
2002年4月23日第三種郵便認可（毎月3回5の日発行）
2020年8月10日発行 SSKW増刊通巻5160号

巣立ちだより
SSKW

1

No.53

隠れた社会派

6月6日にWOWOWがサザンオールス
ターズの映像を朝の10時から夜の10時まで
12時間ぶっ通して無料で放映をした。桑田
佳祐ファンの私は生まれて初めて12時間通
してテレビにかじりついてサザンを見続け
た。おそらく全国で私のようなサザンファ
ンが何万人かあるいは何十万人かはその日
一日自宅から一歩も出ず、自粛に貢献した
はずである。そして、6月25日にはサザン
オールスターズデビュー42周年記念コン
サートをオンラインで放映した。全国、18
万枚のチケットが発売され、約50万人の人
が視聴したと推定される。どれもこれも桑
田らしい自粛提案である。

桑田佳祐を社会派のエンターテイナーだ
と言ったら人は笑うだろうか。スケベで
チャラい映像から見える桑田とまた別の面

が彼の作品には垣間見える。沖縄の人々の
気持ちを歌った「平和の琉歌」、拉致問題
を歌った「Missing Persons」、「ピースと
ハイライト」は国家間の争いのない平和な
世界への願いがこめられ、かなり早い時期
に虐待の悲劇を感じさせる（と私は思う）
「愛無き愛児～Before The Storm～」を作
り、「奇跡の地球」ではエイズにかかった
子どもたちの悲劇を歌った。東日本大震災
の起こった年の初夏に「Let’s try again」を
聞いたときに私は思わず涙が出てきてし
まった。

そんな桑田ファン、サザンファンの私な
ので、6日と25日は最高のプレゼントであっ
た。6日はほとんどが過去のコンサート映像
で、何万人もの観客の前でステージと観客
が一体となってコンサートを作り上げてい
る姿で、そして25日の映像はかの横浜ア
リーナで無観客の中、空の客席に向かって

新型コロナから何を考えるか

田尾有樹子
巣立ち会理事⾧
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歌を歌い続ける桑田の姿があった。

日常を失って気づいたこと

私たちは普段当たり前にあると思ってい
るものを失ってはじめてその大切さに気付
くことがある。まさにこのコロナ禍は私た
ちに何気ない日常の大切さ、素晴らしさを
再認識させてくれた。人に感謝や親愛を示
すときの握手や、喜びを共有するときのハ
イタッチ、親近感を感じられる適度な距離、
人を理解したり、親密になろうと思ったり
する時の会食や飲食を伴う会話、それがど
れほど私たちの日常生活を豊かにしていた
のか今この状況の中で、あらためて思い知
らされることになった。

「人が元気になるためには人が必要であ
る」私が初めて出会う利用者に必ず伝える
言葉である。オンライン上での会議や会談、
オンライン飲み会なるものも確かに可能で
はある。ソーシャルディスタンスとは2
メートルが安全な距離と言われ、私の老人
性の聴覚では相手に聞き返さずに会話を継
続することができない。マスクで顔を半分
隠した状態では相手の顔も覚えきれない。
こんな中、どのようにして人と仲良くなる
ことができるのか。まさにこの新型コロナ
ウイルスは私の最も大切にしてきた価値に
対して挑戦してきている。

感染症は今までも人類の歴史を大きく変
えてきた。人は先の見えない不安感に覆わ
れると思わぬ行動をとる。不安を根拠にし
た行動は敵意に満ち、攻撃的で排他的、利
己的保守的になりやすい。このコロナ禍は
国際情勢をも大きく変えようとしているの
である。

今、何をなすべきか

立ち戻って、今私たちは何をすべきか。
今この日本という国の中で私たちは失われ
たものを知ると同時に今持っているものは
何かを再確認することが大切だと考える。
世界各国がロックダウンという強制的な行
動制限を受ける中、自粛という言葉で自ら
を抑制・制限してきた日本人はなかなかの
ものではなかったか。確かにこうした事態
は弱者にしわ寄せが行くことは否めない。
しかしアメリカのような人種差別の横行や
中国のように自由への弾圧は今の日本では
起こってはいないのではないか。だからこ
そ、いま私たちが持っているものを失わな
いためにはどうしたらいいのか、真剣に考
えるべきであろう。失ってからでは取り返
しがつかないものが当たり前と思われる生
活の中に潜んでいるのである。

古代民主主義国家アテネを滅ぼしたのは
スパルタではなく、天然痘だと言われてい
る。広大な土地と文化で栄えた東ローマ帝
国の衰退のきっかけはペストであった。感
染症は歴史的に人が時間と努力と英知を積
み上げて築いたものをあっという間に破壊
してきた。

今現在新型コロナ感染者数は世界中で増
え続け、同時に死者数も増えてきており、
そしてこれからまだまだ経済の落ち込みは
ひどくなるかもしれない。この新型コロナ
問題はまだまだ先は見えないのである。今、
私たちは試されている。どんな未来を選ぶ
のか、選択権は我々の手の中にあるのだと
私は考える。

（2020.6.19）

新型コロナから何を考えるか
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病院担当制からエリア担当制へ

一昨年から昨年にかけて、東京都地
域移行促進事業を担当しました。この
事業はもともと、病院を訪問していわ
ゆる「動機づけ支援」を行うことをお
もな活動としたものでしたが、私が担
当になった平成30年度からは、病院で
はなく、行政機関や地域移行支援を行
う指定一般相談支援事業所に対する働
きかけがおもな事業内容となりました。
事業を受託した６つの事業所には担当
エリアが割り振られ、野の花は北多摩
南部圏域（三鷹、調布、府中、狛江、
武蔵野、小金井）と北多摩北部圏域
（清瀬、東久留米、小平、西東京、東
村山）を担当しています。

私たちはまず、各行政機関を訪問し
て、⾧期入院している市民の実態調査
の実施を提案しました。私たちの提案
は、行政から直接病院に問い合わせて、
さらに担当職員が訪問してニーズを把
握するというものでした。それという
のも、⾧期入院者に対して地域移行支
援というサービスが十分に届けられて
いるとはとても言えない現実があり、
その背景には適切なニーズ把握がされ
ていないことがあると考えられるから
です。

働きかけの結果、いくつかの市では
実態調査が少しずつ始まりました。た
とえば狛江市では、市役所内で情報を
集約して⾧期入院者リストを作成し、
病院宛に調査票を送付し、担当保健師
の方が病院に面会に行くなど、⾧期入
院者を市が把握して円滑に地域移行支
援に繫げるためのシステム構築をこの
２年で進めてきました。このような動

きは、都事業の働きかけ対象が変わっ
たことの一つの可能性を示しているよ
うに思います。

一方で、地域格差という課題があり
ます。自治体によっては、実態調査を
提案したところ、「退院が可能な人は
すでに医療機関が判断して退院に繫げ
ている（そうではない人は入院し続け
る妥当な理由がある）」と話します。
しかし病院を訪問すると、私たちが見
るかぎり今日にも退院できそうな方々
が⾧期にわたって入院生活を送ってい
る姿に出会い、愕然とすることもあり
ました。

残念ながら、医療機関、そして行政
機関によって、地域生活ができるかど
うかの基準は異なります。退院支援の
経験の蓄積がある地域では、行政も医
療機関も地域も、より幅広い層の方々
に対して地域生活が可能であると判断
しますが、そうでない地域ではその対
象は狭くなります。たまたまある地域
の住民であったり、ある病院に入院し
たというだけで、そうでない場合と比
べて著しく⾧い入院生活を送るという
ことは避けられなければなりません。

この格差をなくしていくことが、都
事業の役割の一つではないかと感じて
います。とくに巣立ち会は、多くの方
の退院支援をする中で、それまで地域
生活が困難と見られていた方がほんと
うに元気に地域で暮らす姿を数多く見
てきました。この経験とノウハウを伝
えていくことは、自分たちにできると
ても重要なことではないかと——とき
に砂漠に水を撒くような感覚に襲われ
ながらも——感じた2年間でした。

（植田）
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寄稿

巣立ち会との出会い

2019年度4月より巣立ち会で研修しており
ます、澤井大和（ゆたか）と申します。東
京大学医学部卒業後、附属病院での初期研
修を修了しました。昨年度より吉祥寺病院
で勤務しながら、巣立ち会でご指導をいた
だいています。

巣立ち会の活動を知ったのは、医学生の
時に参加した勉強会です。指導医の先生か
ら、⾧期入院の方が地域移行できるよう力
を入れている、と伺っていました。勉強会
終了後、巣立ち会職員の植田さんが「グ
ループホームで生活している方の中には、
糖尿病に必要な治療が続けられない場合も
あり、対策しなければならない」と話され
ていて、大変印象に残りました。それ以来、
年齢・性別や障害の有無にかかわらず平等
に、その人が求める医療を提供できる体制
作り、いわば「医療のインクルージョン」
を実践していくことに関心を持つようにな
りました。

統合失調症をはじめとする精神疾患をも
つ患者さんでは、精神的健康に加えて身体
的健康が損なわれがちであることが知られ
ています。

精神疾患をもつことで、健康的でない生
活習慣を送らざるを得ない状況となり、身

体疾患の罹患のリスクも高まります。しか
し、その身体疾患に対して適切な医療を受
けにくいことから、身体的健康の格差が生
じるとされています。格差を軽減する第一
歩として、精神疾患の有無によらず、生活
習慣に多職種でケアを提供することが推奨
されています。

地域で生活しながら身体的健康を維持す
るためには、入院環境以上に、主体的に治
療に取り組む必要があります。

巣立ち会では、生活習慣のケアや内科治
療の継続のため、多彩な支援がなされてい
ることに感銘を受けています。たとえば、
世話人さんが内科受診に同行して、ご本人
や外来主治医と体調や治療目標を共有する
関わりは、正に「医療のインクルージョ
ン」の実践といえます。（次頁につづく）

医療のインクルージョンを目指して

澤井大和巣立ち会顧問医

昨年度の講演会にて筆者
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寄稿

イベント情報

「価値に基づく支援」に学ぶ

「健康に⾧生きしたい」という目標はあっ
ても、どのような手段を取ればよいか分から
ない、という問題は、障害の有無にかかわら
ず普遍的なものです。「医療のインクルー
ジョン」は当事者と支援者が共に具体的に考
え意思決定をしていく、共同意思決定の一例
です。

医療現場では、エビデンス（科学的根拠）
に基づく医療が前提となっています。近年、
医療従事者と患者さんが共同で意思決定を行
う共同意思決定が普及してきています。科学

的根拠を個別のケースに適用するにあたって、
患者・家族と医療従事者の価値観を重視する
「価値観に基づく医療（value-based 
medicine）」も提唱されています。

⾧期入院後の地域移行支援や、リカバリー
カレッジなど、巣立ち会の活動は全て、当事
者と支援者が本音の価値観を語り合っていま
す。まさに、共同意思決定や「価値観に基づ
く支援」の姿勢が貫かれています。
今後も、その人の価値観に沿った生き方が、
病によって阻害されないよう、意思決定支援
を行える医師を目指して研鑽して参ります。

新型コロナウイルスの影響
で、巣立ち会主催のイベント
もいくつか延期を余儀なくさ
れました。その一つが、3月14
日に開催を予定していた、映
画「道草」の上映会です。

この映画は、重度訪問介護
というサービスを利用しなが
ら地域でひとり暮らしをする
自閉症と重度の知的障害をも
つ人々の暮らしの様子をうつ
したドキュメンタリーです。
今回の上映会では、出演者の
父で早稲田大学教授の岡部耕
典さんのご講演と、岡部さん
と元三鷹市障害者支援課の岩
松国一さん、巣立ち会理事⾧
の田尾とのシンポジウム「地
域で暮らす」を予定していま
す。当初は三鷹市公会堂さん
さん館での開催を予定してい

ましたが、11月28日（土）に
三鷹市芸術文化センター星の
ホールに場所を移して開催す
ることになりました。

なお感染拡大をふまえ、こ
のイベントはオンラインでの
同時配信を計画しています。
詳細が決まり次第、巣立ち会
ウェブサイトでご案内します。

イベントのオンライン配信を計画中

《開催予定のイベント》＊どちらもオンライン配信予定

●発達障害についての講演会（タイトル未定）
講師：澤井大和先生（巣立ち会顧問医）
日時：令和2年10月21日（水）18:30開演
場所：三鷹産業プラザ7階会議室

●映画上映会・講演会「道草」
日時：令和2年11月28日（土）13:30開演（予定）
場所：三鷹市芸術文化センター星のホール
入場料：1,000円（事前申込制）

お問い合わせ、お申し込みは巣立ち風（0422-34-2761）まで
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よりよい睡眠のために

令和2年2月8日（土）、三鷹市精神障がい
者地域支援連絡会の講演会を行いました。今
回は、巣立ち会顧問医で東京大学医学部附属
病院精神神経科の近藤伸介先生に「睡眠と心
の健康」というテーマでお話しいただきまし
た。会場となった三鷹市公会堂さんさん館に
は、69名が集まりました。

睡眠は、記憶の定着や再組織化、問題解決
や創造性、情緒反応や情動制御等の精神機能
にも関連すると言われています。たとえば、
睡眠不足でイライラしたり、人に優しくする
ための心のゆとりや人間関係で生じるコンフ
リクトを処理する力も睡眠不足で低下したり
します。また、睡眠が障害されると、さまざ
まな健康リスクにもつながります。身体の健
康や睡眠、不活発は、精神機能にも身体にも
影響を与えるといわれています。身体の調子
が悪くなれば、精神の状態も悪くなるという
ように相互に関連しあっていると考えると、
健康な状態を目指すためには食事や睡眠、身
体活動といったことをトータルに行っていく
必要があります。このように、睡眠は生存に
欠かすことのできない脳の活動ですが、多く
の精神疾患では睡眠障害が必発症状とされて
います。睡眠は精神状態のバロメーターにも
なり、よりよい睡眠を確保することは精神疾
患の改善にもつながっていきます。

睡眠について、厚生労働省から健康づくり
のための睡眠指針が2014年に策定されました。
睡眠12箇条と称して、睡眠と食事に関するこ
とやよい睡眠をとるための方法等、睡眠に関
する12項目が列挙されています。たとえば、
食事をとるということは、体が目覚めるス

イッチになるとされています。特に朝食は、
睡眠が終了して体が覚醒して動き出すという
メリハリをつくるスイッチとなり、きちっと
目を覚ますためにも朝食をとることが重要と
されています。また、良い睡眠をとるための
環境づくりとして、ブルーライトや部屋の明
るさ、温度、寝具も重要とされています。睡
眠時には、体温が低下していくため、寝る直
前に体温を上げると睡眠の妨げになることが
あるそうです。

本講演会では、睡眠一般についての解説に
続き、各精神疾患の睡眠の特徴やよりよい睡
眠をとるためのお話がありました。個人的に
印象に残ったのは、眠気と布団を条件づける
というお話でした。布団にいるのに眠れない
という状態が⾧くなると、ここにいても眠れ
ないということが条件づけられます。つまり、
布団で寝るという条件反射をしなくなります。
その治療法として、眠くなったら布団に入る
（眠気と布団を一致させる）という方法が紹
介されました。これは不眠に特化した認知行
動療法で、睡眠制限療法と呼ばれています。
ただし、睡眠制限療法は、眠れなければ寝な
いということが、躁転やうつ転のリスクにな
りえるため、双極性障害には注意が必要とな
るとのことでした。

最後に、アンケート協力者の約70％の方が
「内容は期待していたものであった」という
質問に「非常にそう思う」と回答してくださ
いました。今後も講演会等の開催を予定して
おりますので、巣立ち会のホームページをご
覧ください。（榎本）

講演会「睡眠と心の健康」を開催

イベントレポート

近藤伸介先生
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身体の健康のためにできること

巣立ち会では、精神疾患を抱える方が地域
生活を自分らしく送っていけるように、支援
を行ってまいりました。支援を重ねる中で、
心の健康と同様に身体の健康を保っていくこ
とについても、私たちが提供するべきサービ
スの大事な側面であると、強く認識するよう
になりました。

こひつじ舎は巣立ち風や巣立ち工房と比べ
ると利用者の平均年齢は低いのですが（こひ
つじ舎47歳、巣立ち風55歳、巣立ち工房57
歳）、利用者の約6割が健康診断で要指導、要
医療の指摘を受けています。

利用者の身体の健康を保つために私たちが
できることは何か。以前こひつじ舎利用者に
健康に関する意識調査を行った際に、「健康
に気をつけたいが、どのように気をつけたら
いいかわからない」「バランスの取れた食事
を摂るのが難しい」という声を聞きました。

そんな利用者の皆さんのニーズに応えるべ
く、こひつじ舎では令和元年12月より、昼食
会を開始しました。栄養バランスの取れた、
身体に優しい、手作りの食事を提供していく
こととなったのです。

週2日、火曜日と木曜日に昼食会を行ってい
ます。昼食会開始の12時近くになると、こひ
つじ舎の館内は美味しそうな匂いが広がりま
す。昼食の時間が活気づき、会話ややりとり
が増えて、にぎやかな時間になっています。

昼食会を毎日楽しみにしているメンバーの
皆さんからは、「美味しいごはんが食べられ
てうれしい」「野菜がたくさん入っていて、
単身者なので助かる」「一人暮らしなのでた
まには家庭的な雰囲気で食べたい、家庭的な
雰囲気で食べている感じがする」とコメント
をいただいています。ある方は、「糖尿病の
数値がよくなった」と嬉しそうに話してくだ

さいました。
美味しい手料理に誘われて、火曜日、木曜

日の通所者数も増えています。令和元年9月～
11月と令和2年1月～3月の火曜・木曜の1日あ
たりの平均利用者数を比較すると、通所者数
が10％アップしていました。

現在も、コロナウイルス感染予防策を講じ
ながら、昼食会を継続しています。食事前の
手洗いの声掛け・確認を行い、密集しないよ
うに食事の席を配置し、換気を常時行ってい
ます。

嬉しいことに、今後金曜日も昼食会を行っ
ていくことになりました。美味しいごはんを
いただきながら、こひつじ舎一同、元気に活
動していきたいと思っています。（清澤）

こひつじ舎で昼食会を開始しました

こひつじ舎

「家庭的な雰囲気がいい」と話す鳥谷さん

ある日のメニュー
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巣立ち風での

コロナウイルス対策

４月７日に発令された緊急事態宣言を受け、
4月9日から5月31日まで感染拡大防止のため、
巣立ち風は開所時間を10時から14時までに短
縮、作業とプログラムも中止しました。メン
バーからは「作業をしたい」という声も上が
りましたが、巣立ち風で集団感染を発生させ
ないことが何より大事であることをご説明し、
ご理解とご協力をお願いしました。

4月9日より、来所したメンバーはまず、手
洗いと検温をしています。所内を「密」がで
きないように配慮したレイアウトに変更し、
2階、3階にはテレビも設置しました。テレビ
は作業中止期間中、思い思いの時間を過ごし
たりDVD鑑賞をしたりするのに活用しました
が、現在はWebミーティングにも活用してい
ます。毎週月曜日に行う「予定決め」には大
人数が参加するので、「密」ができてしまう
ことが懸念されましたが、2階、3階に分かれ
ることで「Zoom」で「予定決め」を行って
います。

現在は、感染防止のための様々な対策を講
じながら作業、プログラムを再開しています。
開所時間は9時30分から15時、内職作業につ

いては作業場を1階と3階に分けてフロアの人
数を減らし、隣り合ったり対面になったりし
ないように席を作りました。また、各テーブ
ルには飛沫防止のためのパーテーションを設
置しています。作業中は換気をし、作業後に
テーブルのアルコール消毒を行っています。

昼食会は中止期間中も毎日実施し、2階、3
階に分かれて食事しました。これまで、盛り
付けや配膳、片付けはメンバーの力を借りて
いましたが、キッチンが混み合わないように
するため中止期間中はスタッフが行うように
しました。現在もその体制は続いていますが、
こひつじ舎メンバーを食器洗浄のパート職員
として雇用しました。スタッフの負担を軽減
するとともに、こひつじ舎メンバーにとって
は就労へ向けてのステップとなっています。

作業終了後の15時からはスタッフ、メン
バーで館内の除菌作業を行い、一日が終了し
ます。コロナウイルスについてはまだ不明な
点が多くありますが、「感染しない・させな
い」ために、必要な対策を講じていきたいと
思います。（佐藤）

巣立ち風

作業の様子

今回の冒頭記事にもありますようにこのコロナ禍の中

で生き残っていくためには何が必要なのかを今我々全員

が問われています。案外答えは日々の支援など我々の一

番身近なところにあるのかもしれませんね。（山本）

この30年、テロや災害や恐慌が相次いで起こる世界に

生きてきて「今度は疫病か」という感覚です。身に沁み

こんだ無常観は世代感覚なのかもしれません。元の日常

が早く戻ることを願います。（植田）


