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　巣立ちだより

巣立ち会初の「合コン」

　昨年 12月、巣立ち会初めて
の “合コン ”をシンフォニーで
開催しました。名付けて、「恋
人をつくろう！　クリスマス
パーティー」。
　パートナーがほしいという声
は、以前より利用者の方々から
聞こえてきていましたが、出会
いの場を作るイベントの企画は
前例がなく、なかなか実現には
至りませんでした。今回、とに
かくやってみよう、ということ
になり、日頃よりお付き合いの
ある調布市および三鷹市内の作

業所や病院デイケアにお声がけ
してみることになりました。
  

約60名が参加

　準備期間も短く、いったいど
のくらいの方が関心を持ってく
ださるか、不安だらけのスター
トでしたが、日程が近づくにつ
れ各方面からお申し込みをいた
だき、当日は 60名近い方々が
参加されました。
　パーティーの構成は、自己紹
介、ゲーム、そしてフリータイ
ム。最初はぎこちなかったグ
ループも、次第に和気あいあい

「恋人をつくろう！  クリスマスパーティー」を開催

と盛り上がり、フリータイムで
は連絡先を交換する人も！　女
性は少なめでしたが、「楽しかっ
た」という感想を多くいただき、
まずは大（？）成功とスタッフ
一同胸をなでおろしました。
  

定期的な開催を地域に提案

　今回のみなさんの反応から、
このようなイベントの需要は大
きいことがわかりました。今後、
同様のイベントが定期的に開催
されるよう、地域にも働きかけ
ていきたいと考えています。

（関）
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インタビュー

10月 1日から 11月 10日まで、医師の熊
くま
倉
くら
陽
よう
介
すけ
さんが巣立ち会で精神保健福祉士の実習を行いました。

熊倉さんの目に巣立ち会はどのように映ったのでしょうか。実習の感想を伺いました。

医療と福祉をつなぐ

──はじめに、そもそもなぜ医
師である熊倉さんが福祉の勉強
をしようと思ったのですか？
熊倉　研修医のころから、横浜
の 寿

ことぶき

町
ちょう

というドヤ街の診療
所で、ホームレス・生活困窮者
の方の精神科・総合診療をして
います。そこでの医師の一番の
仕事は診断書を書くことです。
医療ではなく生活の支援が必要
な方も多くいますが、診断書が
ないと福祉のサービスが受けら
れないのです。福祉についての
理解が浅い医師が、福祉の要否
を判定するといういびつな構造
に疑問を感じています。病名に

依存せず、本人の生活上の困難
やニーズに応じて必要なサービ
スが受けられる制度が、人々が
主体的な生活をするためには必
要です。人の生活に近い福祉の
現場で、医療と福祉の関係性を
とらえなおしたいと思っていま
した。
　また、精神科医療の領域で「多
職種協働」が進んでいく中で、
福祉や心理学、作業療法などの
周辺領域のことをきちんと学
び、共通言語を身につける必要
を感じています。そのため、研
修の一環として、福祉と生活支
援を学ぶことにしました。
　巣立ち会の顧問医である近

こん

藤
どう

伸
しん

介
すけ

先生に精神科臨床を指導い

ただいている縁から、今回巣立
ち会で実習をお願いさせていた
だきました。
　　

地域で暮らすことと身体的健康

──熊倉さんは、精神疾患を持
つ方の身体的健康の向上をめざ
す H

ヒール

eAL J
ジャパン

APAN I
イニシアティブ

nitiativeの活
動にも参加されています。巣立
ち会にとっても、利用者の方の
身体的健康は大きなテーマです
が、身体的健康に関して今回の
実習からどのようなことをお考
えになりましたか？
熊倉　精神疾患を持つ人の平均
寿命が一般人口よりも短いとい
う健康格差に問題意識を持って

身体的健康と意思決定支援
──巣立ち会での実習を終えて

1985 年、群馬県生まれ。北海
道大学医学部卒業後、2009 年
から総合病院精神科、横浜寿
町のドヤ街の診療所などに勤
務し、精神疾患を持つ人の総
合診療に精力的に取り組む。
東京大学医学部附属病院精神
神経科助教を経て、現在、東京
大学大学院医学系研究科精神
保健学分野に在籍。

熊倉陽介さん
（精神科医）

こひつじ舎での実習の様子
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います。医学の考え方では、毎
日血圧を測り、服薬や食事を管
理したほうが、平均寿命は延長
するということになります。一
方、それが嫌だという人は「治
療の 遵

じゅん

守
しゅ

が悪い」とみなされ、
医療がなかなか届かない現状が
あります。今回の実習でも、そ
のような状況で支援者が悩んで
いるのを目にしました。
　好きなものを食べて、医学的
な管理に対して「いやだ」と主
張する自由を含めて、病院を出
て地域で暮らすということです。
管理を強化すると平均寿命は伸
びるかもしれませんが、それで
は病院で暮らすことと変わらな
くなってしまいます。
　平均寿命の延長には、医学的
な健康管理以外の要因も大きく
関与していると思います。お互
いを気

き

遣
づか

いあえる仲間がいる、
やりたいことができる、生きが
いがあるなど、本人にとって「身
体のことを気遣ったほうが幸せ
に暮らせるんじゃないか」と思
える希望が生まれる可能性が、
地域で暮らすことにはあるので
はないでしょうか。
　巣立ち会の作業所で実習中、
利用者の方がとても優しいこと
が印象的でした。温かく声をか
けてくれて、新参者を受け入れ
てくれる。このような人のつな
がりが個人の身体的健康にもた
らす力は無視できないと思いま
す。
　管理的な声かけが届きにくい
方に対しては、まずは「あなた
の健康を心配しているよ」と声
をかけ続けることが大切だと思
います。自らの健康に気を遣え
るようになり、行動が変容する

可能性を信じた意思決定支援と
も言えます。
　　

退院促進という意思決定支援

──お話を伺っていると、一貫
して専門家が意思決定を代行す
ることに対する違和感をお持ち
のように感じます。
熊倉　医療の世界では、医師が
方針を決定して患者さんが従う
という時代が長く続きました。
その後、さまざまな治療の選択
肢やそのリスクが提示され、患
者さんが選ぶ「インフォームド・
コンセント（説明に基づく同意）」
が主流となりました。近年では、
情報を共有した上で方針をとも
に決定する「シェアード・ディ
シジョン・メイキング（共同意
思決定）」というコンセプトが、
医療の現場では広がりはじめて
います。
　精神科領域でも共同意思決定
が注目されています。思春期青
年期に発症しやすく、症状が重
い場合にはコミュニティからも
疎
そ

外
がい

されやすい精神疾患では、
人との関わりの中で自我や自分
なりの価値観を形成するという
一般的な成長過程を踏む機会を
失うことによる二次的な障害が
生じます。統合失調症を持つ人
では特に、自我障害というもと
もとの特徴に加えて、そういう
成長機会の喪失が重なりやすい
ことを念頭においた意思決定支
援を考える必要があると感じて
います。
　もちろん、まったく合理的と
は思えない現在の精神保健福祉
法は、個人の意思決定を尊重し
た改定が必要です。

──意思決定支援という観点か
ら、巣立ち会の活動をどのよう
にご覧になりましたか？
熊倉　同行させていただいた巣
立ち会の退院支援の活動は、ま
さに意思決定支援でもあります。
数十年も入院生活を送ってきた
方は、地域での自由な生活を実
現するために自ら退院を希望す
る力が奪われた状態になってい
ます。理事長の田尾さんは「入
院している状態での本人を見
て、地域で暮らせるかどうかは
絶対に判断しない。皆が地域で
暮らせる可能性を持っている」
と仰います。この言葉はまさに、
共同意思決定による人間の成長
の可能性を意味していると思い
ます。スタッフの支援を受けて、
不安ながらも「病院を出て地域
で暮らすんだ」と自分で自分の
人生の方針を決定する。その意
思決定を経て、本人が地域で暮
らせる力を手に入れるのです。
それが「地域で暮らせない人は
いないはずだ」という巣立ち会
の理念を裏づける、共同意思決
定による成長の力です。
──最後にひとこと、巣立ち会
にメッセージをお願いします。
熊倉　長い入院生活を経て退院
し、地域でいきいきと暮らし働
く利用者の方々が、精神科病院
に出張作業に行き、入院中の方
と交流する中で新たな意思決定
をサポートしていく。そのよう
な巣立ち会の活動に強く共感
し、応援しています。今後も学
ばせていただきながら、人が地
域で心身ともに健康に暮らせる
ための仕事を自分なりにしてい
きたいと思います。

（聞き手：植田）
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ピアサポート事業

年に一度の講演会

　三鷹市ピアサポート事業では、年に 1 回、障
害や病気をご経験されている方を講師としてお招
きし、地域の皆様と一緒に学ぶ機会をつくってい
ます。
　昨年は、9 月 11 日に『見える障害 見えない障
害』という演題で、綾

あや

屋
や

紗
さ

月
つき

先生・熊
くま

谷
がや

晋
しん

一
いち

郎
ろう

先
生を三鷹にお招きしました。お二人には『つなが
りの作法』（NHK 出版）、『発達障害当事者研究』（医
学書院）などの共著があり、現在はともに東京大
学先端科学技術研究センターで研究をしておられ
ます。
　ピアサポート事業の一環で開催しているリカバ
リーカレッジの受講生有志にも、会場設営や運営
に携わっていただきました。
　　

当事者の感覚を新鮮な言葉で表現

　講演会の前半では、脳性まひの当事者であり、
医師・研究者としてもご活躍されている熊谷先生
にお話しいただきました。ご自身の身体的な特徴
やご経験などもふれながら、脳性まひの特徴や治
療に関する歴史的背景などを、障害を持っている
当事者としての意見と専門家としての視点を交え
てお話しいただきました。「障害は多数派向けに
作られた社会と少数派との間に生じるもの」「自
立とは依存先の分散」など、障害や自立について
新しい視点から考えるヒントをいただきました。

「依存していないかのように錯覚しているのが健
常者」というコメントからは、健常者が何気なく

使っている手段が町の中にはたくさんあることを
あらためて意識しました。
　綾屋先生は、現在は「アスペルガー症候群」と
診断されているそうですが、幼少期から他の人と
感覚が異なり、困ってきた経験をお持ちです。そ
の経験をなんとか自分の言葉で表現したいと思い
続けてきた中で「当事者研究」という方法にたど
り着いたとお話しになっていました。綾屋さんに
とって、この世界は「他者と共有されない、わか
らないことだらけの世界」だと言います。バスケッ
トボールの練習、教室やレストランでの会話など、
日常生活でのご経験を例として取り上げながら、
その感覚を言語化、映像化してくださいました。

「見えない障害」を皆様と視覚的に共有すること
ができたと思います。一人ひとりが持っている感
覚（感じ方）に寄り添った関わり方の重要性を再
認識しました。
　　

言葉への新しい意味付け　　

　これまで医療福祉分野で使われてきた言葉に新
しい意味付けができ、とても気づくことが多い講
演会でした。
　講演終了後、会場からの質問にお答えいただき
ました。講演会には、112 名の方にご参加くださ
り、数多くの質問がありました。すべての質問に
お答えいただく時間がなく、申し訳ありませんで
した。
　今後ともピアサポート事業への応援をよろしく
お願いいたしします。

（小林）

見える障害 
見えない障害

平成 27 年度　三鷹市精神障がい者地域自立生活支援事業

講演会

平成 27年 9月 11日 
三鷹市市民協働センターにて

綾
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紗
月
さ
ん
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ん
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こひつじ舎厨房の一日

厨房の一日
9:00	 ミーティング	
9:10	 調理
10:00	 盛り付け
11:00	 片づけ・掃除
12:00	 休憩
13:00	 盛り付け
13:40	 洗い物・掃除・
	 翌日の仕込み
15:00	 メンバーさん作業終了

朝のミーティング

図と付箋を使って盛り付けを確認

手早く正確に盛り付ける

弁当を持ってこれから配達に

なによりも衛生に気を遣います

お弁当（1食 530 円）をご注文
の方は、こひつじ舎（042-488-
4433）までお電話ください。なお、
ご注文は配達の 2日前までにお願
いいたします。

　こひつじ舎
や

では火曜日から金
曜日の週 4 日、昼食と夕食の
お弁当の配食サービスをおこ
なっています。現在、調布市や
三鷹市に住む巣立ち会のメン
バーさんや一人暮らしのお年寄
り、近隣の医療・保健施設の職
員の方々など、毎日 30 人を超
える方々にお弁当を届けていま
す。
　こひつじ舎弁当の厨房は、京
王線の柴崎駅から徒歩 3 分、
移転前のこひつじ舎近くの場所
にあります。職員とメンバーさ
ん合わせて 6、7 人がここで弁
当づくりをおこなっています。
　厨房の一日は、朝のミーティ
ングから始まります。ミーティ
ングでは、その日の注文数や献

こん

立
だて

を確認します。ミーティング
のあとは調理です。調理はおも
に職員がおこないますが、一部
メンバーさんに手伝ってもらい
ます。調理が終わったら、2 階
に移動して盛り付けをします。
すべての作業は二人組で力をあ
わせておこないます。盛り付け
を終えたあと、念入りに片づけ
や掃除をします。12 時から 1
時間休憩をして、夕方に配達す
るお弁当の盛り付けをはじめま
す。そのあとは再び片づけと掃
除。隅々まできれいにします。
　厨房で働きはじめて 3 年目
の古

こ

俣
また

さんは、体力をつけたい
と思って厨房の仕事を始めたそ

うです。今ではほとんどの作業
をこなします。衛生面にとても
気を遣わなければならないこと
や、食べ物の入った皿をひっく
り返すといった不注意なミスが
できないことが大変だと話して
いました。
　さて、肝心の弁当の中身です
が、味はもちろんのこと、病院
で栄養士をしていた方が監修し
てくださっていることもあり、
栄養バランスにも優れていま
す。献立には毎月新しい料理を
加え、季節の食材を使うなど、
飽きることなく毎日の食事を楽
しんでいただけるよう努力して
います。ぜひ一度ご賞味くださ
い。
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野の花

東京都の体制整備支援事業

　平成 24 年 4 月、精神科病院
に入院している方の退院支援が

「地域移行支援」として障害福祉
サービスの一つとして位置づけ
られました。この動きに合わせ
て、東京都は「精神障害者地域
移行体制整備支援事業」を開始
し、円滑な地域移行の推進、地
域の力量の底上げ、病院の意識
改革、広域にわたるネットワー
クの強化など、退院支援の充実
を図るための取り組みが始まり
ました。野の花は平成 24 年か
らこの事業を受託し、調布や三
鷹、小平、練馬などにある 11ヵ
所の病院を担当し、退院支援を
行っています。これまで野の花
がこの事業で関わってきた方は
154 名で、うち 74 名が退院で
きました。

ピアサポーターの力

　退院支援事業の活動はグルー
プ活動と個別支援の2つに分け
られます。
　病院職員に対する啓発のほ
か、ピアサポーターとともに病
院内の OT（作業療法）のグルー
プ活動に参加しています。現在
は 3ヵ所の病院で実施し、約 7
～ 8名のピアサポーターととも
に病院を訪問しています。卓球
大会やピクニックなど、外に意
識が向けられ、活動が高まるよ
うなレクリエーションを行った
り、地域移行支援や地域生活に
ついての情報を提供したり、退
院に向けた疑問点や不安点など
についてのディスカッションを
しています。ピアサポーターの
役割は大きく、同じ体験をした
ピアだからこそできる心強いア

退院支援の現場から
「精神障害者地域移行体制整備支援事業」の活動

ドバイスをしたり、本音を引き
出すような声かけをしてくれて
います。
　　

行政との調整から外出同行まで

　病院から退院を進めたい方の
紹介があると、まずはご本人に
会いに行き、これまでの生活や
今後の希望などを伺います。退
院したい先はどこで、どんな支
援が必要か、具体的な方向性が
確認できた場合は、さっそく地
域移行支援を行う相談支援事業
所に繫げ、行政との調整を始め
ます。グループホームや通所事
業所、訪問看護など、必要な支
援を整え、打ち合わせを繰り返
しながら、安心して退院できる
ような体制づくりをしていきま
す。
　まだ退院に向けて具体的なイ
メージが持てていない方や不安
の強い方、退院に拒否的な方に
関しては、面会を繰り返したり、
外食や買い物など、外出するこ
とを通じて外へ意識を向けられ
るようにしたりと、動機づけ支
援を行っていきます。

「退院はできるもの」？

　私が都事業の担当になったの
は昨年の 4 月です。それまで
は通所の施設にいて、退院支援
にも携わってきました。そこで

ピアサポーターと一緒に入院中の患者さんに会いに行く（左端が筆者）
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　平成 7 年に開設以来、三鷹市大沢にて活動を
続けてきました巣立ち工房ですが、この度、三鷹
市下連雀に新たに物件を借りられることとなり、
３月に事業所移転を予定しています。
　定員 20 名の就労継続支援 B 型という形態は変
わらず、三鷹駅により近い場所への引っ越しとな
ります。これまでアクセスの不便さなどから、利
用に結びつかないケースもありましたが、今後は
より多くの方に利用していただけるよう努力した

いと思います。
　これまでお世話になりました大沢地区の皆様に
感謝しつつ、新しい地域に受け入れられるよう活
動していきたいと思います。関係機関の皆様には
移転に伴いご不便をおかけするかもしれません
が、どうぞ温かく見守ってくださいますようお願
い申し上げます。移転後は、ぜひ見学にお越しく
ださい。お待ちしております。

（林田）

のだと思います。しかし、一向
に退院へと進まないことで、怒
りから諦め、怖さ、不安へと気
持ちが変化せざるを得なかった
のではないでしょうか。その気
持ちをもう一度掘り起こしてい
くことは簡単なことではありま
せん。気持ちが変化していった
長い入院期間のこと、今まで誰
も何もできなかったこと、そし

出会った方たちは皆、退院した
いという希望を持って通所し、
退院していきました。「退院は
できるもの」というのがそのと
きの私が感じていたものでし
た。
　ですが、都事業で出会う方た
ちはそういう方ばかりではあり
ません。会いに行っても、「困
ります」と病室の扉を閉めてし
まう方、「私はずっとここ（病
院）にいます」とおっしゃる方、
気持ちを聞いたり色々な提案を
しても「分からない」とばかり
おっしゃる方など、退院を前向
きに考えられない方が多くいま
した。退院はそう簡単にできる
ものではないのだと痛感しまし
た。
　入院期間が 10 年以上の方も
多く、30 年、40 年と超長期化
している方も多くいました。こ
の長い入院期間の中で、退院し
たいと思っていた時期はあった

野の花

てご本人の気持ちをしっかり理
解して支援しないといけないの
だと、この活動の重みを感じま
した。
　私自身が諦めず、焦らずにご
本人に寄り添い、もう一度自分
の人生を生きていけるよう声か
けをし続けていきたいと思って
います。

（波
は

佐
ざ

）

巣立ち工房、下連雀に移転決定

巣立ち工房

ピアサポーターの徳永純子（中央）さん、鈴木俊夫さん（右）と一緒に
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第 12 回 愛のふれあいコンサートを開催しました

　2015 年 6 月 18 日（木）、調布市文化会館たづ
くりくすのきホールで開催しました、「巣立ち会 
第 12 回 愛のふれあいコンサート」のご報告です。
　例年どおり調布市と調布市社会福祉協議会から
ご後援をいただきました。
　469 名もの方々にご来場いただき、調布市長の
挨拶から始まったコンサートは、第一部が精妙な
指使いで繊細に音調を奏でる安

やす

田
だ

正
まさ

昭
あき

さんのピア
ノ演奏、第二部が、力強く、それでいて美しい律

りつ

呂
りょ

で観客を惹
ひ

きつけた大
おお

谷
たに

康
やす

子
こ

さんのヴァイオリ
ン演奏で、お二人ともに素晴らしい演奏で会場の
音楽愛好家を魅了していました。
　ご来場の皆様から、352,347 円のご寄付を賜
りました。

　ご寄付いただいたお金は、今回のコンサートの
運営費用にあてさせていただきました。この場を
お借りしまして、ご協力いただいた皆様に心より
感謝申し上げます。
　来年の開催は 2016 年 7 月 1 日（金）を予定して
います。回を重ねるごとに地域の皆様に愛される
コンサートへと発展しています。今後とも皆様と
のつながりを大切に開催していきたいと懇望して
おります。

　今回ご出演いただきました安田さん、大谷さん、
そしてご来場の皆様、ありがとうございました。

（渡
わた

邉
なべ

）
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編集後記
　今号は 11 月発行の予定だったのですが、気づいたら年が明
けていました。お待たせしてすみません。次号では、巣立ち工
房の移転についての続報をお伝えできるかと思います。どうぞ
お楽しみに。（植田）

大谷康子さん 安田正昭さん

イベントレポート


