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　巣立ちだより

　明けましておめでとうございます。巣立ち会
も本年、設立 25年目を迎えました。あっとい
う間の四半世紀で、感慨深いものがあります。
皆さんのご支援、ご協力のもとの 25年であり、
心から感謝いたしております。
　年始のご挨拶の代わりに、少し母のことをお
話ししたいと思います。
　母は今年、87歳になります。子供のころか
ら経済的に豊かではなかったため、高い教育も
受けられず、親の勧める結婚をし、愚直にまじ
めに、夫や子供、舅

しゅうと

や 姑
しゅうとめ

のために自分の人
生をささげてきました。寝たきりの夫の介護
を10年し、見送ってほっとするのもつかの間、
80歳を過ぎたころから認知症が始まり、現在
では今話したことも覚えていられないほどの記
銘力の低下があり、食事、入浴、ときには排

はい

泄
せつ

にも人の手を借りなければ日常生活が維持でき
ないようになっています。　　
　3年ほど前、転倒して頭部を打撲し、顔をお
岩さんのように腫

は

らして入院したことがありま
す。医者はもう単身生活は無理といい、施設を
探すように言われました。ケアマネジャーに相
談し、1、2ヵ所のグループホームの見学に行
きましたが、母は入居するとは言わず、それど
ころか「病院を変えようか」と私に暗に主治医

No.48

田尾有樹子
たお・ゆきこ
巣立ち会理事長

母のこと
——新年のごあいさつにかえて

の提案には従えないことを伝えてきました。入
院中は転倒防止のため、拘束されていることも
あり、このままでは入院のために母が歩けなく
なる可能性があること、そしてそのときに「う
ん」と言わない母をどこかに入所させることも
できないと考え、私もさっさと母の希望通り退
院を決めました。　　
　その後、ケア会議をし、デイサービスを週 4
日に、1日はカラオケを習いに行くこと、ホー
ムヘルパーを朝晩入れることなどサービスの体
制を組み、在宅を継続する体制を固めました。
入院までは拒んでいたホームヘルパーや毎日の
通所も退院を条件に何とか了解してもらいまし
た。私は実家に4台のカメラを付け、スマホで
モニターできるようにし、東京にいても実家の
母を見られるようにしました。
　一番の問題は母の転倒でした。転ぶと一人で
は起きられず、ずっとそのままの状態になって
しまうのです。それまで、転んでいるようだと
いうときには知人や親戚に行ってもらっていま
したが、やはり突然そうした用事で呼び出され
ることが続くと、そうまでして一人暮らしをさ
せるのはどうかというような無言のメッセージ
があり、知り合いには頼めないと感じていまし
た。ケアマネジャーに相談しても緊急時に駆け
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つけてくれるサービスはないと言われ、途方に
暮れました。それでもあきらめずにヘルパース
テーションに端から電話をして、ようやく1件、
24時間、緊急時に駆けつけてくれるというサー
ビスを見つけ、転倒時の体制をつくりました。
このサービスが母の在宅を維持する要

かなめ

となって
いると感じています。　　
　こうしてのいろいろな人の手を借りての在宅
生活が始まりました。それから3年、認知症も
進み、できることも少しずつ減ってきて、歩行
も前にもまして困難になり、2ヵ月に1回程度
だった転倒も、月に1、2回と増えてはきてい
ますが、何とか一人暮らしを続けています。緊
急時対応のヘルパーには夜中の訪問の依頼など
負担が大きく、このサービスを継続してくれる
かと不安もあったのですが、その不安を伝えた
ところ、「在宅生活を希望するならお手伝いし
ますよ」と言われ、ほっとしたのが昨年の秋の
ことです。本当にめぐり合うサービスによって
人生の最後の時期の生き様が変わってくると感
じました。　　

　振り返ってみて、父も最後の10年はほぼ寝
たきり状態だったにもかかわらず、病院や施設
に入れるのは忍びないという母の信念で、在宅
で看

み

取
と

りました。母も「家がいい」と在宅を望
みます。私の中にある「人は施設にあらず、地
域で暮らしてこそ人たり得る」という信念はど
うやら親からもらったDNAだったことに、こ
の年になって今さらのように気づきました。
　先に述べたようにめぐり合うサービスによっ
て地域生活ができるかどうかが分かれます。巣
立ち会のサービスはグループホームも通所も巣
立ち会にしかできないサービスを目指していま
す。地域生活の要になるような事業でありたい
と願っています。
　今年、ヘルパー事業所を立ち上げる計画をし
ています。母が受けているようなサービスを作
るにはもっと時間がかかると思いますが、巣立
ち会にしかできないサービスを今後も目指して
いきたいと願っています。今年もよろしくお願
いいたします。

母のこと

イベントレポート

　2016年 12月 3日、「恋人をつ
くろう！クリスマスパーティー
2016」を開催しました。二度目
の開催である今回は、前回の盛況
を受けて、会場をより広い巣立ち
工房に移しました。三鷹市と調布
市内の事業所や病院デイケアに
お声がけし、50名（男性 36名、
女性 14名）の方が参加しました。
　イベントは、軽食付きで、簡単
なゲームと歓談のためのフリータ
イムで構成されています。最初に
会場に漂っていた緊張した空気
は、時間が経つにつれて少しずつ
ほぐれ、しだいに和やかな歓談の
声が響くようになっていきまし
た。来場者のアンケートでは、多

くの方から「来年も参加したい」
という回答をいただきました。
　最近は民間企業の主催で、障害
のある方を対象とした婚活イベン
トが行われており、募集開始と同
時に定員がいっぱいになってしま
うほどの盛況だと聞きます。二度
の開催を経て、私たちもあらため
てニーズの大きさを実感していま
す。
　次回は会場をさらに広い三鷹産
業プラザに移し、地域の他団体に
もご協力いただいて、より充実し
たイベントにしていきます。多く
の方々の参加を心待ちにしており
ます。

（安
やす

井
い

・植
うえ

田
だ

）

恋人をつく
ろう！

パーティー
クリスマス

2016
2016年12月3日

巣立ち工房にて
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　昨年 10月 21日、三鷹市精神障がい者自立生
活支援事業として、黒

くろ

川
かわ

常
じょう

治
じ

氏の講演会「焦ら
ない、でも諦めない」が行われました。黒川氏は
2015年 9月より巣立ち会ピアスタッフとして勤
務しています。今年度は日ごろから黒川氏を知る
方々を多く含む 100名の来場者があり、温かい
雰囲気の中で行われました。
　講演では子供のころ好きだったこと、ご家族の
ことやグラフィックデザイナーとして成功してか
ら発病されるまで、そしてピアスタッフとして歩
まれる現在までのお話を伺うことができました。
講演後、見ごたえのある長編映画を見た後のよう
な感覚に包み込まれたのを覚えています。「何だ
か懐かしいなぁ、わかるなぁ、すごいなぁ」を繰
り返しているうちに、いつの間にか「今、ここ」

に戻ってきていた感覚です。個人的にはそれまで
遅刻をしたことのなかった黒川氏が「二度寝をし
てしまった朝」に清

すが

々
すが

しさを感じたというエピ
ソードが大好きです。
　後半、黒川氏がピア活動を通じて得た「僕な
りのことばや心理のテクニック」のお話の中で、
「相手への＋αのプレゼント」、つまり、相手が一
番言いたかった願いを本人の言葉で本人の口から
言ってもらう、というものがありました。表現を
大切にしている黒川氏ならではの配慮に、「すご
いなぁ」がまた一つ。日々の生活で感じたことを
大切にして、周囲に届く言葉や表現力を持つ黒川
氏をピアスタッフとして迎えた巣立ち会は、今後
もますます進化していくことと思います。

（大
おお

平
ひら

）

ピアサポート事業

講演会「焦らない、でも諦めない」
講師：黒川常治氏　2016年10月21日、三鷹市市民協働センターにて

　昨年の 12月 16日、三鷹産業プラザにて「第
11回 ふれあいトーク」が開催されました。
　企画運営はリカバリーカレッジ受講生の有志が
担い、2ヵ月前から準備を重ねて臨みました。
　今回は三鷹市内の施設紹介が復活し、各施設か
らの PRがありました。第一部ではリカバリーカ
レッジ受講生による当事者研究の発表が行われ、
その成果に会場から多くの質問がありました。ま
た、会場から「元気の秘

ひ

訣
けつ

」を紹介してもらうコー
ナーでは、運営委員の渾

こん

身
しん

の呼びかけに多くの方
からの秘訣紹介がありました。第二部の公開座談

会では「私達、今、人に言えるほど立派な状況じゃ
ないんだけど……」をテーマにパネリストの困り
ごとと自分なりの対処方法が語られました。
　今回の実行委員には、初参加の方も多く、大勢
の前で自らの体験を語るという、冷静に考えても
かなりハードルの高い機会に臨まれたことと思い
ます。そんな中、ピア学習支援員の 3名が中心
となって、真

しん

摯
し

な責任感とゆったりとした心で「ふ
れあいトーク」全体を成功に導いてくれたことに
深く感謝しています。

（大平）

第 11 回 ふれあいトーク
2016年12月16日、三鷹産業プラザにて

パネリストのみなさん
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ピアサポート事業

3ヵ所のカレッジを見学

　三鷹市精神障がい者地域自立
生活支援事業（略称：ピアサポー
ト事業）の一環として、三鷹市
のリカバリーカレッジの運営に
携わり、4年になります。この
度、国立研究開発法人日本医療
研究開発機構（AMED）の障
害者対策総合研究開発事業の助
成を受け、東京大学の宮

みや

本
もと

有
ゆ

紀
き

先生の研究視察旅行に同行させ
ていただきました。2016年 11
月 26日から 12月 2日まで、
イギリスの 3ヵ所のリカバリー

カレッジを見学しました。
　今回の視察旅行は宮本先生を
班長に、一昨年設立した「たち
かわリカバリーカレッジ」の運
営チームの方、大学の教員ら、
計 9人が参加されました。
　約12時間のフライトのあと、
3時間半の長距離バスに乗り継
ぎ、最初の視察先のノッティン
ガムに到着しました。現地時間
の土曜日夜に到着したこともあ
り、翌日の日曜日は午前中はフ
リータイム、午後から視察メン
バーだけでミーティングを行
い、視察旅行全体のスケジュー

ルの確認、視察先の概要や見学
のルート確認等を行いました。
　　

リカバリー実践の拠点

　初日には、2012年に三鷹や
調布で講演をしていただいた
ジュリー・レパー先生にお会い
しました。リカバリー実践を
促進していくためのグループ
である I

㋑ ㋰ ㋺ ッ ㋗

mROCの取り組みや、
ImROCが大切にしていること
などのレクチャーがありまし
た。ImROCとは、「組織的変
革を通じてリカバリーを実践す
る」の頭文字をとった名称で、
困難な経験を有する人（lived 
experience） と、 専 門 職 と
しての経験者（professional 
experience）が、地域の支援
チームや医療機関の職員への
リカバリー志向のアプローチ方
法について研究をしたり、職
員の研修をしたり、出版物を
発行するなど、共同制作（co-
production）をしています。
ImROCが大切にしている「リ
カバリー志向の組織的変革」の
10の課題の一つに「リカバリー
カレッジを運営する」というも
のがあります。イギリスの中で
現在 40ヵ所以上のリカバリー
カレッジが運営されているとの
ことでした。また、ベルギー、

イギリスのリカバリーカレッジを訪れて
小

こ

林
ばやし

伸
のぶ

匡
まさ

かつて巨大精神科病院だったノッティンガム・リカバリーカレッジ

ピアサポート事業担当
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オーストラリア、イタリア、香
港など、世界中で取り組むとこ
ろが増えてきているそうです。
　なお、ジュリー・レパー先生
を日本にお招きして開催した講
演会の抄録は巣立ち会のホーム
ページで公開しています。　
　　

巨大精神科病院を改装

　2日目は、ノッティンガム・
リカバリーカレッジに見学に
行きました。初日に伺った
ImROCの事務所が入っている
建物の中にあります。この建物
はとても広い敷地をもち、丘の
上にあります。レクチャーをし
ていただいたマネジャーさんに
よると、かつてはアサイラム（巨
大精神科病院）だったそうです
（前ページ写真）。そこを改装し
て、今はリカバリーカレッジと
ImROCの事務所、NHSトラ

ストなどが入っていました。学
びやすいような空間作りが印象
的でした。すべての講座の授業
計画が作られて、どのスタッフ
がクラスを担当しても質を維持
できるようになっていました。
また、カレッジの通学期間は 3
学期（1年間）で卒業と明確に
定められていました。
　　

ディスカバリーカレッジ

　3日目にはサセックスに行き
ました。この地域には 3ヵ所
の校舎があります。ここは、慈
善団体からも出資を受けて、リ
カバリーの実践を大切にしなが
ら様々な講座を運営していまし
た。
　特に興味深かったのは、10
代の方を対象にした、若者向け
のリカバリーカレッジである
「ディスカバリーカレッジ」の
運営が始められていたことで
す。音楽制作や森林でのプロ
ジェクトなどを通じてソーシャ
ルスキルの向上をめざすもの
で、安心・安全な場所を提供し
つつ、信頼関係を作っていくと
のことでした。「ディスカバリー
カレッジ」は学校や若者クラブ
などを使って講座を行っている
とのことでした。家族だけが参
加できる講座も開設されていま
した。
　　

教育的視点の重要性

　最終日は、CNWLのリカバ
リーカレッジに訪問しました。

従来の医療モデルのなかで接す
るのではなく、「教育的な視点」
を持ち続けることが大切である
とのお話を伺いました。また、
ピアとして働く際にはスーパー
ビジョンがとても重要なことで
あると、リカバリーカレッジで
講座を担当しているお二人の経
験者（ピアトレーナー）から伺
いました。地域の支援チームや
病棟でもピアの方が活躍されて
いることなどについてもお話し
いただきました。午後の時間に
は、ジェーン・マクレガー先生
と、三鷹でも講演をしていただ
いたジェフ・シェパード先生の
レクチャーがありました。クラ
スの充実とともに、地域のさま
ざまな機関と一緒に運営してい
くことが大切であり、リカバ
リーカレッジについては今後い
ろいろなかたちで調査研究が進
められていくとのことでした。
　　

希望の息をかける

　日本でも、この数年で「リカ
バリー」という言葉が広まりつ
つあります。今回訪れたイギリ
スでは「リカバリー」を合言葉
に、専門職も病の経験者も、と
もに学び、ともに働き、ともに
クラスを運営していくことを大
切にしていました。大変な経験
をされたピアの方がクラス運営
などを通じてモデルとなり、新
たな学生に希望の息をかける
（inspire hope）仕組みがイギ
リスのリカバリーカレッジには
文化として根付いていました。

リカバリーカレッジの看板

ピアサポート事業
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特集・こころとからだ

講演会「身体活動と精神疾患」
講師：近藤伸介氏　2017年1月21日
三鷹駅前コミュニティーセンターにて

　巣立ち会では、利用者の方々の「身体的健康」に着目した取り組みを行っています。たとえば巣
立ち風では、ノルディックウォーキングや体操、プール、フットサルやランニングといった運動プ
ログラムを実施しているほか、11 月から毎週火曜日と木曜日に昼食サービスを開始し、利用者か
ら好評をいただいています。また、巣立ち会の利用者の身体的健康は今どのような状況にあるのか
を確認し、身体的健康についての意識やニーズを知るための調査を計画しています。前号に引き続
き、「からだ」に着目した取り組みをご紹介します。

運動不足は現代人の特徴

　2017年 1月 21日、三鷹市
精神障がい者地域支援連絡会
の年 1回恒例の講演会として、
東京大学医学部附属病院精神神
経科の近

こん

藤
どう

伸
しん

介
すけ

先生に、標記の
タイトルでお話しいただきまし
た。当日は三鷹駅前コミュニ
ティ・センターの大会議室に
84名が集まりました。
　身体活動の低下は現代人の特
徴であり、1980年代に「カウ
チポテト」と呼ばれるライフス
タイルが誕生するなど、世界中
の至るところで、座位中心で体
を動かさない生活が多くなりま
した。そのことによる様々な病
態へのリスクが高まっていると
言われています。講演の前半で
は、健康関連体力、運動の種類
と強度、生理的作用、心理的効
用、運動を継続して行うための
セルフ・エフィカシー（自己効

力感）など、効果的な運動を考
える上で重要な知識を学びまし
た。
　　

精神疾患への運動の有効性

　それをふまえ、精神疾患を持
つ人の身体活動についての説明
となりました。統合失調症を持
つ人のメタボリック症候群比率
や入院患者の低体重比率、運動
量、身体経過モデルなど、一般
の方との健康格差を示す知見が
示され、一方で運動が疾患の治
療においても有効であることを
様々な研究の結果からご紹介い
ただきました。運動（有酸素運
動や筋トレのみならず、ヨガな
ど「身体への気づきを高める運
動」も含む）は、陽性症状、陰
性症状を改善し、単回でも不安・
苦痛の軽減や主観的幸福度の向
上が期待できる上、運動を継続
することで認知機能の改善や脳

構造自体の変化をもたらす可能
性もあるとのことでした。
　うつ病に関する日本のガイド
ラインは、運動について肯定も
否定もしない曖

あい

昧
まい

な記述になっ
ています。しかし、海外に目を
向けると、英国の国立医療技術
評価機構（NICE)ガイドライ
ンでは成人の軽症から中等症う
つ病への身体活動プログラムが
推奨されているほか、様々なエ
ビデンスを集約していることで
有名な「コクラン・レビュー」
においても、運動がうつ病の症
状それ自体に有効であることが
記載されています。具体的な研
究例として、米国の臨床研究で
運動プログラムによって寛解率
や社会生活機能・QOLが有意
に改善した例をご紹介いただき
ました。
　最後は実践編として、北原リ
ハビリテーション病院や東京大
学精神神経科での試みとして、
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　これまでリカバリーカレッジでは、「リ
カバリーへの道」や「セルフケアの方法」
などについて、精神的な困難を経験した
人も専門職もともに学ぶ場を設けてきま
したが、この秋、そうした講座に加え、「こ
ころ」だけではなく「からだ」に着目し
た新たな講座を開講しました。
　一つ目は、「のんびりアロマヨガ」の
プログラムです。スポーツジムでインス
トラクターをされている方を講師として
お招きし、微かなアロマオイルの香りが
漂う教室で、あまり負荷の高くないヨガ
のポーズをしていきました。秋期には延
べ 114名の方にご参加いただきました。
　受講生の中には、他の講座には参加し
ないけれど身体を動かすこの講座には継
続して参加した方や、月曜日の午前中と
いうこともあり、アロマヨガに参加する
ことで生活リズムが安定した方などがい
らっしゃいました。冬期講座でも「のん
びりアロマヨガ」を開講します。詳しい
日程は、巣立ち会のホームページ等でリ
カバリーカレッジのスケジュールをご覧
になってみてください。
　二つ目は、「マインドフルネスを体験

しよう！」です。マインドフルネスにつ
いては、この一年で雑誌や書籍などが多
数出版され、テレビや新聞でも取り上げ
られることがありましたので、ご存知の
方もいらっしゃるかと思います。マイン
ドフルネスは、東洋で生まれた「瞑

めい

想
そう

」
が欧米にわたり、研究者や瞑想の実践家
によって広まり、生まれ変わって日本に
再輸入されたものです。
　過去の出来事を後悔したり、将来の出
来事について不安になったりしながら私
達は暮らしています。マインドフルネス
は、あまり生活していて意識することな
い、「いま、ここ」の思考感覚や身体感
覚に意識を向けていくことを練習しま
す。今回のプログラムでは、今の自分の
状態への気づきを向けるエクササイズを
8週間行いました。冬期はありませんが、
近いうちにまた開講したいと思います。
　なお、リカバリーカレッジのこれまで
の講座内容や受講生の感想は巣立ち会の
ホームページでもご紹介していますの
で、ぜひご覧ください。

（小
こ

林
ばやし

）

リ
カ
バ
リ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
新
プ
ロ
グ
ラ
ム

特集・こころとからだ
プロの講師を招いてのランニングプログラムや、
テレビゲームソフト「Wii Fit」を使った外来プ
ログラム、また農地を作って野菜を育てる実践な
どを通じて、手ごたえを感じているとのことでし
た。
　　

最新の専門知識をわかりやすく

　先生のお話は、非常に専門的なのにわかりやす
く、また歴史的な視点や国際的な視点を含みつつ
も実践のヒントも得られる内容でした。専門家だ

けでなく当事者や家族の参加もあった中で、参加
者のアンケートでは、「期待した内容でしたか」
という質問に 4分の 3の方が「非常にそう思う」
と答えるなど、満足度の高さが窺えました。「こ
れから自分の現場で何かの工夫を始めたい」とい
う声も多く、非常に実りあるものでした。
　さっそく「来年は『精神疾患と栄養』というテー
マでどうか？」という声もありました。近藤先生、
お忙しい中本当にありがとうございました。また
よろしくお願いいたします。

（長
なが

門
と

）

「からだ」に着目した２つの講座
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した」という感想をいただいています。
　第 2部では、御

おん

邊
べ

典
のり

一
かず

さん・大
だい

介
すけ

さん親子の、ソロ、父子連弾、二人の
アシスタントの方との 4人 40指での
連弾など、バラエティに富むピアノ演
奏を堪能させていただきました。なか
なか聴くことのできない迫力のある連
弾とユーモアあふれる明るいトーク
で、会場を華やかで楽しい空間にして
くださいました。
　おかげさまで、当日は 462名とい
う多くの方々にご来場いただきまし
た。毎年恒例のイベントとして根付き
つつあるように感じています。会場に
はこのコンサートの維持運営へのご協
力を目的に寄付金箱を設置し、寄付金
の合計は 328,230円にのぼりました。
みなさまのご協力に心より感謝してお
ります。
　次回は 2017年 7月 7日（金）の
開催を予定しています。今年も多くの
方々のご来場をお待ちしております。

（大
おお

竹
たけ

）

　2016年 7月 1日、調布市文化会館
たづくりくすのきホールで「巣立ち会
第13回 愛のふれあいコンサート」を
開催しました。今年も調布市と調布市
社会福祉協議会にご後援いただきまし
た。
　今回は、コンサート開演前に、お越し
いただいた方々に向けて巣立ち会理事
長の田尾より法人をご紹介しました。
また、巣立ち会の創立当初から当法人
の活動にご理解を示してくださり、ご
協力いただいている大家さんたちに、
日頃の感謝をお伝えすべく表彰状と記
念品の授与をさせていただきました。
　コンサートは二部構成で、第 1部
ではチェロ奏者のベアンテ・ボーマン
さんをピアノ伴奏のボーマン・ルリ子
さんとともにお迎えしました。サン =
サーンスの「白鳥」をはじめとする名
曲の数々を美しい音色で奏であげ、来
場者を魅了してくださいました。来場
者アンケートでは「選曲もよく解説も
親切で、チェロの音色に心が洗われま

第
13
回 

愛
の
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト

御邊典一さん、大介さんによる父子連弾ベアンテ・ボーマンさん

どのフォント（書体）を使うかを考えることは、編集の過程
でもっとも楽しい作業の一つです。「巣立ちだより」では、
基本的に、見出しは游ゴシック体あるいは游明朝体、小見
出しは中ゴシック BBB、本文はヒラギノ明朝で組んでいま
す。最新の Officeでは、標準フォントが MS 明朝と MS ゴシッ

クから游明朝体と游ゴシック体に変わったようです。数年以
内に日本中の事務書類のフォントが美しくなることを考える
と、とてもわくわくします。（植田）　

編集後記


