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平成２９年度に向けた 

  川崎市への要望書       

 

特定非営利活動法人 あやめ会 

                                              理事長 山本泰彦                                                                 

Ⅰ．主要な要望事項 

１．障害者差別解消法の施行を踏まえ、精神障がいに対する差別・偏見をなくすために、一

般市民に対する啓発活動のさらなる推進を図ると共に、学校教育における精神疾患に対す

る学習の実施及び教職員への精神医療保健の研修等をさらに推進してください。また、精

神疾患の発病が思春期に多いことから、低学年からの当該教育の実施を求めます。他方、

障害者差別解消支援地域協議会の設置や各地の地方自治体で進められている差別・偏見を

解消するための条例制定についての市の方針を伺います。（継続、新規） 

 

２．在宅の当事者を対象にした訪問支援や家族への総合支援などの訪問型福祉サービを充実

させてください。また、ひきこもり状態にある当事者を医療に繋げることができるよう行

政の支援体制を充実してください。（継続） 

 

３．地域移行・地域定着支援を進めるため、退院に向けた必要な相談支援の充実、退院後の

生活訓練支援や生活支援・介護サービスの給付等の充実をお願いします。また、実際に精

神科病院を退院し、地域生活へ移行した当事者の居住先や生活状況等について追跡をして、

その実態を詳らかにしてください。さらには居住面の受け皿となるグループホーム等の増

設及びそれら施設の運営に対する各種助成措置の継続及び健康指導のため保健師の派遣、

市営住宅の優先的な入居、賃貸アパートの家賃補助への配慮、地活センター窓の会に対す

る家賃等賃借料補助金の増額及び重度障害者支援加算対象の拡充をお願いします。（継続、

新規） 

 

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 
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Ⅱ．その他の要望事項 

１．重度障害者医療費助成の助成対象に入院医療費も加えてください。さらに、手帳２級所

持者には、精神科通院医療費に限り無料化を検討してください。（継続） 

 

２．精神科医療について、①救急医療体制の拡充及びその仕組みに関する情報供、 

②精神障がい者の精神科疾患以外の対応の実態把握と受入れ体制の改善、③精神障がい者

に対する定期健診の徹底指導、に関して医療機関等とも協議の上、適切な対応をお願いし

ます。（継続、新規） 

 

３．各区の保健福祉センター及び相談支援センターについて、職員数の増員と実務経験者の

配置をお願いします。（継続） 

 

４．在宅の当事者への訪問医療及びその家族も対象とする生活の総合支援を行う包括型地域

生活支援プロジェクト（ＡＣＴ）の創設をお願いします。（継続） 

 

５．ＪＲ及び私鉄、有料道路等の割引を適用してください。（継続） 

 

６．入院医療援護金を増額してください。（継続）  

 

７．自立支援医療及び障害者手帳の更新期間の延長、自立支援医療の申請・更新に必要な

診断書料の無料化あるいは助成、並びに申請書類の簡素化について、引き続き国へ働

きかけをお願いします。（継続） 

 

８．障害者年金についての申請要件の緩和、無年金障害者をなくすための特別障害給付金

の支給範囲の拡大、障害基礎年金支給額の改善について、国等へ働きかけをお願いし

ます。また、申請書類の簡素化及び申請書に係る診断書料の助成をしてください。 

（継続） 

９．当事者が不安定な症状にある時、また、家族が休息を取りたい時など、当事者や家族

が安心してショートステーができ、医療面のサポートも可能な施設や仕組みを整備し

てください。（継続） 

 

１０．平成３０年からの障害者雇用促進法に基づく精神障がい者の雇用義務化を見据え、当

事者の民間企業等での就労機会の拡大を図ってください。また、市の障害者向け雇用施

策の対象に精神障がい者を加えてください。さらには、事業所への３号随契の継続をお

願いします。（継続） 

 

１１．相談支援事業の強化が進められる中で、精神障がい分野には法制化された当事者や家

族の相談員制度がありません。法制化された精神障がい者相談員制度の創設を国、県へ
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働きかけてください。 

 

 １２．家族会活動への支援や行政と家族会との連携の観点から、講演会等の開催に際して

の市と当会との共催企画、家族会定例会への各区担当職員の出席及び会議室利用の配慮、

各区担当職員から家族会活動の紹介等、これまでにも増して家族会活動への支援をお願

いします。 

 

１３．あやめ会への地域精神保健福祉対策促進事業の委託を継続してください。（継続） 

                                   以上 

                                                      

 

 

 

               今、家族会に求められること 

 

あやめ会 理事長 山本泰彦 

家族会会員から「高齢化により、担い手となる若い会員がいなくなり、活動の継続が困難

になってきた」との声を聞きます。確かに、役員の成り手がいなくなるなど活動に支障が出

始めています。大変深刻な問題であり、家族会の維持・活性化のためには、新規会員、とり

わけ比較的若く活動可能な会員の確保が課題となっています。 

わが国では１００人に１人以上の割合で精神疾患を有している人がいて、その発症が思春

期に多いと言われています。こうした背景からは、若年層の精神障がい者やその家族が減少

している要因は見当たりません。にもかかわらず、若い世代の家族会への入会者が少ないの

は、家族会が彼らの受け皿になっていない証左であり、彼らを惹きつけるＰＲが不足してい

るためだと反省されます。 

片や情報化の進展により、精神保健福祉に関する情報もネット検索で容易に入手できるよ

うになったことも家族会への入会者、とりわけ若い世代の入会者が減少する一因と見られま

す。情報化社会になり、人間関係の希薄化がさらに進んでおります。情報だけでは得られな

い、同じ悩みを持つ者同士の励ましあい、助け合う大切さが評価され、理解されていないた

めだと考えています。 

家族会への入会促進には、ホームページでの掲載やポスター掲示、各区保健福祉センター

等への働き掛け等が必要で、それなりに努力をしていますが、同時に家族会自体が、若い世

代にとって参加しやすい組織に変わることも必要です。できる限り人的対応や経済的負担を

軽くする配慮と会員のメリットを高めていく努力が求められます。 

会員のメリットには、当会運営のグループホームや地活プログラムの優先参加（利用）や会

員限定の家庭訪問（ひきこもり支援）の利用のほか、会員による体験情報や緊急時対応につ

いてのアドバイス等、会員間で情報を共有していることが挙げられます。精神疾患の症状特
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性や精神障がい者への接し方、急性症状時の対処方法などは、会員が苦しさと戸

惑いの中で体得してきたものです。これらは、若い会員家族にとっては、何物に

も代えがたい貴重なノーハウと言えます。今、家族会にとって、苦しみ、悩み、

藁
わら

をもつかむ思いで情報を探し求める若い家族の方に、家族会の存在とその有り難さ（メリ

ット）を理解して頂くことが最優先課題の一つであり、使命感を持って、ホームページ等の

ツールを駆使し、行政・医療機関の協力を得て、対応していきたいと考えています。 

 さらに、会員に有り難さを実感してもらうには、家族会自身の助け合い機能をさらに向上

させることが効果的だと考えます。例えば、会員個人の困りごとの解決や改善に向けて、家

族会が力を貸すことができれば、大変喜ばれること間違いありません。具体的には、会員か

ら事情を伺い、会員が求める情報を提供し、必要によっては事務手続の助言や補助のほか、

専門家や行政への橋渡しなどを行う活動が考えられます。第一義的には、家族会（単会）で

活動を行い、単会で対処できない事案に対しては、当会で組織する支援グループが応援する

といった形式が想定されます。この構想を「困りごと支援活動（仮称）」と呼称したいと思

います。例えば、行政や医療機関の対応に納得がいかないようなケースで、個人では対応が

できない時、家族会や当会がそれに係わることもあり得ると思います。人は困ったときに助

けてもらえる組織には、信頼を置き、労を惜しまず協力してくれ、自然と会員は増えていく

ものです。 

 次に、高齢会員向けの家族会の助け合い機能についても私見を述べます。今後、会員年齢

の高齢化がさらに進行すると予測されますが、家族会は会員の退会後や親亡き後については、

ほとんど関与していないのが実情です。高齢となり、家族会に顔を出さなくなれば、その方

の動静が一切、分からなくなってしまうのが、残念ですが現状です。人のサポートを必要と

するのは、その頃からかもしれませんが、家族会はそれに応えているとは言えません。私共

が、直接、ご本人達をサポートすることは難しいとしても最低限、実態の把握はしておくべ

きと考えます。同時に、その過程で気付いたことを行政等に伝えることくらいはできるはず

です。 

これに関連し、最近、「親亡き後」が話題になります。親亡き後、当事者は自立に向かっ

ているか、どこに住み、どのような生活し、生活支援は受けているかなど、その実態が分か

らないため、多くの高齢会員予備軍の方は不安な思いを抱いています。不安を煽るばかりで

なく、まず実態を把握して、過度の不安を払しょくすることが当面、取るべき対応と思われ

ます。案外、調査の結果から、思わぬプラスの情報やノーハウが得られるかもしれません。

親亡き後を憂えるだけでなく、元気なうちに何をしておかなければならないかが重要です。

先達はどのように対処してきたか、後進の自分達は老いを迎える今、何をすべきかなど、有

益なヒントが得られるかもしれません。そういったことを知るためにも実態調査（「家族会

退職者追跡調査（仮称）」を実施すべきと考えています。 

 以上、高齢化に因んで、家族会への入会促進活動や会員の助け合い機能、退会者の実態把

握について考えてみました。どれをとっても簡単なことではありません。まずは各単会との

懇談・交流会を通して、会員に対する御用聞きをする中で、できることから始めていきたい

と考えています。ご支援・ご協力をお願いします。 
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あやめ会電話相談員研修会に出席して (7/7) 

                             

 泰山木の会 宮澤たい子 

 

 ＮＰＯ法人 朝日カウンセリング研究会の有本キヨ子先生をお迎えしての研修会に１３

名が出席しました。 

 第１回目のテーマは「自分の聴き方・話し方“くせを知る”からはじまる」です。 

有本先生は、カウンセリングの勉強を始めて２９年、グループワークを初めて２３年で電話

相談・グループワークのファシリテーターとしてご活躍中です。 

 初めに、先生は他者に関わるには自分の事として聞くとピントが合ってくる。人間は複雑

で多種多様、１００人いれば 1００通りあるのです。人間は豊かで他から見てもわからない

ものであり、興味深いところがあります。今日は自分が持っているものを自分自身が知って

いくことを学習していきます。人間対人間のコミュニケーションの基本である「話すこと」

「聴くこと」「観ること」の重要性に気付く体験学習をやっていきますとお話しされました。 

 導入部分では、出席者全員が輪になり、数字の「７」の倍数をとばして順々に言うゲーム

をしました。５０まで続いたら１から始め、途中で間違えたら初めからやり直しです。これ

は、簡単なようでなかなか難しい頭の体操でした。 

 本題の「聴く」「観る」の実習は、４人で２つのペアを作り役割を決めて、話し合う人・

観察する人に分かれる。決められたテーマについて話し合う。その間観察する人はルール違

反がないかチェックする。これを交替して行う。この実習はなかなか飲み込めずやり直しす

るグループが多かったと思います。ふりかえりは、実習を通して気付いたこと、学んだこと

を書き出し一人ずつ発表しました。最後に先生から次のようなコメントをいただきました。 

 

 

 ・わからないと思って聴く               

   ・やれなくても、やろうとしていることは不適応がない 

 ・アナログ人間がＩＴを使う事は脳の活性化に繋がる 

 ・自分が自分自身を意識し鍛える 

   ・過去と他人は変えられない！！変われるのは自分である！！ 

 

 

 ロールプレイを初級とするならば、今日の体験学習は上級に思える内容の濃い研修会にな

ったと思いました。 

「聞く」とは、耳で感じ取ること。「聴く」とは、字のごとく耳を大きくして注意深く 1４

の心で聴くこと。という事も言われ、相手の顔が見えない電話相談は耳だけが頼りの作業で

重要なことだと思うし、今日学習した中で気付いた事や、自分のくせを頭に入れて臨みたい

と思いました。 
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泰山木の会「学習会・家族相談会」を開催して 

 鈴木郁子(泰山木の会) 

平成 28年 6月 16日(木)、多摩区役所保健福祉センターにおいて今年度初めての泰山木の

会「学習会・家族相談会」を開催しました。この学習会・家族相談会を開催する運びとなっ

たきっかけは、3月 1日と 4月 1日に発行された川崎市政だより多摩区版で、多摩区役所の

「地域包括ケアシステム」と「地域みまもり支援センターを設置」という記事を読んで、担

当の池上洋未氏からお話しを聴く学習会を行いたいと思ったからでした。 

当日、梅雨の季節を想わせる紫陽花を部屋に添えて、多摩区役所側から 5名と泰山木の会

家族会の参加者 9名、合計 14名をお迎えしました。まず、多摩区役所高

齢・障害課 障害者支援係の根岸係長様のご挨拶と精神障害担当の松井様、

田中様、宮川様から各自の業務担当地区についてご紹介がありました。 

☆ 学習会 

講師:池上洋未氏(多摩区役所みまもり支援センター地区担当係長)。 

テーマ : 誰もが住みなれた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けるために～地域包括ケ

アシステムの推進に向けて～。 

誰もが住みなれた地域や自ら望む場でお互いが安心して暮らし続けるために、川崎市と多

摩区が地域包括ケアシステムを国からの方針で推進していくことになりました。高齢者も障

害者も子供から大人まで、ケアの必要な人も必要ない人も、すべての人が対象です。 

多摩区はこれからどうなるの？多摩区の将来像をデータで見ると、川崎市の他区にくらべ

て、2025年問題(9年後の 2025年に団塊の世代が 75才の高齢化を迎える)が進んでおり、様々

な課題があります。すなわち、 

① 減ってゆくのは、こども・稼ぎ手・担い手。人口減少の社会に突入(多摩区は 2015年を

ピークに人口が減少傾向に転じ、川崎市の他の区と比べると一番早いペースで高齢化が進む

と予想されている。約 2人の若者が 1人の老人を支えなければならない。支え手の不足、家

族の介護問題、老後の不安《医療・生活》など) 

② 老々世帯、単身世帯の増加(頼れる親族が身近にいない) 

③ 健康寿命(元気に生活できる期間)が短くなっている。 

このような理由で、いま多摩区役所が取り組んでいるのが「地域包括ケアシステム」です。

地域包括ケアシステムとは、区民の生活上の安全、安心・健康を確保するために、その人の

暮らし方にあった住まいを中心に、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生

活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制を意味します。 

この体制をつくるためには、地域に暮らす 1人 1人が出来ることを協力し、主体的に取り

組むことが重要です。すなわち、地域で暮らすみんなで、「自助」と「互助」の役割を分担

し、行政の「共助」と「公助」と併せて、地域包括ケアシステムを推進し、安心して暮らし

続けられる多摩区をつくりましょう。 
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●自助(まず自ら出来る基本的な、食事、運動、睡眠等で健康を維持すること)。 

●互助(近隣、地域、ボランティアの働き、家族会などみんなの支え合いを地域で進めてい

くこと)。 

●共助(社会保険制度の下で提供される 65才以上の高齢・障害者には介護保険、後期高齢者

医療保険、国民年金、障害年金制度など)。 

●公助(社会福祉などの行政サービス、生活保護、障害者の自立支援医療等の一体的なサー

ビスおよび相談支援センターの支援等)。 

川崎市多摩区では、この地域包括システムをイメージし、これらの事にしっかり取り組む

ためにこの 4月に「地域みまもり支援センター」を設置しました。みまもり支援では保健師、

社会福祉士、心理士・・・等が困り事のご相談に応じます。 

私たち家族会がつながって地域に輪をつくり広げる、絆づくりの大切さを強く感じた学習

会でした。プロジェクターを使ったビジュアルで分かり易い池上洋未氏のご説明でしたが、

このシステムをより一層理解するためには、さらに学ぶ必要があると思いました。 

☆ 家族相談会 

家族相談では、先日あやめ会に届いたメール相談者の

Oさんが出席され、急性期の子をもつ親の避難場所(レ

スパイトケア)について話題の提供がありました。市

や区としては家族のための避難場所が用意されてい

ない現在、どうすればよいかについて話し合いました。 

家族会員の 2 人の方から前向きな提案をいただき

ました。姉宅や自宅の使用しない 2階を提供して下さ

るという素晴らしいお話しがありました。今、リフォ

ーム中なので秋ごろ出来たら見学下さいとの事で有

難く心強い限りです。区から、それに対し、30 万円限度で補助金があるそうです。※要申

請。新システムの自助、互助の精神で、今自分たちに出来ることは何かと考えさせられまし

た。困っている家族の問題を拾い上げ、早く必要とする支援に結びつける、精神障害者支援

隊を作り、家族会内で活動する互助努力を提案しました。 

ある方から、それに対しては、「ボランティア貯金ができ、自分が高齢になった時、それ

を使えるシステムがあれば、やる気が出る。全国で、その方法を始めている市町村があるの

で検討してほしい」と前向きな意見が出ました。 

今回の家族相談会は、行政との学びの場をもち、かつ相談が出来る、一歩でも前進できた

ことは大きな成果で喜びでした。また、多摩区高齢・障害課 障害者支援係との話し合いの

中で、区の家族教室の人たちと年 1～2 回、泰山木の会と合同で家族会を開催することにな

りました。そこで新しい学びや相談が得られること、そして行政と交流を持つことの大切さ

を痛感しました。今年は 4 月から「権利条約」を始めとし、「障害者差別解消法」、「障害者

雇用促進法」も施行されました。国、県、市区町村は、この趣旨にのっとり、合理的に配慮

され、スムースかつ早く実施されますこと深く願って止みません。 

たいさんぼくの木 
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～じんかれん研修会に参加して（6/7）～   

こすぎ会 田辺 葉子 

今回の研修会は～障がい者差別解消法の施行とこれからについて～というテーマで、講師はみ

なと横浜法律事務所の内嶋順一弁護士でした。内嶋弁護士は、現在成年後見人としてもお仕事を

されているそうで、〝見離さない〟〝離れない〟をモットーにされているということでした。平成 28

年 4 月から施行された障害者差別解消法ですが、この法律を作ったのは大変大きな意義があり、

関係者がこれを国会に通すのにどれだけ大変だったかを話されていたということです。『合理的配

慮』の説明については、従来の〝医療モデル〟を例にとると、「足が悪くて車いすを利用されている

方に対しては扉の開閉などの配慮が必要」というようなことになるのですが、今回の場合は〝社会

モデル〟、つまり社会的なものから発生していて、多数派の利益優先によって生活に支障をきたし

てしまうような場合を言うのであり、「周りがちょっと気づかいすればよい」ということを『合理的配慮』と

いうのだそうです。 

以下に、横浜市の取り組み『横浜市障害者差別解消部会』において、内嶋弁護士が当事者や支

援者と共にこの件に関してアンケート調査を行い、9 回の会議の中で集計結果について皆で話し

合い、まとめあげた資料（H27年 11月）が今回の研修会で配布されましたので、その中の精神の当

事者からの事例を抜粋させていただきます。他にも知的障害・発達障害・肢体不自由・聴覚・平衡

機能障害の方からの事例もあります。『横浜市障害者差別解消部会』HP に載っていますので、関

心のある方はご覧になってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例２）脱水を起こして救急病院へ行ったとき、一応点滴はしてくれたが、精神疾患の人は 

精神科病院へ行ってくださいと言われた。 

 ・こうしてほしかったこと：精神疾患があっても、身体の疾患の場合は、普通の人と同じ 

ように対応してもらえるようにしてほしい。 

＜検討部会としての考え方、意見など＞ 

・誰によるものか：事業者   

・分類 ①差別的取扱いをしたもの 

・考えられる改善の方向性 ○精神疾患のみを理由として一律に診療を断る取扱いをしない。 

○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 

事例１）市内の消防団に加入したいと思ったところ、病気を理由に断られた。病気が回復したと 

伝えても病歴を理由に断られた。    

＜検討部会としての考え方、意見など＞ 

・誰によるものか：行政機関、  分類 ①差別的取扱いをしたもの 

・考えられる改善の方向性   ○病歴のみを理由として一律に断る取扱いをしない。 

○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 
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事例４）美容院。たくさんの中にいることが苦手なので、事前に電話して精神科に通っているので 

配慮してほしいと伝えたら、ハサミを扱っているので精神科に通っている方はお断りします

と言われた。     

・こうしてほしかったこと: 精神障害者が安心して行ける施設がほしい。精神障害者も身なりは 

整えたい。社会からの偏見をなくしてほしい。 

＜検討部会としての考え方、意見など＞ 

・誰によるものか：事業者 

・分類 ①差別的取扱いをしたもの 

・考えられる改善の方向性  ○精神科への通院のみを理由として一律に入店を断る取扱い 

をしない。 

○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

事例 3)身体障がい者の人は、就労のときに割と容易に受け入れられるのに、精神障がい当事者

はそうでないところに差別を感じる。     

<検討部会としての考え方、意見など> 

・誰によるものか：事業者、行政機関 

・分類 ③その他  ○具体的な場面が明らかでないため「その他」。 

 

 

事例 5)オペラを見に行ったとき、具合が悪くなりそうだったので頓服を飲むと、ついいびきを 

       かいて寝てしまい、隣の人に「そんな変な薬を飲んでいる人はこういう所に来る資挌は 

       ないとの｣と言われた。 

＜検討部会としての考え方、意見など＞ 

・誰によるものか：行政機関・事業者以外の者 

・分類 ③その他、①差別的取扱いをしたもの 

考え方、意見   ○障害を理由とした発言であるのか、場面が明らかでないので「その他」。 

○ただし、障害を理由とした発言である場合は「差別的取扱いをしたものに 

該当。 
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最近読んだ本の感想 

 

渡部和成・愛知みすみ会著「統合失調症を悩まないで―家族がみつけた幸せへの道」 

（星和書店 2016年 4月） 

こすぎ会 長加部賢一 

 

 著者の渡部和成医師は、平成 13年から愛知県で統合失調症患者をもつ家族なら誰でも参

加できる家族教室を月 2回続けてきました。そこで 8回の受講を終えた家族が月 1回集まっ

て交流している家族会が「みすみ会」です。この本は、「みすみ会」から「家族会に参加す

るとこんなに元気になるのだ」というメッセージを全国の統合失調症患者をもつ家族にぜひ

伝えたいとの強い希望と提案を受け出版されました。  

 内容は、11人の家族の手記と手紙で構成され、その一つ一つが統合失調症の直面してき

た家族の悩みや生々しい紆余曲折がリアルに伝わるものになっています。そして、それぞれ

の手記に渡部先生が専門家として統合失調症に家族がどう関われば良いのかなどのコメン

トが書かれています。  

   同じ境遇の家族の体験談は、どれも迫るものがあり共感するもの

ばかりでした。イメージがわくので手記のタイトルを少し紹介しま

す。▽迷ったら先生の本を読み、悩んだらみすみ会で話して助言を

聞くようにしています▽あの日は、こんな日が来るとは思えません

でした。諦めてはいけないんです▽みすみ会は私をあかりのないト

ンネルから引き出してくれました▽もう怒らなくなって６年になり

ますが、患者は自分から家事をしてくれるようになりました。▽一

切の外界との関わりを絶っていたあのころを思うと、今は患者も家族も幸せです▽家族がゆ

ったりとした状態を取れると、患者は居心地の良さを感じ安心感に包まれるのではないでし

ょうか、などです。 

 また、手記への渡部先生のコメントがとても参考になり役立っています。先生は、11人

の手記から、統合失調症患者をもつ家族が幸せへの道を見つけるヒントとしていくつか紹介

しています。１つは、「患者家族関係」「家族の接し方で患者は変わる」「家族がゆったり

するとよい」「患者に寄り添う」「LowEE家族がよい」など家族の患者への接し方の大切さ

です。もう１つが、「病からの回復」「自立」「社会参加」などで統合失調症の治療目標に

関するものです。3つ目が「家族会で自分たちが救われる」「心が癒される」「気持ちが楽

になった」など、みすみ会に参加することで家族の心が救われ楽になっていることに関する

ことです。自分に引き寄せて考えると簡単ではありませんが、日々心がけ、立ち戻りながら

対応することの大切さをかみしめています。 

 渡部先生が、患者さんに対する心理教育とともに家族に対する心理教育である家族教室を

開き、手記にあるような統合失調症を正しく理解し、接し方や対応を身につけ、家族として

の生きがいある時間も過ごせるような家族会を育ててきたことに感銘をうけました。私も、
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家族会の代表の一人として、家族が癒され救われ楽になる家族会をつくりたいとの思いを新

たにし、大きな勇気をもらいました。 

（注）LowEE；家族の患者に対する感情表出（EE）が低いことを言う。LowEEの家族ほど、

慢性疾患の患者は元気になれる。LowEEには①批判しない、②敵意を持たない、③感情的に

巻き込まれすぎない、④褒める、⑤温かな雰囲気をつくる、の５つの要件がある。（同書の

用語解説より） 

    

当事者の変化や回復過程と家族会のかかわりについての体験談 

                                                      こすぎ会  神田 敏子 

 精神科に通院する娘に係わりながら過ごす生活が八年になります。娘は初め「産後鬱」で

した。でも、それは数年で回復してパートではありましたが復職できました。ところが復職

と同時期に私の夫、娘の父親が癌を発症して闘病わずか 1年 3カ月で他界してしまいました。

その頃から娘は再び具合が悪くなりました。 

 そんな具合が悪いなかでも、子育て、家事、パートの仕事を懸命にこなしていたようです。 

あるとき、娘の家に電話をすると電話口に孫がでて「一人で塗り絵しているの。ママはずっ

と寝ているよ。」というのです。孫はまだ幼稚園児でした。友達と遊びたいだろうにと思っ

たら不憫で不憫で。そこから娘の家族と係わる生活が始まりました。と言っても、左も右も

わからない、知り合いも誰一人いない地区で、何をどうしたらいいのか途方にくれましたが、

とりあえず中原区役所の精神保健福祉センターに行ってみました。そこでいただいた資料の

中に「電話相談」というものがあったので、一縷の望みをかけて電話をしてみました。そこ

で「こすぎ会」という家族会を教えていただいたのです。その頃の私は、不安と緊張でいっ

ぱい、心の休まることのない毎日でした。そんななかで「窓の会」に行ったり、月二回の「何

でも話そう会」に行って悩みを打ち明けているうちに、私の思いに共感してくれる人がいる、

と思えるようになって、孤立感が和らぎ気持ちが楽になってきました。自分の気持ちが楽に

なって娘に寄り添えるようになると、表情のなかった娘にも少しずつ感情表現がもどってき

て、テレビを見ながら涙ぐんだり、微笑んだりと変化がでてきました。 

 今の娘は、朝少しだけ早起きをして子供のお弁当を作ったり、週二回「ルピア」という作

業所で接客の仕事をしたり、子供のころから親しんでいる書道にも精をだしています。 

 今更ながらですが、家族会とは、上部団体から地域に密着して楽しめるものまであること

を知りました。そして、どんなところでも、その悩みに真剣に対応して下さることもわかり

ました。家族会の皆様には感謝しています。 
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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法人あやめ会（川崎市精神保健福祉家族会連合会） 

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。 

                           

編集後記 

       ～当事者・家族・精神科医の立場から～ 

  夏苅先生の講演会に参加しました。 平成２８年６月１２日 

 先生自身が統合失調症になり、精神科医になられるまでには、 

 いろいろと大変な気持ちと心の葛藤があったと思います。 

 貴重な体験談のお話を聴かせていただきとても感動しました。 

ありがとうございました。          広報 M・F 

あやめ会ホームページ http://ayamekai.org 


