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平成 29年度あやめ会総会 

5月 10日 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら） 

 

こすぎ会 藤井瑞季 

平成 29年度あやめ会総会は、川崎市長代理 伊東弘副市長、

川崎市議会議長、石田康弘様、川崎市社会福祉協議会会長代

理 三浦政良常務理事、ＮＰＯ法人じんかれん理事長 堤年春様をはじめとし、多くの来

賓の方々のご出席を頂き開催されました。あやめ会の会員 200名のうち、出席数 63名、委

任状数 89名、合計 152名で総会は成立いたしました。 

第一部 式典では、山本泰彦理事長の挨拶に続き、来賓の方々の祝辞・報告をいただきま

した。 

第二部 議事では、各議案が賛成多数により承認されました。 

第三部 講演会 演題 「本人の希望に沿った統合失調症の薬物療法について考える」 

講師  竹林裕直氏 川崎市栗田病院医師 

講演内容 

竹林先生は愛知県出身で、そこで暮らしていましたが、お父さまが川崎市に単身赴任して

いた関係で、川崎に馴染みがあったそうです。栗田病院には 10年前から勤務され、臨床一

筋でやってこられたそうです。週のうち 4日は栗田病院、2日は都内の病院にいらっしゃ

います。臨床に示した話ということで、いろいろな薬を試した場合の結果を数値で示しな

がらの説明は説得力がありました。 

また、例に出された患者さんの具体的な薬の名前を挙げての症状の変化の

報告は、参加者が身近に考える手がかりとなったのではないでしょうか？ 

 

抗精神病薬の一般的な効果については、製薬会社が公式に出している添付文書に書かれて

います。インターネットで「薬剤名と添付文書」で検索すると出てきます。 

実際にどの抗精神病薬を選んでいくかについての話に移りました 

まず うつ病、うつ状態に対する抗うつ薬（ミルタザピン）とプラセボ※の効果について

のデータが示されました。 

 

あやめ会ホームページをご覧ください。 

       ホームページのアドレス（ＵＲＬ） http://ayamekai.org 

http://www2.odn.ne.jp/ebipop/free_illustration/_src/sc1967/89C489_.jpg
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プラセボでも効果があるという結果に驚きました。でも薬を飲んだ方が確実に改善するこ

とが示されました。このプラセボで改善した群は、抗うつ薬で改善した群と同じ部位の脳

が変化していた、というのも面白い結果でした。 

また、うつ病の回復過程は薬の種類に関係しないことが示されました。 

ただ、うつ病・うつ症状の再燃・再発の予防効果は薬を飲んだ方が高いそうです。私達家

族としては、できるだけ薬は飲んで欲しくないものです。うつ病になった場合、初回はプ

ラセボで落ち着いても、再発が見られたら、薬を飲むという選択肢があってもよいので

は？ということでした。 

※ 偽薬、患者の神経を鎮めるためや対照試験などに用いる薬効のない物質 

 

では、統合失調症に関してはどうか？ 

抗精神病薬 パリペリドン（インヴェガ）とプラセ

ボとの比較では、効果が明らかに違っています。プ

ラセボではむしろ悪化しています。パリペリドン持

続性注射剤（ゼプリオン）でもプラセボとの効果の

差は時間とともに大きくなっています。 

薬ではゆっくりと効果が出て、継続することにより

少しずつ良くなっていきます。 

その他 躁状態に対する気分安定薬 デパケン R 

とプラセボ、脅迫症状に対する 抗うつ薬 フルボ

キサミンとプラセボの効果に関するデータでは薬の効果の方が優れている。 

薬の用量と効果については、抗うつ薬 ミルタザピンの例では、増やすと効果が減ってい

きます。本人にとってのベストの量を見つけることが大事とのことです。 

 

薬の発見についての話も面白いものでした。クロルプロマジン（コントミン）は、麻酔薬

の開発から、躁病や統合失調症に効果があることがわかり、ハロペリドール（セレネー

ス）は下痢止め薬の開発から、幻覚、妄想、などに対する効果が分かりました。しかし開

発過程によるそれぞれの個性が、副作用となる眠気だったり、便秘だったりすることは納

得させられます。 

 

様々な抗精神病薬は、それぞれ ドーパミン受容体に作用するもの、セレトニン受容体に

作用するもの、様々な受容体に作用するものとわかれ、様々な精神症状への効果が位置づ

けられています。 

統合失調症の薬物療法で 誰にでも功を奏し、これが一番という薬はない、ということで

す。みな当事者は体験していることですし、そのような薬があれば、みな苦労はしないで

すよね。 
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でも薬物療法の原則というものがあると、先生は話されました。 

① 以前に効果があった薬は、有効である可能性が高い 

② 家族に効果があった薬は、有効である可能性が高い 

③ 本人が選んだ（希望した）薬は、有効である可能性が高い 

薬に限らず、例えばアルコール依存症などの場合も、本人が選んだ治療法

は効果が高いそうです。 

 

薬を選んで服用を始めた後が重要とも。 

・最初の服薬で不快感があると、その薬の効果はあまり期待できない 不快感があった

ら、一旦服薬を止めて、翌日病院に行こう 

・服用後 2週までにあまり改善のない薬は、その後の効果も期待できない 

 

担当医に関しても、薬と同じで、我慢していては効くものも効かなくなる、と。医師との

信頼関係が重要だなと、再認識いたしました。 

まだ安定していない方は、主治医と相談しながら、薬を順に替えていって、自分に合った

薬をみつけていくことが大切です。 

 

この後 開発中の新薬や開発が中止になった薬などの紹介がありました。エビリファイや

リスパダールも一旦は開発が中止になったことがあるそうです。 

臨床一筋でこられた先生にふさわしく これまで実際に診てこられた多くの患者さんの具

体的な薬の変遷について報告されました。やはりみなさんご自分に合った薬を継続してい

らっしゃいます。 

病気と決めつけなくても、薬を飲んでいると、調子を崩したな、と思っても元に戻る、と

いう患者さんの言葉は重みがありました。 

 

先生の講演のあと、会場からの発言が印象的でした「息子さんの主治医で、今まで親と

して先生にいろいろお願いをしてきたが、ちっとも聞いてくれない、と思っていた。今

日はじめて先生の講演を聴き資料を見た。息子の意見をよく聴いてくれる先生、良い先

生だと初めて感じた。息子さんは 一人暮らしをし、1日 5時間 4日働いている。ご本

人は年金が無くなるのでは？と不安に思っているほど。 

この先 仮に失敗しても本人の希望や経験を考慮しながら、良い方向に向かっていけ

る」。 

 

私の娘は統合失調症ではありません。でも薬に関しての向き合い方は、大変参考になりま

した。もっと多くの方に聴いていただきたかったです。 
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メリデン版支援事業報告集会に参加して（みんなねつと主催） 

                          泰山木の会 鈴木郁子 

日時：平成 29年 3月 27日(月)。会場：池袋東口駅前アットビジネスセンター伊藤ビル

7F。テーマは「メリデン版訪問家族支援事業のこれまでとこれから」と題しての講演で

す。「精神障害のある本人と家族を丸ごと支援する訪問家族支援を日本へ導入」は、まさに

本人も家族も待ち望んでいたものです。講演会は、「本当に必要なのだよ！」と思う家族や

日本への普及を志そうとする若い支援者が集まり、定員 100名の会場はいっぱいになりま

した。 

 

 みんなねっとの本條理事長のご挨拶では、平成 29年 4月に社団法人:メリデンジャパン

ファミリーワークプロジェクトを立ち上げ、普及に取り組んで下さった白石先生を代表と

する 11 名の皆様へ感謝すると共に、みんなねっとは共に進んでいきたいと、強い決意表明

がありました。 

 そして次に、これまでの事業の経過とまとめをご報告されました。メリデンの視察は何

故行われたかでは、みんなねっとの全国実態調査から。①必要な知識がえられない…情報

からの孤立、②困った時の相談場所がみつからない….社会からの孤立。③病状が悪化した

時、すぐ対応してくれる支援が受け入れられない…支援からの孤立。 

 この 3 つの孤立が浮き彫りにされた。そんな時、イギリスのバーミンガム地方にて、「本

人を含む家族全体を訪問によって支援する」技術開発とその実践が行われていると知った

のが視察のきっかけです。 

 

 世界最大級と云われているメリデン研修所のファミリー

プログラムを京都ノートルダム女子大学の佐藤先生を代表

として、みんなねっとの 4 役員と、慶応大学精神科医であ

る宋未来先生を通訳として、6 名で視察(2014 年)したこ

と。 

 メリデン支援を日本に導入するため、神戸・京都・東京

で支援者を招いて講演・研修セミナーを開催した。これに

家族たちが高い関心を示したこと等をふまえ、みんなねっ

とでは事業推進体制を確立した。2015 年には、さらに 5 名をイギリスに受講者を派遣し

た。その方々が日本に帰り普及活動を展開し、その普及事業を基にイギリスでスーパービ

ジョンを受講されたのち、トレーナーズコースへは 2017 年に 3 名を派遣修了した。あや

め会理事でもある白石先生が代表となり、新メンバーに加わり、体制も強化され、同先生

は、次へのステップのメリデンジャパンファミリーワークプロジェクトに期待していると

強い熱意をもって挨拶されました。 

 今日のプログラムの中では、一般社団法人メリデンジャパン・ファミリーワーク代表と
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なられた白石弘已先生の「家族支援の重要性とメリデン版訪問家族支援」と題する講演

は、講演会の中でも、私には一番印象に残り、現在の私たち家族にとって極めて有益だと

思い、その内容の一部をご報告します。 

  

白石先生の講演内容は 1965 年の全国精神障害者家族会連合会の結成大会(1965 年)から

始まった。家族は当事者の長い病歴により、本人支援の狭間で、高齢化し、衰え、苦悩す

る中、家族会を立ち上げ結成した。そして本人のリハビリテーションの必要性を社会に訴

えていくことを誓った。 

 患者に対する家族の対応としては、「発病して 10 年以内に体制を整えないと手遅れだ」

と云われショッキングでしたが、これからの家族は病状に早く気づき、早期発見・早期治

療につなげる大切さを痛感しました。平均初診年齢は 23 才と遅く、7 割の人が 1 ヶ月以上

の医療中断を繰り返し悪化。現在は、新薬も出て、悪化は以前よりも少ない。 

 親亡き後の不安対策は、「親が元気なうちに、親も協力して自立させる」。との声が強く

なった。「疲れている家族を支援しないと本人もよくならない！そのため本人や家族の不安

や負担を減らすこと」。「家族は終わりのない支援者の役割を背負っており家族を丸ごと支

援することが大切」に共感しました。「本人の世話をしていても、自分の生活設計に沿っ

て、人生を楽しむこと」。と話されました。 

 白石先生は、日本では鈴木浩二先生から、海外では、アメリカ・イギリスで家族心理教

育や心理社会的リハビリテーション等の研鑚を積まれました。 

 統合失調症の現代的治療は、1977 年～Engell により、「薬だけでは治らない。ストレス

を取り除くこと(楽しいことをする)」を提唱された。この病は、10 年、20 年と長期に渡り

解決しないが希望を持つことが大切なので、共に外出、旅行、散歩しながら、さわやかな

気分の中で話をしてコミュニケーションが成り立つようにして欲しい。 

 統合失調症で伝えたいことは、この疾患は脳の機能障害であるが、薬だけでは治らな

い。心の治療は、患者や家族が必要な情報や適切な対処技能を学ぶことが治療効果改善に

繋がると力説されました。白石先生の行われた心理教育は、家族と専門家の交流会や講演

会で話されて、全国から希望団体が殺到した。半年に 1 回、今も継続している。 

 

 カリフォルニアビレッジでの心理研修で当時者との交流に参加し、当事者と対話する大

切さや、心理社会的なリハビリテーションでは、医学的治療より、地域生活や就労を重視

する大切さを学んだ。その人の病気の部分よりその人の持っている力や、成長する力を信

じて、失敗しても、それから学ぶたくましさが必要。出来るだけ住み慣れた地域での就労

やリハビリをして暮らしていくこと等…当事者の生活、人生から学んだのです。 

 今活動を継続している「窓の会」活動の調査でも、ひきこもりがち

の人は、居場所や出会う人が少ないと、回復しにくくなっている。自

分の今やっている活動を楽しんで、続けていくと、いつかきっと良く

なるきっかけがつかめる。だからひきこもっている精神の人への訪問

ボランティア活動は大切です。診療としてのアウトリーチでの心理教
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育では、正しい病気の知識や社会資源の情報を伝え、就労のアウトリーチでは、困難に対

する対処法を練習し、問題解決していくことが大切。統合失調症は、心理療法と薬の治療

を一緒に進めていくことが再発予防につながると強調されました。 

 白石先生が勧める原点である UCLA（カルフォルニア大学ロサンゼルス校）ゴールドシ

ュテイン教授のファミリープロジェクトが、みんなねっとの進めているメリデン版訪問支

援プログラムなのです。この訪問丸ごと家族支援事業が私たち地域で入院に頼らず、安心

して地域で暮らす時代へと進化していき、多職種専門家集

団の官民一体となった連携と協力こそが役割を果たしてい

く。これがなくては、困るんだ！との強い思いで家族会と

しても、みんなねっとと共に創り出すために協力をしてほ

しい。この家族支援プロジェクトが本人と家族の社会資源

となって、意義深いものになると熱い想いを語られまし

た。私自身も、自助、互助役割を果たし協力していきたい

と共感し感動して講演を聴きました。 
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平成２９年度じんかれん総会に参加して 

 

 5 月 23 日（火）横浜市港南区芹が谷の神奈川県精神保健福祉センターにて、参加者 38 名

でじんかれん総会が行われました。 

 堤理事長の挨拶で、50 周年記念大会や記念誌の発行にあたりご協力いただいたことに対

し謝意が述べられました。昨年は交通費割引の署名運動に協力いただきましたが、国会で審

議未了のまま終わってしまい残念ですが、これで終わりではなく、医療費無料化も含めて、

更なる運動を続けなければならないと話され、なお、昭和 22 年には労働基準法が出来、そ

の中で精神障がい者は働いてはいけない、企業も雇ってもいけないと謳われていたそうです

が、今は企業も障がい者枠で 2.3%の雇用率を達成しなければいけないと、力強く挨拶され

ました。 

  

来賓の祝辞で神奈川県保健福祉局福祉部障害福

祉課課長水町友治氏から、やまゆり園事件のことを

話され、障がい者も動揺している事でしょうが、利

用者は引っ越しすることになりましたと、挨拶され

ました。 

 また、神奈川県精神保健福祉センター所長山田正

夫氏の挨拶で、じんかれんは昨年 50 周年記念事業

や記念誌の発行についても触れられ、また、          

やまゆり園事件では、園の職員の心のケアーや、入 

園者の心のケアーもして行かねばと話されました。    

 

 総会終了後、会場近くの神奈川県精神医療センタ

ーの見学会があり、看護師の林氏によるセンターの

説明では、昭和 4 年に芹香院として 150 床で全国 3

番目の精神科病院として発足しました。昭和 43 年

にはせりがや病院 70 床で再開し、今は基幹病院と

してシステムベッド（いつでも入院できる体制）16 床・1 階は観察者用が 33 床・2 階は依

存症用が 70 床 3 階は思春期用が 70 床あり、4・5 階は一般用が 140 床・別棟には 33 床あ

ります。 

心身喪失用と結核用がそれぞれ 2 床あり個室率 70％で吹き抜けになっています。部屋で

は、全室風と光を感じられるような造りになっていて有料個室もあり、1 日 2,000 円で提供

されています。入院期限は特になく又、デイケアー、ショーウトケアーは茶道・料理・スポ

ーツ・その他、スタッフの訪問看護もありますとのことでした。                              

 広報委員 T・H  
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  川崎市中部リハビリテーションセンターはるかぜ 6/1(木) 

  

こすぎ会の施設見学は、朝方の雨もやみ風も爽やかに

初夏のような陽気でした。 

28年 4月 1日に開設された中部リハビリテーションセ

ンターはるかぜは、井田山の中間にあり身体、知的、精

神障がい者を対象にした専門的な機関です。新しい 2 階

建ての建物には「井田日中活動センター」「井田障害者セ

ンター」「井田地域生活支援センターはるかぜ」と官民共

同体の機能が設けられて、主に中原区、高津区、宮前区

を対象地域とした地域支援を行っています。 

 

２階・井田地域生活支援センターはるかぜ（精神）：社会福祉法人 川崎聖風福祉会 

〇静養室（畳の部屋、1時間程度の休憩） 

〇スタディルーム（パソコン教室 8台） 

〇浴室(①ユニットバス) 〇浴室（②シャワー、洗濯） 

〇手洗（バリアフリー） 

〇地域交流室 〇調理室 〇フリースペースなどの  

 各部屋があります。 

 

「地域活動支援」「相談支援」「地域移行・地域定着支援」 

地域活動センターA型です。 

はるかぜは 3 つの事業展開から一人一人を応援してい

ます。 

精神障害のある方の日中の活動を応援します。 

利用される方一人ひとりが自分らしい時間の過ごし 

方を見つけられるよう支援の輪を広げていきます。 

ゆったり、のんびり、おだやかに♪ 新しい自分の魅力を、

はるかぜで探してみませんか？とパンフレットに紹介さ

れています。 

建物が新しいのでどの部屋も清潔感にあふれていまし

た。フリースペースはお茶を飲んだり、食事をしたり自

由に過ごせる「広場」です。パソコン室は 8 名分の設備

があります。企画された調理室は、近代的で清潔な厨房

器具が揃っていました。地域交流室も広く仲間と自由に

過ごせるスペースがあり、ピア活動、サークル活動、カラ

オケにも利用できます。   
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２階・井田障害者センター 

1、障害者更生相談所・精神福祉センター分室：川崎市 

2、在宅支援室：訪問看護リハビリテーションネットワーク 

  身体、知的、精神などのあらゆる障害及びそれぞれのライフスタイルに応じて適切な生

活を確保・維持できるよう、来所による専門相談や、専門職

が直接生活の場を訪問するなどきめ細かな支援を行ってい

ます。 

 〇市の職員事務所 〇民間の在宅支援室  

〇多目的評価室（言語聴覚・失語症） 

〇ディルーム（社会的引きこもりの人たちの相談・更生相

談）〇補装具室 〇診察室（心理療法知的障害） 

〇多目的評価室（相談室）〇診察室（療育手帳の判断） 

（精神科の先生）〇カンファレンス室（自閉症）（発達障害

の判定）、各部屋は、それぞれの機能に適した立派な設備が

整っていました。 

 

１階・井田日中活動センター：社会福祉法人 県王福祉会 

① 就労移行支援事業 ②就労継続支援 B 型事業 ③自立訓

練（生活訓練）事業 

④ 生活介護事業 

就労移行作業室ボールペン作り、自立訓練作業室など 

 

川崎市の歴史をたどりますと、「1970 年当時の国策は、入院医療中心主義の時代でした。

精神病院から退院患者が地域に受け入れられる体制の整備もされていない時代に、川崎市で

は独自に『精神障害者社会復帰施設』を設立し、わが国初の活動を開始しました。1971年 9

月『川崎市リハビリステーション医療センター』を立ち上げ（当初は中央療育棟という設備

のみであった）、長い年月を経て今日に至ります。住み慣れた地域や自ら望む場所で、安心

して暮らし続けることのできる地域を実現する地域包括ケアーの視点にたち、障害の有、無

や年齢に関わらず総合的理念に基づいて個別支援と地域力の向上に推進してきた」とのこと

で、川崎市中部リハビリテーションセンターに至った経緯を、市の歴史を読み心うたれまし

た。古い建て替え前に、幾度か子供のために足を運んだ日々を思い出し、井田の山に向かい

ながらなぜか懐かしい思いに浸りました。一歩一歩積み重ねてきた行政や、携わった先人た

ちのご苦労を改めて感謝いたします。この充実した支援と設備を、回復に向けて活用できる

のは幸せなことです。 

いつ誰が罹るかわからないこの病気も、医学の進歩と共に研究の成果が一日も早く訪れる

ことを願っております。 

 広報委員 K・N 
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地域活動支援センターみなみ 
 

 

 地域活動支援センターみなみでは、軽作業を行って 

います。作業をするので、工賃がもらえます。 

 みなさん、体調が悪いときは休みながら、無理がない 

ように気をつけて通っています。 

 生活のリズムが崩れてしまった方も午後から来所したり 

工夫をしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボールペンの組立、チラシ折り 

チラシの封入 など♪ 

 

座ってできる作業ばかりです。 

午前、１時間３０分 

午後、１時間３０分 

の作業時間です。 

 

作業は毎日、楽しいです♪ 

みなみのみんなも優しくて、 

あったかいので安心して 

過ごせます(^^♪ 
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みなみではレクも行っています♪ 
 

   ４月は川崎ラゾーナの「ビタースイーツ」に 

ランチビッフェに行ってきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ５月は新横浜のラーメン博物館に行ってきました！ 

 

 楽しかったねぇ～!(^^)! 
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お元気ですか  微笑ましいシルバー川柳！ 

 

 

①  五郎丸まねて念仏かと訊かれ 

②  「やめとくれ！」ただの寝坊で脈とられ 

③  猫までが妻の真似して俺またぐ 

④  ハグされてこわい私の骨密度 

⑤  基地問題うちがもめるは墓地問題 

⑥  老いるとは増える薬と減る記憶 

⑦  徘徊もタスキかければパトロール 

⑧  人生に迷いはないが道迷う 

⑨  ハイタッチ腕が上がらず老タッチ 

⑩  老犬とこぼしたおかず奪い合い 

⑪  「先寝るぞ」「安らかにね」返す妻 

⑫  お迎えと言うなよケアの送迎車 

⑬  骨が減り知人も減るが口減らず 

⑭  白内障術後びっくりシミとシワ 

⑮  期限切れ犬にやらずにオレに出す 

⑯  日帰りで行ってみたいな天国に 

⑰  改札を通れずよく見りゃ診察券 

⑱  遺影用笑いすぎだと却下され 

⑲  年金の扶養に入れたい犬と猫 

⑳  指一本スマホとオレをつかう妻 

 

パソコンより抜粋 じんかれんより 
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心の健康相談 

  お気軽にどうぞ！ 

  

心の病の問題について気軽に 

         電話または面接にお出かけください 

 

現代はストレスの社会です。“心の病”は誰がかかっても不思議ではないといわれていま

す。人間関係のつまずき、家庭内のトラブル、出社拒否、気分の沈滞、意欲低下、ひきこも

り、暴力、自傷行為、不潔恐怖、受診拒否、服薬中断などの“心の病”やデイケア、地域作

業所、年金、障害手帳などの“リハビリや福祉制度”に関しても幅広く相談をお受けします。 

 

  一人で悩まずにご相談ください 

      相談は無料、秘密は厳守します 

◇日時：毎週月・金曜日（除く祝祭日）  １０：００～１６：００ 

◇電話：０４４－８１３－４５５５ 

◇場所：高津区久本３－６－２２ ちどり（地域福祉施設）内 

◇主催団体：ＮＰＯ法人 川崎市精神保健福祉家族会連合会あやめ会 

あやめ会会員の有志が相談技能研修を受けて相談員となり、 

家族の立場にたった対応を心がけています。 

 

あやめ会ホームページをご覧ください。 

       ホームページのアドレス（ＵＲＬ） http://ayamekai.org 

 

編集後記 

暑くなると体がスカットした物を欲したくなる 

のは、私だけでしょうか。 

人それぞれ対処法は違いますね。その人の必要性 

に応じたやりかたがベストです。 

 薬物療法の効果も個々に応じた飲み方で成功に 

出合えるのですね。 K・F 

 


