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はじめに 

 2004年 4月に「花信風」第 1号を発行して以来、10年が経過しました。 

 光風会の広報活動、すなわち、「花信風」「陽光」「アニュアルレポート」「ホームペー

ジ」で、今まで取り上げたことのない「テーマ」は障害者の「就労課題」です。 

笠間焼工房「陽(yoo)」において、「就労継続支援事業 B型」という障害者総合支援

法による「事業」を行っており、その活動は随時報告してきました。しかし、その活動の

本質は、就労支援が中核ではなく、「笠間焼の作陶」という活動を行い、メンバーそれ

ぞれの自立的、自主的「参加」の仕方を支援することです。制度的に最も合理的な事

業を光風会理念に基づき適用にしただけにすぎません。 

 今号の編集方針を決めるに当たり、「就労」に目を向けたのですが、いかんせん実施

していないことを執筆するのは、当然のことながら、困難でした。 

 そこで、今号は、学会対応活動と笠間地区援助支援課題との経過を振り返り、光風

会の理念を再度確認・提起することとしました。 

（編集担当 斎藤 悟）    



 

編集後記 

 

「食べ放題」… バイキング… ビュッフェ… 

30数年前の学生時代に「焼肉 1000円食べ放題」の看板を見たときは衝撃でした。

当時の 1000円は安いとは言えませんが、「食べ放題」という言葉に大脳旧皮質の欲望

スイッチがオンになった記憶があります。実際には１回だけ行き、1000円の価値はない

と新皮質の方が判断しました。その後、名前を変えた様々な「食べ放題」が現れ、これ

でもかと欲望をあおり、私たちの旧皮質を刺激します。 

「欲望のスイッチを入れることなくして経済成長なし」なのですから、ある程度仕方な

いとしても、子どもまでその対象とするのは、子どもの新皮質、セルフコントロール力の

発達に問題が出るのではないかと、テレビの「食番組」を見るたびに感じます。 

経済成長と共に生長してきた自分の新皮質はどうなっているのか。 

「花信風」発行が 11月となってしまいました。アニュアルレポートの発行も次に控え

ています。「花信風」編集作業の実行課題の遂行を阻害しているのは、大脳新皮質の

発達の遅れだ、などと言うつもりはありません。申し訳ありません。（斎藤） 
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１．日本・病院地域精神医学会（以下「病地学会」）とは 

病地学会は、この学会の前身である「病院精神医学懇話会（以下「医学懇話会」）」

を 1957（昭和 32）年に国立武蔵療養所医師を中心に立ち上げ、1967（昭和 42）年に

「病院精神医学会」として正式に学会活動を開始しました。そして、1983（昭和 58）

年の第 26 回病院精神医学会総会において、現在の学会名称に変更しています。この

流れを整理したのが表７です。 

 設立した 1957年当時、精神科薬物療法として「クロルプロマジン」が全国に広が

り、治療方法が大きく変化しました。「医学懇話会」設立に当たり、当時の関根真一

初代委員長（国立武蔵療養所長）は、設立の趣旨を「病院精神医学」第 1集の「まえ

がき」で以下のように記しています。 

 

  「現代の精神病院は患者の治療の場であるとともに、極めて有意義な治療の器具として、その

機能を発揮しなければならぬことが強く要求されるにいたった。その観点から精神病院に勤務する

者は、常に患者を対象とし、建物並びにそこに従事する人的構成に対し、精神医学を基底とした研

究を進めて行かなければならない。従来これらの研究について関心はもたれていたが、最近その

発展の必要性が叫ばれるにいたったので、同士の者が相い図り、病院精神医学懇話会たるものを

誕生せしめた。昭和 32 年秋第 1 回の会議を開催したところ、図らずも、絶大なる共鳴を得て、その

成果を見た次第である。ここにその演題を収録して諸賢の御指導鞭撻を仰ぎ、今後の発展を願うも

のである。なお、いささかなりとも精神疾患者の福祉のための貢献に資することが出来れば幸いで

ある」 

 

 2014年 10月現在、会員総数は個人会員 930名、団体会員 122団体。個人会員の職

種別では、医師 318 名、精神保健福祉士 194 名、看護師 134 名、作業療法士 80 名、

心理士 45名、保健師 11名、家族・精神障害当事者等 148名。 

 病地学会は、精神保健福祉の活性化を目的に開催県を選出し、開催県内の医療・福

祉等の関係者を中心に実行委員会を構成して、毎年大会を開催しています。 

 茨城県においては、当時県立友部病院長の弘末大会委員長を中心に、光風会理事長

の吉田が副委員長として関わり、2001年「第 44回茨城大会」を水戸で開催しました。 

「第 57回 日本･病院地域精神医学会」に参加して 

 

年月日：2014年 10月 31日（金）～ 11月 1日（土） 

会 場：仙台国際センター 

参加者：川島麻子（支援員）、国府田まゆみ（支援員） 

高島眞澄（事務局長）、吉田昭久（理事長） 
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表 1 病地学会の流れ 

 

 

 

 

 

  

年 場所 「懇話会」から「病地学会」までの流れ 

1957 東京 第１回病院精神医学懇話会（以下「懇話会」） 

1958 東京 第２回懇話会 

1959 千葉 
第３回懇話会 / シンポ：退院後の社会再適応について 開放療法の実験的研究 

【海外】 デンマーク ノーマライゼーション理念を立法化 

1960 東京 
第４回懇話会 / シンポ：敷地・設備・作業指導員など乏しい病院での作業・レク療法の進め方 シ

ンポ：新しい精神科治療体系の中で医療チームのあり方 

196１ 大阪 第５回懇話会 

1962 東京 第６回懇話会 / 特別講演：精神病院の建築について 

1963 福岡 
第７回懇話会 / 特別講演：大学病院精神科と精神病院 

シンポ：精神病院は大学に何を望むか 

196４ 宮城 
第８回懇話会 / シンポ：生活療法の問題点  シンポ：精神病院にける児童の問題 

【日本】ライシャワー駐日米大使殺傷事件 

1965 愛知 
第９回懇話会 / 講演：精神病院における療法的雰囲気及び制度、並びに精神障害者の人権尊

厳に関する問題 シンポ：家族会と家族治療との関係 シンポ：デイケアとナイトホスピタル 

1966 北海道 第１０回懇話会 / シンポ：精神衛生法改正後に来るもの 講演：日本の病院精神医学の歩み 

1967 群馬 第１１回懇話会 「病院精神医学会」に変更  テーマ「社会復帰をはばむもの」 

1968 徳島 
第１２回総会 / シンポ：薬物療法の検討と反省 

【日本】WHO「日本における地域精神衛生」をレポート（クラーク勧告） 

1969 石川 第１３回医学会 再建委員会（以下「再建委」）設置 

1970 神奈川 
１９７０年臨時総会 シンポ：作業と患者の人権 シンポ：医療従事者の立場と役割 

討論集会：病院精神医学会は如何にあるべきか 

1971 愛知 
第１４回総会 / 特別講演：医療と人権  シンポⅠ：患者の社会復帰と復権 

 シンポⅡ：社会復帰を阻んでいる法制上の問題  保安処分討論集会  

1972 京都 
第 1５回総会 / テーマ「市民的秩序と患者の人権」  

講演 精神衛生法をめぐる諸問題 

1973 東京 
第 1６回総会 / テーマ「学会再建の意味を問う」 シンポ：学会再建の途を採る 

第１回患者交流集会開かれる 

1974 大阪 
第１７回総会 /シンポ：精神病院に何を求めるか 討論集会：作業療法の点数化をめぐって 

【日本】全国「精神病」者集団結成 

1975 愛知 
第１８回総会 / テーマ「精神分裂病の治療をどう考えるか」 シンポ：治療者は精神分裂病者にど

うかかわるか 講演：法律家から見た精神医療法の問題点、治療的侵襲と人権侵害 

1976 千葉 第１９回総会 / シンポ：開放化における具体的諸問題  シンポ：開放化のめざすもの 

1978 

愛知 
第２０回総会 / テーマ「病院医療の現状と問題点」 シンポ：病院医療の現状と問題点 

講演：精神病院に期待するもの 

宮城 
第２１回総会 / テーマ「開放化と地域活動」 シンポ：開放化と地域活動-地域活動を通して病院

を考える シンポ：開放化に伴う諸問題-特に行動制限をめぐって 

1979 広島 
第２２回総会 / テーマ「開放医療の原点を探る」 シンポ：患者はもっと責任をもって行動できるの

ではないか シンポ：我々の役割-どのように関わり得たのか 講演：開かれた精神病院 

1980 兵庫 第２３回総会 / テーマ「あらためて『精神医療の現状』を問う」シンポ：再び事例にもどって 

198１ 山梨 
第２４回総会 / テーマ「医療と福祉の原点を問う」 シンポ：チーム医療をめぐる諸問題 

シンポ：患者の社会生活を支えるためのかかわり  講演：医療と福祉の原点 

1982 福岡 
第２５回総会 / テーマ「治療の継続をめぐって」 シンポ：地域における「継続」 

シンポ：社会復帰にむけて 講演：精神医医療-今日と明日 

1983 京都 
第２６回総会 「病院・地域精神医学会」変更 テーマ「地域医療活動の継続」 シンポ：生活に根

ざした精神医療を考える シンポ：社会的自立に向けての病院医療―病者から学ぶ 
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２．「茨精研」ICCAM、光風会共同研究の発表経緯 

光風会は、「茨精研」ICCAMの学会対応活動と協働して、病地学会や日本臨床心理学

会等において、毎年、光風会の活動や調査研究成果等を発表し、障害児・者の地域生

活支援に関する課題を提起してきました。 

 表９は、病地学会において、「茨精研」ICCAM と光風会との共同研究活動として開

始して研究成果を発表した経緯を、2013年度の第 56回札幌大会から新しい順に、2001

年度の第 44回茨城大会までの内容を整理したものです。 

 

 2001年、茨城 NPOセンターコモンズ（以下「コモンズ」）が、県厚生総務課により

「地域リハビリテーション支援活動を目的とする関係機関のネットワークのあり方」

について調査依頼を受けました。コモンズより調査協力の声が掛かり、「茨精研」ICCAM

は精神保健福祉の分野を担当しました。調査結果を踏まえて、「精神障害者リハビリ

テーションモデル概念図」を提言し、茨城大会において報告しました。 

 

2002 年、精神障害者に対するホームヘルプ事業が適用・実施されました。当時は、

一般社会に広がっている精神障害者への無理解と偏見等の影響下で、ホームヘルパー

が関わる上で大きな障害となる諸課題を抱えていました。 

そこで、ヘルパーの経験年数の長い方と浅い方との二つのホームヘルパー研修を企

画・開催し、受講者の精神障害者に対する意識の変化を調査しました。 

この研究成果は、日本財団より研究助成を受け、「精神障害者対応ホームヘルパー

マニュアル」「精神障害者対応ホームヘルパー研修ガイドライン」という形にし、出

版しました。2002 年・2003 年は、ホームヘルパーに関わる課題を継続して、病地学

会で発表しています。 

 

 2004 年・2005 年、深刻化する児童虐待の心理的背景と予防対策について取り組ん

だ研究成果、「子育て支援講座へのグループワーク導入の有効性」を 2 回に分けて発

表しました。これは日本財団の助成を受けて、「子どもの問題研究所（以下「子ども

研」」との共同研究として「子育て連続講座」を企画・開催して聞き取り調査を行っ

たものです。 

 同時期に、ファイザープログラムの助成を受け、「精神障害者ピアホームヘルパー

ガイドラインの作成」にも取り組みました。 

茨城県では、精神障害者のホームヘルパー養成講座が開かれ、光風会登録ユーザー

6 名が受講し修了しました。受け入れ先として期待した介護事業所では「ピアホーム

ヘルパー」を理解できず、雇用は進みませんでした。 

当会は、作成した「ガイドライン」を資料として「ピアホームヘルパーとは」とい

う啓発活動に取組みました。 
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表 2 発表内容一覧 

 
 
 

年度・回 

場所 
発表テーマ 

研究参加者 

（太字・アンダーライン：発表者） 

2013 

第 56回 

札幌 

精神障害者が「生活（くらし）」を組み立てる援助・

支援－生活訓練事業における精神障害者の自律・

自立を通して－ 

檜山郁、川﨑一平、川島麻子、高島眞澄、 

国府田まゆみ、斎藤悟、松本直行、吉田昭久 

2012 

第 55回 

名古屋 

「精神障害者の生活（くらし）を立てる援助・支

援－精神障害者の自律トレイニングショートステ

イ活動の取り組みについて－ 

川﨑一平、川島麻子、斎藤悟、高島眞澄 

国府田まゆみ、檜山郁、松本直行、吉田昭久 

2011 

第 54回 

那覇 

長期入院者への情報提供のあり方－居住地別で捉

える長期入院者の状況と課題― 

高島眞澄、川島麻子、斎藤悟、高橋寿子、 

松本直行、吉田昭久 

2010 

第 53回 

東京 

「精神障害者に対する援助・支援研修課題ガイド

ライン」作成プロセスの課題－「なに色ですか？

あなたの心のサングラス」の点検― 

国府田まゆみ、川島麻子、斎藤悟、鈴木宗夫、

高島眞澄、高橋寿子、松本直行、吉田昭久 

2009 

第 52回 

和歌山 

精神障害者退院促進支援システム構築の課題

（PartⅡ）－医療機関と地域との連携を創造する

「連絡協議会」－ 

高橋寿子、川島麻子、高島眞澄、斎藤悟、 

野中美保、松田真紀子、松本直行、吉田昭久 

2008 

第 51回 

岡山 

精神障害者退院促進支援システム構築の課題－ピ

アサポーターによる精神科病院内「お茶飲み会」

の開催－ 

斎藤悟、出澤華奈子、今瀬留理子、川島麻子、

高島眞澄、高橋寿子、松本直行、吉田昭久 

2007 

第 50回 

京都 

精神障害者グループホームの QOL に関する第三者

評価課題－全国調査結果と ICFとの関連 

川島麻子、出澤華奈子、斎藤悟、今瀬留理子、

国府田まゆみ、高島眞澄、松本直行、吉田昭久 

2006 

第 49回 

東京 

精神障害者グループホームの QOLに関する 

第三者評価課題－実態調査結果の集約― 

高島眞澄、今瀬留理子、郡司活夫、斎藤悟、 

平山勝代、檜山昌子、松本直行、吉田昭久 

2005 

第 48回 

博多 

子育て支援講座へのグループワーク導入の有効性

[Ⅱ] 

高橋寿子、吉田昭久、高島眞澄、斎藤悟、 

菅原淳一、片見眞由美、郡司活夫、松本直行、

成井裕子、菅野聖子 

精神障害者ピアホームヘルプ活動の構造的分析 
出澤華奈子、川島麻子、斎藤悟、国府田まゆみ、

菅野美和、郡司活夫、高島眞澄、吉田昭久 

2004 

第 47回 

神戸 

子育て支援講座へのグループワーク導入の有効性 

高橋寿子、吉田昭久、高島眞澄、秋本愛子、 

田中美枝子、斎藤悟、菅原淳一、片見眞由美、

郡司活夫、松本直行、成井裕子、塙直美、 

冨田真由美、横溝とも子、菅野聖子 

2003 

第 46回 

松江 

精神障害者訪問介護員養成研修会による 

「精神福祉」啓蒙の波及効果 

高島眞澄、吉田昭久、郡司活夫、斎藤悟、 

鈴木宗夫、鷺野谷まち子、松本直行、板倉裕子 

森川弘文、大槻倫子、今瀬留理子、弘末明良、 

2002 

第 45回 

仙台 

精神障害者の地域生活支援に関する 

ホームヘルパー研修の課題 

郡司活夫、相田文江、井坂暁美、片見眞由美、

斎藤悟、鈴木宗夫、菅原淳一、高島眞澄、 

檜山昌子、平山勝代、松本直行、吉田昭久 

2001 

第 44回 

水戸 

茨城県にける地域リハビリテーションの現状と課

題－精神保健福祉分野を中心に－ 

浅香紀子、片見眞由美、郡司活夫、菅原淳一、

高橋寿子、平山勝代、横田能洋、松本直行、 

吉田昭久 
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2006 年・2007 年は、「精神障害者グループホームの QOL に関する第三者評価課題」

についての発表でした。この研究はトヨタ財団の研究助成を受け、精神障害者を対象

とするグループホームの実態とあり方について、48都道府県のグループホームに質問

紙調査を行い、さらに都市型・地方型とグループホームを選定して、訪問による聞き

取り調査を実施しました。この結果を分析して、医療法人設立・運営型と社会福祉法

人や NPO等設立・運営型との QOL差異を明確化し、第三者評価基準のあり方を提起し

ました。 

 

 2008年以降は、長期入院者の退院促進支援に関する研究報告を行っています。 

光風会は、2007年度に長期入院者の退院促進支援事業を、県より 5年間にわたり受

託しました。当会は、ピアサポーターによる精神科病院内での「お茶飲み会」を開催 

したことや、長期入院者への情報提供のあり方等の課題に取り組みました。 

 

2010年 10月より、光風会はショートステイ事業を開始しました。 

3 年間の実績を踏まえて、ショートステイを行う物理的・心理的環境整備の重要性

を 2012年の名古屋大会で報告しました。 

 また光風会は、障害者自立支援法により 2007 年から多機能型事業として、生活訓

練事業、就労継続 B型事業を開始しました。 

5年間を経過した 2013年に、生活訓練が精神障害者の生活（くらし）を組み立てる

援助・支援に有効であるかの点検を行い、その有効性を札幌大会で報告しました。 

 

３．今回の発表内容 
2014年度の第 57回仙台大会では、「ユーザーの視点から生まれた薬手帳『安心サポ

ートカード』～震災経験から得た、新たな防災課題の点検～」のテーマで、スタッフ

の国府田が発表しました。 

以下に、国府田が作成した発表報告原稿を掲載します。 

 
Ⅰ．はじめに 

 光風会では、2002 年に地域活動支援センター（以下、センター）を設立以来、災害時対

応も重要な生活支援のひとつとして位置づけて来た。設立当初は、毎年 9 月 1 日の「防災

の日」に合わせて防災企画を実施しているが、連絡手段の確認を重視する内容で、精神障

害を抱える各自の生活状況にまで注意を払う訓練ではなかった。 

2007 年、防災を身近に考える「おにぎり研修会」を設定して、県・市の防災対策を学習

した。以降、消防署や市の職員を講師に招く防災企画を実行し、センターの所在地を消防

署や市に知ってもらう働きかけは出来たが、ユーザーの生活（くらし）に直結する防災企

画ではなかった。スタッフ自身が防災を身近に感じていなかった。 

 2011 年の震災の体験は、防災が必要不可欠だと認識を改めることになった。そして、ユ

ーザーの視点で防災を点検することを新たな防災課題と考えた。 
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Ⅱ．ユーザーの「気づき」分析 

１） 研究目的 

ICF（国際生活機能分類）において、「援助・支援の専門家」は環境因子に位置づいている。

これまでの研究（檜山ら,2013*①)で、「支援者は『ユーザーの環境因子として、自分が阻

害因子になっていないか』という視点で自らを点検する必要がある」と提起し、支援者の

関わりを点検する必要性について述べている。 

 

今回は、東日本大震災（以下、震災）の経験をふまえ、当会の防災企画をふりかえるため、

以下 3 点を研究の目的とした。 

① ユーザーの生活（くらし）に役立つ防災企画を組めているか。 

② 支援者がユーザーの持っている力を抑えていないか。 

③ 防災企画でユーザーは「気づき」を得ているか 

 

２） 研究方法 

 当会の資料より、東日本大震災以降のメンバー、ユーザーの言葉を「気づき」として拾った。

本研究に活用した記録資料は以下 5 種類である。当会の独自の視点により作成・活用している

資料であるため、説明を加える。 

① 防災企画・報告書：当会では、センターにおいて行事やイベントを企画する際、支援目的・

課題、働きかけるユーザー等を明記した企画書を作成する。実行の結果を報告書として残

す。 

② 光風会広報情宣紙「花信風」「陽光：「花信風」は、当会の理念と実践を言語化して発信す

る季刊誌である。「陽光」は、写真や図表で当会の活動を報告する広報紙である。内容の一

部をホームページに掲載している。詳細は、「光風会・水戸」で検索いただきたい。 

③ 「社会資源調査団」記録：「社会資源調査団」とは、ユーザーが「知りたい」「調べたい」

という社会資源について 3 人以上の協力者を集めて調査する活動である。今回、表題とし

ている「安心サポートカード」はこの活動で「かたち」にしたものである。活動は、毎回

記録として残している。 

④ 震災対処スタッフミーティング資料：震災直後、電話や訪問で全ユーザーの安否確認を行

った。その結果をまとめ、緊急スタッフミーティングの資料とした。ミーティングで、震

災時緊急支援体制を組みなおし、支援に当たった。 

⑤ ケース記録：当会、日常活動の記録である。ユーザーの言葉と、スタッフの支援内容や観

察事項を分けて記載している。 

 

３） 分析視点 

 生活（くらし）の中で防災を考える視点として、以下の３点を立て、ユーザーの言葉を整理し

た。 

① 人として本来持っている力としての「生きる」視点 

② 仲間や地域とつながる「社会性」の視点 

③ 安心のための自己対処力としての「薬」の視点 
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Ⅲ．ユーザーの「気づき」とスタッフの支援 

 上記の視点に分類した「気づき」を各視点につき３点挙げ、スタッフの支援内容と併せて記載

する。 

１）「生きる」視点 

・震災当日の寝る前、薬を飲む水がなかった。風呂の残り湯を飲んだ。 

（社資団 2011 年 3 月） 

・震災の後、お風呂に水をため、ペットボトルにも水を汲んでおいた。 

（花信風 Vol.9,29 号,p.11） 

・遊びに行っている時に被災した。電車が不通となったため、デパートに 36 名の人と一緒に

泊まった。（震災対処スタッフミーティング資料） 

【支援内容】 

震災直後、電車が不通で帰宅困難となったユーザーがいたため、スタッフ１名がユーザーとセ

ンターに宿泊した。 

その他全スタッフで、全ユーザーの安否確認のための緊急スタッフ会議を設定した。翌日より、

避難所や自宅の訪問を行った。また、病院への同行や、避難所から自宅付近の駅までの送迎、

落ちた瓦屋根の片付けなど、必要に応じて援助した。 

 

２）「社会性」の視点 

・同じマンションに住んでいる人と一緒にいた。一緒に避難所へ行った。 

（花信風 Vol.9,29 号,p.11） 

・地震後、地域の人とうまく関係が取れた。自宅は、水が少し出たので、水が必要かどうか聞

きまわった。（ケース記録 2011 年 3 月 17 日） 

・クリニック、薬局がやっているか、自転車で確認しに行った。（社資団記録 2011 年 3 月） 

【支援内容】 

震災の翌日から、センターを開館した。震災の話題を仲間と共有する場を意図した対応をした。

個々の対応の中で、ピアで深める課題については、場を改め、ユーザーとのミーティングの設

定や、社会資源調査団での話し合いを提案し、ユーザー同士で話せる環境づくりに徹した。 

 

３）「薬」の視点 

・処方されている薬を全部ジャケットに入れて、着たまま寝た。（花信風 Vol.9,29 号,p.11） 

・「おにぎり研修会」の時、「薬の備蓄は入院患者の分しかない」と言っていたから、すぐにもら

いに行った。（花信風 Vol.9,29 号,p.15） 

・自立支援医療手帳に指定薬局を 2 つ登録している。（社会資源調査団記録 2011 年 3 月） 

【支援内容】 

ユーザーが震災以前から取り組んでいる薬の課題について、薬局や精神保健福祉センターへ薬

の備蓄調査、オリジナル「薬手帳」の作成を提案した。 

自立支援医療手帳に指定薬局を 2 つ設定する必然性については、「災害時に交通が麻痺し、通

院先の近くの薬局に行けなくなったときのために、自宅から歩いて行ける薬局をもう一つ指定す

る」と提示した。 
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写真：一般演題発表用パワーポイントのスライドより 
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Ⅳ．ユーザーが「気づき」を得、「かたち」にした防災対策 

 Ⅲ―３）に述べた「気づき」からユーザー自身が取り組んだ、薬に関する防災対策は、以下の

通りである。 

① 2007 年、光風会と協働する（NPO）茨城県精神障害地域ケアー研究会との共催で、前述の

防災企画「おにぎり研修会」を開催した。参加したユーザーは、県立の精神科病院の職員より

「抗精神病薬の備蓄は入院患者の分しかない」という報告を聞いた。 

そこで、「災害時に薬がなくなったらどうしよう」という不安から、災害時には「自分で薬を

確保するしかない」と、実際の行動を起こし、自らの具体的な対処について考え初めた。 

② 2009 年、調剤薬局で配られている「お薬手帳」では大きくて持ち運びに不便であるところ

にユーザーは目をつけた。 

その結果、財布に入る免許証サイズのカードに㋑氏名、㋺住所、㋩連絡先、㊁医療機関、㋭処

方内容を記載して持ち歩く、「ドラッグカード」を作成した。 

③ 2011 年、震災後のミーティングで、震災時にユーザーが困ったことの一つとして「薬の確

保」に関する課題が挙がった。 

 「ドラッグカード」に再び関心が集まり、見直しを始めた。「100 円ショップで売っている

名刺・カードケースならいつもバッグに入れておける」「調剤薬局でもらう薬の説明書を活用

してはどうか」「薬の実物を入れてはどうか」等、ユーザー自身がそれぞれの立場で案を出し

た。 

その結果として、改良版「ドラッグカード」が完成した。ユーザーはそれを「安心サポートカ

ード」と命名した。入れている薬は 1 回分だが、「持っていることで安心でき、病院に守って

もらうのではなく、自分で自分をサポートするカード」という意味を込めている。 

 

Ⅴ．結論 

ユーザーの「気づき」を整理・分析の結果、以下の 3 点にまとめた。 

一点目は、震災を機に、生活（くらし）に身近な防災企画を立案することの必要性について、

スタッフの意識が変化した。震災を経験し、スタッフそれぞれが災害を自分ごととして認識し

た。 

二点目は、震災を通して、ユーザーの自己対処力をスタッフが明確に認識した。 

ユーザーは、地震直後、それぞれのいた地域で、その人の持つ力で対処していた。状況を後に

確認したスタッフは、これまで知らなかったユーザーの力を発見した。スタッフの「気づき」

である。 

三点目は、ユーザーが防災企画から「気づき」を得て、「安心サポートカード」を「かたち」

にした。 

ユーザーのピアによる「気づき」の共有や深める話し合いをスタッフは設定した。その中で、

スタッフの視点で「こうあるべき」「こうするべき」といった方向性は指示せずに、「どうすれ

ば（ユーザーが）使いやすいものになるか」といった、自発性を促す提案を投げかけた。 

 震災は、防災課題を新たに考える大きな転機となった。非常時を体験し、日常の生活（くらし）

に防災が必要不可欠であることを確認した。 
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当日の反応 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分科会の発表内容は、上記に示すように、「災害とメンタルヘルス」というテーマ

でグループ化された 4名の発表者でした。 

「東日本大震災を経験した」ことでは４名の内容は共通していましたが、精神障害

者に対する援助・支援の視点として接点がなく、光風会の発表以外は、東日本大震災

における宮城県の状況にどのように対応したかという報告でした。 

そのためか残念ながら、フロアーからは光風会の提起した内容についての質疑はあ

りませんでした。おそらく、発表内容に対する共感的な理解は成立していなかったで

しょう。 

「座」をコーディネイトする役割を担う座長には、東日本大震災をとおして、自身

の課題として実感した体験により、これまでの障害児・者援助・支援のあり方を振り

返る機会としての視座の提示のあることを期待しました。 

これも残念ながら、座長は、災害時における「ユーザーの気づき」「支援者の気づ

き」といった課題に広げず、「ユーザー支援にがんばってください」という感想に留

まりました。 

他の発表を聞き、震災の混乱が未だに続き、医療機関や行政機関、大学等、支援体

制が未だにバラバラの状態にあることがわかりました。 

 今病地学会全体をとおして、一般演題に応募した発表者は、光風会以外に NPOの事

業所が一人。その他は全て医療法人関係者でした。 

開催県の宮城県は、気仙沼市や南三陸町、石巻市等のリアス海岸沿岸に甚大な被害

を受けており、県内の福祉事業所等から発信できる状況ではない と推察しました。 

 11 月 1 日（土） 大会 2日目 9：00 ～ 10：00 

 一般演題 12 災害とメンタルヘルスⅡ－直後期における医療機関の役割と備え－ 

 

【座 長】 田邊  等（北海道立精神保健福祉センター 医師） 

上田 一気（東北大学大学院医学系研究科精神系学分野 医師） 

【発表者】 

① ユーザーの視点から生まれた薬手帳「安心サポートカード」 

～震災経験から得た、新たな防災課題の点検～ 

      国府田 まゆみ（社会福祉法人光風会 精神保健福祉士） 

② 東日本大震災を経験し、認知症疾患医療センターが拠点となり、新たな地域資源を開発 

        結城 美奈子（三峰病院 精神保健福祉士）  

③ 東日本大震災における後方病院の役割と今後の災害時医療計画への提言 

       菅野 道（一般財団法人東北精神保健会 青葉病院 医師） 

④ 東日本大震災後急性期の気仙沼地域における被災地内外の精神医療関係者の連携 

      佐久間 篤（東北大学病院精神科 医師） 
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 今後の課題 

 「茨精研」ICCAMと光風会との共同研究を発表した 2001年以降、開催県を中心に精

神医療保健福祉関係者の発表内容は、実践として「何をした」という結果報告が多く

なり、集積したデータを基に実践内容を整理・点検した課題提起が少なくなっていま

す。 

今の日本の状況を踏まえて何を問題にすべきか、支援者側が障害者の人権を侵害し

ていないのか等を取り上げ、学会発表をとおして支援者としての自己点検をする「場」

としての認識が希薄になっているようです。現場は目先のことに振り回され、障害

児・者が置かれている社会状況が見えなくなっているのです。 

 

「茨精研」を創設した 1988年、精神衛生法が改正されて、精神保健法が施行され

ました。1984年に、看護者による入院患者リンチ殺人事件「栃木・報徳会宇都宮病院

事件」が発覚し、国際法律家委員会・国際医療従事者委員会による調査団が来日して、

日本の精神病院の実態が世間に公表されました。 

当時、「茨精研」に関わる私たちは、精神障害者自身から「退院できるか分からな

い不安と恐怖」「通信手段の制限」「医療関係者による暴力的行為」等々、精神病院

の中で何が起きているかを具体的に教えられました。 

当時、「精神障害者＝人権侵害・人権剥奪」という認識を抜きに、地域生活支援は

展開できないと実感しました。 

 

日本における精神医療の歴史を見ると、これまで病地学会は、精神医療、精神保健、

地域福祉のあり方について議論を重ね、様々な先進的な学会声明を出してきました。 

そのことについて、病地学会元理事長の樋田氏が、2004年精神保健従事者懇談会の

「精従懇と私たちの歩み」という記念報告の中で、日本の精神病院の歴史や病地学会

の実態について触れています。（以下筆者が要約） 

 

「国の体制を支えてきたような個々の実践を皆見直した。例えば、一方的な集団管

理の体制としての生活療法について・・・。作業療法が盛んに行われてきたが、使役、

集団管理といった側面が非常に強い。個別のケアがなされずマスとして患者が扱われ

ている」さらに「学会運営も大病院の管理者が中心になっている。これもおかしい」

等を学会で議論した。しかし精神衛生法から精神保健法にかわり「病院地域精神医学

会の認識としては、地域に関して変わってきたが、肝心の精神病院はあまり変わって

いないので、精神病院の実態を変えるように力を注がなければならないと考えていま

す」  
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未だに病地学会は医師を中心とする体制です。大会委員長をみれば歴然です。そう

した医療モデルの体制を、精神保健福祉士、心理、看護師等のコメディカルが支持し

ているのも現状です。 

昨今の「長期入院者病棟を療養施設への転換」問題は、初めて出てきた課題ではあ

りません。長期入院を維持し、敷地内グループホーム等を法外に認めてきた歴史的事

実があるのです。この事実をどう認識するかは、これまでの精神医療・福祉に関わる

歴史を知らなければ、同じことの繰り返しとならざるを得ません。 

 

今後の課題として、「精神医療中心から地域福祉へ」の展開には、日本の精神医療

の歴史を踏まえ、看護師、精神保健福祉士、作業療法士等々のパラ・メディカルを中

心に地域現場における実践・理論を、集積したデータを基に構築しなければならない

と考えます。 

支援者として、医師と同等に向き合うことができる力量を付けていくことが必須の

課題です。 

     （事務局長 高島 眞澄）  

 

【参考文献・資料】 

・「日本病院・地域精神医学会の 50年とわが国の精神保健福祉をめぐる流れ－1957年～2007年

－」、古谷龍太、日本・病院精神医学会５０周年記念号 

・精神医療第 4次別冊「第 5回精神保健フォーラム－脱施設化とノーマライゼーションの実

現」、精神保健従事者団体懇談会＋『精神医療』編集委員会、批評社、2004 
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