二〇〇七年六月十三日

の議員会館で
総１ 堂眼催しました

代表世話人の津島雄二議員︑

ご出席いただきました︒

らず︑各地より六六名の方々に

汗の吹き出る暑い日にもかかわ

六月上旬とは思えないほどの

難病センター研究会の総会を開

院第一議員会館会議室にて全国

くご意見を集めたい︒﹂とおっ

目の総会や今後の研究大会で広

り組むことがあげられます︒本

こと︑就労支援の問題を広く取

談員の資質向上をさらに目指す

経済的基盤が不安定なこと︑相

した︒現在の課題はセンターの

予想以上に早いペースで進みま

病相談・支援センターの設立は

長の木村格︵いたる︶先生は﹁難

て﹁四五疾患︑一コニ疾患︑神

病センターでの相談事業につい

の団体も二団体ほど出席し︑難

一ご二疾患に含まれない希少疾患

当日はいわゆる四五疾患︑一

二つの提言をされました︒

の緩和ヶア病棟が必要﹂という

ＩＶだけでなく﹁難病患者対象

が必要﹂であること︑がんやＨ

でも人所可能な福祉施設の創設

し﹁医療依存度の高い難病患者

㈲いただき︑それぞれご挨拶い

江田康幸議員︵秘書︶にもご出

員︑小池昭議員︵秘書︶そして

と題し︑先生の研究班での調査

対策についてＩ三つの提言−﹂

は︑﹁難病患者・家族への支援

副会長の今井尚志先生から

が出されました︒

大切にして欲しい﹂という唆望

い﹂︑﹁小さな患者会との連携も

軟に相談に対応していただきた

経難病という枠にとらわれず柔

木村

認を得て閉会しました︒事前に

ご案内していた時問より閉会時

問を早めなければならなかった

こと︑あらためてお詫び申し上

げます︒

本年も六月に総会を予定して

おりますのでご出席をお待ちし

ております︒

副会長
今井尚志先生

Ｉ彩ド９
・︑rj
■r
":
■ ■

一ト

格先生
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一︒００七年六月十三日︑衆議

代表幹事の原出義昭議員︑匪話

しやっていました︒

ただきました︒またすブザーバ

を通して︑﹁難病相談支援セン

会長

７

催致しました︒

人の谷博之議員︑丸谷仕織議

Ｉとして厚生労働省健康局疾病

夕１の充実と経済的基盤の確

大会︵富山︶︑第一〇回研究大

梅田珠美氏

厚労省疾病対策課長

最後に会計報告と第九回研究

対策課より課長を含め六名がご

保﹂︑在院目数短縮などそれま

博之議員

出席されました︒

谷

会︵愛知︶の開催についての承

→レｔａ

での医療体制のぐらつきを懸念

代表幹事
原田義昭議員

9

胃頭の開会挨拶で︑研究会会

津島雄二議員

代表ｊ世ｔ話
言ｐ人
ｌノ
ｒ−１１−１１

『
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d
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伊藤たてお︶の共同運

営となりました︒

︵代表

病相談・支援センターの取り

組み〜地域ニーズにあった難

病相談支援体制づくりをめざ

富美氏︵独立行政法人

して〜﹄
③永井

国立病院機構医王病院ＭＳ

Ｗ︶﹃神経難病病院ボランティ

良子氏︵福井県難病支

ア育成の試み〜その成果と課

④三好

です︒

主な講演︑発表は以下の通り

第九回
研究大会︵富山︶開催
Ｅｙニ−ＢＩ︒で十瓦□一万各・収參加ド三︲

二〇〇七年十月二十七日万一
十八日︑富山県富山市にて全国

智樹先生

題〜﹄

地元富山のコ圭フスグループ
特別講演ｉ

■一日目一︵二十七日︶

難病センター研究会第九回研究
﹁こ〜ろ・リベル﹂による歓迎

伊藤

大会︵富山︶を開催いたしまし

援センタ士﹃福井県難病支援

談・支援センターの相談員のみ

ー全国パーキンソン病友の会

究とセルフヘルプーグループ

ルディスカッションをおこない

らケアを考える﹂と題したパネ

大会二日口は﹁自立と共生か

センターの現状と課題﹄

ならず︑患者団体や地域難病

富山県支部との出会いを通し

ました︒パネリストには地域で

り︵ｉｌｌｎｅｓｓ ｎａｒｒａｔｉｖｅ︶研

連︑行政︑医療機関などから一

て考えるＩ﹄

先駆的な活動をされている三

センター︑医療機関︑行政関係

せ︑北陸三県の難病相談・支援

今回の研究大会開催にあわ

した︒

名︑惣万佳代子氏︵ＮＰＯ法人

延章先生
︵九州ルーテル学院大学︶﹃難

このゆびと１まれ︶︑山崎

開会挨拶で研究会会長の木村
格︵いたる︶先生︵独立行政法

特別講演Ｕ

病に罹っている人に対する就

氏︵能代山本訪問介護ステーシ

た︒このように研究大会を機に

ました︵内訳別表︶︒

業支援の視点と方法を考える

ョン︶︑林

告や課題の共有の場をもちまし

者︑難病団体が集まり︑現状報

人国立病院機構宮城病院

〜精神障害者支援の取組みか

多くの方を巻き込んだネットワ

ークが各地でできることを期待

尚志︵たかし︶先

座長

幸子氏︵特定非営利

長︶は︑﹁︵難病患者に携わる︶

活動法人あけび︶をお招きし︑
回二日目■︵二十八日︶

今井

ら〜﹄

し︑悩みながらもよりよい方向

なおこの研究大会は開催地で

しております︒

診療

生︵研究会副会長・独立行政法
人国立病院機構宮城病院

難病
相談・支援センターからの発

ある富山県︑厚生労働省︑厚生

一般発表Ｕ

方への医療や生活支援があたり

椿井

労働科学研究費補助金難治性疾

﹁富山型デイサービス﹂

費補助金難治性疾患克服研究事

の地域働負厚生労働科学研究

患克服研究事業﹁重症難病患者

びと１まれ︶など特色ある活動

業﹁重症難病患者の地域医療体

ＭＳＷ︶の進行のもと︑

の紹介とそれぞれが考える﹁自

制の構築に関する研究班﹂︵糸

︵このゆ

立と共生﹂についてお話されま

ンター

富美恵氏︵同病院ＡＬＳケアセ

部長︶︑コーディネーター

︵北陸三県

私たちは日々様々な問題と直面

京子

数
26
１７
35
20
１１
５
37
151

人

機関・団体数
16機関
８団体
91寸l体
６機関
８機関
３機関
17団体

機 関 種 別
難病相1 炎・支援センター
地 城 難 病 連
疾
病
団
体
医 療 関 係 機 関
行
政
関
係
企
業
そ
の
他
計
表︶

へ進むよう努めている︒難病の

倉知

五一名の方々にご参加いただき

った今回の研究大会は︑難病相

︵富山大学人文学部︶﹃病の語

病連と難病支援ネット北海道

今回より研究会事務局は道難

コ上フスで一味違う幕開けとな

病院

全国難病センター研究会
第９回研究大会(富山)参加者内訳

前にできる世の中︑それは難病

光代氏︵富山県厚生部
健康課︶﹃富山県における難病

①小栗

方などすべての人にとって︑あ

対策と難病相談・支援センタ

に限らず高齢者や障害を持った

たりまえの世の中につながる︒

ーについて﹄
浩子氏︵石川県難病相
談・支援センタ士﹃石川県難

②北野

この研究大会を私たちの役割の
再認識の場としたい﹂と話され
ました︒

‑

２

‑

た︒

リベル」のみなさんによるコーラスで幕開け
｢こ 〜ろ

々に厚く御社を申し上げます．

して関係者の皆様︑参加者の方

いております．この場をお借り

班﹂︵今井班︶より後援をいただ

立支援対策の確立に関する研究

山班︶ならびに﹁特定疾患の自

載いたしますの

ームページで掲

︵ＪＰＡ︶

疾病団体協議会

巡︑日本難病・

卸北海道難病

みなさまのご参

今後の予定は︑二〇〇八年六

月に総会︑二〇〇九年三月に沖

お待ちしており

加をひきつづき

す．沖縄県開催を求める声は当

ます︒

縄県での開催を予定していま

初より大きく︑いよいよ実現に

̲

ＮＰＯ法人難病ネットワークとやま
代表中川みさこ

ダ

︵鈴木

富山大会を終えて

向けて動き出します．詳細は．

̲
̲.r̲‑■‑ .

１１
ｊ第９回全国難病センター研究会

̲̲....

あっという間に数ヶ月が経ちました。研究会事務局の皆様のご指
導を得て富山大会を成功させることができて本当に良かったと思っ
ています。遠くから参加してくださった皆様にも紙面を通じてあら

まだまだ富山では認知度が低い難病支援ではありますが、「研究

県内参加者が多かったことは大変嬉しいことでした。私達も準備か

のホ

洋史︶

会が来る！」と決まってから､各方面への呼びかけを積極的に行い、

でご覧下さい︒

−ｉ︱︱

ためて感謝申し上げます。

ら、宴会までいろんな調整を学ばせていただいてとても勉強になり
ました。
また、私達が運営する「難病作業所ライヴ」も出店させていただ
いて小さいながらも頑張っていることを皆さんに見ていただけたか
と思います。
研究会以降、行政関係やセンター、医療機関との関係も明るいほ
うへ少し変化したように思えます。
富山での小さな難病支援の輪が全国とリンクして相乗効果で広が
りました。そしてこれからも仲間と共にどんどん難病支援街道を広
げていきたいと想いを新たに致しました。また機会がありました

第９回研究大会の様子

ら、富山での開催をお待ちしております。
一
一−

第10回研究大会(愛知)のご案内
日

時

2008年３月15日出 13 :〔X〕〜20:〔X〕
3月16日(日)9 :00〜15 : 00

会

場

愛知県医師会館

【主な内容】……………

９階大講堂(名古屋市中区栄)
…………………………………

特別講演｢難病対策の経緯と現状、これからの新しい展開
(仮題)｣
祖父江逸郎(名古屋大学・愛知医科大学名誉教授)
研修講演｢模擬患者参加型の新しい医学教育について(仮題)｣
藤崎

和彦(岐阜大学医学部
医学教育開発研究センター教授)

研修講演｢ピアカウンセリングの導入と効果について(ｲ反題)｣
坂野

尚美(あいちピアカウンセリング／
カウンセリングセンターセンター長)

このほか講演・発表多数の予定です。
;トj!ll'.
･■1
lIC n i･･.･
i117 l
i河卜いに1.入フォーレストハ尾会
「作業所ライブ｀」「おわらの里」が

詳しくは下記北海道難病連ホームページをご覧下さい。
http://ｗｗｗ.do‑nanren.jp/

会場内に出店しました

３−

アンヶ−トを研究大会の配布資料に入れて参加者139名に配
布しました。
回収数61枚、回収率43.9%でした。本文中特に断りがないも
のは回答者１名です。

第９回研究大会
￣ＪＩ⊇

ﾀﾞﾆｰ．･だ

①研究会の存続意義について

年間開催数の希望

旅費・宿泊費の工面について

29名(47.5%)

営

ツ

●年１回でよい

【理由】旅費の負担が大きい（10名）・多
忙、日程が合わない（５名）・難病相談支
援センターが全国に設置され、定着して

補助金
52％

きたため（４名）

腿

（２名）・激動する社会の課題が山積して

れ

21名(34.4%)

【理由】２回あれば交代で参加できる

Ｊ

●このままでよい

よい(年2回)
34％

いるから全国規模で２回は必要（２名）・
情報交換・交流の場は多い方が良い（２

今後の参加希望

名）

④開催地の希望

②参加する上での問題点について
ａ.旅費や宿泊費の工面
●補助金

32名(52.

5%)

患者会（11名）・難病連（３名）・公費（５

参加したいが
難しい−
18％

−なるべく
参加したい
59％

名）･委託費･研究費･支援センター十難
病連・アステラス製薬助成金十支援セン
ター
●自費

参加できる
18％

沖縄県
東北
各県順番に
石川県
岡山県
関東近県
交通の便が良いところ

５名(8.2％)
3名(4.9％)
４名(6.6%)
2名(3.3％)
2名(3.3%)
2名(3.3％)
2名(3.3％)

15名(24.6%)

地元だから･自分の勉強と思って･難病連で予算が取れない
●その他 ９名(14.8%)
自費十補助金など

一考
(事務局長

b｡今後も参加したいですか？
また、参加できますか？
●なるべく参加したい
36名（59.0％）
北用がかかれば無理（３名）・内容による
●参加できる
11名（18.0％）
●参加したいが難しい
11名（18.0％）
遠方は費用の工面ができない（自費参加３名・補助あり参
加２名）・体力的に厳しい（２名）・什事を休めない・患者
が入院中・患者会の仕事が大変だから

察‑
伊藤たてお)

開催は年１回が良いとしたものが48%29名、２回とし
たものが21名でしたが、事務局関係者の回答が含まれて
いないため実際にはほぼ同数ではないかと思われます。
１回とする理由では費用がかかるとしたものが一番多
く、その点での工夫があれば２回でも良いのか不明でし
た。 ２回とする意見はもちろん積極的な取組み姿勢と言
えると思います。
次回開催地についての希望では決定的なものはありま
せんでしたが、具体的地名としては沖縄が一番多かった
と言えます。次回運営委員会で討議したいと思います
が、医療の過疎、とりわけ専門医の不足に悩んでいる沖
繩で開催する意味は大きいものと思われます。各県順番
と言う意見が全体的なもので、その中ではまず束北と言
うことと受け止められるのではないでしょうか。
ようやく全県に設置が実現した相談支援センターのあ
り方や相談の内容だけではなく、どのように支援したの
か、どのような結果を得たのか、解決はしたのか、相談
者の満足度は？など、まだまだたくさんの重要なテーマ

③今後研究会でどのようなことが
討議されればよいか
難病患者の就労問題（５名）・日本の医療・社会保障（受益
者負担、入院施設、介護保険、特定疾患はずし、リハビリ制
度、医療依存度の高い患者の施設入所など）（４名）・病気に
ついて（子どもの難病、内部障害、その他様々な病気）（３
名）・当事者（患者・家族団体）からの発表や報告（２名）・
全国の難病相談支援センターの運営について（活動内容、役
割、啓発、問題点、成果、質、具体的スキル、予算獲得の手
段など）（２名）ほか

もあり、また難病対策の今後のあり方や地方分権の影響
なども考えると、この研究会の果たす役割はますます大
きなものになるのではないでしょうか。
各研究班でもセンターについてたくさん取り上げられ
ていますが、研究班がなくなっても残るものとしてのセ
ンターを考えると、これからは単に研究だけでは済まさ
れない課題も負うことになるのでしょう。次回以降この
点についての意見交換も必要と考えます。詳しくは愛知
での運営委員会に報告したいと思います。

④研究会に参加してどんなことが
ためになりましたか？
国、地方、団体の行動が把握でき、今後の向上につながる
（５名）・全国各地の人とのネットワーク形成（２名）・色々な
角度からの見方ができると実感（２名）・色々な方面の方と交
流・情報交換できた（２名）・新しい知識を吸収することがで
きた（２名）・自分たちの団体（センター）の反省点、課題等
が見えた（２名）・患者さんの思いや心の内面に触れることが
できた（２名）ほか
ー ４−

第九回研究大会

特別講演１︵要約︶

去にどうであったのか︑現在の

自分自身を主人公とする︑過

々なパーキンソン病の物語があ

ニケートする場で生じている様

の場もあり︑病についてコミユ

ます︒更にインターネットなど

る個人間のネットワークがあり

っており︑それをきっかけとす

ビリテーションなどの活動を行

を借りて行う交流会︑薬やリハ

会では福祉施設や病院の一室

身で精査していこうという意志

に現れているわけです︒自分自

いかな︑限界かもなという部分

な語り手です︒今の量だときつ

のかどうか精査する自己観察的

生活を営む上で耐えられないも

一つ︑悩んでいる症状について

公を描く物語です︒そしてもう

るその度胸です︒英雄的な主人

まず医師に自ら意見を表明す

すが︑特徴は次のような点にあ

て説明致します︒病気を単に生

自分はどうなのか︒未来の自分

ります︒

ります︒

物学的現象︑プロセスとしてと

はどうなのかといったことを記

員数はおおよそ一八〇人くらい

らえるのではなく︑人が病をど

述︑表現したものを自己物語と

これらの特徴によって︑語り

であります︒

のように意味づけるのか︑どの

言います︒物語は︑小説などのお

まず一つ目は︑コントロール

手は薬のコントロールに関して

病謳り︵ＦＩ回延ｉ︶研究と七ルフヘルプーグループ

ように病を生きようとするのか

話としてとどまるのではなく︑

に主体的に関わるということで

受動的にならず︑むしろ主体的

樹

をもっと直接的に見ていこうと

実際に流通しており︑それを私

す︒

富山大学人文学部伊 藤
nｅｓｓ ｎａコ■ａｔiｖｅ︶研究﹂につい

智

が感じられます︒

いう姿勢で出発した研究であり

たちは読んで影響を受けなが

道具にする︑ということです︒

習を目的とした交流会で参加者

男さんで︑場面は薬に関する学

分自身も確認していく︑そして

語を語ることによってそれを自

うに考えられます︒こういう物

に関わっていくだろうというふ

セルフヘルプーグループも大

が順に自己紹介をする場面での

これから先の行動に進んでいく

ら︑人生をイメージするための

変小さい社会だというふうに捉

発言です︒

だろうと考えられるわけです︒

アーサー・フランクという人

ｔｕｔｉｏｎｎａｒｒａｔiｖｅという概念

えれば︑その社会の中で何らか

薬の量が徐々に増えてきて︑

ただ率直に申しまして︑高山

語り手は︑仮名ですが高山正

ます︒

ー全国パーキンソン病友の会富山県支部との出会いを通して考えるＩ

私はこれまでいくつかのセル
フヘルプーグループ︑自助グル
≒フと呼ばれるグループの参加

をご紹介します︒﹁昨日私は健

の物語が流通していて︑相互に

なんとか減らさなくちやと思っ

さんのようにクリアに英雄的な

による回復の物語

変わっていくのか︑またそうし

康であった︑今日私は病気であ

刺激しあって自己物語を形成す

て勉強して思い切って先生に言

主人公︑自己観察的な語り手と

調査を行ってきまして︑そこで

た人を変夫うる場としてのグル

る︒しかし明日には再び健康に

る場だという捉え方が可能では

ってみたら︑減らしていこうか

そこで︑このような見方をも

テンが今の量だときついかな︑

そして最後には︑ただ最近アー

といってくれたという話です︒

うに私自身は感じております︒

は︑そんなに多くないというふ

いう特徴をもった物語を語る方

ｒｅｓｔi‑

ープの可能性というものについ

なるであろう﹂という基本的な

ないかと考えられるわけです︒
す︒最大のポイントは結末が元

↓ｈｅ

て社会学の立場から考えてきた

筋をもつ物語とされておりま

病を経験した方々がどうやって

ものです︒

の状態に戻るという点です︒

今日は私か一一〇〇五年から関
わらせていただいております全

ってパーキンソン病友の会の活

そろそろ限界かもな︑という感

しますと︑富山県支部がＩ・〇〇

じになってきているというふう

ん︵仮名︶︒リハビリテーショ

を記録しました︒

ンの合問で私との個人的な会話

この非常に小さな物語なんで

にも語られております︒

９ 体例二です︒川田喜重郎さ
勁を見ていきます︒

が︑この研究会のテーマである

一︒年に発足しておりまして︑会

この会について簡単にご紹介

難病であると言えます︒

できない場合の一つというの

物語をあてにできない︑頼りに

お気づきの通り︑この回復の

国パーキンソン病友の会富山県
支部の例を引きながらその成果
をお話したいと思います︒

まず社会学の中の特殊専門領
域であります﹁病の語り巨・

５

‑

てご覧いただきたいと思いま

らここから先は次の例もあわせ

ジャンプができるようになった

どね︑そうそう︑それでね︑私

手をつないでいるだけなんだけ

二〇〇五年二月にパーキンソ
ン病と診断された︒両手の震え
す︒

のコーディネーター︑司会であ

ん︵仮名︶と︑それからこの集会

具体例の四です︒中道郁代さ

ごいね︑と驚く︒すると中道さ

んだ︒上岡さんは︑本当だ︑す

た姿勢で四︑五回ゆっくりと飛

ポリンを下りてその横で直立し

のよ︑こういって彼女はトラン

った上岡道子さん︵仮名︶との会

った︑ほら︑と︑またミ

んは︑これがね︑私できなかっ

て︑彼女は今音楽療法のことを

飛んでみせた︒上岡さんは︑皆

話の場面を記録したものです︒

やっているんですよ︑郁代さん

に向かって︑彼女はね︑二年前

たのよ︒それができるようにな

話してあげて︑といった︒中道

なんてうつで引きこもりだった

上岡さんは中道さんを指し

さんは少し恥ずかしそうに︑や

んですよ︑今と全然違ったんで

吏ｉ匈
一ぺ
牡ｙ漸ｙ

の他︑靴下やズボンがはきにく
いなど動作の不調を悩んでいる
が︑二〇〇七年九月の時点では
薬を飲んでいない︒神経内科医
は︑どうしますか︑この病気は
薬の址が徐々に増えていきます
よ︑と服薬については患者の判
断に任せるような対応だったと

初は薬の話題で始まりますが︑

っているというか大したことじ

た︒しかし︑会で出会ったいろ

それを飲む︑治る﹂という﹁回

を週に三回︑散歩を毎日四〇

っていること

方が体にはいいらしいんです

いかというと︑リズムがあった

方に目をやって︑音楽はなぜい

で︑日々の生活の中でささやか

復︵ｒｅｓｔitｕtｉｏｎ)は望めない中

共通するのは︑病そのものの回

三回

自分自身を精査する︑自己観察

途中から運動に変わります︒自

いう︒その場では決めかねてと

いろな人の話を思い出して何で
的な語り手に通じている部分が

すから︑と言った︒

りあえず薬を処方してもらっ

も飲めばいいわけではないのか

ゃないんですけど︑と口ごもっ

復の物語﹂に単純にのっかって

分︑など︶が語られます︒その

よ︒私の場合はすくみ足がひど

な改善劇を産み出していくとい

たが︑すぐに他の参加者たちの

しまってはいないかを精査す

あとは︑ニヶ月前雨の日が多く

いので︑と言った︒上岡さんが︑

うことです︒具体例三ではリハ

るわけです︒そしてご自身のや

分から自発的に話題を変えてく

にいこうと決断したという内容

る︑そのような気風とでも呼ぶ

てさぼりぎみになってしまった

彼女はそれで今︑大阪まで通っ

ビリテーションの中断による状

部屋の外の廊下を指さした︒そ

いて︑そこから努力して最終的

これらの具体例三および四に

のは︑﹁薬を処方され︑それを

べきもの司

という出来事が続きます︒すく

ているんですよ︑すごいでしょ

態の悪化が物語の真ん中に来て

ていたからかなと思って一ヶ月

には問題が消失していく︑問題

︵ヨガとリハビリ

飲む︑治る﹂というふうに安直

がある一つの証拠にこれらの具

み足やボーツと立っているよう

う︒トランポリンもそこで︑と

です︒

には考えなかったという部分で

体例がなっていると言えるので

なことが起こってきた︒さぼっ
二つ目の物語は︑リハビリテ

こには直径一メートル五〇セン

川田さんの物語で注目したい

す︒この︑﹁薬を処方される︑

はないでしょうか︒

先程言いました﹁回復の物語﹂

前からまたびっしりやったらも

立っているようなことですけど

ーションを実践するという物証

てあった︒中道さんは︑そう︑

も︑それが消失していくという

の一つの形に他ならないわけな

なっております︒

と言いながら二︑三度ポンポン

筋になっております︒また具体

というのはすくみ足とボーツと

語り手は田坂賢児さん︵仮

ここで描かれているのは︑毎

と飛んで実演してみせる︒普段

例凹ではトレーニングの継続に

チぐらいのトランポリンが置い

受け入れるのではなくて︑いっ

名︶︒薬に関する学習を目的と

日の努力をゴツゴツ継続すると

はこうやって飛びながら先生と

とにもどりましたという内容に

ぺんブレーキをかけて︑考えて

した交流会で参加者が順に自己

いう勤勉な主人公です︒それか

です︒

みる︒さきほどの高山さんの例

紹介する場面での発言です︒最

んですけども︑それを無反省に

この友の会の気風

それを飲む︑治る﹂というのが︑

このように︑﹁薬を処方され︑

あると思います︒

リハビリテーション(２)

なと思って︑とりあえず飲まず

パーキンソン病友の会の活動

ほど鮮やかではないけれども︑

６−
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いずれも決してパーキンソン

とになります︒

たという問題が消失していくこ

よってジャンプができなくなっ

意識しない︑何気ない合いの手

です︒こういった︑おそらくは

違ったんですから︑という部分

もりだったんですよ︑今と全然

す︒一

後に物語の筋を際だたせていま

言葉の指すものです︒

的世界の牢固たる事実といった

験的実存の現実世界とか︑経験

前の世界であります︒これが経

ますか︑思い込んでいる当たり

んでいる当たり前の世界といい

もしれない︑ということを暗に

押ししてもらわないと難しいか

超越的なものに背中をポンと後

っくり返すには︑やっぱり何か

みついてしまった思い込みをひ

間﹂︶︒つまり︑私たちの中に染

いと思います︒

簡単にまとめさせていただきた

それでは今日のお話を最後に

れないと思います︒

ささやかな経験の価値は計り知

が実は遠慮がちな語り手を結果

常に覆しがたいので︑たとえそ

こうした当たり前の匪界は非

セルフヘルプーグループが︑

プは潜在性をもっているという

場としてセルフヘルプーグルー

年前なんてうつで引きこ

病そのものが回復したわけでは

的に勇気づけて最後まで物語を

れを滑稽なものとして描いたと

そういった超越的な存在を共有

まず︑様々な形で刺激しあっ

わけなんですが︑しかしそれを

語らせるということになってい

しても︒その後にはまたしても

バーガーは言っているように読

ないということに気づかされる

認めながらも同時にある限定的

るわけです︒

始めるわけです︒しかし︑たと

の世界が存在感をもって主張し

牢固たる事実︑つまり当たり前

ませんから︑どうしたら病いの

るグループたちはそうではあり

すが︑少なくとも私の知ってい

する様な集団であれば話は別で

ういった人間の創造性の部分を

他にもあるかもしれません︒そ

私は今日あげました︒もちろん

プのケースでは二二つの物語を

こと︒パーキンソン病のグルー

て希望のある自己物語を見出す

な﹁回復の物語﹂というのをど

えどれほど覆しがたい現実であ

苦しみの現実を﹁つかの間の現

積極的に共有財産にする︑社会

めます︒

んどん産み出しているというこ

ピーター・バーガーは﹃癒し

っても︑ひょっとしたらこだわ

実﹂かもしれないと思えるまで

調査を通じて記述してはっきり

ーションという営みです︒つま

まに体を動かせないことが何か

の現実﹂なのかもしれない︑と

も︑最後は無に帰するつかの間

暗澄たる気持ちになります︒

ろうか︑と考えてしまうと少々

け共有していくということが重

わかるように指示し︑できるだ

り︑ある種の生きるための戦

そして︒三番目に病を笑う物

としての笑い︵新曜社︑一九九

るに値しないものなのかもしれ

の超越経験をしやすくできるだ

とが分かります︒そしてそれを

略︑語り手の希望につないでい
九年︶﹄という本の一節で︑病

ない︑﹁幻想とは言わないまで

ョンの精神的機能と呼ばれるも

劣ったことであり悲しむべきこ

語を上げたいと思います︒

くための戦略だと見ることがで
を笑うということは︑思いのま

可能にしているのがリハビリテ

きます︒ここにリハビリテーシ

のがあるのではないか︑と私は

バーガーは言うわけです︒

始させ︑そこにあるトランポリ

あげて﹂というふうに物語を開

しょうか︒上岡さんは﹁話して

語りきれなかったのではないで

では︑多分ここまでうまいこと

の存在です︒中道さん一人だけ

す︒具体例四での上岡道子さん

変化に気づく他者の重要性で

きなくなっていくことで︑それ

った当然できるはずのことがで

にジツとしているとか︑そうい

然に歩き出すとか手を動かさず

ことはどういう経験なのか︑自

パーキンソン病であるという

ということを言っております︒

に根本的な揺さぶりをかける︑

なものは一時的だけれども非常

感じ方︑世界観に対して︑滑稽

が信仰の光のもとでＩ−つまり

ます︵﹁こうしたことのすべて

条件になっていることがわかり

うになるには︑神の存在が前提

現実﹂かもしれないと思えるよ

たちが思いこみを﹁つかの間の

注意深く読んでおりますと︑私

さきほどのバーガーの記述を

ないとも思います︒

転換は︑確かに簡単なことでは

けれども︑このような発想の

も︑いやそうだからこそ︑その

維持し続けるのが難しいとして

う証だからです︒たとえそれを

界へと私たちが超越できたとい

のように感じることのできる吐

を﹇つかの問の現実﹈であるか

の時問は︑病いの苦しみの現実

るということは︑少なくともそ

間でも笑いをその場で共有でき

ます︒なぜなら︑ほんの少しの

語は貴重なのではないかと思い

分があるからこそ︑病を笑う物

ざいました︒

ことです︒ご静聴ありがとうご

以上が今日お伝えしたかった

す︒

合いを試されているといえま

近代社会はまさにその成熟の度

どの程度用意できるかによって

と思います︒こういった資源を

フヘルプーグループという場だ

を大串にする︒その一つがセル

々による生の創造のための資源

そして︑その病を経験する人

要ではないかと思います︒

とだという私たちの当たり前の

ンも︑そこで︑とか︑本当だ︑

は非常に悲しむべきことなん

神ありとしてＩ−知党される瞬

しかし︑このような難しい部

考えております︒

すごいねといった合いの手で展

だ︑というのが私たちの思い込

さらにもう一つ重要なのは︑

開を促しております︒そして最

‑
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難病に罹っ一に︑いる人に対する就業支援窺点と方法を考える

いということ︒︒般社会もそう

で第一次産業と観光が中心とい

愛媛県は︑人口がＩ〇万人弱

い中で︑お互いに支え合って不

必ず複数で動くこと︒経験がな

しいて責任を明確にすること︒

になります︒それから︑担当制を

討します︒これは燃え尽き防止

共有し︑みんなで支援方法を検

を毎日行うこと︒全員で情報を

大事なことは︑ミーティング

で︑時計作りの厚門家から見た

そして体験した後の振り返り

るのかないのかがわかる︒

のか︒それが補える可能性があ

できない︑何か自分に足りない

うことができてどういうことが

に行って体験をすれば︑どうい

すよね︒実際に峙計を作る職場

がしてみたい︑という人がいま

が理解しなきや駄目なんです︒

ですが︑支援者の理解も十分で

う一地方都市です︒産業も停滞

安を軽減し︑支援を展開してい

意見を言ってもらう︒できたか

門家はいませんから︑外部のス

はないのかなということを感じ

しているし︑社会資源も全くな

こうということです︒

一番分かりやすいのは︑本人

ています︒それから医療中心の

い︒ましてや精神障害の方を受

ーパーバイザーとして私か定期

支援になっているところ︒この

け入れたというそういう企業は

がやってみたい仕事の体験なん

あたりはかなり精神障害の方々

ほとんどないというところで

的に行って︑スタッフの育成を

と共通していると感じています︒

す︒おそらく難病の方が今抱え

ですよ︒例えば時計を作る什事

害の方々に特化した形での就労

私の狭い経験の中での︑難病

ておられる状況と非常に似てい

図って進めました︒

支援をしているんですが︑難病

の方と精神障害の方とで違うと

るんではないかと思っています︒

ｉ精神障害者支援の取り組みからＩ

に閔する文献・資料を色々読ま

いうところがあるとすれば︑そ

たいと︑企業で働きたいという

章

せていただいて︑難病の方と精

れは例えば︑痛みであったり疲

私たちはこの地で︑施設の中

んであれば︑何とか実現できる

延

神障害の方の支援のあり方にず

労であったりという︑仕事をす

で様々なサービスを提供するん

ように支援しよう︒この人は障

知

いぶん共通点があるなというこ

る上での困難性でしょうか︒そ

ではなくて︑地域に暮らしてい

害が重いからとても無理だろう︑

倉

とを感じています︒

れから精神障害の方に比べて支

るままで︑私たちが訪問をして

というような判断を我々はしな

点目として︑病気や障害そのも
のの理解が十分になされていな

考えてもらう︒そこで本人自身

う︒ただまだ自分には体力がな

が︑やっぱり時計でやっていこ

一番重要なのが︑どんなに障

いから︑体力をつけなきやいけ

による支援を徹底しました︒

害が重くてもニしズに基づく支

本人のアセスメントというの

ないな︒じやあ︑体力をつける

外国でやっているアクトという

は︒自分がどれぐらいのことが

援をやろう︒その人自身が働き

徹底した個別支援の思想を取り

できてどれぐらいのことができ

１･･フォローアップ

九州ルーテル学院大学

例えば︑疾病と障害が共存を

援体制というものが不十分であ

いきながら実際の生活の場で︑

いということを徹底しました︒

入れています︒

ないのかを把握することです︒

本人に体験してもらって︑本人

脳求職活動

ついてお話をしたいと思います︒

している︒いわゆる医療がずっ

る︒このあたりが難病の方特有

個々に応じた支援をやろう︑と

精神障害の方々の就労支援の

できないか︑これは自分の中に

と継続をしなければならないと

の問題として残されているのか

いうことを目指しています︒諸

なり大きな壁となっているとこ

あり方も今様々な試行錯誤がさ

スタッフの中に就労支援の専

ね轟酋

私は主にこの十年ほど精神障

いうところ︒また症状の変化が

なということを感じています︒

ろ︒それから職業人として様々

れていますが︑その中で非常に

支援方法は︑個別支援と訪問

かなりあることです︒三点口が

なことを学習する機会や経験が

効果をあげている新たな実践に

自信と自尊心の喪失が職業上か

なかなかないというところ︒五

1Ｊ塑部

８

り

から︒スタッフ同士で分かちあ

中に起こるんですね︒でもそれ

というのは︑地方だろうと都

て就職できるだろう︑こんなこ

ば︑別の喫茶店を探すわけです︒

二〇〇四年七月から今年の三

ってそれから支え合う︒励まし

る支援の中身です︒

そして可能性があるところが見

会であろうと二しズに基づく支

でいいんだと励ますこと︒それ

プログラムを何か考えましよう

つかったら︑すぐに就職をお願
月までに七二名の方に支援をし

とはないです︒

かと︑我々が提案をする︒そこ

いするんではなくて︑ちよっと

る︒みんなで考えよう︒これっ

で本人が︑じやあそれでいきま

いけないんです︒やってみたら︑

て︑実はセルフヘルプグループ

あう︒それから対処技法を考え

一名の方が仕事についた︒これ

いろんな可能性があることが分

の考え方なんですね︒チームを

援をやるとなったらやらなきや

ろうか︒もちろん僕らがサポー
は今までゼロだったことを考え

かったし︑地方は地方なりに非

ました︒その結果︑なんとか二

こういうふうに本人を中心に

トしますと︒その結果良ければ
ると︑スタッフの大きな自信に

そこで体験させてもらえないだ

物事を進めていくことが重要な

雇用をお願いできないかという

組んで︑セルフヘルプしていく

しよう︑と決めていく︒

んてすね︒だから︑必ず本人の

常に人情味がある企業さんがた

っていうことは非常に重要では

なりました︒

くさんあるということも気づい

ことをお願いします︒支援スタ

ここから何を学んだかという

働きたい職場や職業でやるとい

ッフの一番大きな仕事は場の開

うのが原則にしました︒

ないかな︒私先程の講演を聴い

もう一つ︑四番目ですが︑専

てきました︒人間性に共鳴して

門家がいなくてもできるという

と︑一丁ズに基づく支援という

会資源がないと言いますが︑そ

ことが分かりました︒私は月に

拓なんてすね︒ハローワークの

かりました︒

れはフォーマルな社会資源がな

いっぺんしか行きませんが︒そ

例えば本人が喫茶店でちょっ

最初は僕らも結構試されてい

いということであって︑インフ

れでもできるんだなと︒チーム

て︑ああ非常に共通性があるな

す︒これには一石のやり方があ

るところがあったかと思います︒

ォーマルな社会資源はむしろ地

アプローチ︑利用者を信頼する

いただいて雇用する︑これは多

って︑一つが職場に行って企業

どうせ支援者は支援してくれな

方の方があるな︑そんなことも

のが非常に大事だったというこ

や利用者双方に支援をする︒ジ

いだろうという思いがあったの

感じました︒

るということを徹底したこと︑

いろんな情報をいただきながら

ったらその喫茶店の人と本人と

ョブコーチという形で支援をし

が︑我々が彼らを信頼すること

こういうことが大きかったと思

とやってみたいとなったらスタ

私たちとで振り返りをして︑ど

たり相談をしたりするわけです︒

で︑彼らのニーズが変わってき

三点目ですが︑チームアプロ

っています︒

ということを感じていました︒

うだったんだろうかということ

もう一つ︑自宅も行きます︒

ます︒最初はすごく高いニーズ

ーチがスタッフを支えたなと思

五番口ですが︑スタッフ全員

分都会よりも地方の方が多いん

をやるわけですね︒

こわは本人の相談はなかなか職

をもっていた方が︑我々が本気

っています︒これを全くのケー

が﹁精神障害の多くの方は働け

とが大きいです︒我々の判断は

ちょっと体力をつけたいなとか︑

場ではできない︒この仕事どう

になることによって非常に現実

スワーク方式でやっていった

るんですね﹂と言っているんで

一人スタッフが職場を一戸一戸

もうちょっと職場の人との対人︑

ですか︑と言っでも︑職場の人が

的に物事を考えるようになる︒

ら︑おそらくスタッフは燃え尽

す︒最初は半信半疑だった︒け

ッフが喫茶店を探し回ります︒

コミュニケーションが禎極的に

いるわけですから﹁なんとかや

これは彼らも我々支援者も非常

きていたか︑諦めていたのでは

れどやってみて︑二〇数名の方

じやないかなと思いますし︑社

できるといいな︒それがないと

ってます﹂ぐらいしか言えない

に成長するんだなということを

特に最初のころは私の仕事と

ないかと思っています︒

が働けている︒私たちが根拠な

あてにならないということが分

なかなか職場では難しいですよ︑

わけです︒本人からの本当の相

感じました︒

いうのはスタッフを励ますこと

丁寧に回っていきます︒

なんて言われたとしたら︑じや

談をするには自宅に行く︒こん

でした︒やっぱり無埋じやない

く彼らは働けないんではないか

そしてちょっと体験させていた

あ本人がやろう！となります︒

なようにして︑その人がそこで
二点目ですが︑地域性︑これ

かという思いが常にスタッフの

その結果本人が︑例えばもう

そしてフォローアップ をしま

それが就業準備なんですよね︒

働き続けられるようにしよう︒

も関係ないなと思っています︒

だけないだろうか︑とお願いす

今度本人が︑やっぱりその喫

企業の方にもきちんと支援をし

都会だから企業がたくさんあっ

るわけです︒そして体験が終わ

茶店でやりたい！となったら︑

よう︒これが︑我々がやってい

こと︑一丁ズに基づく支援をす

そこが求人を出していなけれ

一

９

と思って︑そういう負の連鎖が

やっぱり難しいんじやないかな

彼らに伝わっていって︑彼らも

ということ思っていて︑それが

主体的になって選んでいくんで

りやっていきたいとか︑彼らが

と病気のコントロールをしっか

か︑デイケアの中でもうちょっ

でＱＯＬを高めていきたいと

そこでやっていこうと︑その中

にするための権利擁護をしっか

つかりと貫いて︑本人を主人公

主人公は本人だということをし

ドボケート意識ですね︒つまり

もう一つは支援スタッフのア

と思います︒

つかりと認識できていたからだ

にくかったなと思っています︒

をとっている方とは連携がとり

ことを決めていくというやり方

治医が︑本人のためにいろんな

でパターナリズムというか︑主

医との連携も出てきます︒そこ

治医ではありませんから︑主治

于ノパーメントやリカバリーの

支援者に求められるものは︑

難病に罹っている方への支援

証することが大事だと思います︒

障害者本人の主体性を本当に保

ービスを提供するかではなく︑

思想ですね︒自信と自尊心を取

も全く同じだと思います︒

ども︑どんな支援プログラム︑サ

あったんではないかなというこ

すね︒これがすごく大きいと思
りやろうと︒

本人のためにこれがいいと思っ

り戻す︒それから職業人として

サポート担当医がイコール主

とを︑本当に反省しています︒

っています︒
またそうなると彼らはある程

ているのかと︑ずいぶん言われ

次に︑支援者の評価︑予測は
本当に当たらないんだなという

度になってきたらまた働きたい

成長していく︒権利擁護の思想

ことを実感しています︒信用す

ましたが︑我々は︑それは本人

と実行力︑医療と就労支援機関

と︑多分来るだろう︒そしたら

が決めるということをかなりず

の連携をしっかりやっていく︒

るのは本人の働きたいという思

っと主張して︑それに負けない

これによって当事者自身も支援

また支援すればいい︒私たちが

アドボケート意識を持つ支援ス

者もがエンパーメントされてい

いであｎぺそれに真摯に対応す

タッフの育成が非常に重要だっ

くわけですね︒

三つ目は職場開拓の技術︒技

いくということが就労支援を進

今後は医療の考えが変わって

か︑このあたりの姿勢や思想で

利用者本人とどうやって関わる

医療機関と企業との関わり方︑

術というよりも行動力ですね︒

めていくには非常に大事なキー

決まっていくんではないかなと

難病相談・支援センターでも

いうふうに思います︒

るのは︑医師の責任ではなく︑

就業支援の取り組みをこれから

いだろうと思っていますし︑一

本人の問題と捉えることも重要

それから︑私たちはこの体験

人でも多くの方々が仕事に就け

収り入れていかなければならな

を多くの医師に提供していく責

た︒

ご静聴ありがとうございまし

いかなというふうに思っています︒

るための支援の一助になればい

てまとめ的に考えたことですけ

精神障害者の就業支援につい

任はあるだろうと思っています︒

なことだと思っています︒

精神障害の方が調子が悪くな

ポイントだと思っています︒

ると思います︒

だまた発展途上であるとも言え

たなと思っているし︑これはま

判断する必要なんかないじやな

にあります︒
当然︑難病の方と同じように

ね︒担当医をおいて︑医療の観点

実は働けていない人も七〇何

なたはちょっと働けないから作

から就業支援についての助言を

精神障害の方々も︑医療という

業所でやんなさいよ︑言われて

もらいました︒我々はその担当

人のうち四〇人ぐらいいるんで

受け身でやるんだったら本気で

医に就業という観点から医療に

のが切り離せない︒この就労支

やれないんですね︒本当は働き

助言をするということもしまし

すよ︒でもそれは支援の結果︑彼

たいのに︑仕方ないから作業所

た︒これは非常にお互いに良い

援のやり方というのは医療から

行くか︑となるんですけども︑支

効果を生んだと思っています︒

ら自身が今は作業所で働きたい

援をやっていく中で︑彼らが自

これができたのは︑サポート

離れて︑医療と連携してやると

分自身で選んでいくんですね︒

担当医が︑医療のことはやるけ

と本気で思った結果なんです︒

私は今働くんではなくて作業所

ども︑医療以外は就業支援スタ

いうやり方をとっているんです

でやろう︑家の中でまず日常を

ッフが専門家だということをし

‑

ることであって︑結論は本人が

2004年7月〜2007年３月

19社
･実習先企業

(清掃､配達､製造業､検品､牧場、
鰹理､土木建築､ビ豪オ店他)

･職場実習実施者Z3名

０

縫製、

いか︑と思っています︒

１４６杜
･訪問事業所

1名
･復職

これがもし支援者中心で︑あ

回していくことに精一杯だから

Z004年７月 2001年3月までに
７Ｚ名の精神障害者に対し冥施

‑

2557件
･訪問件数

出すというのが我々の体験の中

(自宅､企業､他機関等)

Z1名
･就職

j1T鯉!墾②
J①

今井班・糸山班の会議に
参加しました

一月六日叫︑厚生労働科学研究費

補助金難治性疾患克服研究事業﹁特

定疾患の自立支援対策の確立に関す

る研究班﹂︵今井班︶会議︑続いて

七日八日と同じ会場で︑﹁重症難病

患者の地域医療体制の構築に関する

研究班﹂︵糸山班︶の会議がありま

した︒参加者は研究班員だけでな

く︑各県から保健師︑看護師や相談

支援員などが大勢参・加し熱気にあふ

れた研究発表となっていました︒医

師では神経内科医以外の参加がほと

んどないのが残念︒相談支援センタ

ーに関する発表も多く︑なかでも中

島孝先生の相談に対する﹁満足度﹂

に関する報告や︑牛込三和子先生の

指導による相談支援センターとして

の相談の分類などは今後の研究会で

の課題となるものと思われました︒

またＪＰＡの野原正平さんの相談支

援センターの実体や運営に関するア

ンケートの発表は重要な意味をもつ

もので︑厚生労働省疾病対策課でも

早速資料として使用していました︒

今後はもっと多くの患者団体の参加

も必要と思います︒

︵伊藤たてお記︶

●2007年９月発行

●難病の雇用管理のための調査・研究会編

編集一発行人

『難病の雇用管理のための調査･研究会

報告書』

（独法）高齢・障害者雇用支援機構
障害者職業総合センター

『難病のある人の雇用管理･就業支援ガイドライン』
『難病(特定疾患)を理解するために
〜事業主のためのＱ＆Ａ〜』

『職りハネットワーク

No.61』

〈特集〉難病のある人の就業支援
〜全国難病センター研究会 会長

木村 格(いたる)、事

伊藤たておは､｢難病の雇用管理のための調査･

務局長

各方面からの貴重な報告が掲載されており
ます。

研究会｣に携わっております。〜

ホームページでご覧いただけます。
http://ｗｗｗ.nivr.jeed.０r.Jp/research/

ご希望の方は「厚生労働省障害者雇用対策課」へお問い合わ
せ下さい。まもなく「（独法）高齢・障害者雇用支援機構」（http:

network/net61.html

//ｗｗｗJeed.０rjp/）、「障害者職業総合センター」（http://

ター）

(障害者職業総合セン

ｗｗｗ.nivr.jeed.ｏr.jp/）のホームページより閲覧が可能となる
難病のある人への就業支援にご関心のある

予定です。

方はぜひともご一読ください！
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気持ちです︒
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【lフランスベッドメディカルサービス株式会社
本社／〒1
69‑0073東京都新宿区百人町1‑25‑1
電話03(3363)2255{大代表)
http:/7ｗｗｗ.homecare.ｎｅ.jp

丿芙じよ
薦漁砂臨百茫

介護の悩みを解決
Ｖ之呂荒屋
Ｉ装着方法

簒に

∧ヱ：

■安全装備

゛￣グLji;，.,自17゛

⊇

゛｀奏謳

フローレッドの

こﾚ

;1ﾂｽﾞ;ご?認tご:y７おり｀
:1れ2tj呂11JJIJﾐｼﾞ汀
(自勁停止装置)

・リモコン・タイマーセットにて自動吸引タイマーは２・４・６時間の
３種類にセット可能
故呻しにくい構造ですが､メン

●寝たきりで意識のない方……

●寝たきりで意識のある方……

タイマーセット

テナンス､アフターサービスは
カスタマーセンターを通して

リモコン操作(自立支援を促します〉

弔排便モードの３回洗浄になります
・紙おむつの交換周期に合わせてください

●排便モード(大) ３回洗浄
●排尿モード(小) １回洗浄

・温水で洗浄(温度設定機能付)タンクに水道水を入れるだけです，
・室温温度で送風
●●●●●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

ミツクラ株式会社

http://ｗｗｗ.mitsukura.cｏ.jp

^0120‑260‑329

〒812‑0029柚岡巾11多区古門戸町2‑4KS･コモンドビル7F
PHONE:092‑262‑0110

FAX:092‑262‑0121

E‑mail:flowletgimitsukura.co･jp

フローレッドは自動排泄物処理公幽としての特許商品です｡(特許W3749097号)
Ｚ!i￡こふこｚじfloinかjｕミックシt卜八会社の.atsiiiJです･,ａ!i剽1・り■{187351剛
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○第７回研究大会（富山）開催
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○第９回研究発表大会

特別講演Ｉ（要約）
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○第９回研究発表大会

特別講演ｎ（要約）
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○今井班一糸山班の会議に
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