることを本コンサートを通じて行いたいと思います。 

会場には、義援金のためのチャリティーボックスをご用意いたします。 

皆様のご来場を心よりお待ちすると共にご協力をお願い申し上げます。 

 

【日 時】２０１１年６月２４日（金） 
【開 場】：１８時  開演：１８時３０分 
【場 所】：調布市文化会館たづくり くすのきホール 
【プログラム】 

♪ 前半：永井幸子（フルート） 
大萩康司（ギター） 

♪ 後半：サイ・イエングアン（ソプラノ） 
 
♪♪ 曲目などの詳細は、別途チラシにてご案内します ♪♪ 

（濱井） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21 
特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会 

定価 50 円 
編集；社会福祉法人巣立ち会 

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 2-6-6 
   ℡ 0422-34-2761 

http://sudachikai.eco.to/ 
sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 

 

編集後記 
「編集をお願いします」と云われた時には、正

直意欲と緊張感がない交ぜであったが、とにかく

寄稿者皆様のご協力と長門さんのアドバイスを

受けようよう発刊の運びとなった。 関係の 

皆様、ありがとうございました。 （小島） 

<< 研修会：一部中止のお知らせ >> 
前回号の巣立ちだよりでお知らせした以下の研修会は、３月１１日に発生した地震災害により急

遽中止いたしました。ご了承ください。 

    ・テーマ ：うつ病のリハビリテーション 

  ・講 師 ：近藤伸介先生（北原リハビリテーション病院院長） 

  ・日 時 ：平成２３年３月１６日（水） 

  ・会 場 ：調布市文化会館 たづくり 
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