2002 年 4 月 23 日 第三種郵便物認可（毎月 3 回 5 の日発行）
2016 年 6 月 17 日発行 SSKW 増刊通巻 3941 号

1

巣立ちだより
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巣立ち工房
連雀通り

新しい巣立ち工房の玄関

＊三鷹駅南口から中央通り沿い
に徒歩 15 分
＊「八幡前」バス停下車徒歩 5 分

めには病院からのアクセスはも

念ながら国はこの補助事業をも

とより、交通の便がよい場所へ

う行っておらず、今回は賃貸物

平成 28年 3月 18日、巣立ち

の移転が必要であると考えてい

件での移転となりました。

工房が三 鷹 市 下 連 雀 へ事業所

たところ、巡り合ったのが現在

を移転いたしました。
開設以来、

の下連雀の物件です。

アクセスのよい場所へ
み たか し しも れん じゃく

緑豊かな地でのんびり過ごして
きた巣立ち工房ですが、これま

見通しのよいワンフロア

新しい場所はマンションの１
階に位置した 210㎡のワンフロ
アで、とてもコンパクトな造り
です。仕切りがないため見通し

で多くの方を受け入れたいと

巣立ち会は平成 23年に建設

が良く、皆のコミュニケーショ

願っていても、交通の不便さな

された巣立ち風をはじめ、シン

ンがとりやすくなりました。こ

どから利用に結びつかないケー

フォニー、こひつじ舎と近年通

れまで不揃いだった椅子や作業

スが少なくありませんでした。

所事業所の新築が続きました。

テーブルも新しいものを導入

より多くの方が巣立ち工房の存

これは国から用地取得のための

し、環境も整備されています。

在を知り、利用していただくた

補助が得られたためですが、残

（次のページにつづく）
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巣立ち工房

皆さまぜひ一度足をお運びくだ

今後にむけて

さい。そして今後とも地域で私

一方で、事業所としては工賃
収入の確保など、大きな課題も

作業スペース

キッチン

たちを見守ってくださいますよ
う、お願い申し上げます。

残されています。まずは三鷹駅

最後に、移転に伴い陶芸プロ

から徒歩 15分、ハローワーク

グラムは終了となりましたが、

や就労支援センターも徒歩圏内

販売活動は継続いたします。近

という地の利を生かし、今後は

隣に出店の際はぜひご協力をお

就労に向かう前のストップオー

願いいたします。また、引き続

バー（中継地）の機能も担って

き三鷹市の指定収集袋等取扱店

いきたいと考えています。

としてゴミ袋販売も行っており

従来の雰囲気に加えて新しい

ますので、ご活用いただければ

ことにもチャレンジしていく、

幸いです。今後ともよろしくお

そのような場所を下連雀の地で

願い申し上げます。

つくっていきたいと思います。

（巣立ち工房

はやし だ

林 田）

新プログラム「アンダンテ」開始

シンフォニー

歩くような速さで
シンフォニーは、これまでの、ル

提供しており、利用者の方々に満足し

ポゼ、ユースメンタルサポート Color

ていただけるようにプログラムを試行

に加え、4月 25日から新しいプログ

錯誤しています。

ラ ム と し て 、「 ア ン ダ ンテ」という
就労・自立支援の事業を始めました。
ア ン ダ ン テ

現在実施しているプログラムは、認
知行動療法、アサーション、心理教育

「Andante」はイタリア語で
「適度にゆ

や芸術療法など心理療法を取り入れた

るやかな」「歩くような速さで」を意

ものや、運動やレクリエーションを取

味しています。音楽の速度標語の一つ

り入れたもの、認知機能や集中力を高

です。就労やその他のご自身の目標に

めるためのものなど多岐にわたってい

向けて、焦らず、一歩一歩ご自身の足

ます。

あせ

でしっかりと前に進んでいけるように

フロアは利用者の皆さんが使いやす

サポートしていきたいという思いが込

いようにと、意見を聞きながら少しず

められています。

つ作っている段階にあります。

アンダンテでは、様々なプログラム

今後は、さらに充実した支援の場と

を実施しています。現在はまだ利用者

して、集団としての機能も果たしてい

の人数が少なく集団としてのプログラ

けるように、 精 進 してまいりたいと

ムはなかなかできていませんが、それ

思っています。

ぞれのニーズに合わせたプログラムを

しょう じん

（シンフォニー

しおいり

塩入）
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巣立ち会主催勉強会

地域移行機能強化病棟についての勉強会を開催

解決されない社会的入院
私たち巣立ち会は、創立以来の
ミッションとして「精神科病院にお

病院の管理者の方々を対象とした勉
強会を、6 月 14 日に三鷹市内の会
場で開催しました。
この「地域移行機能強化病棟」と

ける社会的入院の解消」を掲げて、

は、一定数の職員配置・退院支援へ

活動を続けてきています。当会の支

の集中的な取り組みと、経年ごとに

援を通じて 270 名を超える長期入

一定比率で病床を減らしていくこと

院者の退院・地域移行を実現させて

を条件として、診療報酬が従来の療

きたことに加えて、一時期、理事長

養病棟の約 1.5 倍になるというもの

の田 尾 は厚生労働省に呼ばれ、
「今

です。

た

お

後の精神保健医療福祉のあり方等に

講師として、この制度を策定した

関する検討会」や「新たな地域精神

担当課（厚生労働省保険局医療課）

保健医療体制の構築に向けた検討

より、課長補佐である 林 修 一郎氏

チーム」での委員を務めるなど、広

をお招きしました。全国の精神科病

くその理念やメソッドを発信してき

院協会にチラシを配布するなどした

ました。

結果、この原稿を執筆している段階

はやししゅういちろう

しかし厚生労働省の発表による

（5 月末）で、すでに全国各地の病

と、今でも依然として、１年以上

院から参加申し込みをいただいてい

の長期入院精神障害者が約 20 万人

ます。

（入院中の精神障害者全体の約 3 分
の 2）で、そのうち毎年約 5 万人が
退院している（ただし、そのうち 1

自由な地域生活を

万人超は死亡による退院で、その数

こうした退院促進につながる制度

は増加傾向にある）が、新たに毎年

を広く周知すること、特に今回は

約 5 万人の精神障害者が１年以上

精神科病院と制度設計者との “ 橋渡

の長期入院に移行しています。つま

し” の機会を設けることができたこ

り、未だこの問題については、その

とは、当会としても誠にうれしい限

状況に大きな改善は起こっていない

りです。これを機に、さらに地域移

のです。

行に積極的に取り組む病院が増え
て、一人でも多くの入院者が、精神

策定担当者を講師に招く
そこで今回、新しく本年 4 月に
診療報酬改定で策定された「地域移
行機能強化病棟」について、精神科

科病院での長期入院という人権侵害
から脱出し、自由に満ちた地域生活
を送れるようになることを願ってや
みません。
（シンフォニー

なが と

長門）
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巣立ち風・野の花

導かれ、共に過ごし、ときどき導いて
巣立ち風・野の花 ピアスタッフ

くろ かわ じょう じ

黒川常治

とに不安を抱いていました。し
かし、巣立ち風に漂う時間の流
れや空気がとても心地よかった
のを覚えています。1 時間半か
かる通勤途中は寝ぼけまなこな
のですが、朝、巣立ち風に着い
て利用者の皆さんと「おはよう
ございます」と挨拶をすると、
ピア・スタッフとしての僕の 1
日が始まるのです。利用者の皆
さんもスタッフの皆さんも分け
巣立ち風のバーベキューで

巣立ち会で働きはじめるまで
2015 年 9 月から、巣立ち会

隔てなく、同じ巣立ち風にいる
人として迎え入れてくれて、無

ない .』（やどかり出版）に書

理なく巣立ち風の空間にいるこ

いてありますので、読んでいた

とができるようになりました。

だければと思います。

巣立ち風と野の花で僕がして

でピアスタッフとして働いてお

その後、おもに地域生活支援

いることは、内職作業を皆さん

ります。僕自身はもともとグラ

センターでピアスタッフを掛け

と一緒に進めながら会話をした

フィックデザイナーとして働

持ちし、啓発活動にも参加し、

り、入院している方や休まれて

いておりました。みなさんが

特例子会社でサラリーマンとし

いる方と一緒に出かけたり、食

目にしたことがあるものでは、

ても働いていたのですが、うつ

事をしながら会話をしているこ

「DHC」社のロゴマークや健康

病が悪化し、3 年前から休養を

とです。そんな会話の中から、

食品・サプリメントのパッケー

しておりました。そこに啓発活

皆さんの変化を感じたり、希望

ジデザインを手がけました。ケ

動などでご一緒していた田尾さ

を紡いだり、痛みを汲み取った

ロッグのパッケージやおもちゃ

んから声をかけていただき、巣

りしています。そして解決でき

の LEGO の 新 聞 広 告、Apple

立ち会で働かせていただくこと

る課題があれば、専門スタッフ

や Microsoft 社の仕事もしてい

になりました。

へ繫げています。

界にも IT 化の波が打ち寄せた

く

つな

「ピア」としての強みは、し

ました。仕事としてとても充実
していたのですが、デザイン業

つむ

当事者としての気づきを生かす

いて言えば「当事者としての着
眼点・視点・気づき」がそこに

働き始めたとき、僕は夏バテ

あることでしょうか。自分の内

長くなり、寝る間もなくなり、

と五十肩と鬱で、正直体調が思

面を見つめるのと同じようにし

うつ病を発症しました。僕の生

わしくありませんでした。です

て、巣立ち風の空間を眺めてい

い立ちは『焦らない , でも諦め

から、通勤することや、働くこ

ることです。僕も皆さんも毎日

とき、仕事に拘束される時間が

うつ
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変化します。その変化が何のサ
インなのか。自分では見過ごし
がちなサインも誰かが気づくこ
とでより快適な生活を送れるよ
うに、自分なりのアンテナを立
てています。
そんな巣立ち風で見て聞いて
感じたことや地域のことを、入
院されている方や福祉を勉強さ
れている方へお伝えする出張講

巣立ち工房での研修

演もしています。
はじめは週 2 日勤務から始

職やプログラムは事業所ごとに

です。きれいなお風呂のあるア

めましたが皆さんと時間を共に

違い、たくさんのやり方が存在

パートやグループホームに住ん

過ごしているうちに体調も落ち

していますが、長年の積み重ね

でいても、洗えていない方が多

着いてきて、今年 1 月から勤

の中でそのやり方に慣れてし

いと感じるからです。

務日を週 4 日に増やしてもら

まっていて、慣習のような本質

いました。正直、疲労はありま

的なところが忘れられているよ

す。1 日の来所者数も多いです

うに感じることがあります。こ

し、イベントもありますし、ハ

の作業やプログラムが一体どう

僕は、
（本当に失礼な話です

プニングも色々と起きます。何

いう理由でどういうなりゆきで

が）名前を覚えるのがとても苦

より皆さんパワーがあります。

そうなっているかの共有は大事

手です。固有名詞も人の名前も

でもそれを含めての巣立ち風な

だと思います。

です。いち早く全員の利用者さ

早く名前を覚えなければ

ので、やりがいはあります。何

また、当事者の回復に向かう

んの名前を覚えなければと思っ

よりも利用者の皆さんもスタッ

途中の一つとしての病気の受容

ています。そんな自分のことか

フもそれらを受け入れる器や立

や表現方法の練習があまりない

ら、僕は名札をぶら下げている

ち直るチカラがあるので、僕も

ように感じています。自分を表

ことが多いです。それは、もし

疲れながらも一緒に過ごしてい

現する気分調べやピア・カウン

名前を呼びたくてもわからなく

られるのだと思います。

セリングがもっと深まり広まれ

て不安になって一言が言い出せ

ばいいと思っています。

ない方がいたら、名札があるだ

うつわ

巣立ち会には色々なプログラ

けでどれだけその一言が言い出

ムは存在していますが、それは

しやすくなるだろうという大げ

最近は巣立ち会内の他の事業

どこか一方的になってはいない

さな意味もあります。でも自分

所で研修を受けています。それ

でしょうか。その効果がそれぞ

が名前を覚えるのが苦手だから

ぞれ、利用者さんの必要とする

れにどう働き、どう展開してい

というのがいちばんの理由です

支援内容が違い、とても勉強に

くかを見守ったり、確かめ合い

が……。

なっています。思春期真っ只中

ながら軌道修正していくこと

の方から、長期入院から地域生

が、当事者がより自分らしく自

利用者の皆さんとたくさんの未

活へ挑んでいる方など、とても

分の思いで生きていくために、

来について話せるこの仕事が好

幅広い方々をこの巣立ち会は引

また、そう導くために、もっと

きですし、僕には合っていると

き受けているのだと痛感してい

必要とされるのではないかと

思います。僕も無理なく、この

ます。

思っています。

巣立ち会で成長できたらと思っ

課題だと感じていること

一方で、日々の仕事や研修の
中で気づくこともあります。内

あと密かに実行したいと思っ
ているのは
「銭湯プロジェクト」

そんな弱点もある僕ですが、

ています。みなさん、気軽に声
をかけてください。

2002 年 4 月 23 日 第三種郵便物認可（毎月 3 回 5 の日発行）
2016 年 6 月 17 日発行 SSKW 増刊通巻 3941 号

6

特集・からだの健康への取り組み
巣立ち会は、これまでに 270 名を超える精神科病院長期入院者の退院促進・地域定着支援を行っ

てきた中で、何度となく利用者との「早すぎるお別れ」に直面してきました。他国で報告されてい

る「精神疾患を持つ人の早逝 (premature death)」が起こっているのではないかという仮説に基づき、
東京大学医学部附属病院精神神経科の先生方と共同での調査を始めるとともに、これまで以上に利
用者の「身体的健康」に着目したケアができないかと、限られた人材や資源の中での検討をすすめ
ています。今回は、巣立ち会が最近行っている「身体的健康」に関する取り組みをご紹介します。

講演会「精神疾患のある人の『からだ』の健康」
ンスに基づく専門的な見地から

らに社会的要因として、標準的

の合意が形成されていないのが

な医療を受けることの困難さ、

2016 年 1 月 30 日（土）三

実情です。重度の精神疾患をも

失業や貧困等の社会的・経済的

鷹市産業プラザにて、三鷹市精

つ人は、同世代の若者に比べて

な問題があります。本人が拒否

神障がい者地域支援連絡会主催

平均余命が 15 ～ 20 年ほど短

した際のガイドラインがないこ

の講演会が行われました。今回

く、
心血管疾患やメタボリック・

とも要因の１つだといえます。

のテーマは「精神疾患のある人

シンドローム、2 型糖尿病に罹

の『からだ』の健康」で、講師

患する可能性が 2 ～ 3 倍高く

重度精神疾患と「からだ」

として巣立ち会顧問医で東京大
こんどうしんすけ

学医学部附属病院の近藤伸介先
生をお招きしました。

り

かん

なると言われています。

「こころ」
「からだ」の両方に
以上のことから、身体的健康

健康格差の要因

を促進するためには、喫煙や食

健康面にこのような格差が生

事、減量や運動に焦点を当て、

やうつ病と身体疾患の関係、認

じる要因として、次のような説

生活習慣を変えていくことが重

知症予防に効果的な食事につい

明がありました。まず、当事者

要となること。また、健康を得

てはすでに研究が進められてい

側の要因として、自らの身体変

るために好きな物や好きなこと

ますが、重度の精神疾患と「か

調に対する気付きや身体症状の

を制限するだけでなく、自己効

らだ」の関係についてはエビデ

訴えがなかったり、受診や治療

力感を高める知識とスキルを得

を嫌がったりということがあり

ることも一助となるとのことで

ます。また支援者側の要因とし

す。

心身症の「こころ」
と
「からだ」

ては、精神症状や薬の副作用へ

どちらか一方だけでなく、
「こ

の関心が高い一方で身体面への

ころ」と「からだ」の双方への

関心が低いこと、あらゆること

アプローチが、元気に生き生き

が精神症状に起

と暮らすことへつながるという

因して生じてい

ことにあらためて気づくことが

ると考える傾向

できた講演でした。

にあることが挙
げられます。さ

（巣立ち工房

えのもと

榎本）
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特集・からだの健康への取り組み

職員研修「これからの『からだの健康』支援を考える」
共通する課題
2016 年 2 月 24 日、 保 健 師
ます だ

り

え

の増田理恵さんを招いて、巣立
ち風で「これからの『からだの
健康』支援を考える」と題した
職員研修を行いました。
増田さんは 2011 年から、知
的障害のある方を対象に、調布
市の「ちょうふだぞう」で身体
的健康についての講習会「かっ

増田さんが講習会で使用しているワークシート

こよく健康になろう講習会」を
開催しています。
前半では、知的障害をもつ人

込まれていました。自分たちの

できたことは、すっきりした答

の健康問題について、データを

支援にも生かしたいと思う一方

えのない問題であるだけに前向

用いて解説していただきまし

で、自分の専門的な知識の不足

きで有意義な体験でした。

た。知的障害のある人の身体的

を痛切に感じました。増田さん

健康についての課題は、平均寿

が栄養士の方と協力してそのテ

命の短さや突然死の多さ、社会

キストを作ったというお話を伺

参加の機会の乏しさや食生活の

う中で、限られたマンパワーの

後日談になりますが、5 月に

偏 りなど、精神疾患のある人

中でより踏み込んだ身体的健康

私は「ちょうふだぞう」での講

が抱える課題と共通する部分が

に関する支援をする上で、適切

習会を見学させていただきまし

非常に多いことが示されていま

な専門職の知恵を借りることが

た。そこで参加者の方々の表情

した。なお、違いとしては、精

欠かせないことをあらためて感

を目にして感じたのは、健康を

神疾患をもつ人に関しては、喫

じました。

考える上で何にも増して重要な

かたよ

できることからはじめる

煙率が高いこと、多剤大量処方

さらにそのあとにはグループ

のは、楽しさや喜びなのではな

の問題があることなどがありま

に分かれてディスカッションを

いかということです。目指すべ

す。

行い、現在それぞれの職員が行

きものは survival（生存）では

後半では増田さんの行ってい

っている支援や、悩んでいるこ

なく aliveness（いきいきとし

る講習会の具体的な内容につい

となどについて話し合いまし

ていること）だという当たり前

てご説明いただきました。イラ

た。これまで「からだの健康」

のことを忘れてはならないと感

ストを用いてわかりやすくまと

をテーマにこのように大人数で

じました。問題は重層的で簡単

められた資料や、食品群別に色

経験や悩みを共有することはあ

に解決するものではないかもし

分けされたシールを使って自分

りませんでした。法人内の他の

れませんが、とりあえず今ある

の食事を振り返ることができる

事業所で行われている取り組み

ものを使って、できることから

ワークシートなど、やってみよ

を知って刺激を受けただけでな

始めてみようと思います。

うと思えるような仕掛けが盛り

く、不全感も含めて経験を共有

（巣立ちホーム調布第 4

うえ だ

植田）
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特集・からだの健康への取り組み

AED 設置を進めています

不測の事態に備える
ぐ しん かい

この度、公益財団法人俱進会

AED を使用しても、救命の可

るような、精神疾患を持つ人の

様の助成金を得て、法人内に 4

能性は心停止から分単位で低下

身体的健康に着目したケアの向

台の AED（自動体外式除細動

するため、いかに身近に配置し

上を目指していきます。

機）を設置することになりまし

ておくかも、重要なポイントに

た。

なってきます。

もちろん、亡くなった方は突
然死だけではありませんし、今

昨今、ニュースなどでも時

そこで今回、私たちは一般人

折 AED の使用による人命救助

口より心臓突然死のハイリスク

えるかどうかも分かりません。

の記事がみられるようになるな

群を多数抱える「精神疾患を持

しかし、少しでも利用者の皆さ

ど、心停止時における迅速な応

つ人の地域生活を支える事業

んが元気で生きがいを持って長

急救護と AED の適切な使用に

所」にも AED を導入したいと

く生きられるように、あらゆる

よって、心臓突然死の救命が可

訴えて、それを認めていただき

角度からサポートすること、そ

能であることが広く知られてき

ました。公益財団法人俱進会様

れがこれまでに亡くなった方々

ています。当会でも、事業所の

には、あらためて御礼を申し上

に対しての「私たちができるこ

防災訓練等の際には、なるべく

げます。

と」だと考えています。

消防署にお願いし、AED の使

AED を設置して万一の事態

用も含めた応急救護を訓練に含

に備えるのと同時に、できる限

めるようにしています。
しかし、

り心臓突然死を未然に予防でき

編集後記

浴、帰る前にまた入浴という、まさに温泉三昧といえる内容で
す。近年は、帰りは２つのグループに分かれ、すでにくたびれ
た我々はまっすぐ帰るのですが、ベテランのみなさんは、アウ

トレットに立ち寄ったり、信じられないことに、また温泉に入っ
たりしています。生まれもったエネルギー量の違いなのでしょ
うか。負けないようにがんばりたいです。（植田）

（シンフォニー

長門）
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先日、職員旅行に行ってきました。巣立ち会の職員旅行は、

宿に着いて入浴、食後に入浴、寝る前にも入浴、翌朝起きて入

後 AED によって救える命が増
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