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会場からの発言は、個人情報を保護するため割愛させていただいております。 

ご了承いただきますようお願い致します。 
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講師及びパネリスト紹介 

1．基調講演「琵琶湖病院 聴覚障害者外来の取り組みから」 

  

１．基調講演  

 

「琵琶湖病院 聴覚障害者外来の取り組みから」 

藤田  保 琵琶湖病院精神科医師 

 

２．「グループワーク 

実践例報告」  

聴覚障害と精神問題を併せ持つ方のグループワークについて 

～精神保健福祉士の立場から～ 

   森 せい子 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 

聴覚障害者情報提供施設 施設長 

 

３．分科会 ①相談支援と社会資源  

稲   淳子  日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会会長 

高橋 秀志 東京聴覚障害者支援センター 所長 

②保健医療問題  

片倉 和彦 社会福祉法人双葉会診療所院長 

藤田  保 

③情報保障問題   

高井  洋 東京手話通訳等派遣センター  

コミュニケーション支援部 手話通訳士 

高岡 芳江 特定非営利活動法人東京都中途失聴･難聴者 

協会理事 事務局長 

森 せい子 

④家族問題と支援   

野澤 克哉 聴覚障害者問題研究会 代表 

筒井 優子 言語聴覚士・ケアマネージャー 

４．ミニレクチャー  「精神保健福祉の動向」 

大塚 淳子 社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事 

 

５．シンポジウム  「聴覚障害と精神障害を併せ持つ方が 

地域で暮らしつづけるために」 

・コーディネーター 大塚 淳子 

・コメンテーター  藤田  保 

・パネリスト    稲  淳子 片倉 和彦 高井  洋  

野澤 克哉  森 せい子 

６．閉会挨拶    

当日のプログラム 
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聞こえない・聞こえづらい方々が精神の問題を発症し、生きづらさ 

を抱え、そのご家族もまた困難を抱える状況において、共生社会を

目指すにはどうしたらよいか、会場の皆さまと一緒に学びを重ねていきたいと思います。回復

するためには、病気を理解し、手話で話したいという思いや、話がわからないことは苦しいん

だという思いをきちんと受け止めてもらえること、一緒に歩んでくれる人が必要だと思います。

グリーフワークやグループの相互作用を利用した分かち合いの場として、またＳＳＴ（社会生

活技能訓練）の場として、グループワークの実践にチャレンジしています。その取り組みで感

じたこと等をお話ししたいと思います。分科会では情報保障問題を担当し、手話通訳者との連

携を考えます。 

精神保健福祉士・認定心理士  地域手話通訳者から中途失聴者に。 

 東京都聴覚障害者相談支援ネットワークの中で、主に精神問題の 

絡むケースを担当する。 

－プロフィール－ 

－プロフィール－ 

1948 年 広島市生まれ 

1975 年 京都府立医科大学卒業後、同大学附属病院精神神経科勤務 

1977 年 聴神経疾患にて聴覚障害を負う 

1978 年 琵琶湖病院（滋賀県大津市）に勤務 

1980 年 大津手話サークルで手話の学習を開始 

1982 年 滋賀県中途失聴難聴者協会の設立に参画 

1983 年 京都市聴覚言語障害センターで聴覚障害者の精神保健相談を担当開始 

1993 年 4月より琵琶湖病院にて聴覚障害者外来を担当 

1995 年 4月より社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会理事 

2001 年 3月より同福祉協会理事長 

2001 年 聴覚障害を持つ医療従事者の会設立に参画、’07年まで代表幹事 

 〈基調講演概要〉 

聴覚障害をもつ患者さんのコミュニケーション手段に合わせて病院職員が対応し、医療を提

供してゆくこと、すなわち、聴覚障害者の受療権を保障することを理念に、1993 年から琵琶

湖病院（滋賀県大津市）で始めた聴覚障害者外来について、開設の経緯、準備と工夫、そして、

当初 10年間の事例に関してコミュニケーション手段別、居住地別、精神科診断別の集計結果

と最近の動向などを先ず紹介、説明して若干の考察を加える。 

 次に、外来と入院診療の実践の中から、聴覚障害（者）に特徴的と思われる傾向や課題など、

すなわち、比較的若年事例における思春期の発達課題の未解決、入院治療の困難さなどに焦点

を当てて論述する。 

 最後に、実践の中で演者自身が終始感じてきた「わからなさ」や非定型性について、やや独

断的な解釈も展開して、精神保健に関わる専門家のネットワーク作り、同病同障者集団作り、

同障をもつ専門家の養成およびそれら活用の必要性などを論考したい。 

 

■藤田 保（ふじた たもつ）氏  琵琶湖病院精神科医師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2．「グループワーク実践例報告」  （分科会③担当） 

 ■森 せい子（もり せいこ）氏 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 

聴覚障害者情報提供施設 施設長 
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精神保健福祉士・社会福祉士 

大阪障害者職業センター「雇用管理サポート事業」登録 

八尾市自立支援センター「こころの相談」や 

大阪ろうあ会館「聴覚障害者の精神保健こころの相談」 

大阪市精神障害者退院促進事業支援員登録 

大阪労働局委嘱「精神障害者就職サポーター」大阪東ハローワークに配属 

京都府「いこいの村」精神保健相談 大阪西ハローワークに配属 

大阪府「なかまの里」精神保健相談 

大阪労働局委嘱 改称「精神障害者雇用トータルサポーター」 

        

 

－プロフィール－ 

映像を勉強後、通信で福祉を学び、障害者の世界に 

1973 年 東京都ろうあ者更生寮。生活指導員。 

以降、同施設指導部長を経て 

2009 年 現東京聴覚障害者支援センター所長。現在に至る。 

16 ミリ映画、「ことばへの思い」「音のない時を刻んで」を自主制作。 

第 1 回～第 20 回の「聴障者精神保健研究集会」事務局担当。 

 

－プロフィール－ 

３．分科会 

 ① 相談支援と社会資源  

■稲 淳子（いな じゅんこ）氏 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会会長 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

■高橋 秀志（たかはし ひでし）氏 東京聴覚障害者支援センター 所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞こえない人のこころの病気は特別な事ではないと思います。人間だから、みな同じなのに、

聞こえない人の精神保健福祉はなかなか理解されていません。社会は、コミュニケーションが

難しい、情報保障がある社会資源が不十分だから、と言います。 

しかし、人間、一人ひとりが違うように、聞こえない人、一人ひとりと向き合っていく姿勢

が必要ではないかと思います。本人の生きざまを理解し尊重していく環境をひろげることで、

聴覚障害者の精神保健福祉の本意があるのでは、と思います。 

 

 

人生は向こうからやってくる！ 

現東京聴覚障害者支援センターは、2011年 7 月で、満 46年を迎えました。東京都ろうあ

者更生寮として開設された、事業所名称も福祉施策と共に移り変わること 3 回。同じ施設で 3

回も変わるのは珍しいのではないかと思います。 

南は沖縄、北は北海道、全国各地から利用していただいております。福祉施策や社会背景と

連動し、利用者像も多様。現場に身を置くと、同じことはなく日々新しい問題に向き合ってい

ます。自分の考え及ばないことが、辛酸味わった利用者の方が人生をぶつけてきます。価値観

を揺さぶられながら、人の生き方により添い、ともに考えることを大事にしながら仕事に就い

ています。 

福祉の常識は世の中の非常識。この言葉をいい意味に解し、社会を変えていく力にしていき

たいと思います。ニーズを沈黙させてはなりません。 

地域の、聴覚障害者の、頼りにされる社会資源の一つになることをめざし、取り組んでいき

ます。 
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－プロフィール－ 

 

② 保健医療問題 

■片倉 和彦（かたくら かずひこ）氏 社会福祉法人双葉会診療所院長 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■藤田 保（ふじた たもつ）氏 前掲 

 

 

ＮＨＫ教育テレビの「ろうを生きる難聴を生きる」のスタジオにいたとき、ろう者との診察室

での面接場面を思い出していた。精神科の診察で聴者と複雑な話が続いて疲れていたときに、ろ

う者との診察を手話で行なうと疲れが和らぐ。始めは通じるかどうか、という緊張感もあるが終

わるころにはけっこう安堵している。何とか通じたかな、と言う安心感と、それと手話の特徴で

ある視線を合わせて話すことによるリラックスがある。 

手話はろう者の言語であり、コミュニケーション方法である。会話にさほど時間がかからず、

質問などの介入も出来て、表情・視線が伴うのが特徴である。それゆえ、たとえば統合失調症が

疑われるろう者との診察の場合、話の内容把握がしやすいだけではなく、視線の動きなどで幻聴

の存在を考え、「今、それを話していて大丈夫？」などと現在形の会話を成り立たせやすい。しか

も、視線を合わせることは治療的でもあり、幻聴などの異常体験に巻き込まれにくくする作用も

ある。 

視線を合わす、ということの短所は「視線を合わすことで怖くなる、疲れる」ということ。入

院しているろう患者が、他のろう患者を怖がる、ということを聞いた。視線を合わすことにはエ

ネルギーが必要で、かつけっこう怖いことなのかもしれない。ろう者で精神科医を目指す人がい

たらいいなと思った。でも、ろう精神科医が聴者を診察するとなったらこれはけっこう不利なこ

とだから、ろう者のための専門医療機関でろう者の治療にあたっていただくのがいい。そういう

専門医療制度が出来たら、アメリカで心理や精神保健を学んできた人も日本でその専門性を生か

した仕事に就けるようになる。 

1961 年 北海道室蘭生まれ 

室蘭市立中島小学校、釧路市立城山小学校、 

室蘭市立蘭東中学校、新宿区立落合第二中学校 

都立戸山高校を経て 

1980 年 信州大学医学部入学 

信州大学障害者問題研究会、松本手話サークルに入る 

1986 年 信州大学医学部卒業 

その後、信大病院、厚生連安曇病院、奥多摩町立病院を経て、 

1995 年より社会福祉法人双葉会診療所院長となり現在に至る 

資格：ケアマネージャー、時刻表検定２級、自動車普通免許など 
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－プロフィール－ 

－プロフィール－ 

③ 情報保障問題 

■高井 洋（たかい ひろし）氏 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高岡 芳江（たかおか よしえ）氏 特定非営利活動法人東京都中途失聴･難聴者協会理事        

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京手話通訳等派遣センター コミュニケーション支援部  

手話通訳士 

精神保健分野での手話通訳依頼は以前と比べて増えてきています。そのため、手話通訳者には、

より深い精神保健福祉の知識が求められています。 

また、聴覚障害者の情報保障を考えた時、手話通訳者の技能向上とともに、医療機関や行政等

関係者の聴覚障害者や手話通訳者への理解が必要です。このような機会を通じて、関係者と意見

を交わすことで聴覚障害者のより良い情報保障につながることを期待しています。 

 精神保健分野での手話通訳依頼は以前と比べて増えてきています。そのため、手話通訳者には、

より深い精神保健福祉の知識が求められています。 

また、聴覚障害者の情報保障を考えた時、手話通訳者の技能向上とともに、医療機関や行政等

関係者の聴覚障害者や手話通訳者への理解が必要です。このような機会を通じて、関係者と意見

を交わすことで聴覚障害者のより良い情報保障につながることを期待しています。 

 
 

 

2 歳    ストレプトマイシン注射の副作用で、徐々に聴力低下。 

      小学校入学時から補聴器使用。 

20 代   「音から隔てられて」を読んだことがきっかけで 

身体障害者手帳を申請に至る。 

（両側感音性難聴 第 1種 2 級） 

20 代後半 東京都中途失聴・難聴者手話講習会修了後、 

中途失聴・難聴者の団体へ。 

 

現在、特定非営利活動法人東京都中途失聴・難聴者協会理事、事務局長。 

社会福祉士、精神保健福祉士。中途失聴・難聴という障害の複雑さを日々実感中。 

さらに聴力低下のため、2008 年に人工内耳埋め込み。 

 

 

人は、人のなかで人になるといわれます。生きていく上で様々な人とのコミュニケーション成

就体験は不可欠です。聴覚に障害を負ったがために、人とコミュニケーションがうまくいかず、

自分が人のなかに立ち混じる能力を持っていると思えないままに成長せざるを得なかった方々。

自分の意志と無関係に人生の途中で事故や病気で聴力を奪われ、豊かなコミュニケーションの世

界からも切り離されてしまった方々。いつも虫食い状態の聞こえで不完全燃焼の思いを抱える

方々。このような方々のメンタルヘルスの問題は、なかなかスポットライトがあたらないままで

した。国連の障害者権利条約批准を目指し国内法の整備も進められている今、障害を負っていて

もその人がその人らしく生きていけるための環境整備はどうあったらいいのか、課題は何か、情

報保障の面から皆様と問題意識を共有し、考えていきたいと思います。 
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－プロフィール－ 

－プロフィール－ 

④ 家族問題と支援 

■野澤 克哉（のざわ かつや）氏 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代では、精神衛生問題は社会的に普遍的な課題となっており、聴覚障害者の支援の大き

な一つの柱となってきているが、聴覚障害者に係る専門的な支援制度や資源はまだまだ貧弱であ

る（当日配布資料より抜粋） 

 

■筒井 優子（つついゆうこ）氏   言語聴覚士・ケアマネージャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００２年から心を病んでいる家族と当事者の青空会の支援、 

２０１１年１０月 一般社団法人ゆうわを設立し、地域の高齢者の

補聴相談や心を病んでいる方々との手話喫茶、相談支援を実施して

います。 

「聴覚障害児・者」と共に歩んで早や 40数年。東京都心身障害者 

            福祉センターの乳幼児支援を第一歩に、退職までに学習指導、進路、 

            補聴、就労、生活相談などを通し、幅広くさまざまな方々と出会い、 

            かかわりを持つことが出来ました。大きな大きな宝物が出来ました。 

振り返って見ると「負うた子に負われて・・」の年齢になり、地域 

のろう協や職場で大活躍されている方も多く、教えられることの多い 

昨今です。これからの残された時間は、精神を病んでいる仲間の就労 

支援と社会復帰、地域の聴覚言語障害者の不全場面解消の取り組みなどを中心に行っていきたい 

と意気込んでいます。80 才まで支援できる様、日々の健康作りに励んでいる所です。 

 

 

 

 

昭和 14年(1939 年)静岡県静岡市にて出生、7歳失聴 

静岡ろう学校高等部卒業(1958 年) 

静岡大学文理学部史学科卒業(1964 年) 

日本社会事業学校研究科修了(1965 年) 

＊職歴 

             ・東京都ろうあ者更生寮(現・東京聴覚障害者生活支援センター) 

指導主事(1965 年～1968 年) 

            ・東京都心身障害者福祉センター福祉指導職(1968 年～2000 年 3月) 

＊2000 年 4 月から 

 ・東京都立保健科学大学作業療法学科非常勤講師(2007年 3月まで) 

 ・東京学芸大学障害児教育科非常勤講師(2009 年 3 月まで) 

 ・世田谷福祉専門学校手話通訳学科非常勤講師(2008 年 8月まで) 

 ・日本福祉教育専門学校社会福祉学科非常勤講師 

 ・京葉介護福祉専門学校非常勤講師 

＊主宰並びに所属団体 

 ・聴覚障害者問題研究会代表、・聴覚障害者精神保健研究会代表 

 ・関東ろうあ者相談員連絡会顧問（2010年 6 月まで） 

 ・（社福）神奈川県聴覚障害者総合福祉センター理事長（2009年 7月まで） 

 ・日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会会長（2010 年 6月まで） 

＊著書  ・「聴覚障害者のケースワーク」Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 

 ・「聴覚障害者問題の考察」、・「聴覚障害者問題の理解と解決のために」 

 ・「民法 969 条改正をめざして」 等など、一般出版社よりの共著を含め 12 冊 

＊趣味      囲碁、温泉、旅行、水泳、酒話（？） 
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－プロフィール－ 

４．ミニレクチャー「精神保健福祉の動向」 

■大塚 淳子（おおつか あつこ）氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．シンポジウム   

   「聴覚障害と精神障害を併せ持つ方が地域で暮らしつづけるために」 

 

コーディネーター 大塚 淳子  

コメンテーター 藤田 保 

パ ネ リ ス ト 稲 淳子、片倉 和彦、高井 洋 

野澤 克哉、森せい子 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神保健福祉士 

職歴：身体障害者授産施設 東京コロニー東村山 

   医療法人社団一陽会陽和病院・こころのクリニック石神井 

現職：社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事  

兼務：明治学院大学社会福祉学部 非常勤講師 

財団法人日本精神衛生会 理事 

日本病院・地域精神医学会 評議員 

社会福祉法人つくりっこの家 理事 

一般社団法人 JDD-ネット理事 

 
貧困の拡大、慢性疾患罹患者の増加、単身世帯の急増、コミュニティの脆弱さなどが影響して、

今や、国民の約 40 人に一人がなんらかの精神疾患や精神障害で相談や治療を受けています。 

また、そうしたメンタルヘルス課題の多様化と深刻化、複雑化が見られます。豊かな人間関係

の構築はコミュニケーションから始まると言っても過言ではないと思います。私自身、幼児期の

2 年間、帰国子女の体験から日本語が話せず、コミュニケーションが取れず苦しい体験をしまし

た。コミュニケーションが困難な状況に置かれがちな聞こえない人への理解と支援、協働が進む

ことを願い、集われた皆さんと有意義な時間の共有を楽しみにしております。 
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【開会挨拶】 

 

聴力障害者情報文化センター常務理事の丹羽でございます。本日は、当センター主催の「聴覚障害者の精

神保健福祉を考える講演とシンポジウム」に多数ご参加いただきまして誠にありがとうございます。 

また、この企画にご協力いただきます団体や関係の皆様、そして、この事業に助成をいただきました中央

共同募金会に対しまして厚く御礼を申し上げます。 

 本日の催しは、「聴覚障害者の精神保健福祉を考える」をテーマにいたしまして、日々直面する様々な問

題を皆様と共に考えたいということで企画させていただきました。 

わが国では平成７年に精神保健福祉法の成立や障害者自立支援法などによる福祉関係施策の整備により

まして、精神保健福祉の向上が図られてまいりましたが、精神障害や心の問題を抱える方々への正しい理解

や生活上の支援といった面では、まだまだ取り組むべき課題が多いのが現状でございます。 

そして、こうした方々の中でも、特に精神に障害を持つ聴覚障害者の方々の実情は、知られていない場合

が多く、また、適切に対応できる相談窓口が地域にないため、必要な支援の手が差しのべられていない、と

いった例が少なくありません。聴覚障害者への相談支援が行き届かない大きな要因としては、一つはコミュ

ニケーションがうまくいかない、という問題があるでしょう。また、聴覚障害に関する正しい知識や理解が

十分でない、或いは、こうしたケースを取り扱った経験がないか、少ないために、相談員が適切に対応でき

ていないといったようなことが考えられます。このような現状を見るとき、聴覚障害と精神障害を併せ持つ

方々とのコミュニケーションや、障害に起因する生活の諸問題を社会や地域がどのように受け止め、また、

共生社会を目指す私達はどのように行動すればよいのか。本日は、こうした問題について専門家の方々をお

招きし、講演とシンポジウムを予定しております。 

また、当センターの運営する聴覚障害者情報提供施設でのグループワークの実践例の報告も予定していま

す。そして午後からは、テーマ別の分科会も開催しますので、ご参加の皆様のご意見、相互の情報交換など

を通じて、重複した障害を持つ方々への支援のあり方について学び、理解を深めていただきたいと思います。 

 本日は、ご来賓として東京都聴覚障害者連盟の宮本様、東京都中途失聴・難聴者協会の小川様、東京都盲

ろう者支援センターの前田様にもお越しいただいておりますが、この場を借りて厚く御礼申し上げ、開会の

ご挨拶とさせていただきます。 

それでは皆様、内容は盛りだくさんですが、今日一日どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

○東京都聴覚障害者連盟 理事長 宮本一郎 様 

皆さん、おはようございます。先ほど、ご紹介いただきました社団法人東京都聴覚障害者連盟の理事長を

しております宮本一郎と申します。本日は、このような聴覚障害者の精神保健福祉を考える講演とシンポジ

ウムを開催できることはとても喜ばしいと思っております。開くために、いろいろご尽力していただいた情

報文化センターの皆さん、本当にありがとうございます。 

 5、6 年前頃だと思いますが、精神保健相談や心理の相談員などが、次々と立ち上がって、更にネットワ

ークという形で少しずつ立ち上がってきています。去年頃から活動が活発化されてきたように思います。誠

に喜ばしく存じております。 

 そして、皆さんもご存知のとおり、3 月 11 日の大震災の後、被災地や被害者の状況を調査しに行きまし

た。亡くなられた方々がたくさんおられ、痛ましい情景を見たのを覚えております。精神的な相談、また、

精神的不満を解消させることが本当に必要になっていると存じております。それらを含めて、皆様の積極的
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な議論、意義のある、専門的な内容をより掘り下げていけるようになれば誠に喜ばしいと存じます。 

 今日を終わりにするのではなく、このような形が次々と続けていけますように、こちらからお願いしたい

と存じます。今日朝早くから一日とは大変だと存じますが、皆様と一緒に頑張って議論を進めていけたらと

思っております。それでは、ご挨拶に代えさせていただきます。 

 

 

○東京都中途失聴・難聴者協会 副理事長 小川光彦 様 

今日はシンポジウムの開催、誠におめでとうございます。東京都内でも全国的にも、聴覚障害者の精神保

健分野は、ずっと以前から様々な問題を抱えていました。野澤先生や、また情報提供施設の森さん、いろい

ろな方々のご協力でこういったシンポジウムが開かれることを誠に嬉しく思っております。 

 私どもの難聴者協会の中にも、日頃心にいろいろな苦しみを抱えて生活している仲間がいます。仲間のた

めにも、こういった問題の解決は非常に大事です。難聴者協会の中でも、こういった問題についてどう取り

組んでいけばいいのか、手探り状態で進んでいるようなところが多いのですけれども、そういうところでの

活動例、建設的な活動をされている皆様の知識・経験などをご教示いただき非常に役立っております。 

 先ほど、宮本さんのご挨拶にもありましたが、東日本大震災が 3 月 11 日にありましたけれども、そうい

った地域でも難聴の仲間が苦しみを抱えています。それまで受けられていた精神面のサポートが突然震災で

断ち切られてしまって、どこの病院に相談に行けばいいのかわからないとか、生活状況が一変してしまって、

生活の混乱や心の問題を抱えてしまい苦しんでいる仲間がいます。そういうところでも、やはり、精神保健

の専門家である皆さんのご協力があって、少しずつでも解決できている面があります。そういうところを見

るにつけ、私どもも頑張らなくてはいけないなと、日頃学ばせていただいております。 

 難聴団体の中では、こういった支援の分野というのは遅れていたのですけれども、この震災を契機に、自

らも支援に関わるという気運も少しずつですけれど増えてきています。 

 例えば「耳マーク」はご存知でしょうか。これは全難聴が進めている、聞こえのニーズを視覚的にマッチ

ングするためのマークなのですけれども、こういったマークを付けたベストがあります。「聞こえのサポー

ター」と書いてあるのですね。難聴者自身が支援に関わって、こういったベストを使って、被災地にも持っ

て行って、そういった方々の対応を進めようということを頑張っております。こういった活動なども、皆様

の活動があって学んだ中から出てきたものだというふうに思っております。 

 本日一日、朝から夕方までですけれども、私も皆様と一緒に一日勉強させていただきたいと思っておりま

す。充実したシンポジウムとなることを願っております。ありがとうございました。 

 

 

○東京都盲ろう者支援センター センター長 前田晃秀 様 

ただいま紹介に与りました、東京都盲ろう者支援センターの前田と申します。盲ろうの方、視覚と聴覚の

両方の障害がある方は、東京都内に約 2,000人ほどいると言われています。そのうち福祉サービスに繋がっ

ている人が僅か 100人程度という状況で、残りの 1,900名ぐらいの人というのは、おそらく家に閉じこもっ

て誰とも相談できず、日々、暗闇の中、静寂の中で弧独になって暮らしている方がたくさんいらっしゃると

思います。そういった方たちへのメンタルケアというものはまだまだ進んでいないというのが現状としてあ

ります。また、アッシャー症候群という疾患があります。先天性の聴覚障害の方の約 3％ぐらいに見受けら

れるという疾患で、先天性の聴覚障害と、眼の病気、進行性の網膜色素変性症という病気、これを併発する

というものです。子どもの頃は眼には障害がなく、聴覚障害、ろう者として過ごしてきた人が、成人後、徐々
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に視力が落ちていってしまう。そういった進行性の病気の中で、視力の低下が一つの誘因となって精神障害

も発症するという人が少なくありません。こういった対応もまだまだ進んでおりません。私自身、日々、盲

ろう者の支援に当たっていますが、今回のシンポジウムを通して、さまざまな知識・技術を得られることが

できればなと思っております。 

 今日一日、皆様と一緒に学んでいければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【基調講演】 

 

琵琶湖病院 聴覚障害者外来の取り組みから 

 

琵琶湖病院精神科医師 藤田保 

 

 

 皆さん、おはようございます。滋賀県の大津市で、比叡山の麓で琵琶湖のほとりに坂本という町があります。

延暦寺の門前町ですが、そこに琵琶湖病院という精神科の病院があり、そこに勤務している藤田と申します。そ

の病院で聴覚障害者外来を始めて 19年目になりますが、その外来の概要や事例などの問題も含めてご紹介して、

少し私の考えることも含めてお話したいと思います。 

 私自身は今喋っていますけれども、29歳のときに聴神経の病気で聞こえなくなった、いわゆる中途失聴者です。

精神科の臨床を続けるには課題が多かったのですが、その辺の話をしますと長くなりますので、それは置いてお

きます。 

 聞こえなくなって 3年後ぐらいから、自宅近くの手話サークルで手話の勉強を始めました。手話サークルには、

ろう、難聴、中途失聴の方が来られますが、手話をぼちぼち覚えますと話ができるようになります。そうします

と彼らが、病院で困る、病院に行きたくない、と言うのですね。私は今も聞こえない患者として病院に通ってい

ますので、その辺のことが実感としてわかります。この問題を何とか解決できないかと考えるようになりました。

そんなとき、これも 20 年ぐらい前ですが、東京で世界ろう者会議というのがありました。そこでレポートを発

表したのですが、欧米ではかなり前から聴覚障害者のための医療を実践していることを文献で知りました。そう

いうことも参考に病院側と交渉をして、1993年から聴覚障害者外来を始めました。 

 まずしたことは二つの講座で、聴覚障害者とはどういう人か、どんな課題を持っているかなど、健聴の人は知

りませんので、聴覚障害者のことを知ってもらうことと、もう一つは、聴覚障害者に対応する時はコミュニケー

ションが大きな問題ですから、かなりの時間を手話の学習にあて、補聴器で聞き取りやすい話し方とか、早く正

しく伝わる書き方とか、そういうことを職員に勉強してもらいました。 

  この外来の理念は、聴覚障害を持つ患者さんのコミュニケーション手段に合わせて病院の職員が対応し、医療

を提供しようというものです。聞こえない人も聞こえる人と同じように適切で十分な医療を円滑に受けていただ

くことで、言葉を変えますと、聴覚障害者の病院でのバリアフリー、そういうことを目指して行っています。 

  これは病院全体の取り組みなのですが、医師、薬剤師、看護師、心理士、ＰＳＷ（精神保健福祉士）、事務員

など 20人ほどのスタッフを選任して、外来の運営を行っています。選任スタッフですので、各部署や病棟では 1・

2 年で交代することもあります。それだけでは不十分ですので、病院の全職員が聴覚障害をもつ患者さんに、ど

ういう場合にどんな対応をしたらいいのか、詳細なマニュアルを作って各部署に配付しています。 

 それから、いろいろ工夫をしています。病院内に、目に見える視覚的な情報、表示をできるだけ増やしたり、

触覚を利用したいろいろな機器を活用しています。例えば、振動式呼び出し器で、当院は順番が来たら振動させ

て呼ぶだけですが、私が通院している関西の或る大学病院では全ての外来患者に呼び出し器を配っていて、振動

と音で知らせたり字幕も出るのです。最初、自動受付機から出てきたら「病院の中でお待ちください」と字幕で

表示されます。待っていると振動で合図があり、「中待合いで・・」とか「診察室に入って下さい」と出てきま

す。最後は診療費の金額も出てきますので、現金を自動支払機に払い込めばそれで終わりなのです。ですから、

病院のスタッフと話さないのがよいかどうかということは置いておきまして、この病院で話すのは医師との診察

場面や保険証の確認くらいで、聞こえない患者としては、苦手で疲れやすい病院スタッフとの会話が少ないのは
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とても楽です。 

 また、胸部のレントゲン撮影ですが、これは指示がマイクですので、なかなかきれいな写真が撮れません。当

院の場合はランプを二つ付けて、オレンジのランプが点きますと「息を吸って」、緑のランプが点きますと「息

を止めて」、両方消えたら「終わり」と説明して行います。胸部の場合は指示が少ないので、そういうランプを

二つ付けるぐらいで、これは安くできます。 

 しかし、例えば胃透視などの場合は指示が多いので難しくなりますが、ゴーグルのようなものを付けるとその

中に手話のアニメとか字幕が出て指示する機器も開発されています。ただ、高価なのがネックになります。他に

は、耳のシンボルマークのシールやスタンプをカルテや診察券に貼るなどもしています。 

 事例について少し紹介したいと思います。開設から 10 年間が経て統計を出したことがあり、そのデータと最

近の 3年間についても調べましたのでその比較などもしたいと思います。 

 聞こえない方が来られた場合は、最初に病院のスタッフがすることは、その患者さんのいちばん理解できるコ

ミュニケーション手段は何かを見つけることです。もちろん、いろいろなコミュニケーション手段を併用する場

合も多いですけれども、最も理解できるコミュニケーション手段で患者さんを分類しますと、手話が 6 割強で、

あとは補聴器や筆談の活用です。もちろん、手話も筆談もできない方も来られるのです。学校に行ってないとか、

知的障害が重い場合では、簡単な身振りとか絵などのみで意思疎通をはかることになります。 

 最近の 3年間の事例をみますと、手話の比率が増えています。それは逆に言いますと、手話でコミュニケーシ

ョンしていちばん理解できる方は、やはり手話で診療して欲しいということだと考えられます。 

 それから、受診延べ人数は最初からあまり変わらず、だいたい年間 700 人台です。事例の居住地については、

滋賀と隣の京都を合わせて大体 7割です。大阪とか兵庫、奈良、和歌山、いわゆる近畿地方を合わせますと 9割

です。もちろん、和歌山ですとか兵庫県の日本海側ですと、電車で 2 時間、3 時間かけてわざわざ来られること

になります。残りの 1 割は近畿地方以外から来られる方で、東で言うと、東京、神奈川、埼玉など、西は岡山、

広島、島根などです。ときどき九州からも来られることがあり、新幹線に乗ってお金も使って時間がかかるけれ

どもわざわざ来られるのです。これは言いにくいのですけれども、琵琶湖病院というのは一般的な精神科の病院

で、大学病院などのように特別に医療水準が高いわけではありません。ただ、聞こえない方が適切で十分な医療

がスムーズに受けられるような配慮をしているだけです。しかし、それを求めてわざわざ遠くからたくさん来ら

れる、そういう重い事実があります。 

 次に、精神科の診断別についてです。実は、この外来は精神科と内科を標榜していますが、いわゆる医療相談

などもしていますので、受診する患者さんすべてが精神科というわけではないのです。聴覚障害者外来とあるの

で耳鼻科と間違われることがよくあり、婦人科の病気の相談で来られたケースもあります。もちろん、そういう

場合は琵琶湖病院で診療はできませんので、適切な病院を紹介します。 

 精神科だけを見ますと、いわゆる神経症圏の病気、適応障害、身体表現性障害、あるいは不安障害などが大体

半分ぐらいです。適応障害と診断するケースは非常に多くて、最初の 10 年間に適応障害だけで 33％でした。そ

れから、統合失調症だとか躁うつ病のいわゆる内因性精神疾患は、聞こえる、聞こえないに関係なく発病の比率

は同じですが、統合失調症とか妄想性障害が大体 16％。それから、躁うつ病やうつ病、いわゆる気分障害が 13％

です。診断は DSM、アメリカ精神医学会の診断基準に沿って診断しています。 

 最近 3 年間について集計してみますと、適応障害など神経症圏の疾患が大体 3 分の 1、精神病性障害が大体 2

割、気分障害が 13、14％です。比較が本当にどれだけ意味があるかわからないですが、適応障害というのは少し

減って、気分障害が増えています。これは、適応障害、何かストレスがあって反応して非常に苛々したり、寝ら

れなくなったり、不安になったりとか、そういう比較的軽い神経症様の症状が出てくるわけですが、その背景に

別の精神科疾患があって別の診断を受けたという場合もあります。それと、気分障害が増えているという言い方
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は適切ではないかも知れませんが、近年いわゆる新型うつ病、非定型うつ病の概念が提唱されて、診断すること

があります。 

 印象としては、診断の幅が広がっているように思うのですが、殊に最近は発達障害がクローズアップされて、

大人になった発達障害事例として診断するケースが少し増えているように感じます。 

 このような当外来の取り組みから考えることは、最初からある程度予想することができましたが、聴覚障害者

は適切で十分な精神科医療を受けていないという印象を持ちます。それは、聴覚障害者のコミュニケーション手

段をきちんと保障して対応できる医療機関が非常に少ないということだと思います。患者さんが聴覚障害を持つ

場合に、大抵の病院は非常に戸惑うというか、対応できないことがよくあるようで「聞こえない患者さんなの

で・・」と当院に紹介されてくることも少なくありません。 

 それと、もう一つは、先ほど言いました、神経症圏の患者さんにいろいろ聞いてみますと、やはり職場ですと

か家庭、地域、近所とのコミュニケーションがきちんと取れないのです。それが元で人間関係がぎくしゃくした

り悩んで、いろいろな精神的な症状が出てくるようで、いわば心理社会的なストレスの影響で病気が起こったり、

病状が修飾されていると思われます。 

 それから、最近、ろう学校の生徒数が減って、聴覚障害者の教育歴が多様になっていると言われ、例えばＵタ

ーンですとかＪターンという言葉を聞きますけれども、これはコミュニケーション環境が変わることでもあると

思いますので、その辺が精神的心理的に影響があるのではないかと思って、比較的若い方の事例をまとめたこと

があるのです。 

教育歴でどのような影響があるかは明確にはわからなかったのですが、その作業をしていて母親離れがうまく

いかない、逆に言うと、母親と密着している問題で精神的な課題が起こっていることと、もう一つ、自分の障害

を認識して、アイデンティティを確立することのトラブルが少なくないのではないかということに気づきました。

これは、聴覚障害児教育では非常に大きなテーマと思いますが、それが解決されていない、つまり、思春期の発

達課題を引きずったケースが多いように思いました。 

 日常的に手話で診療していて、患者さんが使う手話が気になることがあります。例えば、「仕方がない」とい

う表現で、私自身も聞こえなくなってよく使うように感じています。本来自分ですべきだが、聞こえないから仕

方がないので、聞こえる家族に任すという感じで、生活体験が減ってきます。幼い時から聞こえないと母親が代

わりにしてくれますが、それが年を重ねても続くと、極端な例ながら、結婚するにもどうしたら結婚できるかが

学習できておらず、お母さんが代わりにすべてしてくれるはずなのに、どうして結婚できないのかとお母さんに

当たったり家庭内暴力になります。 

 それから、印象的なのは、突然倒れたり、麻痺したりして周りはびっくりしてすぐに救急車が呼ばれるのです

が、病院に着いたらすぐに治るというケースです。いわゆる、てんかんのように、突然倒れるということがあり

ます。身体の検査をしても全く異常はなく、敢えて言えば「仕方がない」が蓄積されて心の傷となり、華々しい

身体症状として表れたものと思われ、転換性障害と言われます。外来を始めて 10 年間、そういうケースがとき

どきありました。 

 最近の事例を見ますと、とくに若い人に自傷行為が多いように思います。いまは流行のような印象もあり、イ

ンターネットは聴覚障害者にも身近になりましたが、リスカとかアムカといった言葉がよくみられます。自傷行

為の場合はカッター一つあればよく、非常に簡単にできます。似たようなもので、ＯＤオーディ、オーバードー

スという薬をたくさん飲む行為もみられます。本人の中に自分ではどうしようも解決が難しい課題というものを

持っているということは、同じだろうと思うのです。 

 自分作りの問題では、皆さんご存知でしょうけれども、聞こえない若い人、特に男性の場合、転職が多いとい

われます。アイデンティティ、自分が何者で学校を卒業して社会の中でどうやって生きていくか、その辺が十分
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に確立していないままに仕事を始めたけれど、職場定着ができないことがあります。それと関係するかどうかは

わからないのですけれども、また気になる手話が出てくるのです。 

 臨床の場面では、聞こえない人の両親の 90％は聞こえる人で、それは非常に重要な情報だと思います。私は必

ず「あなたの両親は健聴者ですか」と聞くのです。そうしますと患者さんがよく答えるのは、「普通です」と言

うのです。中にはときどき、こうして、口では「普通です」と言って、「聞こえる」という手話をします。聞こ

えるのが普通で聞こえないのが普通と違うという認識が強いように思うのですが、どうでしょうか。 

 次に、入院の問題についてですが、この聴覚障害者外来を始めるには、実は、入院は断る方向でした。外来で

は受付に来られて、診察、検査、それから会計に進み、その間の情報保障をすればよい訳ですが、入院になりま

すと 24 時間の情報保障が必要で、これは非常に大変ですね。ですので、本当は入院は断りたかったのですけれ

ども、実際はたくさんの方が入院されています。10年間で延べ 69回ですから、1年間 7例ぐらいです。最近は 3

年間で 18例ですから、年間 6例ぐらいです。 

 先ほど、心理社会的な要因で精神的な変調が起こりやすいのではないかと言いましたけれども、実は、私の病

院も聞こえないのは私だけです。職員は 200人以上いますけれども、ほかはすべて健聴です。軽い難聴者もいる

と思いますけれども、おそらく障害者との認識を持っている人はいないと思います。ですので、実際にその中で

仕事をするというのは、非常にストレスがあるのは自分自身もわかるのですが、大抵の聞こえない方はこのよう

な生活をしていると思います。 

 実は、入院した患者さんも同じなんですね。ふつうは病院のスタッフやほかの患者さんもすべて聞こえますか

ら、社会の中にいるのと似たような境遇なのです。いちばんのポイントは、わかりやすく言うと、すべて健聴の

人に合わせなければならないというストレスが問題だ、と私は思っています。入院しても世間と同じなのですね。

例えば、夜中にトイレに行った時のドアの開け閉めでも、聞こえない人は普通にしているつもりでも、健聴者に

はうるさいです。おまけに、看護師も聞こえてうるさいですから、どうしても健聴者の肩を持つというというこ

とが起こります。 

 それと、よく言われるのは、病棟のルールがなかなか守れないということです。そういうこともありまして、

実際聞こえない患者さんのケアは非常に負担が大きく感じます。それから、健聴の患者さんは、どうして聞こえ

ない人ばかり世話をするのかという不満を言う場合もあります。ケアがたくさん必要な人に手がかかるのは当た

り前のことですけれども、聴覚障害者の課題はなかなか理解しにくいこともあり、健聴の患者から「これは問題

だ」と言われると、そっちの方を重く感じる人もいると思います。そうしますと、本来は看護のスタッフがチー

ムナーシングで考え方を統一してやらないといけないのですが、聞こえない患者さんをどうするかでチームの中

で意見が分かれて、チームワークがぎくしゃくするということも実際にありました。 

 精神科の病院は病状に応じて病棟をかわることが多いのですけれども、聞こえない患者さんの場合は、できる

だけ一つのところに集まってもらって入院治療をしています。 

 その病棟の聞こえる患者さんの中には、自分も手話を覚えて聞こえない人と話がしたいという人もいるのです。

そういう声がきっかけとなって患者さんの手話勉強会が始まり、1 週間に 1 回、病棟でしていました。ＰＳＷに

入ってもらって、一緒に近くの喫茶店とかファミリーレストランへ行くこともあり、手話を覚えて聞こえない人

への理解が進むこともあります。そういうことも起こってくるのです。これは自然発生的なもので、こちらがや

れと言ったわけではないのです。 

 もう一つは、入院の経験があるろう者の患者さんがいろいろなリハビリテーションの社会資源を利用すること

があります。聞こえる患者さんと一緒のグループワークでは、手話通訳をしてもらっても、実際は話すタイミン

グが掴めなかったりするので難しくなります。その一方で、同じ聞こえない人たちと一緒に集まって話をすると、

健康な聞こえない人は自分の病気のことを理解してくれないというのです。そういうことで、同じ精神的な病気
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を持ったろう者の患者さんに集まっていただいて、グループカウンセリングをしています。これは外国でも非常

に有効だという報告があります。 

 診断と治療戦略の課題を見てみたいと思います。患者さんがいちばん理解できるコミュニケーション手段に合

わせて対応するということを実践してみますと、非常に意味があるということがわかってきました。精神科だけ

ではないと思うのですけれども、これはもうそれだけで治療的ではないかと思います。当院では、病院全体とし

て聴覚障害者の診療に取り組むということを進めていますが、手話に関しては、皆がすぐに覚えられるわけでは

ないので、職員の手話の習熟度はまちまちです。例えば、私は聞こえませんので、手話を使わない患者さんの診

療のときは職員が通訳をしますが、現在それができる職員が四人います。もちろん、手話が全くできない職員も

いて、最初は手話に対するアレルギーを示す者もいましたが、20年経ちますとなくなってきました。 

 それで、外来を始めて 6、7 年ぐらい経ちますと、病院の廊下で職員と聞こえない患者さんとが手話とか筆談

で立ち話をすることが日常風景となってきました。これは、何でもないことのように思いますけれども、大きな

意味があると思っています。繰り返しますけれども、聞こえない人は聞こえる人に合わせなければならない生活

をしています。けれども、自分のコミュニケーション手段で立ち話ができる、つまり、健聴の人に合わさなくて

いい空間があるということで、非常に意味があるのです。 

 夏の聴覚障害者精神保健研究集会でアメリカのカウンセラーの人も言っておられましたが、面接でも手話なら

手話で直接話をすることが非常に意味があり、それが出来ないときは、二番目の手段として手話通訳を活用すべ

きということでした。 

 それから、生まれたときから重い難聴を持って育ってこられた方のことはなかなか理解しにくい面があるとい

う思いがあります。私自身、いまは聞こえませんけれども、聞こえないで育つということの実感がありません。

そこに、聞こえるのと聞こえない場合で、生活体験などの違いが質的にも量的にもあって、精神心理面を考える

鍵のひとつがあるのではないかと思うのです。 

 それと、私は聞こえていた時に精神医学の勉強をしましたが、これは敢えて言いますと、人が聞こえるという

ことを前提にした精神医学、精神医療です。聞こえない場合は、それを応用して対応するというようなことにな

ると思いますが、そのことも認識しておく必要があると思います。 

 アメリカ精神医学会とか WHO の精神科疾患の診断基準がありますが、はっきり書いていないのですけれども、

聞こえることを前提として作られたと思うのです。実際にアメリカなどの雑誌を見ていますと、この診断基準で

ろうの人を診断したら誤診に繋がると警告する研究報告もあります。実際、私自身診療をしていて、こうした診

断基準が頭にあるので、聞こえないで育った患者さんの精神的状態像が非定型的に映りやすいとの印象を持って

います。 

 最後に、近年、皆さんご存知のように、特別支援教育が進められていますが、厚生労働省が 2002 年に全国の

小学校と中学校の児童・生徒について調査して、聞こえる子どもの中で 6.3％が学習とか行動面に著しい困難が

ある、つまり、発達障害かもしれないということですね。同じ調査を全国のろう学校にしましたが、この調査は

学校の先生が評価・回答するもので、例えばろう学校ですと、ろう学校のクラスのほかの生徒と比べてどうかと

いうことで評価します。その結果は 32.1％で、聞こえる児童・生徒の 5倍となりました。 

 こういう学習面とか行動面の問題は、聴覚障害から二次的に起こってくることもあるので、その辺りの鑑別や

対応は大変難しいと思うのです。発達障害に似たような状態は、聞こえないで育つ場合に起こりやすいのかとも

思えますが、その辺のことは聴覚障害者の精神科臨床や精神保健などの場では頭に置いておく必要もあるかと思

います。 

 精神保健に関わる専門家のネットワーク作りが急がれますが、聴覚障害者の援助者が精神保健の専門家らと対

等に話ができ、あるいは意見を言えて協働できるように、専門性を高める必要があるのではないかと思います。 
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 先ほども少し言いましたが、グループカウンセリングなど共通した課題をもつ人たちが集団活動をする中で、

参加者がいろいろな問題に気づき成長してゆくことも進められてよいのではないかと思われます。 

 もう一つは、最近は増えてきていますが、聴覚障害を持つ精神保健分野の専門家をもっと育てて、その活動の

範囲も広げてゆくことで、聴覚障害と精神障害を併せ持つ人々に適切な対応ができていくのではないかと考えて

います。 
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【グループワーク実践例報告】 

 

聴覚障害と精神問題を併せ持つ方のグループワークについて～精神保健福祉士の立場から～                                                        

 

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 

聴覚障害者情報提供施設 施設長 森 せい子 

 

   

途中で聞こえなくなった者です。聴力障害者情報文化センターに入ってから、今年で 5年目になります。いま

の施設の中では、聴力障害者の情報提供施設としての予算の範囲で相談支援事業もやっております。その中で、

いま精神の問題を抱えた方たちのご相談が非常に増えている現状です。今日はいまから 30 分間で、いろいろな

対応を毎日している中のほんの一部、その中でも特にグループをつくって、グループの中のさまざまな効果を使

った支援の方法を、一つ例としてご紹介したいと思います。皆様の日頃の支援に、少しでもお役に立てれば嬉し

く思いますので、どうぞご覧ください。 

 では、パワーポイントを流します。まず、グループワークという言葉をご存じの方がほとんどかなとは思いま

す。私たちは、みんなそれぞれグループに所属して日々生活していることを、改めて考えたいと思います。例え

ば、家族があったり、学校、会社、地域の社会がありますね。私たちは、社会的な存在であるわけです。 

 ところが、障害が理由で、社会にも、またそのグループの中に入りたいけれども入れないという壁が存在しま

す。または、病気のために、そういうグループ活動に参加できない。私ども聞こえない立場では、例えば講演会

に参加したいけれども、そこに情報保障はない。行くと、どんなにすばらしい講演でも、全くわからない状態と

いうわけですね。そういったことを通して、どういう状況になるのかと言いますと、社会に出られない非社会的

な存在であったり、反社会的というのは、社会の規範、ルールを破る、もう何か暴力を起こしてしまうとか、ル

ールを守れない存在になりがちです。会社に行けない、学校に行けない、組織になかなか馴染めないという問題

が起きがちになります。 

 病気になったら、それがいつも社会の中に出られない、我慢、部屋の中に引きこもる、そういう状態が続くと、

だんだんもともとの自分の生活も少しずつ変わっていくこともあります。 

 グループワークという言葉を改めて出しましたが、福祉の分野で考えますと、目的や意図的なグループ経験を

通じて、個人の社会的に意見をする力を高め、または個人、集団、地域社会の問題に、より効果的に対処できる

ように支援するものと書いてあります。こういったことが、福祉の援助の考え方としてのグループワークになり

ます。 

 私どもの施設の相談に訪れる方々はどんな方たちかといいますと、社会の中で生きづらいと、自分は駄目な人

間だ、何をやっても駄目だという自尊心が非常に低下している状態でお見えになっている方たちが多いです。例

えば、会社の中で上司に怒られた。本当は、自分のミスではない、誤解で怒られた。でも言えない、いろいろな

苦しい中で、人に対しての自信がなくなってしまった。そのあとに、何か上司の悪口をワーッと書いて、箱にポ

ンポン入れたりとか、夜な夜なファックスを出したりとか、そういう普通ではちょっと考えられないような問題

行動を起こすこともあります。ほかには、障害、自分は聞こえないという障害をなかなかわかっているのだけれ

ども、やはり聞こえるようになりたい。どうして自分は聞こえないのか、どうして聞こえない自分を産んだのか、

親を責める、そういう自分の中の障害、聞こえない、これをなかなか認められない。わかってはいるのだけれど

も、じゃあ次にどうしたら頑張れるかというそちらに結びつくことができない。いつまで経っても、自分が聞こ

えないことで泣いている、自分が難聴で聞きにくいということ、苦しい状態がずっと続くという人たちがいます。
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そして、ずっと家の中でどうして聞こえないのだろう、自分は駄目だ駄目だと思っていると、もう生きていても

しょうがないな、死にたいというような気持ちにもなる場合もあります。 

 聴覚障害者といっても、いろいろな状態の方たちがいらっしゃいますが、例えば聴力レベルがありますよね。

例えば、90dBとか 100と数で出る聴力レベルがあります。それから、聴力レベルとは別に、その人の持っている

コミュニケーション方法が、個々で皆さん違います。例えば、100dB の人が同じコミュニケーション方法を持つ

かというと、そうではないわけですね。そのような聴覚障害といっても、本当に聴力のレベルもさまざまですし、

その人の持っているコミュニケーションの方法も、実に本当にいろいろ違いますので、一人ひとりの様子をつか

んだ上での支援が非常に大切だと思います。 

 個人的に抱える問題、状態としては、聴力の問題と精神の問題がありますが、精神の問題もここにあるように、

いろいろな病名も付きますし、症候群のように特定した病名ではないのですが、どうも困ったな、微妙な何とも

判断しづらい例がたくさんあると思います。 

 私どもも、日々の面談や FAX、メールなどでご相談を受ける立場なのですが、本当に一人ひとり持っている悩

みや生活のしづらさは、一人ひとりの大事な課題ですので、やはり一人ひとりと問題をきちんとじっくり向き合

って支援していくように心がけてはいます。4年目にして、似たようなことで困っている仲間がポツポツと出て、

お互い落ち着いて安定しているときにちょっと会ってみませんかみたいなことから、二人、三人、四人と少しグ

ループワークができるようになってきました。 

 体を動かすプログラムは、非常に好評です。不安で怖い思いのときに、ここがこう緊張して固まったりします

し、呼吸は浅くなりがちですね。なので、脳や精神が非常に悪い状態のときこそ、腹式呼吸などを使って、体か

ら力を抜いてあげる、これが非常に大事だと思っています。体を動かすプログラムは非常に大切に考えています。 

 次に、頭もある程度は使わなければいけません。単純な計算やいろいろな昔やった国語の漢字のゲームなどで、

楽しめるような、頭を使うようなプログラムも考えています。普段誰とも会わないで誰ともしゃべらないでいる

と、笑うことすら忘れてしまうような場合がありますので、表情を軟らかくしましょうみたいな練習をするとき

もあります。 

 今日皆さんにご覧いただく予定のものは、好ましくない行動や考え方のパターンを修正するプログラムと書い

てありますが、これは SST といいまして、認知行動療法の中の社会生活技能訓練です。SST 普及協会というのが

ありまして、そこに私も研修で参加して、リーダーの養成研修会で技術を学びました。SST に関しては、ある一

定の指導方法がありマニュアルがあります。精神科病院でも医療の一端として受けることができます。そこに、

聞こえない患者さんが入りたいけれども、なかなか入れない状態なのです。 

 例えば、地域の保健センターのデイケア教室で聞こえない、聞こえづらい人に対して、広報などを見てもどこ

にも「情報保障はあります」とか、「聴覚障害の方はお問い合わせください」というアナウンスは、何にもない

ですね。それから、実際に精神科病院の中のデイケアやナイトケアに、情報保障者を呼ぶのも、本当に少ないで

す。ないので仕方ないということで、自分のセンターでやってみようと取り組んでいることを、少し映像でご覧

いただきたいと思います。このあと、場内を暗くしますので、暗い間、私はしゃべりませんので、安心して映像

をご覧ください。 

（映像） 

いまご覧いただいた画面は、ほんの一部です。大体 1時間ぐらいかけて丁寧にメンバーさんにやり方を理解し

ていただいた上で、やっています。そのときそのときで、テーマも違いますし、個人で自分が考えた課題に挑戦

して、いろいろと取り組んでいます。 

 私が実際にやってみて気をつけたほうがいいなと思う点は、やはり聞こえませんので、見てわかる配慮は最低

必要ですね。例えば絵であったりとか、ビデオの映像を使ったり、とにかく見てわかる方法を使う必要がありま
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す。それから、難聴の方たちの問題も、また別に山積みにあります。難聴の方は難聴の方で、残っている聴力を

生かす、それを使って聞こえるような環境を整えて差し上げることも大事です。 

 難聴の方にとっては、聞こえてくるということが精神の健康に役立つ部分もあります。それから、手話がもど

かしいスタッフよりは、上手なろうあの人がワーッと言う手話をきちんと読んで理解してあげるスタッフが必要

です。これが非常に大事ですね。 

 難聴の方で途中で聞こえなくなった方にとっては、要約筆記、全部書く必要はなくても、きちんとポイントを

まとめて書いて伝えてあげられるスタッフが必要だと思います。 

 このような SSTは一つの例ですが、非常に幅広い活動として考えた場合、その中の SSTの効果として感じられ

たことは、ここにあるようなことです。特に、2 番目の、人に褒められる、それが普段の生活の中でなかなかな

いですね。いつも問題を起こしてばかりいて、いつも怒られて、いつも責められて、自分でも駄目だと思ってい

るのに、ほかの人にいつも「またか」とか「困った」と言われている人が、こういうグループの中でワーッと褒

めてもらえる、それが非常にいい効果を生んでいます。そして、自分でも失敗はたくさんあるのですが、ほかの

人の様子を見て、あ、それ駄目なんじゃないのと意見を言えて、実は自分もできていないのだけれども、ほかの

人の様子を見て自分を見つめることができるという、お互いに影響し合う、それがいい効果も生んでいるところ

があります。 

 以上、私の発表ですが、もし地域の中でこういった手話などを使ったグループワークを取り組んでいるという

ような情報がありましたら、是非お寄せいただきたいと思います。これからも、数を重ねていって、より良い内

容を煮詰めていきたいなと思っています。必ず、状況や状態は良く変っていくことを信じて、私たちも支援して

いきたいなと思っています。以上、私からの報告を終わらせていただきます。今後ともよろしくお願いします。 

聴覚障害と精神の問題を併せ持つ方の
グループワークについて
精神保健福祉士の立場から

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター

聴覚障害者情報提供施設

森せい子

 

 集団＝グループを形成し活動すること

人はみな、日々グループワークを実践している

家族 学校 会社 地域社会

グループワークとは？

社会的な存在

 

 ところが・・・・・・・・

 障害があるがゆえに社会の中のグループに属せない

 疾病があるために社会の中のグループに属せない

人は日々、社会の中のグループで
人とのかかわり方を学んでいる

非社会的存在 ・反社会的存在 ・社会不適応
問題行動・ 精神疾患・ パーソナリティのゆがみ

 

社会事業の一つであり、

意図的なグループ経験を通じて、

個人の社会的に機能する力を高め、

また、個人、集団、地域社会の問題により、
効果的に対処しうるよう、人々を援助するもの

社会福祉援助技術としての
グループワークとは
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社会の中に居続けることが困難になり

自尊心がとても低くなった状態

人間関係の失敗体験から、人間不信に陥り、
問題行動をやめられない状態

障害受容困難であり、自殺願望が強い状態

相談室に訪れる人々

 

聴覚障害 聴力レベル

コミュニケーション方法

精神障害・関連問題

統合失調症 うつ病（新型含む）

パーソナリティの問題

発達障害 知的障害 その他

個人差として

 

 社会と接点を持つ練習・リハビリテーション

参加できる社会（グループ）をつくって、支援活動を展開

する

※体を動かすプログラム

※頭を使うプログラム

※表情を動かすプログラム

※好ましくない行動や思考パターンを修正するプログラム

回復のためにできること、
大切なことは何？

 

 

地域保健センター ディケア教室

聞こえない・聞こえづらい人に対してのアナウンスがない。

問い合わせても、特別扱いはできないといわれる。

精神科病院内ディケア・ナイトケア

情報保障を整えることに積極的な病院はごくわずか

物づくりなどは何とかこなせても、SSTやディスカッショ

ン、知的講座などは参加できない。

地域でも病院でも・・社会の壁

 

自分のセンターで始めてみよう！

地域にはまだまだ受け入れ体制がない

 

聞こえない →見て理解できる方法

板書・絵の活用・ビデオの活用

聞こえづらい →聞こえるような工夫

磁気ループ・補聴援助システム等

手話が堪能なスタッフがいること（通訳の活用）

要約筆記ができるスタッフがいること

聴覚障害と精神障害を併せ持つ方の
グループワークを実践する際の留意点

 

SSTの効果

自分の苦手なことに目を向けることができるように
なる

自ら課題に取り組むことで自信がつく

人にほめられる体験がエネルギーを生む

人のふり見てわがふり直せ が 実践できる

成功した時の達成感が次の課題へのチャレンジにつ
ながる
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【分科会①】 

 

相談支援と社会資源 

 

 

○司会 始めさせていただきます。よろしくお願いします。 

まず最初は、私のすぐお隣にいらっしゃいます高橋さんです。高橋さんは東京にある聴覚障害者のための施設、

東京聴覚障害者支援センター、昔の名前は、東京都ろうあ者更生寮、つい最近までは東京都聴覚障害者生活支援

センターという名称でした。いまは東京都の都と、生活がなくなりまして、東京聴覚障害者支援センターの所長

でいらっしゃいます。詳しいプロフィールは資料にございます。 

 その中で、特に 16mm の映画、施設で暮らす聴こえない方々の様子を描いた作品がありまして、これは国内で

の映画監督が集まって決めた賞にも選ばれたほどの優れた作品で、これは是非見たいという方がいましたら、今

日主催しております聴力障害者情報文化センターのライブラリーに字幕付きで入っておりますので、貸出しする

こともできますので、そういったことで、是非高橋さんの施設への理解も深めていただければと思います。それ

では高橋さんに、まずご報告をお願いいたします。 

 

○高橋 皆さん、こんにちは。高橋と言います、よろしくお願いします。いま司会の方から大変詳しいセンター

の解説をしていただきまして、私が話をすることがほとんどなくなってしまいました。ありがとうございました。

今日第一分科会の相談支援と社会資源についてということです。私は講師と言われていますが、相談支援と社会

資源、これからどうあればいいのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 共通の認識を持っていただくために、私がいま勤めている職場、東京聴覚障害者支援センターというところな

のですが、そこの事業の中身をちょっとお話させていただきながら、実はこういうことで困っているのだという

ところをお話させていただければと思っております。私は話をしている途中に、かなり思い付いてしゃべったり

するものですから、横道に逸れてしまったりして、余談が出てしまったりしますのでお許し下さい。 

 皆さん、東京オリンピックが約半世紀前にあったのはご存じですか。その頃まだ生まれてない方もいらっしゃ

ると思います。東京オリンピックの開催が 1964 年（昭和 39 年）です。施設が出来たのは昭和 40 年、オリンピ

ックの翌年、今年で 47年を迎えます。最初は東京都ろうあ者更生寮という名前でした。平成 10年に、東京都聴

覚障害者生活支援センターという名前になりました。また、今年の 4 月から、「都」と「生活」が取れて、東京

聴覚障害者支援センターという名前になりました。同じ事業内容の施設ですが、2 回も名前が変わるのは、珍し

いと思います。 

 というのは、この施設は、東京都が設置し運営を社会福祉法人友愛十字会がやって来ました。受付にこのパン

フレットを置いてあるのですが、皆さん、お持ちでしょうか、このパンフレットを見ながら、聞いていただきた

いと思います。 

後ろのほうに、運営事業者「社会福祉法人友愛十字会」と書いてあります。実は、ここ港区立障害保健福祉セ

ンターの管理を任されているのも、友愛十字会です。2 年前から指定管理を受けて、このセンターの管理運営を

行っています。 

 左下の方にも書いてありますが、法人は他にも老人ホームや、高齢者サービス、障害者の授産施設等を運営し

ています。 

 センターは、昭和 40 年に東京都が設置し、以来運営を社会福祉法人友愛十字会が東京都からの委託及び指定

管理を受け行ってきましたが、今年の 4月から民営化になりました。    
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46年を迎え、これまで聴覚言語障害者の方 620人位のお世話をさせていただきました。 

 聴覚言語障害者の更生施設として出発したのですが、聴覚言語障害者の更生施設というのは全国で 3カ所だけ

なのです。1 カ所は京都にある京都聴言センター、もう 1 カ所は埼玉県の所沢の国立リハビリセンターです。障

害者自立支援法に変わりまして、更生援護施設という名称ではなくなり、障害者支援施設になっています。 

 障害者自立支援法は、知的障害者であっても精神障害者であっても、身体障害者であっても、三障害の方を受

けていく、自立支援法でいう障害者の支援施設ということなのですが、実は民営化になるときに、東京都から、

40数年間聴覚障害者の支援をしてきたので、出来るだけ聴覚障害者の方を中心にした支援をしていただきたいと

いう意向がありました。私たちもそれを受けて、この看板は何とか守っていきたいと思っております。 

 これまでの 620人の方たちは東京都内だけではなくて、全国から見えられています。いちばん遠い所では沖縄

県から来られている方もいます。何故かというと、聴覚障害者を受け入れていく社会資源が少ないのが背景にあ

るのだろうと思います。私たちの施設は、利用者定員は 30 人で、国立のリハビリセンターなどと比べ物になら

ない、小規模単独の施設で、30人定員の方たちを支援している施設です。本当に小さな規模で、300坪のも満た

ない所に建物があります。本来だったら、もっと PR をして、たくさんの方に利用していただきたいのですが、

規模が規模ですのでたくさんの方をお迎えすることはできないという状況です。 

 利用者の年齢ですが、いま若い方で 19歳、最高齢者では 78歳の方がいらっしゃいます。78歳となって体の自

由が利かなくなってくると、やはり老人施設という話が出てくるのですが、実はそういう方の中には、家族から

も見離されたり、集団生活も経験したことがなく、聴覚障害者の仲間がいない環境で生活を送ってきたという人

が少なくありません。そうした方が、これからより豊かな生活をしていくためにはどうしたらいいだろうか。や

はり聞こえない仲間集団の中でいろいろなことを学び合いながら、みんなと楽しく過ごせる時間をいかに過ごす

かというところを、もう 1回生き直してみると言いますか、そういうところで高齢の方も、要望があれば受け入

れていっています。全員が聴覚障害者なのですが、現在知的障害者もある方が 20％、精神障害者の方が 25％、

ADL は自立できているのですが、多少不自由な方もいらっしゃいます。盲ろうの方もいらっしゃいます。聴覚障

害者ですけれども、さまざまな障害を持っている方がいるのが現状です。 

 本来でしたら、聴覚障害だけなら地域で頑張ろうかなと思えば、いまの社会は地域の中でも頑張れるのではな

いかなとは思うのですが、私たちのセンターを利用されている方の中には、二重、三重のハンディを持っている

方もいます。身体は元気ですので、障害者自立支援法の障害者程度区分では、極めて軽く出てきてしまうのです。

そこは本当に問題です。生活の自己管理がなかなかできない、自己主張ができない、そういう方たちを私たちは

少しでも支援しながら、地域でより豊かな生活ができるようにということでやっているというのが、私たちの仕

事です。 

 利用期間の平均年数を均してみてみますと、2 年とか 2 年半ぐらいで施設を出ていかれるのですが、施設を出

ていったあとも、センターの周りで生活されている方が 30 人前後います。OB の方たちを施設退所後も必要に応

じて支援していくとか、相談があれば相談を受けるということでやっている件数が、年間に 1,000件ぐらいある

のです。これはいまの事業の中で、制度的な保障はないのです。ある意味で、職員がボランティアでやっている

面がもあり、何とか地域で生活できている人がいる。そういう現状があります。これからも、そこを問題にしな

がら仕事はしていきたいと思っています。 

 これまで東京都からずっと指定管理を受けた事業範囲で仕事をしてきました。管理契約外の仕事については認

められず、なかなか新しいことに踏み込めない状況でした。 

今年の 4月からですが、民営化移譲されたので、広く目を向け、必要とされる事業を展開していきたいと思っ

ています。 

 また、これまでは都立の施設でしたので、地元自治体である板橋区との連携は薄かったのですが、これからは
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緊密なつながりを作りつつ、地域支援を意識し、本当に地域で見ていくんですよ、地域の中でこういう事業は必

要なのですよ、ということを強く訴えていきたいと感じています。 

 今年の 4月から、そういう意味では走り始めたばかりなのですが、新しくやり始めた中では、短期入所支援事

業というものをやっています。これは 30 人の定員の中で、空きがあるスペースを利用する、空床型と言ってい

るのですが、その空スペースを利用して、短期入所支援をやっています。定員２名で、いま現在 2名の方に利用

していただいています。 

 家族の方がいらっしゃる、また家族関係も十分ではない人も含め、少しの間施設の中で生活をし、また戻って

いくという弾力性をもった生活の仕方というのは、地域の中にもっとあっていいのではないかと感じています。 

 センターの職員は非常勤職員を含めて 23 名います。直接支援する生活支援員や就労支援員、職業支援員は 10

名います。それと朝昼晩と 3食の給食も提供していますので、調理職員もいます。他事務員や、また嘱託の形で、

内科の医師が 1 名、精神科の医師が 1 名。合わせて 23 名です。この嘱託医は、それぞれ月 1 回程度来ていただ

いて、診察をしてもらっています。そこで、うちの施設が 2年とか 2年半後は、地域で生活するわけですが、退

所後も継続して施設に来て、先生にかかわっていくような関係がずっとできればいいのですが、退所となるとそ

うもいかない面があります。 

心配なのは退所することで、職員との関係や目が離れてしまうということがあります。自分は地域で自立でき

ているのだから、薬を飲まなくてもいい、お酒を飲みたいということになると、生活が崩れていって、再入院し

てしまうという方たちもいるのです。ですので、私たちはどこまで施設の中で支援して、ここからは自立で OK

だという線を引くのは非常に難しい。 

退所後も心配がある人はアフターケアという形で、年間 1,000件から 1,500件の相談や、訪問も抱えこまなく

てはいけないかなと感じています。もっと地域の中に相談できる窓口があったり、夜でも朝でも行かれるような

場所があるといいのですが、現在板橋区の中で、24時間いつでも対応できるという施設は、うちの施設ぐらいで

す。夜中でも、朝早くでも、何かあればすぐに駆け込んでくるという形で、地域で生活をしている人たちの支援

をしているという状況があります。 

 やはりこれから考えなくてはいけないのは、地域の中で生活したときに、困ったときに誰かに相談をすれば、

それなりに対応できるところへ繋がっていくというシステムが地域の中にあれば、より安心してできる生活の場

にはなり得るだろうと感じています。 

 東京都内に聴覚障害者を支援する施設は、通所対応のトット文化館という施設がございます。そのほかに当事

者団体である東京都聴覚障害者連盟、また幼児期からの支援をしている金町学園や、今回この集会を主催された、

聴力障害者情報文化センター等、都内には、こうした聴覚障害者に関わる様々な団体がありますが、これまでそ

ういう関係した機関や人たちとのつながりは活発ではありませんでした。そこで、関係した職員が集まり、ネッ

トワーク作りをしよう、何か困ったことがあれば集まり相談し、問題の解決に向かっていく枠組みを作ろうでは

ないかということで、4、5年前から活動し始めています。でも、スムーズに機能していないというのが現状とし

てはあります。 

今回のこのような会のお蔭で、いろいろな関係者の方と知り合うことができました。そして顔と顔がつながる

ことができることは、地域の中で安心した生活の場を提供していく一つのきっかけになっていくのではないかと

感じています。 

 私たちも精神障害者の方、知的障害者の方、あらゆる方に対応できるように、私の立場として、より専門的な

スキルを持った職員を育てていく、人材育成していくということが、急務であると感じています。さらに皆さん

共に連携し合って、聴こえない方の支援を広く、中身を濃くやっていきたいと考えています。 

ちょっと時間をオーバーしてしまいました。また足りないところがあれば質問を受けながらやらせていただき
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たいと思いますので、報告を終わります。 

 

○司会 ありがとうございました。東京という特徴があるというか、いくつかの関係の施設を挙げていただきま

したが、なかなかそういった横のつながりがいままでできていなかったという課題も含めて、提起していただき

ました。もう少しこの辺りをというご質問があると、こちらとしても深まるかなという気がするのですが、いか

がでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○司会 ありがとうございました。いまの方からは 10 年以上も、ご自分の相談をできるところを探していたけ

れども、なかなか見つからなかったという話がありました。ちょうど先ほどネットワークの関係がありましたが、

その辺にいまどのような動きがあるかを含めて、東京都内のことを含めて、おわかりのところで、説明していた

だいてもよろしいですか。 

 

○高橋 偉そうにネットワークなどと言ってしまったのですが、実は 5年ぐらい前にそういう関係者の方たちが

集まって、そういう組織作りというか、関係作りをしたところなのですが、いま実際はネットワークの人たちで

集まって、定期的に会議を持ったりというのを当初、2 年間ほどやったのですが、その後はやっていないという

状況があります。ただ、個々にいろいろな問題があれば、こういう専門の、機関につながるとかという情報も、

確かにできるかと思いますので、それはそれでまたご存じのところにつないでいただければ、情報は回るのでは

ないかなと感じています。 

 ご指摘いただきました関係病院などに、そういう情報の提供というのも、私たちはまだまだ取組み不足で、い

まやっと都内 23 区の福祉事務所を回り終えたぐらいで、これからそういう関係機関には積極的に出していきた

いとは思っています。 

 ちなみにうちの施設は、ホームページで出しています。そこで検索され、北陸Ａ県のほうから利用したという

方もいらっしゃいます。これは今後も継続してやっていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○司会 ネットワーク作りというのは、かなりまだまだ課題が残っているということと、先ほどおっしゃったよ

うに、病院とか、難聴の方とか、障害を持った方がすぐにいろいろな情報を得やすい場所に、まだいろいろな情

報が置かれていない現状もあるかと思います。それは、高橋さんの施設だけの課題ではなくて、東京でこういっ

た活動にかかわっている施設や団体の課題でもあるかと思います。 

 さて、いまの関連でも結構ですし、そのほかにご質問はありませんでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○司会 聴覚障害のお子さん、ちょうどいまご質問いただきました会場の方もろう学校の先生でいらっしゃるの

ですが、そういった聴覚障害を持つ子どもの相談のできる場が非常に限られている、少ないというご質問でした。

そこについてはいかがでしょうか。 

 

○高橋 詳しくなくて申し訳ないのですが、聴覚障害者関係機関のネットワークの中に金町学園の先生もかかわ

っていただいております。そして、東京都聴覚障害者連盟の自立支援センターで、相談事業もやられていて、そ
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の中のスタッフの何人かはスクールカウンセラーとして、ろう学校に行って定期的なカウンセリングをやってい

るという形を取られているようです。もし先生がご存じの情報文化センターに相談に行ったときに、そういう関

係はないだろうかということであれば、すぐにそういう情報は提供していただけるのではないかと思います。 

 ただ、一般の方は相談に行かれたときに、先生がおっしゃられたように、マップとかリストがあれば、利用者

にとっては助かると私も感じておりますので、これは関係者がこれから努力していく問題かなと思っています。 

 

○司会 一般の学校では、スクールカウンセラーという制度がきちんと位置づいているのですが、障害児学校、

いまでいう特別支援学校にはそういう制度がないのです。東京ですと、都立の中央ろう学校は、独自に月に 1回

ないし 2回程度のカウンセリングの日というのを決めて行っているということを伺ったことがありまして、いま

この会場にも、かつてそこのカウンセリングを担当していた方もいらっしゃいますので、もし可能であれば、あ

とでお話を伺えればと思います。 

 いまちょうどそういう話が出たのですが、いまは担当されていないけれども、急な振りだったので、現在は担

当されていないということですので、先ほど言いましたように、中央ろう学校と立川ろう学校が、そういった独

自に制度を作ってやっているということですので、学校だけの努力では非常に難しいと思いますので、是非そう

いったところも含めたネットワーク作りができるといいなと感じました。 

 いま高橋さんの方のお話に質問が殺到していたところなのですが、続いて今度は大阪での取組みを、稲さんか

らお話をしていただければと思います。稲さんは社会福祉士、精神保健福祉士でありまして、大阪の地域で聴覚

障害で精神障害をお持ちの方の支援を長くされてきていらっしゃいます。東京とまた違った形、またはどちらか

というと小さなグループでやっていらっしゃるということもありまして、その特殊性も含めてお話をいただけれ

ばと思います。稲さん、よろしくお願いいたします。 

 

○稲 先ほどご紹介いただきました、大阪から参りました稲淳子と申します。先ほど高橋さんのお話を伺ってい

て、東京ではネットワークがぼちぼち進んでいるということで、いいなと思ったと同時に、聴覚障害者に対する

専門施設がいくつかあるということはとてもいいと思いました。人材についてもたくさんいらっしゃるというこ

とは、本当にいいことだと思います。 

 大阪の場合は、ネットワークというのはございません。ろうあ者に 24 時間対応できる施設というのが、近く

になくて遠くの施設に行かなければならないとか、また大阪市内は便利なところ、相談できるという場所はほと

んどない状態で、とても少ない状況です。そこが違う面だと思います。 

 もう一つ、私の身分としては、どこの機関にも所属していません。フリーターのような状態、同じような形と

いうか、あるところと契約をして、それぞれ契約をして、定期的に訪問をして、また決まった日にちに来ていた

だくという、そして相談支援をしているという状況です。 

 プロフィールを見ていただければわかりますように、いろいろな場所に名前が書いてございます。ハローワー

ク、大阪ろうあ会館、今年は 6 月から、大阪聴覚障害者情報提供施設の名前が変わりましたが、そこも定期的に

支援日を決めて、相談者を受け入れている状態です。そのほかには、聴覚障害者施設である、なかまの里、京都

のいこいの村にも定期的に行っております。そういう状況でろうあ者の心の問題、生活の問題について、また就

職の問題についてなど、いろいろな問題、人生にかかわる問題について、それぞれに対応しています。 

 9 年ぐらいになります。はじめの 3 年間は何もできない状況でした。と言いますのは、9 年前は、資格を取っ

たときに、心の病気に対する仕事というような仕事は、私、ろうあ者としては職場がございませんでした。福祉

介護からは仕事というのはありますけれども、心の支援というようなところでの職場というのはありませんでし

た。ろうあ者の精神保健福祉士という資格を持っての経験というのは、前例がなかったのです。どこにもござい
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ません。ろうあ者がなぜろうあ者を支援するのか、というようなことを言われたことがあります。聞こえる人が

支援をするというのは当たり前ですが、ろうあ者自身がろうあ者に対して支援をしなければならないということ

が、どうしてか、というように、いろいろな方から言われました。 

 私はあのときは、説明できる材料もございませんでしたし、とにかく経験を積まなければならないと思って、

ろうあ者の方たちの心の問題について、隠れた問題を掘り起こしていって提示していかなければならないと、そ

のためにいろいろな工夫を始めたのは、先ほど高橋さんからお話があったように、ろうあ者のためのセルフヘル

プグループを立ち上げたことです。 

 ろうあ者が手話で自由に話ができるグループ、グループワークを作り上げました。まず 1 回開いて、その前に

東京で精神保健研究会というレポートを発表しました。それを聞いた方もいらっしゃると思います。そのグルー

プワークは、いま休んでいて活動はしていません。いろいろと問題がございます。それはあとで話します。 

 そのグループワークを立ち上げて、それはボランティアの形で進めていました。生活支援センターでピアカウ

ンセラーを募集したとき、私は資格を持っているけれども、それは置いといて、ピアカウンセラーとしてそこに

配置されて、始めました。それ以来から今日までいろいろとやってきております。 

 いろいろな方に出会って、すごく感じているというのは、ろうあ者の人たちの心の問題、それがいちばん起こ

るのはどこであるかと言いますと、職場です。会社に入って働いているときに、問題がパッと起こるのです。 

 そして、その人のお話を聞きますと、もう入社のずっと前のことから、いろいろな話を始めます。その人の生

活背景、教育の背景というものがあります。そこにもし教育の背景のところで支援が出せるのであれば、仕事に

入って、現実にぶつかり、悩み、果ては死ぬことまで考えてしまうことが減るのではないだろうかというケース

がたくさん見られました。 

 いま私のできることは何があるのか。ネットワークを作るのは大変です。いろいろな施設に協力を願わなけれ

ばなりません。私の力では、それはなかなか難しいです。今、できることは何かと言えば、私の仕事をしている

上で、いろいろな機関、例えば精神科の病院、保健所、会社、いろいろなところに出向いて、その人たちと会っ

て、ろうあ者の特性について、またその背景、環境などを、いろいろ整理をしていき、その方が安心して生活で

きるような方法を考え、アドバイスをし、また逆に教えていただきながら活動し、その方の環境整備をしていく

ということをやっているところです。 

 ある市の役所にいる障害福祉課の担当の方、または相談員、彼らとも連絡を取り合いながら、いろいろなとこ

ろにそういった相談支援を行っています。 

 ある問題が起こったときに、すぐに、そこへ行き、ろうあ者と話し合ってほしい、サポートをしてほしいとい

う要望がでてきています。けれども、大阪府から見ると、各市が私に対して丸投げをしているのではないかと思

われるのです。 

ろう学校の場合は、私は去年続けて大阪府、大阪市教育委員会に対して、いろいろと要望を出してきました。

聞こえない人のスクールソーシャルワーカー、手話のできるスクールソーシャルワーカーを配置してほしいとい

う要望をずっと出し続けています。けれども回答というのは、健常の学校に配置はあります。近くのろう学校の

子どもが、その近くの健常の学校に行ってカウンセリングを受けてくださいと言われるのです。私は、手話通訳

はどうするのですかと言いますと、わかりませんという回答なのです。手話通訳がなければ、そのままで、別の

学校に行って、それでカウンセリングができると思いますかというような、いろいろな交渉をしています。そう

いう状況がありました。それが教育の場でのことです。 

 ほかにも労働関係でもいろいろなことがあります。私がそれに出会う度に、関係機関に、こういう問題があり

ますから考えてくださいというように、関係者、専門家の人脈を作っていくということが、そういったことが味

方を増やすことにつながるのではないかと思えて、そのような活動をしています。 
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 でも、やはり公的な機関、ハード面というか、施設、社会資源というハードの部分の整備がまだまだできてい

ないなと思います。ソフト面では、人材はたくさん作ってきましたけれども、それが両方ないとろうあ者のため

の支援というのはなかなか進んでいかないのではないかと思っています。この辺りで終わりたいと思います。 

 

○司会 稲さんからは、大阪という地域的なもので、公的な施設としての相談機能の乏しい中で、人脈を作り、

人材の養成を援助し、そういったネットワーク的なものはある程度できてきたけれども、それだけでは足りない

のではないかというご報告でした。皆さんのほうで、稲さんにもう少しこの辺りを聞きたいというところはあり

ませんでしょうか。挙手をお願いいたします。 

 ここには全部で 60 人いらっしゃるのですが、内訳を見ますと、社会福祉士の方が 10 人、精神保健福祉士の方

が 13 人、手話通訳士の方が 20 人いらっしゃいます。手話通訳士で、社会福祉士、精神保健福祉士をお持ちの方

もいますので、かなり重複している部分もあるかと思いますが、いまの、特に社会福祉士、精神保健福祉士、そ

して相談にかかわっていることの多い手話通訳士の方にとってみれば、いまのお話は大変興味があるのではない

かと思いますが、そういうところでもいかがでしょうか。 

 

□会場からの意見 

  

○高橋 貴重な情報をありがとうございました。実は私のほうから逆に伺いたいのですが、実は私、明日ある刑

務所に行って、満期出所の聴覚障害者の方を迎えに行くのです。 

 いまおっしゃっていただいたように、刑務所の中に社会福祉士の方がいらっしゃって、私たちが面会に行くと、

その方も立ち会っていただき、一緒に相談をする体制を取ったのです。そして、いま国が進めている触法関係者

の地域生活定着支援政策で、定着のためのプログラムというテキストを作られています。これをいま勉強中なの

ですが、ちょうどそちらのほうで進んで取り組んでいるということで、心強い思いなのですが、これからいわゆ

る触法関係、法に触れて、社会の中ではなかなか生きづらくなっている人たちが、かなり増えている。全国の受

刑者の中で約 3 割の方が障害者であったり、高齢者であったりと言われています。 

 私のほうも定着支援センターから相談があったときに、その方は全然手話もできない、筆談もおぼつかない。

全くコミュニケーションは取りにくいのだけれども、うちのセンターでかかわってくれないかと言われまして、

それで定着支援センターの人と一緒に行ったのですが、最初は、いままで自分を刑務所に入れる側の人間だろう

というような気持がかなり強くて、なかなか心を開いてくれなかったのですが、5 回ぐらい面会をしまして、最

後は「よろしくお願いします。今日はありがとうございました」と、挨拶を言ってくれたのです。やっと自分の

味方ができたというところで、そういう言葉をいただけたのかなというので、ちょっと嬉しくなって、明日は期

待しながら行くのですが、これから刑務所の側の職員の方、社会に出て行ったときに何が必要なのかを、もっと

情報をいただけたらなと思います。私たちもそれに合わせて、どういう体制が組めるのか相談をしていければ、

そういう人たちの支援につなげていくことができるのではないか。この間の活動を介して、そのように思いまし

た。その中で聴こえない方の相談体制ができていないかもしれないとおっしゃっていたのですが、そういう人に

は、こういう方法がいいのではないかということを、逆に提供していくということで言っていけば、中にいる人

ももっと安心した生活の見通しができるのではないか。中に入っている人たちが描いているのは、自分はもう将

来は展望がない、人生を諦めてしまっている。そこが断ち切られてしまっているというのはすごく大きいなと。

そうではなくて、あなたの味方なのだ、一緒にやっていこう、あなたの生き方に寄り添っていくからということ

を、私たちは 5 回の面接の中で言ってきました。そしたら、最後は、本当にありがとうございましたという気持

に変わっていったのです。ですから、こちら側の私たちがやるだけではなくて、先生方も、中からこういうふう
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にやる必要があるのではないかということを、福祉の側にどんどん訴え掛けていただけたらありがたいと思って

います。 

 

○司会 先ほどの稲さんの話の中で、そういった公的な施設という部分での支援が受けられないということがあ

ったのですが、たぶん皆さん東京、大阪以外の方もいらっしゃるかと思います。それぞれの地域でこういう活動

をしているとか、稲さんのお話にさらにこのようなことを聞いてみたいということがあれば、是非ご発言をお願

いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○稲 教育の問題があるという意味ではなくて、私がいままで人と会って、その中でろう学校の中、例えばろう

学校の中で孤立している子どもがいる、親は子どもの聴覚障害を認めない。漢字を覚えられない、親が頑張って

口話で教えている。でも子どもは覚えられないと、お母さんが必ず言う言葉は、「お前は私の子どもではない。

あなたは橋の下に捨てられていた子どもだ」ということを繰り返し話す。それを子どもは聞いて、頑張って覚え

ていくが、心には、非常に不安感を持って育っていく。その中で人間不信、甘える、遊ぶ、そういうことができ

ないまま、学校の先生も気づいているけれども、手話でなかなか通じない、自分も 2 年、3 年で異動していく、

なかなか通じないままである。先生が親に言っても、かえって親に逆に怒られる。モンスターペアレントみたい

なことで、怒られて怖いので、言わない。子供がそのまま成長して会社に入ったときに、上司、同僚、後輩との

関係などがうまくできなくて、ぶつかってしまう。扱いに困った会社から相談を持ちかけられるという例があり

ます。全部ではないですが、そのような例があります。 

 そういうときに本人と話すと、本人は「支援者だという、お前は誰だ」という感じをもちますが、話の中で、

上司の悪口や殺すということをずっと繰り返し言う。そのうち、会社の配慮のお蔭で、定期的に来てもらって会

っていく中で、本人の考え方、自分の生まれてからの経験なども少しずつ話をしてくれるようになりますが、自

分が聞こえないから、悪い、という気持ちをずっと持っている。親が悪いとは思っていないのです。また、親を

殺したいという気持ちが向いてくることもあります。本人の複雑な心の中、絡まった糸をほぐしていくような対

応をしてきました。 

 私は契約ですので、決まった場所、決まった時間でないと対応できない。来る人は、突然来たい、話をしたい

と思っても、対応ができないところがあって、それは苦しいところなのですが、私だけが背負うのではなくて、

本人の周りの方、例えば役所、相談員、近くの生活施設、これは聴こえる方ばかりで手話ができる方はいません

が、ともかく役所、そういう機関の方と話をする、また連携できる精神科と関係を作っていき、その先生とお話

ができるような場、また別のいろいろと話せる場というところをいろいろと作っていくような取組みをしていま

す。これはいまも続いています。似たようなケースはたくさんあります。 

 いま言われたように、いつも行くことができる、またサポートしてもらえる人というのが必ずいるというよう

な、そういう社会資源は必要だと思っています。 

 会社というところは、常識というか、社会的なルールを守らなければならない場です。それに合わせていかな

ければならない、それは苦しいというのもあるのかなと思います。学校というのは、先生が一生懸命教えて見守

ってくださるという環境です。環境が変わって会社に入ると、孤立してしまう、そういう面もありまして、そこ

から引きこもり、自殺、人を殴る、刑務所に入ることになるとか、そういうところをたくさん見てきました。私

としては歯がゆいと言いますか、私ができることは何なのか。人脈を作って、関係を作って、理解できる人を増

やしていく、ネットワークを作っていく。受け入れられる施設、機関を少しずつ開拓していかなければならない
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と思っていますが、私 1 人だけでは難しいです。皆さんの協力、励まし、またお互いが協力し合うということが

助かります。高橋さんにも助けていただいて、非常に嬉しいです。やはり基本は地域で生活できることがいちば

んです。私はそれを常々考えます。お答えになっているかわかりませんが、私はハローワークにいる立場の範囲

では支援をしています。会社訪問とか、復職訓練の情報を提供するとか、できる範囲で支援をしています。それ

ぐらいです。 

 

○司会 いま、稲さんの活動の中で中心的にやっていらっしゃるハローワークの話が少し出てきました。聴こえ

ない方にとっては、仕事の部分での悩み、相談は多くあるかと思います。皆さんの中でも相談員をやっていらっ

しゃる方もあるかと思います。そういったご自分の体験の中で、職業についての相談、そういったことはないで

しょうか。高橋さんのところでも、自立支援というところで就労支援もやっていらっしゃいますが、残った時間

はわずかですが、そういった就労についての話題も少し取り上げたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

□会場からの意見 

  

○司会 最後になりましたが、今、職場での人間関係でのお話がありました。そういったときに、少なくとも今

日お出でいただいている皆さんは、そういったことを情報として理解をしていただいたと。では、実際にどこに

相談をしていったらいいかというところも含めて、今後のそれぞれのお 2 人の今日の講師の方、ネットワークで

あるとか、相談支援の社会資源について、最後に一言ずつお話を伺いたいと思います。まず高橋さんからお願い

いたします。 

 

○高橋 いまのプログラムの関係については、情報文化センターに伺えば詳しく教えていただけると思います。 

 先ほど、職場でのいろいろな悩みがこじれて、いろいろと精神的な不安定になっていくという話がございまし

た。それから、いまうちにジョブコーチを担う職員がいます。それで、会社、職場に入ったときに、ジョブコー

チは無料で受けられるのですが、依頼すると、その方が聴覚障害故の職場の中での孤立感とか、そういうことを

うまく仲立ちしてくれて、ときには職場についていく、自分の悩みも一緒に考えてくれて、職場の人と解決して

いくという機関があります。東京単独の事業として、東京ジョブコーチ支援室というのがあります。こちらのほ

うに、聴覚障害者に対する理解をもったジョブコーチがいらっしゃいますので、是非そういうものも活用してほ

しいと。 

 うちも活用させてもらい、うまく定着し自立された方が何人もいます。ある訓練機関でずっと訓練して、職業

訓練はきちんとできている。でも、何が足りなかったかといったときに、職場の中での対人関係であったり、聴

こえる聴こえないということが問題で孤立してしまった。そういうところにきちんと対応しておけば、職場の人

も、ああ何だ、こういうことだったのかということで、うまく職場の和ができて、そこで定着できていくという

ことがあります。それは機関として存在していますので、活用していただけたらと思います。 

 

○司会 稲さん、お願いいたします。 

 

○稲 いままでのお話で、まだ言い足りない部分もありますが、いま高橋さんがおっしゃったのと同じで、大阪

でも、例えばハローワーク側からの支援、手話のできるジョブコーチ、会社にジョブコーチと一緒に訪問に行く

ことが多くあります。会社でのトラブルに関して依頼がありまして、それで訪問する。上司に対して理解を求め

る、周りの方、環境を整えるためにアドバイス、助言をしに行きます。 
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 精神障害をお持ちの方、医療機関との関係を作るとか、お金の問題、教育の場でも、先生との関係、環境との

関連づくり、その支援、そういうところからいろいろ取り組んでいます。 

 けれども、私の体は一つですので、なかなか難しい面があります。ネットワークのような、情報を交換できる

ような組織を早く作らなければならないと思っています。犯罪者の場合も、出所前でも、受刑者が出所したあと

も、更生のために一緒に支援センターの職員も一緒になって、かかわりを作ってきたということもありました。

全て、ではないですけれども。そして本人が、聴覚障害ということを理解する、また自分の気持をわかってくれ

る、自分の持っている力に合わせて一緒に考えていく、一緒にやろうと言ってくれるということが、非常に心強

いものではないかと、逆に私もそれを見ていると、非常に頑張りたいといつも思っています。皆さん、ご協力お

願いしたいと思います。 

 

○司会 ありがとうございました。あっという間に 90 分が過ぎてしまいました。ネットワークが必要だという

ことは、皆さんもそれぞれ念頭に置いてこれからいろいろな場面で学習なり、いろいろな支援をやっていただけ

るかと思います。改めて講師のお二人に拍手を贈りたいと思います。ありがとうございました。 
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【分科会②】 

 

保健医療問題 

 

 

○司会 時間になりましたので、ただいまから分科会②「保健医療問題」について始めます。まずは講師の

ご紹介をさせていただきます。社会福祉法人双葉会診療所院長の片倉先生です。そして先ほど基調講演をし

ていただきました、琵琶湖病院精神科医師の藤田先生です。よろしくお願いいたします。 

  

○藤田 病院の仕事の経験で感じることを言いたいと思います。できるだけたくさんの方、みんなに発言し

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○片倉 この分科会では保健医療を考える、主に精神医療について考えていきます。先ごろ NHKの「ろうを

生きる難聴を生きる」という番組でやりました。それを参考にしながら、皆さんに話もしていただいて、経

験交流、場合によっては助言という形で進めていきたいと思います。 

 番組の中身は、ある統合失調症をもつ聴覚障害者の医療の場面、それからグループワークの場面が放送さ

れました。皆さんから普段感じていること等を話していただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

                                  （番組の中身を片倉氏が伝える） 

 

○片倉 皆さん思ったこと、聞きたいことはありますか。 

 

○会場（要旨）実際には会話 

  自分が精神疾患を持ち、母が自分が幼いころ失聴し、自分も聞こえなくなるのではないかという不安と、

そうした障害を合わせもつというのが怖い。手話も少し練習しているがなかなか覚えられないでいる。精神

科からの薬で脳に悪い影響があるのではと不安。 

 

○片倉 聴こえなくなるかどうかというのは、正直分からないというか。お母さんが聴こえなくなった原因

が何かというのにも関係はするのですが。これが分からない、分からないから心配してもしようがないのだ

と思います。いま、お母さんとは通じていますか。指文字とかも、もっとできるようになればいいねと思っ

ている。 

 

○片倉 薬という話をすると、先日の番組に出ていた人も薬は飲んでいます。18 年間ほぼ大体同じ薬です。

良くなってきたかなという面はあるのだけれども、でも実際には同じ薬のほうが自分にとって楽だからと言

って、いまも飲み続けています。薬というのはなんというか、手伝ってくれるものなのです。だから、自分

を守る鎧というか、守ってくれて、かつ守るのを手伝ってはくれている。ただ、逆に薬を飲んでしまえば、

ちょっと身動きが悪くなる面はあります。そういう欠点もあるのだけれども、とりあえず治るための手助け、

手下というふうに考えていただきたいと思います。 

聴こえなくて統合失調症になるとどうなるか。何人も会ってはきましたけれども、基本的には聴こえない人

なのです。聴こえない人だから、情報が足りなくなりやすい。統合失調症としては普通の病気なのだけれど
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も、その病気に対して説明するときの情報も渡しにくいし、その人が周りからその病気の情報も貰いにくい。

いまの話にもありましたけれども、グループで話合いをするときなども付いていけないし、周りが笑って話

しているのに、自分は何か悔しくなる。聴こえないから、いろいろ苦労する面はあります。 

聴こえないから、普通の統合失調症なのだけれども、普通なのだけれども援助していくのが、また本人が苦

しくなりやすいという面はあります。 

統合失調症としての治療、薬などで症状をやわらげると同時に、どこかであなたも自分らしさを発揮する、

周りも認める。それで、周りとも近づく、そういう関係づくりはこれからも必要だと思います。そう簡単で

はないし、頭がボーッとするかもしれないと思います。 

 コミュニケーションの問題は、やはり大きいと思います。ただ、病気としての治療・援助はしっかりして

いく必要がある。私は医者として、精神科の医者なのだけれども、まだまだ医者として足りないと思ってい

る面はいくつもあります。先ほどの SSTなどもあまり知らないし、そんなことはあると思います。ほかに質

問はありますか。 

 なければ、一人ひとりの日ごろの悩みとか、立場というのも話していただきたいと思います。 

 

□会場からの意見 

 

○片倉 質問もいくつかあったので、考えていきたいと思います。聴覚障害の人の統合失調症は、聴こえる

人のときと薬は違うのかという質問がありましたが、同じだと思います。 

 

○藤田 聴こえない統合失調症の人に合う薬ということはなく、一般的な薬を、精神的な状態を診ながら調

整するということです。私が感じていることは、聴こえない人たちのいろいろな症状で、例えば妄想等があ

った場合に、一般的な薬を使っても効きにくいケースの方がおられるように思います。だから、診断をしっ

かりする必要があるのかと思っています。だからといって、ほかに聴こえない人の、例えば妄想を治す薬が

あるわけではないのです。 

 

○片倉 薬は同じだと思います。妄想に関しては同じような感じがあります。初診で来る若い人で、統合失

調症かなという人に対しての薬はよく効きます。ほんの少量で、ほんのちょっとでも結構効きます。そうい

う意味では、初診で診断して、薬を出して、説明をして、副作用の可能性も話した上で、ちょっとから始め

るけれども、ちょっとでも効くから、効くと思うよと言って出したものは結構効いています。 

 逆に、例えばある市役所に毎日のように行って、何か変なことをずっと言いに行っている、毎日行ってい

る。本人は元気なのだけれども、年は 55 歳ぐらい。生活もまあまあできているのだけれども、変なことを

言っている。障害年金はしっかり貰って生活しているという人に対して、それを治すような薬があるかとい

ったら、それはなかなか難しいというか、ないです。ないというか難しいです。 

 例えば変なことを言ってきたときにという質問がありましたけれども、これも場面によってまちまちなの

ですが、基本的にはなるほどと言って、一応なるほどという返事はしています。場合によってはそうやって

話しているときに顔がちょっと変わったりすると、「いま大丈夫」と聞いたり、「いまその話をしていて疲れ

る」と聞いたりする。この話をしてくれたことは分かった、その話しているときに「大丈夫」というように、

現在形の質問に変えて聞くことをやることもあります。 

 これが難しいのは、番組の彼の場合は変なときには明らかにスッと目が外れて、1 人手話が始まったり、

とにかく頭の中にいろいろな話が入ってきたのが分かるので、見た瞬間にちょっと戻せるのです。 
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 そういうのではなくて、例えば変なことかなと話しているのが、昔見た聖書の中の「ヨブ記」というのが

あります。世界にいろいろなのがボコンボコン来るというのがあります。それが起きたと聖書に書いてあっ

た絵を見て、深く思い出したことを、今いろいろ話されているということもあります。そのときというのは、

こういうのとはちょっと違うのです。これだと、むしろ昔の思い出し方がどうなのか。そこまで理解するの

は、なかなか 1回では難しいので、やはりこれを繰り返し繰り返し、それ何それ何と聞いていく。聞いても

覚えていないこともあるので、これは繰り返しコミュニケーションを重ねていく必要があるし、簡単ではな

いです。 

 うつに関して、通訳者もうつになります。聴こえない人、難聴の人もうつになっています。今、統合失調

症は軽くなっている、少し減っているらしい。逆に、うつ病というのはものすごく増えている。しかも、昔

はとにかく責任感が強い人だけがなる。でも、今はあまり責任感のない人もうつになるというように変わっ

てきています。昔は、聴こえなくて「うんうんうん」とうなずいているだけの人はうつにならないというよ

うな言い方もあったのだけれども、今は全く違って、相談に来る人のかなりの部分はうつ状態です。うつ状

態というのは、つまりコミュニケーションの問題もあるけれども、基本的にはうつというのは頭の中の病気

ですから、まずは、とにかくいかに休養を取ってもらうかというところで、薬も使い、説明もし、休養を取

ってもらって、休職をどうするという話をしています。 

 職場のストレス関係での労災認定についてですが、この人の場合は難しいと思います。それこそスパイと

か迫害という統合失調関係は、いままではあまり労災を貰った例がないです。つまり、これは病気が出たの

だろうというような言われ方です。今はそれ以外の場面、職場でのストレス、それこそうつだとたくさんあ

ります。これを認めさせるという方法もあると思います。あるとは思いますが、認めさせるためのエネルギ

ーがかなり必要かと思います。 

 親が聴こえない、それで親が病気になっているときの子どもという相談ですが、両親が聴こえないで、本

人が聴こえる場合を CODA と言います。Children of Deaf Adults でしたか。CODA という、つまり小さいこ

ろの親とのコミュニケーションは手話が多かった。そういう人の心のケアというか、傷ついているときの心

のケアに関して最近言われているのは、聴こえない人に対するケアと似たような形が必要になると言われて

います。本人は聴こえているのだけれども。 

 

□会場からの意見 

 

○片倉 コミュニケーションの問題なのか、それとも育つ何かの機能不全というか、親としての機能不全な

のか、それからその親が病気だから心配のあまりなのか。分からないので、それを見てちゃんと相談を受け

る必要があります。 

でも、重なっている可能性はあります。CODA としてという面、つまりコミュニケーションの基本が手話で

あったりすることはあり得ます。それから、教育不全かもしれないです。だから、これはコミュニケーショ

ンを保障しつつ、援助していく必要はあります。 

 

□会場からの意見 

 

○片倉 今はいろいろ社会的な面もあるし、遺伝というだけではなくて、遺伝に対して社会的ないろいろな

影響によってチャンネルが入るために、発達でこぼこという状態で子どもが来たときに、その段階で親との

関係において虐待があったり、ネグレクト、無視があったりすると、発達障害もそういうストレスによって
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かなり。ただの発達でこぼこ、私は小さいころから明らかに発達でこぼこなのですが、それが発達障害に変

わっていくという話がありました。これを読んだときに、なるほどと思いました。自分が接している子で、

明らかに育てるときの機能が足りない、機能不全。そういう環境的なものと、親も発達障害という点では似

ているというような、ある意味で遺伝に関係があるかなという面と、どうもいろいろありそうなのです。 

 そのように見ていくと、聴こえないということも当然脳の一つの障害なのだから、それと似たような場面

での発達障害があり得るわけだから、似ているというのは当然あるのかと思います。ここは、これからずう

っと考えていきたいと思っています。確かに、いま発達障害に関しては、聴こえない発達障害の子どもがい

るし、増えているかどうかはっきりは分からないです。 

 そのほかに暴力をふるう。本人は、聴こえないから大事にされて、聴こえないから車も買ってもらって、

聴こえないからいろいろな物を貰えるけれども、聴こえないから放っておかれるという。そういう形で、あ

れっというような暴力が出ているのではないか。逆に、こういう形の暴力は精神科でも受け入れてくれにく

いのです、これは病気ではないと。これははっきりしているのです。統合失調症の症状もないし、かといっ

て癖がないし、こういう存在があります。 

 それを、いままでは人格障害と言っていたのだけれども、人格障害の中に結構発達障害がいるのではない

かというのが最近の議論です。人格障害と言われている中に発達障害があったり、身体表現性障害、パーソ

ナリティ障害と言われているものでも発達障害があるのではないか。それから躁うつ病があるのではないか

と最近は言われています。今は昔ほど人格障害と言わなくなってきています。ここ 3年ぐらいかな、5年ぐ

らいかな。人格障害は発達障害や躁うつ病に分けてということを、最近はやっています。 

 ごめんなさい、質問に答え足りないですけれども。とりあえず、これで分科会を終わりまして、この後は

大塚さんがいろいろと、それから社会的な保障について話をしてくれますので、その後でまとめのシンポジ

ウムがありますので、その中でもいろいろ質問をお願いいたします。 
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【分科会③】 

 

情報保障問題 

 

 

○高岡 それでは、始めたいと思いますが、よろしいでしょうか。今日は、遠い所からたくさんの方々にお越し

いただいて、本当にありがとうございます。12時半から 2時まで、3-3の分科会では「情報保障問題」というテ

ーマで行います。大体 30人ぐらいのお申込みをいただいています。 

 まず、今日ここに座っている三人の紹介ですが、私は進行を担当させていただきます高岡と申します。こちら

は高井さん、森さんです。よろしくお願いします。この三人の細かい紹介は、こちらの緑の紙の、森さんは 3頁、

高井さんと高岡が 6頁に載っています。 

 今日は東京以外の所からもお越しいただいていますので、まずお二人のお立場と、情報保障の問題の分科会を

起こした理由というか、その辺りをお伝えしていきたいと思います。まずはお二人のお立場をそれぞれお話いた

だきます。高井さんからお願いします。 

 

○高井 こんにちは。お疲れさまです。私は、東京手話通訳等派遣センターで職員をしています。日ごろの業務

としては、手話通訳者派遣のコーディネートをする部署で仕事をしています。 

 いま東京の現状としては、自立支援法が始まってから東京都独自の予算がなくなってしまって、各区市に委ね

られた状況になっています。ただ、東京都の指導のおかげもあって、派遣センターとほとんどの区市が契約をし

ている状況です。なので、そこにいる聴こえない人にとっては情報保障、手話通訳をお願いできないということ

はない。ですが、いままでどおり当派遣センターに自由に頼める地域が、前と比べて減ってしまったという厳し

い状況があるのは間違いありません。 

 そのことと併せて、いままでは当派遣センターが精神科受診に派遣していたけれど、その後どうなったのかが

つかめない状況も出ています。手話通訳者派遣についても地域によっては、回数の制限があったり、時間の制限

があったり、難しい状況です。例えば今回のテーマである精神保健についても、確認をいちいち取らなければい

けない地域もあったりします。それは制度の問題としての課題になるかと思いますが、今回はメンタル（精神面）

での課題の整理を皆さんと一緒に確認できたらいいなと思いますし、何か明るい兆しがあればいいなと思ってい

ます。皆さんと一緒に学習していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○高岡 高井さん、派遣センターの場合は、通訳だけではなくて要約筆記もやっていますね。 

 

○高井 はい。要約筆記者の派遣についても、派遣センターで各区市と契約をしています。別の部屋には要約筆

記も入っていて、手話通訳もうちの派遣センターで派遣しています。通常、難聴者や中途失聴者の集会みたいな

所では、「按分方式」というもっとややこしいやり方をしています。集会の中で、例えば五人難聴者がいた場合

には、五人の地域を確認して、私の住んでいる豊島区であれば、豊島区が一人、新宿区が二人、八王子が二人い

たとしたら、豊島区は 5 分の 1 の費用を負担する、5 分の 2 を新宿区が負担する、5 分の 2 を八王子市が負担す

るという、すごくややこしいやり方になっているので、早くこの制度をきちんとしてほしいという気持ちもいっ

ぱいあります。よろしくお願いします。 
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○高岡 ありがとうございました。それでは、森さん、情報文化センターの中でのお仕事についてお話ください。 

 

○森 皆さん、こんにちは。いつも情報保障の面ではお世話になっています。ありがとうございます。 

 先ほど私の担当のところでもお話しましたように、精神の相談が増えていて、都内の難しいケースが結構回っ

てくる日々で、高井さんがおっしゃったように、将来、星が少しでも見えるといいなと。いまは真っ暗闇みたい

な感じで、寝ても覚めてもあの人どうしたかなとか、大丈夫かなとか、気になる方が増えている状態で、自分の

メンタルヘルスも大事だなと思いながら頑張っているところです。今年度から高岡さんと高山さんという聾の相

談員に 1週間に 1回ずつ来てもらって、一緒に取り組んでいるところです。 

 今回、是非、情報保障の問題をこの企画の中に入れたいと思っていました。それは私自身も昔、聞こえていた

ときは通訳者の末席にいまして、手話通訳の厳しい世界も知っています。途中で耳が聞こえなくなり、サービス

を受ける側に立ってみて初めて、「これは問題だ、許せない」みたいなことがいっぱいあることを痛感するよう

になりました。通訳者の皆さま覚悟をよろしくお願いします。冗談ですけどね。 

 昔の手話通訳は一生懸命お世話をしながら、時間の長短に関係なく、生活の支援もやっていたような時代があ

ったわけですが、少しずつですが、専門職としての良い通訳の方たちも増えてくださって、すごく嬉しく思って

います。 

通訳活動の中で、精神の問題が絡む現場で、驚くような、すごいことを知ってしまったけれど、どうしよう・・

みたいな経験が皆さんはあると思うのです。今日は、通訳の皆さんの苦しみや悩み、良い通訳ができたとか、何

か連携をやっていますみたいな現場の様子なども是非お聞かせ願いたいし、私も途中で聞こえなくなって、幸い

先に手話を身に付けたがために、本当に手話通訳の方たちのおかげで仕事ができるので感謝の気持ちも、もちろ

んありますし、今日は皆さんとざっくばらんな感じでやりたいと思います。 

 目的としては、一緒に戦う仲間、運命共同体というか、精神障害者の行く所には大きな分厚い壁が立ちはだか

っていますので、一緒になって活動してくださるような、通訳の範囲に留まらず、もっと何かできることがある

のではないかとか、それが許されるのであれば何なのかとか、私たちが共にできることは何なのかを、時間をか

けて探っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本当にたった一人ぼっちで、文章も読めなくて、自分の重く苦しいものを、ＦＡＸやメールでもスムーズに伝

えられない聴こえない人たちがたくさんいます。そこで、我々が行って、通訳が行って、手話をわかってあげて、

この人と一緒に行動してあげることで、社会の中に参加できるようになるのではないかという方がたくさんいら

っしゃいます。宮本さんも参加していただいていますが、運動ともできれば一緒になって、地域で、精神を病ん

だ聾の人たちも難聴の人たちも気軽にイベントや行事に参加して、快く受け入れられるような地域が作れればい

いなと、それを最終目的に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○高岡 ありがとうございます。森さんから、この分科会の目的という辺りを言っていただきました。情報文化

センターの場合は、森さんが入る前から精神の問題については取り組んでいて、平成 17 年（2005 年）にこうい

った冊子を出しているのです。いま、この冊子はもうなくなっているのですが、この中には、手話、要約筆記に

関しての情報保障についての内容も入っていますので、後日、読みたい方は情報文化センターにお問い合わせく

ださい。 

 さて、今日の本題に入りたいと思います。手話は、私の場合はこのあと通訳の方にお任せします。まず高井さ

んから、派遣センターとして主に医療の現場、メンタルの部分での関わりが最近増えてきていると伺っています

ので、現状の問題等をお話いただきたいと思います。昔に比べると、いまはチーム医療と言われて、チームの協

力が医療の鍵とも言われています。手話通訳の場合、あるいは要約筆記者の場合も、そのチームの一員として認
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められている病院等もありますので、その辺りのお話も伺えるかと思います。よろしくお願いします。 

 

○高井 いまの東京の現状としては、件数としては 2年前（2009年度）が 1年間で精神科受診、またはクリニッ

クの受診で言えば 470件ぐらいです。でも、最初にお話しておきますが、この数は別の科を受診して、ついでに

精神科も受診をする場合、その件数をカウントするのが難しいために、おそらく最低の数だと認識しておきたい

と思います。数的には、2年前は 1年間に 470件ぐらいの数がありました。去年度（2010年度）は、少し減って

350 件ぐらいです。この原因としては、精神科に受診していた方が亡くなられたというケースもあって、その方

の場合には、1年間に 50とかそれ以上の受診、またはデイケアなども参加されていたので、その関係で数がグッ

と減っている状況になっています。 

 今年度はどうかというと、半期、4月から 9月までの 6カ月間で 200件ぐらいです。この計算の上でいくと、1

年間に 400 件ぐらいの件数があると言えます。ただ、件数だけを見て、増えた、減った、よかったではなくて、

この裏にあるのは人の数なのです。この 3 年間で 30 人ぐらいの方の精神科、またはクリニックの受診に通訳派

遣をしています。聴こえない方が 30 人います。30 カ所以上の所に行かなければならない。皆さんもいろいろ調

べて学習をしているのでわかっているかと思いますが、誰でも通訳ができるわけではないのです。ある程度絞っ

て、手話通訳者の人数もこの人には何人、この人には何人と。もちろん職員を中心として行っていますが、先ほ

ど言ったように東京の場合は数が多い、しかし手話通訳者が少ない、昼間動ける通訳者が少ないのです。自転車

操業並に人をお願いして通訳に出ていただいている状況になっています。ただ、情報を共有する意味では、職員

が入っているということで、情報の集約または報告書などから、派遣センターの中で次に行ってもらう人に対し

て必要な情報があれば、適宜併せてできるというメリットもあります。 

 内容については本当にさまざまあります。午前中の藤田先生の話ではありませんが、ご両親の厳しさがあって、

かえってアイデンティティが持てなくて、苦しい思いをされている人もいます。また逆に、両親も聾、デフ・フ

ァミリー(Deaf Family)のお子さんなのに、精神的な面で課題を持ってしまうときもあります。 

通訳者としてはいつも現場で迷っているのが現状です。手話通訳の場合には、昔から派遣制度がしっかりして

いるおかげもあって、病院やその他の場所に手話通訳を派遣しています。精神科受診にも手話通訳を派遣する数

は非常に伸びていて、情報保障としてはいいと思っています。 

 ただ、要約筆記派遣については、まだまだ広まっていません。もちろん重なると思うのですが、自分を認める、

認めないという面にもつながっていて、要約筆記をお願いすることは自分が聴こえないということを認めること

につながる、おそらく高岡さんの所では確認をしていると思いますが、手帳を申請しないでいる難聴の人や中途

失聴の人たちもいると思うのです。そういう人たちに派遣ができないというこちらの苦しさももちろんあります

が、いま、ようやく患者会のような集団に要約筆記派遣をできる段階まできたのはすごくよかったと思っていま

す。こういうことを、さらに皆さんの周り、病院または関係者、もちろん患者さんの皆さんと一緒になって情報

保障として解決できていければいいなと考えています。その手段があれば、是非教えていただきたいと思ってい

ます。 

 私ども派遣センターの場合は、ずっと前から精神科の単科病院との連絡がスムーズにいっていて、病院との関

係もしっかりしていて、必ず次の月の受診については病院から電話が入ってきます。本人からファックスやメー

ルがなくても、病院から連絡を受けて、次はいつ必要ですと連絡をもらうことになっています。 

 

○高岡 それは入院の場合ですか。 

 

○高井 入院の場合もあります。クリニックについても、患者さんの場合には、ときどき起きられなくて病院に
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行けないときがあります。でも次に患者さんが病院に行ったときにクリニックがこちらに電話をしてきてくれま

す。「いま来ているのですが、すぐに来てほしい」。派遣ができない場合には、次の受診の日時を決めたら、その

日時に必ず行くようにしています。私がいちばん心配しているのは、継続的な派遣ができない、途切れてしまう

のを心配しています。そういう関係者とのパイプができていると、途切れるということが解消されるのではない

かと思っています。 

 ただ、問題なのは、パイプができている病院はごくわずかで、ほとんどの病院とはパイプができていないとい

うのが残念な面だと思っています。パイプができていない人の場合には、皆さんは個人での依頼で、依頼されて

行く形になっています。これが精神科受診に関係する現状です。 

 

○高岡 ありがとうございます。あとでまた補足があったらお願いするということで、森さんのご担当の現状を

お願いします。 

 

○森 私の日ごろの相談でお会いした方々は、患者さん本人が手話通訳を利用できていることは本当に少ないで

す。私が手配して、やっと派遣制度も知るし、自分でＦＡＸできない人には私が代行することもあります。派遣

センターに時には条件付きで依頼します。自分で手配ができる人は、少ないけれどいます。勧めても拒否する人

が多いのです。それは本人も拒否するし、家族も拒否。特にご家族の拒否がすごくネックで、本人はあまりよく

わかっていなくて、この人は手話だったら大丈夫だなと、こちらで見て判断して、私が「手話通訳を呼ぼうか」

と言うと、何となく分かっているのか分かっていないのか分からないけれど、森が言うからいいかみたいに、「う

んうん」と言って、じゃあ手配しようかなと思って、親御さんに「こういう手はずを踏みますよ」と言ったとき

に、「よしてください」と。「なんでですか」と言ったら、「うちの子は口話で育てたんですから、いまさら手話

なんて使わない」と言い張る。実際この子は手話を使って、手話で私と気持ちよく話をしているのだけれど、親

は手話を知らないから、どういう会話をしているかわからない。情報保障者を頼みたいと言っても、親はいまま

で育ててきた自分のやり方を全面否定されているような気持ちになるらしくて、「手話通訳を呼ばないでくださ

い」と。私もあの手この手を考えます。 

 1回、お母様は反対だけれど、本人が OKなので呼んだのです。病院で、お母さんが「要らないって言ったのに」

みたいなこと言われましたが、「試しに使ってみてください」とお願いしました。診察室に入って、実際に患者

さんが通訳を見て、医者の話にうんうんとうなずくわけです。それを見て、親は面白くなさそうでしたが、5 回

目ぐらいにやっと、手話通訳を呼んだほうが我が子は話が理解できることをわかってくれました。 

 また、拒否される中で、親御さんが手話通訳を使っていやな思いをしたことがあった。トラウマになっている

という例もあります。手話通訳者が、家族と医者と本人との間に通訳の域を越えた口出しをしたと。何を言った

のかと聞いてみると、帰り際に手話通訳者が「医者はあんなことを言っていたけど、違うと思うわよ」みたいな

ことを言ったらしいのです。本人にも言ったらしく、親御さんは、自分の子が普通でない状態になってパニック

になってしまっているから、そのときはとにかく早く連れて帰りたい気持ちで、あとになってその通訳の言葉が

呼び起こされて、ムカムカしてきて、不満が充満してきて、もう二度と通訳を呼ぶのはやめようというところに

至ったというお話も聞いたことがあります。 

 いろいろなのですが、実際に私は日ごろ自分のために手話通訳をお願いしていますし、精神科病院受診の際に

手話通訳の方を同席させることは難しくないと思っていたのが、予想がボロボロに壊れて、手話通訳の方がこう

いう診察の場面とかいろいろな所に同席することすら壁があるなと感じました。 

 要約筆記に関しては、本当に最近始めたことなのですが、断酒会に試しに使ってみたところ、非常に有効で、

とても良い形で続いています。 
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 要約筆記で言えば、手話も中途半端で、日本語の理解も中途半端で、すべてにおいてレベルの低い方に対して

手話の通訳も試してみたし、本人は筆談が大好きで、とにかく自分の殻にこもってガーッと書いて、ずっと書い

ていて、とにかく書くことが病状の一つみたいな、書くことをやめられないみたいな状態になっている人がいる

のです。その方は書くことが大好きなので、要約筆記を試しに使ってみたのです。これもなかなか効果がありま

した。ただ、要約筆記の人は手話通訳の人と比べると、患者さんとの間で関係性が作りづらいのです。直接話す

ことがなかなかしづらいと、いまのところ感じている部分があります。まだまだ使い始めたばかりなので、もっ

と必要な人のためには、両側で必要なことをポンポン書いてくれる人をもっと活用しなければと思っているとこ

ろです。 

 現場でどんなことが起こっているかというと、当事者が通訳を使いました、そのあと使わなくなりましたとか、

自分で行って筆談で済ませていますと。そういうことの理由の一つに、どうせ来てもらっても、先生との話は 30

秒で終わる。「変わりませんか」「はい」「じゃあ、お薬出します」と、そんなのに通訳を呼んで何になるのと。

どうせ精神科の先生は自分の話を 30 秒しか聞いてくれないという諦めが一つ。また、妄想も入っていると思い

ますが、通訳の方にばかにされた、冷ややかな目で見られた、守秘義務を守ってくれない、手話がうますぎて読

み取れない。通訳の人の手話がうまくて、通訳にわからないの？と言われ、すばらしい手話で私はわからないか

ら駄目だと、使わなくなったと。あとは、あれこれうるさい。手続きが面倒くさい。手話が下手。そういう声が

直接、率直に言われた言葉です。 

 私は、相談員としては、そういう不満があれば、先ほどの SSTではありませんが、通訳の人に直接伝えましょ

うということで、練習していければいいなと思っています。でも、なかなか面と向かって「うるさい」とか言え

ないですよね。その辺はできるだけ一緒に同行してあげると、様子がわかるのかなと思います。 

 あと、病院のスタッフには手話があることをまだわかっていない人が多いし、通訳者がいることもわからない

し、公費で派遣されることも知らないということが、信じられないぐらいいっぱいあります。 

 最後に、私が感じることは、精神疾患の方は、先ほども言いましたが、十人十色なのです。そういう状態の中

で、その人に届ける通訳技術は何なのかと考えたときに、非常に個別性の高いものなので、難しいですね。10

人や 20 人に中間を取って出す通訳と違って、目の前の一人に対してわかる通訳をしなければならないというこ

とは、逆にその人の病状や経緯、力などいろいろな要素を知った上でないと、本当に診療場面の通訳はできない

のではないかと思うのです。 

 この間も研修でやったのですが、例えば、精神科の医者が言う言葉の中に、「テレビは見ていますか。テレビ

の画面から人が出てきて、自分に何か悪さしたり、しゃべりかけたりしますか」と言われたときに、どう通訳し

ますか、と投げかけたのです。精神を病んだ方の幻覚や妄想の中には、統合失調症の方は特に思考の障害なので、

テレビの中は本当は機械なのだけれど、テレビの中に人が入っていると、その人がテレビの本体から飛び出て踊

ったり、自分に抱きついたり、しゃべってきたりということが本当にあるから、自分はデジタル放送は嫌いだと

いうような話も出るのです。デジタル放送になったら、テレビから人がどんどん出てきて自分を脅かすみたいに

なっているから、そういうことを医者に伝えて、医者が言ったことを聾者に伝えて、腑に落ちるところまでいく

には、通訳の専門的な技術が必要です。医師の話や患者の話す意味が何かを通訳者がわかっていないと難しいで

すね。聾の幻覚や妄想の世界ではあり得る、見える、医者もそれは十分理解できる。でも、これを橋渡しする通

訳がそのことを全くわからないと、通じなかったりするのです。 

 そこは、アメリカでは精神保健福祉の専門通訳者の資格があって、養成のシステムもできているらしいので、

日本も東京が頑張って、精神の領域のよく使われるような、よく起こり得るような現象を手話化するとどうなる

のかとか、文章理解力の低い方への、知的障害の方の精神がパニックになったときにどうなるのか、そういうこ

とも併せて具体的な支援方法とか、技術に関しても研鑽を積んでいけたらいいかなと思っています。 
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 情報保障者の身分保障も併せて、病院の中に落ち着いて情報保障専門の人がいると、そういうことが夢だと思

います。 

 

○高岡 ありがとうございます。森さんの日ごろの汗と涙が伝わってくるようなお話で、思いが溢れているのが

よくわかります。まだまだ言い足りないと思いますが、ひとまず座っていただいて、高井さんにもう少し伺いた

いと思います。 

 単科の病院で、結構お呼びのかかる病院がありますね。そういう所は、何がきっかけでそのようになっていっ

たのかはわかりますか。私が所属している団体でも精神科に通っている人がいらっしゃるのですが、ドクターが

「あなたはそのぐらいの難聴で幸せだよ」と。本人は、職場で聴こえるときがあったり聴こえないときがあった

りする中途半端な状態で苦しんでいるから、聴こえないことが大きなストレスになっているのですが、ドクター

があまり聴覚障害についてご存じなくて、そのぐらいなら我慢しなさいみたいに言われるので苦しいというケー

スもあるのです。また、手話通訳や要約筆記が入ることで良くなったケース、あるいは社会資源にうまくつなげ

られたケースがあると思うので、その辺りをお話いただけますか。 

 

○高井 先ほども少しお話した精神科の単科病院の中でキーになる人は、私は PSW だと感じています。医者は関

わる時間が短い。PSW のように関わる時間が長い人がきちんと手話通訳のことを知ることによって、その PSW を

通して病院関係者に広めてもらう方法で、今回単科病院は関わりを持てたと思っています。ただ、心配する面と

しては、この PSWがやめてしまうと次に続かないという心配もあって、そういった面を PSWを中心にして聴こえ

ないことを知ってもらう機会、または手話の勉強会をする、または手話通訳と一緒に会議ができる場所を作って

いただけると、今後継続した形での派遣ができるのではないかと思います。 

 単科病院のことは触れていないのですが、今後の派遣センターの課題としては、途切れたときにこちらから病

院に電話をしても、理解してもらっている病院だとすぐに教えてくれるのです。「次はいつです」「わかりました」

ということで行くという形が取れるのですが、そうでないと「教えられません」という形になってしまう。そう

すると、いちばん苦しいのは、本人が情報保障がないままの受診になってしまうことです。先ほど話した PSWは

現在病院にはいらっしゃらないけれど、いまでも継続して手話通訳の派遣ができていて、いまでも手話の勉強会

をやっているという話は聞いています。その病院がある地域の手話サークルなどが関わりを持って、手話の勉強

会のようなものができていると聞いていますので、そういったことをどこの病院でも、全部をやるのは難しいか

もしれませんが、理解を深める時間を作ってもらうことはキーになるのではないかと思いました。 

 

○高岡 もう少し伺いたいのですが、精神科の受診あるいは病棟の中でも、コミュニケーションというか、ミー

ティングがすごく多いですね。ほかの科に比べてはるかに多い。入院の方やデイケアの方でも、カンファレンス

とかミーティングとか、病棟内のミーティングもあるのですが、そういう所にも呼ばれるのですか。 

 

○高井 デイケアのようなミーティングだったり、それが終わったあとの反省会などにも手話通訳は出席をして、

手話通訳が感じたことを言える場。藤田さんがおっしゃっていたのですが、手話通訳者も専門職として通訳に行

っているわけですから、通訳をしているときに言うのではなくて、終わったあとのミーティングのような場所に

きちんと手話通訳者としての意見が出せる場ができると、もっと良いと思います。 

 

○高岡 社会資源につなげられたケースなどはありますか。 
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○高井 実は、いちばん残念なところで、おそらく現場の通訳はいちばん悩んでいると思うのですが、自覚症状

がある聴こえない方の場合には、自分で困っていることは何か、病院がどこにあるかも知っています。知らなく

ても、どこで相談できるか聞いてくれる。これだとつなげられるのですが、自覚症状がない場合、通訳もおかし

いなと思いつつも、何もできない。これが社会資源につなげられない状況だと思います。 

 先ほど言った件数は、病院を受診した件数であって、実は「あれに不満、あれに不満」と言って、病院以外の

場に通訳が同行していくケースもいくつもあります。これは先ほどの数に入らない。でも、明らかにおかしい。

「隣の人がうるさい。毎晩うるさい。眠れない。眠れない」と言ったときに、私も他の通訳者も病院に行くとい

うことも出すけれど、「行かない」というふうになるわけです。その辺りを、どうやって専門的な皆さんと一緒

になって聴こえない人を支援できるのか、いまの派遣センターの非常に残念な部分で、つなぎようがない。無理

につないだことによって手話通訳も頼まなくなってしまうと、この人はどこに頼ればいいのかがわからなくなっ

てしまう。先ほどのケースのように、相談員や手話通訳を使い分けられる人だったらいいのですが、難しいと、

「うーん」と思ってしまって、通訳だけに徹してしまうケースになるのではないかと思っています。これは手話

通訳が何もしないということではなくて、迷っていると理解していただいて、今後何かいい切っ掛けを提案して

いただけると嬉しいと思っています。 

 

○高岡 ありがとうございます。森さんに伺います。先ほどのお話の中で、家族が抱え込んでしまって、なかな

か通訳依頼に結びつかないケースが現状では多いと伺いました。それとは別に、森さんが相談を受けて病院受診

につなげた場合、ドクターの理解というか、難しい場合もあると思うのです。つまり、この人は受け入れられな

いとか、断酒会などに行ったときに通訳が同伴すると、周りの人たちの受け止め方はどうなのか。部外者が入る

ことをいやがる場面がたくさんあると思うのですが、その辺りはどうでしょうか。 

 

○森 病院ですが、病院に同行して医師と良い関係が結べたのは、10人いたら二人ぐらいでしょうか。診察中に

バーンと切れて出ていった医者もいるし、電話すら受けてもらえない、初診の予約すら受けてもらえないような

病院が多いです。特に東京は。実際に私は東京都全域をカバーしますが、ひとまずは遠い病院でなくて、歩いて

行けるような病院を当たるわけです。だけど、手話通訳を連れて行くと言っても聾者というだけで簡単に断わら

れるのです。 

 仕方ないのでセンターの近くのクリニックで、自転車で行ける所で開拓した病院のドクターは、全く聴覚障害

のことを知らなかったけれど、派遣センターの手話通訳者の力を借りながら、私もこまめに診察に同席して、聴

覚障害について説明を加えたりすることで、いまはかなり理解してくださるし、聾の患者さんも「先生は私のこ

とを褒めてくれる唯一の人です」と頼るようになっています。私も聴こえない人間で、一緒に病院に同行するこ

とでドクターも受け入れてくれる、PSW であるということもあるので、いろいろなご相談もできるし、お互いに

「福祉制度で何ができるの」と先生から聞かれれば、こちらも答えられるという関係が持てるので、これからも

っと頑張らなければいけないけれど、そういった事例は、まだ本当に少ないです。 

 断酒会に関しては、お酒の問題に対して自分は無力であると、自分の体験を話すわけです。すごく温かい場で

した。要約筆記の方も、参加者みたいに「あなたたちも一言どうぞ」などと言われていましたが、きちんとその

辺はプロとして、「我々はそういう立場ではありません」とパスしていましたし、周りの方たちもずっと 2 時間

半も書いてくれる人がいるのだと、驚いていたみたいで筆記者がお気の毒とも言っていました。ご家族も一緒だ

ったのですが、「本当に申し訳ない、ありがとうございます。いつも私が書くんだけど、ここまで完璧には書け

ませんしね」と。参加された方たちからは、「聴こえない人がいるんですね。酒の問題だけでもしんどいのにね。

聴こえないんじゃ大変だねえ」みたいな話が会場から出て、それも要約筆記のおかげで交わることができて、あ
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りがたいと思っています。 

 

○高岡 ありがとうございました。ご家族が抱え込むという問題について何かありますか。 

 

○森 もともと聾者の問題として、本人が診察を受けるというよりも、家族が、親が代わりに先生と話して診察

を受けるというのが、普通の聾者でも当たり前にありますね。いま聾学校にも関わっていますが、聾学校の生徒

さんの何パーセントがきちんと一人で受診ができているかと思うと、昔とあまり変わらないと思います。これは

子育てとか教育のテーマにもなると思いますが、障害がある、聴こえづらい我が子を親が盾になって、代わりに

聴いてあげるわ、という家族の心理的な問題はまだまだです。 

 なぜかというと、聴こえない子どもが生まれたご家庭への支援がまだまだ行き届いていないからだろうと思い

ます。私が抱えているケースの方たちは一人暮らしの方も多いので、かえって一人暮らしの方のほうがそういう

面では自立して、自分で診察も受けるし、情報保障も手配するし、こちらが後押しすればスッといくのです。家

族と同居されている方のほうが、お母さんが 80や 90になっても「私がやりますから、大丈夫です」と言われま

す。ご家族の負担は相当なもので、そうせざるを得ない社会に責任があると思います。これは課題であるし、我々

がもっとご家族の中に入って、信頼され得るような立場になりたいと思っています。 

 

○高岡 ありがとうございます。森さんや私が関わらせていただいている方々の中にも、病院受診のときにご家

族と行かれるので、通訳を依頼しないのかと言うと、もう 40代や 50代になった方でも「家族がいるから大丈夫」

という返事が返ってくると、これはこの先心配だなというケースはよくあります。だから、どこでそこに入って

いくかが悩ましいところなのです。 

 いままでは現状ということでお話いただいていましたが、残り時間は課題に触れたいと思います。これは森さ

んに先に言っていただいたほうがいいかなと思うのですが、私たち PSWの場合には、仕事の専門的な深さと人間

関係の広さがものを言うと思うのです。手話通訳の場合も、今日、午前中の話にもありましたが、専門的な深さ

がこれからの課題かなと思うのです。手話通訳を使ってすごく大変だったケース、要約筆記を使って大変だった

ケース、そして、もっとここを改善してほしいということがまだありましたらお話ください。 

 

○森 私や高岡さんみたいに聴覚障害のある当事者が資格を取って動くことが、これが聴こえない人間だよとい

うのを見てもらうことと、一緒に行く手話通訳者と対で行くことで、情報保障を使っている場面をその場で見て

もらうことができるので、できるだけそういう機会を揃えたいというか、整えたいと思っています。 

 また、手話通訳に関してですが、精神の問題を抱えている方への接し方も学ぶ必要がありますね。対応が難し

い方や、傷つきやすいクライアントの方たちに対する情報保障ということで注意が必要でしょうし、そこは具体

的な研修等を通してやっていかなければならないと思います。例えば入院中に「外出していいですか」と患者さ

んが医師に聞いた時、医者が笑顔でやんわりと「それはまだ駄目だな～」と言ったことを、通訳者がきつい表情

で「無理！！」と出したら、微妙なニュアンスが伝わらずにきつい拒絶にあったと受け取ってしまうこともある

わけです。その通訳の出す手話の勢いとか表情で、クライアントが切れたりすることがあるわけです。そういう

ことが困った例です。 

 要約筆記の方に関しては、一人や二人がノートテイカーで来る分にはそんなに問題を感じないのですが、四人

でパソコンで打たれるときに、皆さん無表情で打っているのです。ちょっと「お疲れさまです」なんて言っても、

反応がなく愛想がなさすぎることがあって、クライアントの方が「ありがとうございます。よろしくお願いしま

す」と精一杯 SSTで練習して言っているときに、情報保障者がもう少し柔かく「よろしくね」ぐらい言ってほし
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いなと思います。これは本当に初歩の初歩なのですが、できていない。 

 課題としては、これから手話が言語だということで当たり前になりますので、いま生き残っている皆さんが、

手話通訳者の連携とか質を高めていただくために、是非、精神障害のある方たちも当たり前に一人の人として、

博学な聾の人の通訳と精神障害の人の通訳のウエイトを同じように大切なものとして取り組んでいただけるよ

うにお願いしたいと思います。相談員、手話通訳者の方たち、要約筆記の方たちと、ときどき定期的に何か学習

会みたいなものが開ければとてもいいなと、それが課題でもあり、やりたいことだと思います。 

 

○高岡 ありがとうございます。大きな課題が出されました。高井さんにお伺いしたいのですが、手話通訳者が

医療の現場、メンタルの現場に入っていけるようにはなってきたけれど、ここが問題、こういうことは注意が必

要ということがありましたらお願いします。 

 

○高井 研修会などや通訳者がお互い常日ごろ課題として思っていることは、今日の午前中の藤田さんの話にも

あったとおり、聴こえない人から出てくる手話「聴こえる人にかわいがられる必要」とか、「仕方ない」という

手話がよく出てきます。 

聴こえない人たちはずっと我慢してきているので、聞きたいけど聞けないとか、不満があるのに言えないとい

ったことがないか、観察をしなければならないと思います。 

 先ほどの技術の部分についても、観察をして、その人に合った手話、この人が本当にいまの状況を把握できる

手話を表現しなければいけないと、私も含めてみんな頑張っていると思います。ただ、人は完璧ではないので、

見誤るときもあると思います。このときのために、お互いに反省ができる環境や、先ほど森さんが言ったような

研修の場が必要ではないかと感じました。 

 もう一つは、いまは聴こえない方々、本人が専門職として働いている。それはいいのですが、それだけではな

くて、通訳者としては他の専門職との関係を作る技術がないと思います。いま、厚生労働省の養成カリキュラム

の中にも、ほかの専門職との関係を作るカリキュラムはないと思います。その辺りをどうやって作っていくのか、

今あるものですぐに出せるものはないのですが、何かきっかけとなるような場があると、もっと将来的には明る

くなるのではないかと思います。そのためには、手話通訳の地位も高めなければいけないと思います。先ほど話

があったように、他の専門職の人に信頼してもらうことが大事ではないかと思います。元に戻ると思いますが、

人と人との信頼関係がすべての元だと思いますので、聴こえない人とだけの信頼関係ではなくて、聴こえない人

とそのほか関係する医療関係者や家族、そういう人たちに信頼してもらえる関係、ここだけではなくてほかの専

門職、家族との関係を作るための何かがあれば、いいなと。少し大きくなりすぎましたが、そのように感じてい

ます。 

 

○高岡 ありがとうございます。進行役として、これは言いにくいことなのですが、手話通訳者に問題提起があ

ります。下手をすればなれ合いになる。手話の場合は対面通訳になるので、私が見ている範囲では医療の現場で

も聴こえない人と手話通訳だけの世界になってしまって、第三者から見ると「何これ」と、友だち関係みたいな

雰囲気になっている。とても専門職が通訳をしているとは思えないような場面があるのです。そこもマイナス要

因かなと思うのですが、その辺りはいかがですか。 

 

○高井 手話にするとわかりづらいので、書いてもいいですか。Dは聴こえない人、Iは通訳者、Hが聴こえる人

です。先ほどおっしゃられたのは、この赤い世界（D と I を囲む）に入りがちだと。どうしても手話通訳者はい

い人が集まっているので、何かお手伝いをしたいという気持ちが強くある。そのために、どうしてもこの関係に
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陥りやすい。困っている人がいれば、「私が」という面が出てしまうと思うのです。その辺りを解決していくた

めには、先ほど言ったように専門職の人、この場合はドクターや PSWのような、本来は専門職に委ねなければな

らない面を自分がやろうとしてしまう。これは違うと思うのです。そうやろうとすると、専門職から見たときに

おかしいとなってしまい、専門職と聞こえない人との信頼関係が壊れてしまう。本当の通訳は何のためにあるの

かというと、専門職と通訳者との信頼関係が壊れたら、専門職と聞こえない人と絶対につなげられないと思って

います。聴こえない人も大事だけれど、聴こえない人だけではなくて、ここにいる専門職も大事な人として、自

分は通訳で何ができるのか、専門職との関係を作る方法が研修みたいな所でできればいいし、将来的には手話通

訳の養成のカリキュラムの中に入ると、もっとよくなるのではないかと考えました。 

 

○高岡 聴こえない人に関してはその人のこれからにつながる通訳、専門職同士お互いの力が発揮できる通訳、

そういう形が望ましいということですね。ありがとうございました。 

 残り時間 20分ですが、今日参加されている皆さんからお二人に質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

□会場からの意見 

 

○森 こういう通訳者がろう者の人権をはく奪するような問題はあってはならない、重要な問題だと思います。

残念ながら今日のこの場で解決策を議論するのは難しいので、また別の所で話したいと思います。似たようなケ

ースは他の地域であるかもしれませんが、聾の問題、通訳の問題をみんなの問題として考えていきたいと思いま

す。 

 

○高井 設置にしても派遣登録通訳にしてもそうなのですが、あり方の問題ではないかと感じました。我々通訳

者は何のためにあるのかと考えると、お互い失敗はありますが、自分の失敗に気づいていないときに、誰かが言

えることが非常に大事だと思うのです。地域の中だと、経験が長くなると周囲が言えなくなってしまうことはあ

ると思います。だからこそ、誰かが言えるネットワーク、システムが大事だと。その中には手話通訳だけではな

くて、先ほど出されたようにろうあ協会とか、設置について検討する機会ができるような仕組みか何かがあると、

もっと発展していけると思うのです。失敗というか、見誤りは誰にでもあります。それをどう改善していくかの

ほうが大事ではないかと思います。今の仕組みを改善していく方法を見つけるほうがいいのかなと思います。 

 もう一つ、派遣センターのやり方としては、もし聴こえない人からのクレームがあった場合、必ず担当した通

訳者に聞きます。「こういうことがありました。このときどうだったのですか」と、必ず確認を取るようにして

います。もし、間違いがあれば、それを修正していく。派遣センターの場合には、東京都聴覚障害者連盟や東京

都中途失聴・難聴者協会などの運動体で構成される運営委員会があり、1 カ月に 1 回会議をして、我々の報告を

毎月行っているという現状があるので、こういった仕組みづくりのほうがもしかしたら先なのかもしれないと思

いました。 

 

○高岡 ありがとうございました。もうお一方ご質問を受けたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

 

□会場からの意見 

 

○高岡 ほかに質問はありませんか。進行役から一つあるのですが、守秘義務について、聴こえない人の中で手

話通訳や要約筆記者が話をもらすから、頼みたくないという人が結構多いのです。それは本人の誤解だったりと
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いうこともあるのですが、派遣センターの場合、先ほどクレームがあった場合、行った通訳者に聞くと言われま

したね。クレームを出すまでにすごく心の距離がある。言いたいけれど、これを言うと告げ口みたいで言えない

ということもあるのですが、守秘義務に関してはどのように考えられているのでしょうか。 

 

○高井 難しい問題だと思いました。クレームが上がっているということは、おそらくこれは誤解だけでは済ま

ない内容もあるのだろうと受け止めています。ただ、派遣センターとしては出してもらわないとわからない面も

ありますので、是非、いやかもしれませんが、高井には言いたくないと思ったときには、別の人にクレームが言

える場所を。おそらく今は、それは東京都聴覚障害者連盟や中難協の団体がそれぞれ、ここには言えないクレー

ムを出していただいているのだろうと思って、非常に心苦しく思いました。解決策は難しいのですが、そのこと

があったということは派遣センターに持ち帰りたいと思います。 

 

○高岡 ありがとうございました。そろそろ時間が来ましたが、最初にも申し上げましたように、チームの協力

が医療の面では鍵になるのです。だから、手話通訳の方々、要約筆記者の方々、またコメディカルの立場でもチ

ームの一員として認めていただけるように、これからも専門性を磨いていかなければと思っています。今日、こ

の集まりで何か結論を出すということではありませんが、こういった集まりが今までなかったと思うので、今後

も機会を作って、お互いに深めていければと思っております。 

今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。 
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【分科会④】 

 

家族問題と支援 

 

 

○司会 ただいまから「家族問題と支援」というテーマで第 4分科会を始めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

○野澤 皆さん、こんにちは。第 4分科会は講師としてご指名いただきましたので、私の自己紹介をいたします。

野澤と申します。筒井さんと同じで、2000年までは東京都の心身障害者福祉センターで、福祉士の専門の専門職

として 32 年間働いておりました。2000 年に定年退職をして、大学や専門学校で講師として、若い学生をいじめ

て楽しんでおります。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 ありがとうございました。筒井さん、お願いします。 

 

○筒井 皆さん、こんにちは。いまご紹介いただきました筒井と申します。私は東京都の障害者福祉センターの

聴覚言語障害科という所で、言語聴覚士として 38 年間働いてきました。初めは 0 歳から 3 歳までの乳幼児の聴

能訓練、ことばの指導をしてきました。その頃からインテグレーションが始まり、普通学級に適応できない方と

か、ろう学校に行ったお子さんで登校拒否や普通学級で勉強についていけない学習遅滞、不適応障害などが増え、

その方たちと一緒に歩んできました。 

 最終的には就労支援科で野澤先生と一緒に支援を行いました。 

先ほどの藤田先生のお話にもありましたが、うつ病になったり、気分障害などで休職となり、在宅になってしま

った方が結構いらっしゃいました。2002年の定年退職のときに、親御さんたちから、私たちを何とか支援して欲

しいということで、月 1回ほど定期的な話し合いを持ちましょうということで、３家族で家族会を立ち上げる準

備をした訳です。その時の家族会の名前が「親亡きあとを考える家族会」でした。自分達が死んだあとに、家の

中に引きこもっている子たちがどうなるのだろうかということで、まさに「親亡きあとを考える」為に話し合い

の場が作られました。しかし、その後ある親御さんが、ちょっと名前がリアル過ぎるので、青空のように早く明

るくなりたいという思いを込めて「青空会」と名前を変更しました。 

 その青空会を月 1回、調理という一つの道具を使って一緒に歩んできました。10年経過しましたら、また働き

たいという意欲を持つメンバーがボチボチ出てきました。就労してみたいということで、短時間就労の場、ある

いは相談支援をする場として「ゆうわ」という名称のセンターを 10 月からオープンしました。そこでは、将来

的には手話喫茶的なことができたらいいなぁということを描いていまヨチヨチ歩き始めた所です。 

家族会としての 10年間、その前の 38年間といろいろな悩みを抱えたご家族と出会い、私も育てて頂きながら

支援してきましたので、今日、ご家族とその支援というところで、皆さんとご一緒に考えられたらいいなと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 続きまして、参加者の皆様に短くですが自己紹介、分科会で聞きたいこと、困っていることなどお話い

ただきたいと思います。 

 

□参加者自己紹介 
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○司会 皆さん、ありがとうございました。それでは、家族の方、CODAの方、専門職の方といろいろな立場の方

が参加されていますが、講師のお二人にいろいろ気づいたこと、思ったことについてお話いただければと思いま

す。では、野澤さんから、よろしくお願いします。 

 

○野澤 皆さん、お疲れさまでした。先ほどの自己紹介のときに言っておりませんが、私は東京で世界ろうあ者

会議が開かれた 1991年に、名前は違いますが、聴覚障害問題研究会の会議の前に、昭和 60年に世界会議をきっ

かけに聴覚障害者研究集会というのを作りました。今年で 20年、1991年から 20年を迎えました。精神的な問題

は家族だけではなくて、幅広く担当してきましたので、皆さんのお話、自己紹介をお聞きして、重い、幅のある

課題がたくさんあるということがわかりました。今回まとめて進められるかどうか、いろいろ考え始めておりま

すので、お互いに頑張っていきたいと思います。確かに軽い問題ではありません。 

 私自身にも子どもが二人、孫が五人おります。息子の家族が 2階にいて、中学２年、小学校 6年生の孫も一緒

にいます。でも、私は話ができますので、簡単な手話ぐらいは向こうもできるのですが、おばあちゃん、おじい

ちゃんと孫の関係はスムーズにいっていると思っています。でも、裏では悩んでいるかどうか、それはちょっと

わかりません。皆さんと一緒に頑張って進めたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

○筒井 提案して頂いた問題は、家族の中でも親子のコミュニケーションがスムーズに通じているかどうか。お

互いに理解できる状態にあるのかどうか。それから、聞こえない両親とコミュニケーションを取るときの方法を

どうしていらっしゃるのか。それを具体的にお聞きしたいと思っています。 

 というのは、私は言語聴覚士という専門職で約 40 年間やってきたのですが、やはりちょっと心配な面があり

ます。また、在職中に介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーの資格も取って、地域の中にいるろう者の方

が置き去りにされていないか、独居の方の支援ができたらいいなと思っています。現在、江戸川で独居のろう者

の方を担当をしていて、聞こえないヘルパーも一緒にチームを組んで介護しています。人生の最期を、楽しく生

きてきてよかった、地域の中にいてよかったと言えるように、やはり情報保障がきちんとできる環境を作るとい

う事は大事だと思っています。 

 ですから、親子関係でもデフファミリーは非常にスムーズにコミュニケーションが成立している。逆に健聴の

両親で聞こえない子どもだと、ぎくしゃくしてコミュニケーションが難しい、いろいろなコミュニケーション問

題が起こる。それは私もたくさん経験しています。ですから、親子のコミュニケーションをどういう方法で毎日

しているか。わかり合える関係の作り方、小さいときからどういうかかわりをしてきたかというのは非常に大き

いと思います。 

 皆さんは手話通訳士であったり、心理職であったり、いろいろ背景がありますが、基本は通じ合えるコミュニ

ケーションだと思います。細かいことの毎日の繰り返しが手話を使う。手話ができなかったら筆談でもいい、身

振りでもいい、絵でもいい。とにかく伝え合って、わかる関係づくりをきちんと育てることが非常に大事だと思

っています。ご両親とのかかわりの中で、どういうコミュニケーション方法で育ったのかを是非お聞きしたいと

思います。 

 

□会場からの意見 

 

○筒井 先ほどケアマネージャーをしていると説明しましたが、ろうのお母さんを聞こえる娘さんが介護してい

るのですが、だんだん弱ってくると手話も出来なくなります。結局最後は口話、筆談も難しくなりました。80
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歳を過ぎた健聴の母の介護を、聴覚障害の娘と息子が世話しているという例もありました。その時、健聴のお母

さんが喋るのも弱ってきて口も読み取れない。夜中の介護は、聞こえない娘と健聴の母の手と手を紐でつないで、

お手洗が必要な時は、紐を引っ張るという様に工夫して介護していました。最終的にはやはり書いて、「水」と

か「トイレ」とか「漏れている」などのカードにした様です。さっきイラストと言っていましたが、イラストの

絵で表すか、文字を書いてカードにして、「どっち」と見せてやった時もありました。介護は、聞こえない親を

聞こえる娘が介護するのも、逆もありますので、コミュニケーションの方法が非常に大変だなと思っています。 

 先ほどの基本に戻るのですが、家族のコミュニケーションのときに、お母さんとは通じるが、お父さんや兄弟

とは全然通じない人が結構多いという例をたくさん経験しました。お父さんは働いていて、ほとんど聞こえない

子どもに接する時間が足りませんから、どうしてもコミュニケーションがスムーズにいかない。お父さんもお母

さんの顔を見て「何て言ったの」という場面が多い。自分の娘、息子が言っていることに通訳が必要になる。 

 都のセンターで幼少時の訓練に、手話で訓練するという考えがなかった。先ほど言われたように聴覚口話法と

補聴器を両耳装用で聴覚活用をフルにする。読話で読み取るという方法をしっかりとやったのです。そのビシビ

シされたことで心理的に弱い子どもは、トラウマとなり登校拒否をしたり、不適応障害を起こしたりいろいろあ

ったと思うのです。そういう意味でも、いまはとにかく通じる、わかるという方法で学校も教え始めているので、

以前の様な問題は起きていないかなと思うのです。手話の合う子もいるし、指文字の合う子もいるし、キュード

の合う子もいる。いわゆる書記言語、書く方が合う子もいるし、その子ども特性に合わせたコミュニケーション

方法は、小さいときから家族指導でとても大事だと思っています。 

 一つには、お父さんとも兄弟ともコミュニケーションを丁寧に繰り返すという習慣を付けないと、いつでも最

後に「わかったか」と聞くので、聞こえない子は内容はわからなくても「わかった」と答える。そういう習慣を

持っていて、「今の内容は何？」と聞くと、「えっ、何？」と言うことがたくさんあるのです。経過がわからなく

て、「わかったか」と聞かれた最後の言葉だけに反応するということは、つまりは確認ですね。手話でも指文字

でも書記言語でも、絵であっても身振りでも本当に理解しているかどうか確認をしていく作業が大事かなと思っ

ています。 

 

○野澤 少しお話があります。聞こえない方、難聴者、中途失聴者の場合には、ろう協、又は難聴者協会などの

組織があります。基本的にろう者が自分の問題を社会に出して解決していくという事業です。ろう児を持つ親は、

アイデンティティを作らなければいけない。どうやって作っていくか。 

 私が職場に入ったのは昭和 40 年です。そのときから親にろう者の子どもをどうやって受け入れるか、どう理

解してもらうかを考えて、グループを作る、親の会を作るという話がありましたが、ろう児を持つ親の会、難聴

児を持つ親の会というのは、昭和 40年から 43年の間に働きかけ、神奈川県で作ってまいりました。親がお互い

に、悩み、子どもの問題を話し合い、目覚めていく、アイデンティティーを作っていくという団体を作っていく

ということはとても大事です。特に社会資源を使うのではなく、自分たちで作っていく。親の会の組織を作ると

いうことが非常に大事だと思っています。参考にしていただければと思って、出させてもらいました。 

 

○司会 ほかにご意見がありましたら、是非お願いします。 

 

□会場からの意見 

 

○野澤 この前、東京の聴力障害者情報文化センターが CODA という DVD を作りました。ご存じでしょうか。実

は東京難聴児を持つ親の会がありますが、私はいままでわからなかったのですが、両親がろうで、子どもが健聴
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で、その子どものための会が絶対に必要だと思います。どのような方法で作るのかというのは、CODAも年齢の幅

があります。いまリーダー的にやっている人が、NHK の「ろうを生きる難聴を生きる」で司会を担当していらっ

しゃる方は、全員 CODAです。手話通訳の田中清さんも CODAです。そういう人たちに、CODAを中心にした会を作

るように、いま一生懸命勧めているところです。非常に悩みの多い CODA の人たちだと思います。両親と通じな

いという悩みもいろいろあると思います。ですから、そういう会を作るように、いま働きかけています。いまイ

ンターネットで調べる、そういう仲間が活動している。そういうのは大体わかるのではないかと思いますので、

是非インターネットも活用してみてください。 

 

○司会 ほかにはどうでしょうか。ほかの話でも構いません。何かありませんか。特にないようでしたら、いま

までの問題点がいろいろ出てきたと思いますが、地域で具体的に CODA とか家族とか、いろいろ悩みを抱えてい

らっしゃる場合に、どういう所で支援してもらっているか、どういう所に行けばいいか、そういう支援について

のお話をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○司会 ありがとうございました。では、活動について、筒井さん。青空会の活動についてお願いします。 

 

○筒井 Ａさんですが会に入ってからは硬い表情が変わって、皆さんと会うと笑顔も増え、自分で積極的にやれ

ることも増えました。昨日の夜のトラブルは、お母さんが疲れていると言ったので、任されたはずなのに、そこ

でお母さんがいろいろ言うから、自尊心が傷つけられてしまった。「じゃあ、もうやらない」と言うのと同じで

はないでしょうか？ 

ある意味でかかわりの経験の量、場が足りないとそこを乗り越えるという体験が少ない、トラブルになる、爆

発するということがあると思います。 

 Ａさんの場合は、現在は本当に変わりつつあって、お友達と旅行に出掛けたり、青空会の話もしますが、1 カ

月に 1回定期的にいろいろな行事をやっていますが、非常に積極的に参加して、自分の意見もきちんと言うよう

に変わりました。だから、もう少し安心して任せてもらう。そうするともっと違うと思います。もし失敗したら、

なぜ失敗したのかな、もし、成功した時には褒めてあげる。やはり自分の存在が認められ、お母さんが疲れてい

るときにお手伝いして喜んでもらおうと思ったのに、それが途中で壊されてしまった。だから、もうやりたくな

い。自分は任せて貰えなかった、結局できないという体験になってしまったのかなと先ほどお話を伺ってて思い

ました。どんなに大きくなっても褒められたり、感謝される体験をたくさん持っている人はやはり違いますね。

反対に、どうしてもできない、失敗することが多く、怒られたり認められない体験になるので、小さい時から「あ

なたがいてくれて、作ってくれてありがとう」という体験をたくさん積み重ねてもらうと、違うかなと思ってい

ます。 

 青空会を 2002 年に家族会を立ち上げました。当初は、第 4 土曜日の午前中に親御さんが中心に集まって話し

合いをしていました。親だけ集まると、どうしても愚痴になり、困ったとか、悩みが多くて眠れないとかイライ

ラするとかそういう話になりがちなので、そうではなくて、もっと積極的に前に歩めるようにやりましょうとい

うことになりました。 

 親御さんにプロの調理師をされていた方が居られたので、「1 か月に 1 回教えましょう」と言って頂けました。

朝、昼、夜と必ず 3食は食べる。食べるということは死ぬまで続く訳ですから、調理を通してみんなでコミュニ

ケーションを図ろうという計画を作りました。毎月 1回、とにかくプロが教えてくれるお料理ですからおいしい
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に決まっています。そこでいろいろ調理してみんなで食べる。初めの頃は調理室に入ると、部屋に立ったまま、

私が行くまで直立不動に近い状態で待っている。「その状態でどうしたの？」、「机を並べるとか椅子を出すとか、

どうしてできないの？」から始まりました。それが 2 回目、3 回目となると、机を出して材料を並べ、現在はメ

ニューもみんなで決めて、材料も分担して購入してくる様になりました。 

 今度は 24 日のクリスマスイブです。クリスマス料理を作ろうとみんなで意見を出して、今年もやります。そ

れもお互いにグループ毎に分かれて、若鶏のソテーを作るグループ、サラダを作るグループ、スープを作るグル

ープと、自分でやりたいグループを選択する。そしてお互いに同時進行でやるのです。終わった人は手伝う。そ

れが自然にできるようになってきているという状況です。 

 例会には、この分科会に参加されている田中さんにもサポーターで来ていただいたり、現在四人の方にサポー

トして頂いております。森さんもそのうちの 1人です。情報文化センターの森さんには非常にお世話になり、そ

の間に精神保健福祉士や心理士の資格も取られたりしました。やはり専門援助をするためには、資格が必要です

ね。10年間でサポーターの方も成長しましたし、本人はもちろん、親御さんたちも元気をもらっています。本人

が元気で笑顔が増えると、積極的になり、自分から台所に立って家族のために料理を作るとか、すると家族にも

喜ばれる。その感謝される気持が効果として出てきており、これからは就労に向けた支援を少しずつ始めようか

なと思っています。家族数としてはすごく少ないのですが、1 カ月 1 回だけの支援でもだいぶ違います。お互い

に支え合いながら、いまは自助グループの仕上げを狙っています。私もどんどん年を取ってきていますから、彼

らだけで計画を全部作って、ハイキングに行き、来年 1月は初詣に行く。そのようにみんなで話し合って計画を

作ってやれるようにはなってきています。まだ完全に手放し状態ではないのですが、自助、共助グループになれ

たらいいなぁと思っています。しかし、まだ薬から離れられないメンバーが多いです。薬も飲みながら、そうい

う健康な人と付き合う、また新しい情報をいろいろ交換しながら、情報文化センターのグループなどに参加して

もらえたらと思っています。 

サポーターの専門性を活用しながら協力してやっていくと、病んでいても少しずつ健康を取り戻していく、と

いう実績が出てきているかなと思っています。今後も少しずつでも支援は本当に必要だと感じています。家族問

題も必ず解決方法が見いだせる、作れると思っています。できるだけ皆さんで知恵を出しながら、やれたらいい

なと思っています。 

 

○司会 大事なテーマです。何か具体的な支援の例はありますか。 

 

□会場からの意見 

 

○野澤 補足です。キュードというのは学校にいたとき、特に幼児部、小学部ぐらいの間までの発語訓練のため

に補助的に使うものです。中学部以降はなくなるのがほとんどです。大人のろう協では、キュードというのは重

く見ておりません。学校の口話教育の補助的手段がキュードです。それぞれの学校よって特徴があるのはやむを

得ないことです。会場の方がおっしゃったように、学校同士キュードの方法が違う者同士が伝わらないというこ

とが問題です。早い時点で手話を広めることが大事だと思います。いまの考え方はキュードという考え方なので

しょうね。 

 

○司会 それでは、時間になりました。もっといろいろ聞きたかったのだろうと思いますが、最後に講師のお二

人から、今日の議論のポイントと今後の課題について、簡単に短くまとめてお話をお願いいたします。 
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○野澤 正直言いまして、家族関係というのは非常に重い問題です。先ほども言いましたように、聴覚障害者精

神保健研究に関して 20 年以上かかわっておりますが、家族問題に絞って議論をしたのは初めてです。精神だけ

に絞ったことはありますが、なぜなかったのかと言われると、逃げていたと言われるとそれもあるかと思います

が、家族問題というのは非常に重いです。親だけではなく兄弟、親が亡くなったあとの兄弟とのかかわりなど、

手を出しすぎることも、かなりエネルギーが必要な問題です。これから精神的な問題を話し合うとき、家族の問

題もきちんと問題の中心に置く必要があると思います。21回精神保健研修が 8月に行われる予定です。そこに問

題を提起して話しできるかどうか、皆さんと話し合いたいと思います。 

 

○筒井 今日はいろいろな立場の違う方々にご参加いただきまして、非常に私も勉強になりました。 

結論的に申し上げると、出会った聞こえない人と自分との間で必ず理解できる、通じるコミュニケーション方

法をしっかり取る。きちんとお互いにわかるということを繰り返ししていただけたらと思っています。そこの場

で伝わること、言ったことがお互いに通じる。家族の中でコミュニケーションがきちんと通じる、ということの

積重ねが非常に大事だと思います。だから、書いてもいいし、身振りでも空文字でもいいし、絵でもいいし、手

話が難しかったら、とにかく丁寧に伝える。 

 聞こえない人が家族の中にいて、いちばん寂しいと感じるのが雑談です。いろいろな雑談が家族の間で交わさ

れる。中身が全然つかめない。「あとで」と言われて、あとでは要約して簡単にしか伝えて貰えない。あんなに

ずっとしゃべっていたのに、私にだけはこれしか伝わらない。やはり、その中身の経過、誰が何を話したという

経過も少し聞きたい。そういうことを不満に思っている人が多いので、お互いにストレスを溜めない。聞こえる

家族も聞こえない人もストレスを溜めないようなコミュニケーション方法を、今日からしっかりとやってほしい

と思っています。今日はいろいろとありがとうございました。 

 

○司会 ありがとうございました。今日は 1時間半でしたが、皆様と議論できて、次回、また議論できればとい

う場を夢見て終わりの言葉に代えたいと思います。ありがとうございました。 
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【ミニレクチャー】 

 

精神保健福祉の動向 

                             

社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事 大塚淳子 

 

 これから 1時間ほど時間をいただいておりますので、お付き合いをいただきたいと思いますが、私に与えられ

ているテーマは、「精神保健福祉の動向」ということになっております。このような機会に、こういうお話をさ

せていただくことをとても嬉しく思うと同時に、お昼のあとのちょうど眠たい時間なので、歴史や制度の話にな

りますと、ほとんどの方がお昼寝タイムに入ってしまうかしらと思っているところですが、私自身、話しながら

眠らないようにしたいと思っておりますので、どうぞ皆様も目をこすり、耳をこすりしてお付き合いいただけれ

ばと思います。 

 パワーポイントが少し見づらいかもしれませんが、お手元にも印刷物があると思いますし、今日の資料はほと

んどが厚生労働省のホームページから取ってきている直近の政策動向に関する資料ですので、後ほど各自で点検

していただくこともできると思いますから、お話を中心に聞いていただければと思います。 

 それでは早速ですが、私の売りでございます「早口」を、既に戒められましたので、十分気を付けて話をする

ように努めたいと思います。「精神保健医療福祉の動向」についてです。今日ご参加の皆さんは、名簿を見せて

いただきましたら、病院に所属されている方はほとんどいらっしゃいませんでした。地域の相談窓口にいらっし

ゃる方が多いと思いますので、日ごろはあまり馴染みのない世界の話だったり、馴染みのない現場の話が多く出

てくるかもしれませんが、いま日本での精神保健医療福祉について、こんなことが改革として動いていますとい

うことを、是非知っていただければと思う次第です。 

 いま大きな改革が進んでいます。その改革を進める背景に、ポイントが 3点ほどございます。一つは、障害者

権利条約の批准に向けた障害者制度改革の影響を受けたものです。もう一つは、「今後の精神保健医療福祉のあ

り方に関する検討会」というのが 2009 年にまとめた報告書の内容を受けたものです。もう一つは、これから進

もうとしている医療制度改革、医療計画等の見直しに関連するものです。この 3点を大きな背景として、今さま

ざまな改革が進んでいるところです。 

 いま日本の精神保健福祉施策の基礎となっているものは、2004年 9月に出た「精神保健福祉施策の改革ビジョ

ン」というものです。ここでは 2004年 10月以降の 10年間をかけて、改革を進めていく方向性が決まりました。

その方向性は「入院医療中心から地域生活中心へ」という流れ、これはどこでも言われていることですが、施設

から在宅へ、入所や入院から地域へということを推し進めようとしたものです。進めるためには 3点の強化ポイ

ントがありまして、一つが「普及啓発」、一つが「精神医療の改革」、もう一つが「地域生活支援の強化」の 3本

柱でした。この三つの柱に基づいて体制を整備していくことに伴って、10年間でおよそ 7万人の社会的入院と言

われる人たちに退院していただこう、そういうことを進めようという政策になっています。 

 いま説明したのは、2004年 9月の話です。この直後に障害保健福祉のグランドデザインというものが出て、2005

年 10 月、皆さんも記憶に新しい「障害者自立支援法」が成立を見ました。障害者自立支援法が求められた背景

も、復習になりますので省いてもいいのかもしれませんが、精神障害者の観点から言わせていただきますと、こ

の自立支援法が求められた背景に大きなポイントがあり、一つは障害種別によるサービス格差、中でも精神障害

がいちばん遅れていました。それから地域、市町村を中心にした全国の地域でのサービス格差が非常に激しい。

そして、特に障害者については、就労意欲があるにもかかわらず、働くことが難しい現状があったという、この

大きな三つのことを改善するために、障害者自立支援法が賛否両論うず巻いた中で 2005年 10月に成立を見まし
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た。そして、2006年 4月から施行されました。 

 そこで何が目指されたかと言うと、障害施策の市町村の一元化、それから支給決定の仕組みの明確化等々でし

た。次のパワーポイントにありますように、「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」ということだったの

です。特に、重度障害者が地域で暮らせること、そして身近な地域で暮らせる体制、インフォーマル、フォーマ

ルを含めたサービス資源の供給を、連携を基に作っていこうというものだったわけです。 

 さて、目を世界に向けますと、2006年 4月、日本では障害者自立支援法が始まったその 2006年の 12月に、皆

さんもご存じのように「国連障害者の権利条約」が採択されました。念願というか、悲願の採択があったわけで

すが、発効したのは、これが効力を持ったのが 2008年 5月 3日からです。日本は 2007 年 9月、覚えていらっし

ゃるでしょうか、政局がゴタゴタしている中での署名でした。しかし、署名したものの、ようやくいま日本は批

准に向けて国内法の整備をしているという段階にまだあります。このときの署名式のスピーチを抜粋しています

けれども、赤字で書いている所ですね。 

 この権利条約の基本原則に掲げられていることは、実現するためには大きなパラダイムシフト、パラダイムの

転換、考え方の転換を伴うと言われ、これが実現するということは、いわゆるソーシャル・インクルージョン、

誰もが疎外されない共生社会、つまり包摂的な社会を作っていくのだということが唱えられたわけです。このあ

と少し割愛させていただきます。 

 自立支援法が始まったその年の暮れに、国連の障害者権利条約が採択されましたが、また日本に戻ってきます

と、日本は政権が交代ということになっており、2009 年 12 月、当時の鳩山総理のときに「障害者制度改革推進

本部」というのができました。この障害者権利条約の批准に向けて、日本ではさまざまな障害者に関する法律、

法制度が、必ずしも権利を擁護しているとは言えない、権利条約に照らすと違法なことがたくさんあるというこ

とで、整備をする、整合性を図るという改革が進められることになったわけです。 

 年が明けて、2010年 1月から「障害者制度改革推進会議」というのが行われているわけです。この辺は、皆さ

んもうご承知のことだと思います。そのときの写真です。この方も今や与党ではなくなってしまいましたが、オ

レンジ色の服を着ているのは福島瑞穂議員ですが、当時の担当大臣ということでした。この会議についてもご承

知だと思いますが、構成員 24 名のうち、14 名という過半数を超える人が障害当事者及び家族で構成されたとい

う、日本においては大変画期的な仕組みだったわけです。 

 そんな中で年度が変わり、2010年 4月から、さらに「総合福祉部会」が開催されて、構成員の方々はかなりタ

イトなスケジュールで議論を重ねてきています。ここには通訳の方がたくさんいらっしゃると思いますが、ご覧

になってわかるように、55名もの構成員で議論がされるという、これも前代未聞の、テーブルがとぐろを巻いた

三重の円の会議風景なんて見たことがありませんが、そんな会議がずっと行われてきています。ここで議論され

ているのは、政権が変わって、障害者自立支援法が廃止になることが決まって、そのあとの新しい法律、総合福

祉法と言われているものについて議論がされているわけです。その精力的な議論の結果、2011年 8月 30日に 55

名のメンバーが、この新しい総合福祉法の骨格提言というのを公表しています。どうぞ一度お読みになってくだ

さい。私が持参しているのは JD（日本障害者協議会）から出された冊子ですが、現実的には実現できるかな？と

思う難しさもありますが、非常にいいことがたくさん提言されております。 

 さて、前振りがちょっと長くなっていますが、そういう国内、国外の情勢の中で、大きなうねりの中で、精神

保健医療福祉についても、いろいろな検討課題があるという状況です。最初にお話した 2004 年 9 月に出た改革

ビジョンは 10 年間の計画でしたけれども、前半の 5 年間を終えたところで、そのビジョンが出たあとに障害者

自立支援法ができたことや、それにしても相変わらず精神障害についての施策はなかなか進まないということも

あり、後半の 5年間の重点施策を検討しましょうということで、検討会が行われました。その結果、とりまとめ

られたのが、ここにありますように「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」という報告書になって、2009
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年 9月に出ました。ビジョンのときは 3本柱という話をしましたが、今回は 4本の柱で、さらに改革を進めてい

こうということになったわけです。 

 普及啓発は変わらないままですが、普及啓発の対象者をより重点的に設定して行うということ。それから地域

生活支援体制についても、ますます強化をしましょうということはあまり変わりません。精神医療のところが少

し分かれて、「精神保健医療体系の再構築」ということと、「精神医療の質の向上」という二つに分かれて、共生

社会を実現していくという方向に報告書はまとめられました。 

 この中で、従来は社会的入院、本来なら退院できる人、病状の観点からすればもう入院してなくてもいい人。

受け皿が整っていない、地域が受け入れてくれない、身寄りがいない、支援体制が弱い等々のことがあって入院

を継続している人たちが、退院するという目標値が 7万人と掲げられていましたが、今回はそれを疾病ごとに分

けましょうということになり、統合失調症の方は平成 26年度までに 15万人までに減少させましょう、認知症の

患者さんについては、今年までにその目標値を決めましょうということになっていたわけです。また少し割愛し

ます。 

 いま言ったような検討会の報告書、障害者制度改革の流れ等々を受けて、さまざまな検討会が厚生労働省で動

いてきていましたが、その検討会の中間的なとりまとめというものが、この 10 月に出されました。ここにおお

むね今後の方向性が見て取れる、という内容になっています。まず 1点目としては、ビジョンのときから今回の

中間の検討報告書でも出されたように、「入院医療中心から地域生活中心へ」ということは変わらず、これを推

し進めましょうということが大前提です。 

 その次に、障害者制度改革の推進のために、その先には権利条約の批准ということがあるわけですが、そこに

向けて精神保健福祉領域の課題が閣議決定されたことが三つありました。そして、このことに関して厚生労働省

は、いついつまでにその課題を検討します、対応しますということを、閣議決定を受けて約束したことがあるの

です。 

 この 3 点は何かと言うと、1 点は、権利条約に照らすと大変問題の大きい精神科医療における強制入院制度、

皆さんはご存じでしょうか。精神障害に関しては入院制度が三つありまして、ご本人の意思によらない入院制度

が二つあります。「医療保護入院制度」と「措置入院制度」というものです。この強制入院制度、それとそこに

大きく関連する、家族が非常に大きな負担を強いられてきた「保護者制度」というものを見直し、これについて

は平成 24 年内をめどに結論を得ることになっています。そして、先ほどから述べている「社会的入院」という

ものを解消し、先進諸外国に比べると、入院患者さんが非常に多く、長期入院が続いている日本の状況を改善す

るために、さまざまな地域支援体制を新しい法律の提案と整合性を図りつつ、今年のうちに結論を得るという約

束。最後の約束がたぶんいちばん難しいだろうと思いますが、精神科医療現場における医師や看護師等の人員体

制の充実、これの見直しを平成 24年内に結論を得る。この 3点の約束をしたのです。 

 「前向きに検討します」というのはお役所言葉だとよく言われますが、前向きにではなく、いついつまでにと

いうことをきちんと盛り込みましたので、それなりにこの検討が進んでいます。その検討のために、昨年 5月か

ら厚生労働省の中に、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」というのが立ち上がっていて、

順次検討が行われています。この検討も、ラウンドごとになっているのですね。第 1 ラウンド、第 2 ラウンド、

第 3ラウンドのようにラウンドごとにテーマが設定されております。 

 それからいちばん新しいところで、皆さんは現場で右往左往されているかもしれませんが、平成 22年 12月に。

正式名称言える人はいらっしゃるでしょうか、いわゆるつなぎ法と言ったり、整備法と言ったりしますが、正式

名称を一度言ってみると、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま

での間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」。これが成立して、いわゆ

る障害者自立支援法の改正と言われるものですね、これが行われました。そのときに一緒にいくつかの関係する
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法律が変わっていますが、その中で精神保健福祉法の改正も一部あり、そこでは「精神科救急医療体制の整備」

ということが努力義務として都道府県に課せられることになりました。 

 さらに、後ほどもう少し詳しく説明したいと思いますが、日本の医療というのは、都道府県ごとに医療計画と

いうのを作って進められています。ここ数年、大きく話題になっているのは産婦人科、それから小児科ですね。

今回、災害の医療のことも随分話題になりましたけれども、このようなことはだいぶ世論に押されて進んできて

いるかと思いますが、医療計画の中で「4 疾病 5 事業」というものがあります。4 疾病とは、がん、脳卒中、糖

尿病、心臓疾患です。5事業とは、いま言った周産期、小児、救急、災害、へき地の五つです。 

 4 疾病 5 事業については、各都道府県が計画的に整備をしなければいけないことになっています。実は、ここ

に重要な精神疾患が漏れていたわけですが、今回これが入ることになりました。入ることになったことは嬉しい

ことですが、入ることになった背景は、悲しいことに、多くの方が精神疾患でダメージを受けている、亡くなっ

ているということがあり、大きな病気だと認識されるようになったということがあるのです。 

 こういう約束、こういう検討課題があって、いくつもの改革が進んでいます。全部で 7つ、取組が行われてい

るわけです。さらに、大きなところで言うと、社会的入院の解消に向けた計画策定をすることが一つ。そのため

に地域の受け皿の整備をすることが、残りの六つになっているわけです。細かいところは、あとで資料をご確認

いただければと思います。 

 「新たな取組 1」です。ここは皆さんが日常的にはあまり関わりがないところかもしれませんが、日本は諸外

国に比べると、精神科の入院患者さんが大変多くいて、ずっと長いこと 30 万人を割らないわけですが、この中

のかなり多くの方が、必ずしも入院治療を必要としない人たちだと言われていますので、退院や地域移行を進め

ることが喫緊の課題になっているわけです。そのために目標値を設定して、各都道府県ごとで取組をするように、

ということになっています。 

 入院して 1年を超えると、帰りにくくなる、退院しにくくなる、これは統合失調症に限りません。高齢者、認

知症の問題も同じです。1年を超えると、大変な思いをしてケアを頑張っていたご家族は、言い方は悪いですが、

大変な方がいなくなってしまった環境に慣れてしまう。入院している方々も、戻ることに対するハードルが大変

高くなるということがあって、1 年というのは非常に大きな節目になっています。この 1 年未満の入院者の平均

退院率を高めましょうということと、今回新たに設定された目標値ですが、入院をずっと長く続けていくうちに、

入院期間が長くなってしまった、そして、さらに高齢化してしまったという人たちがいます。この方たちの人生

の最後を精神科病院で終えるのですかということも含めて、5 年以上、かつ 65 歳以上の方の退院者数について、

何とか努力してここを退院に結び付けましょうということが、目標値として設定されることになりました。 

 目標値を設定したことを実現しようと思ったら、高齢の方が、ただでさえ今は暮らしにくい社会になっている

中で、障害を持っている、精神科の疾患を持っている人たちが、暮らせるような住まいの整備であるとか、ホー

ムヘルパーさんの体制であるとか、そういうことを整えていかなければ、これは進まないだろうなとも思うとこ

ろです。その着眼点の説明については割愛します。 

 グラフを見ていただいてもわかるように、若い人たち、20 歳から 40 歳未満の方々の入院期間はどんどん減っ

てきています。40歳以上 65歳未満も着実に減ってきています。一方で、逆の傾斜を見せているのは 65歳以上で

すね。いま言ったように、65歳以上の人たちの退院支援をいかにしていくか、ということが課題になっています。 

 そして、このような方たちはどのような方たちかと言うと、5年以上も長くいて、65歳にもなってしまったと

いうことは、まず身寄りが非常に少なくなっているか、もしくはいないか、それから経済的にも大変厳しくなっ

ている等々。そして、戻ることのハードルは非常に高くなっているばかりか、あきらめている方たちもたくさん

いる。そうなると、退院支援を進めるには非常に手間暇がかかり、時間がかかります。そのための対策は、国で

はこれまで打ってきませんでした。病院の努力に任せていたところです。そのために、まだ診療報酬にはなりま
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せんが、補助金を付けてこういうことを進めていこうという策が打ち出されたわけです。細かい制度の話は割愛

します。 

 「新たな取組 2」です。いまは高齢者の話を一つ目としてしました。新たな取組の 2は、「アウトリーチ」とい

うことを展開しましょうということです。日本の福祉の用語というのはなかなかうまく日本語に転換ができない

ものもあるので、片仮名が増えるのですが、片仮名がたくさんあると、わかったような、わからないようなとい

う感じになりまして、これを、あえて漢字にしますと、「訪問型の支援」ということになります。アウトリーチ

というのは、外に出向いて行く、こちらから手を差し伸べていくといった意味合いで、皆さんがお住まいの所に、

サービスを届けに行くという発想です。 

 これは精神科医療に限らず、相談支援の現場も同じことだと思いますけれども、相談や医療の必要性がある

方々に、窓口まで来なさい、病院まで来なさいというのが従来のやり方ですね。ところが、なかなか出向けない

人たちもたくさんいらっしゃる。引きこもりと言われる人たちは、特にそういうところの象徴かもしれませんが、

サービスを提供する側が受け身で待っていて、来てもらって何らかの対応をするということでは応えられない人

たち、その人たちに対応するために、今このアウトリーチがいろいろな領域で盛んに言われているわけです。ア

ウトリーチを展開することに補助金が付いて、精神障害者の場合も同じことで進み始めました。メリット、デメ

リットがあります。 

 いま言ったように、迎えに行くという体制は、良く言えば迎えに行くことですけれども、下手をすると、土足

で上がり込むことになりますので、信頼関係がとても大事になってきます。また、出向いてくださらない方たち、

自ら来ることのできない人たちは、実はどういう人たちかというと、過去、不幸な医療との出合いの経験を持っ

ている人たちが非常に多くいます。「二度と行くもんか。あんな体験をしたからには、もう二度とあそこには行

くまい」と思って、引きこもっている方たちもたくさんおります。そういう意味からいっても、アウトリーチと

いうのは大変技術が必要になります。こんなことが取組として、いま進められているところです。 

 また、いままでも往診とか訪問ということはやっていた機関がたくさんあると思いますが、多くの所は自分の

所に通ってきている、自分の機関が契約している利用者の所へは出向くけれども、地域の中にどこともつながっ

ていない人のことは、誰も看ることができないという状況にありました。ここもしっかりフォローしていかなけ

ればいけないという体制が、今度生まれることになっています。全部、「なっています」という話で、実際にそ

うなるかどうかは、現場の我々にかかってくるところでもあるかと思います。説明部分は割愛します。 

 三つ目の取組は、先ほども言いました「精神科救急医療体制の構築」ということです。最近は聞かなくなりま

したが、コンビニ受診という言葉、それから救急車をタクシー代わりに使うとか、よくありましたけれども、救

急医療というのは難しい現状があるわけです。特に精神障害の場合、それから精神疾患と他の身体疾患を伴って

いる場合、救急医療の受入体制がとても不十分です。地域によっては受入がスムーズな所もあれば、地域によっ

ては全然なくて、かなり遠方まで送られるような場合もあるわけです。この部分を解決するために、24時間 365

日対応できる精神科の相談窓口や、救急情報センターの設置、また自分の病院で診ている患者さんについては、

診療時間を超えても何とか診られる体制を作ってもらえないかといったことを、いま検討、整備させようとして

いるところです。細かい説明は省きます。 

 新たな四つ目、「医療計画に記載すべき疾病への追加」ということです。先ほど言いました 4 疾病である、が

ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病というのは、大変多くの患者さんが国民の中にいて、亡くなる方もたくさん

いらっしゃるわけですね。実は見落とされていたのですが、精神疾患の患者数が、日本では 323万人を超えてい

るのです。ほかの 4疾病よりも、実はこの数のほうが多いのです。もちろん、統合失調症とか、うつ病などと分

けてしまえば別々になりますが、全部くくってしまうと、ほかの四つの病気よりも精神疾患のほうが人数として

は多いのです。この人数は、驚いたことに、小学校のクラスに 1 人ぐらいの割合です。国民 40 人に 1 人ぐらい
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の割合、とても普通の病気です。 

 そういうことで言うと、精神疾患にかかることによって働けなくなってしまう、長い間治療をしなければいけ

なくなってしまう等々、生活へのダメージ、ひいては仕事ができなくなって、日本の経済へのダメージ等々、大

きなダメージがあることがようやく認識されるようになり、今回この医療計画に 5 疾病目として入れることが決

まったわけです。このことが決まったことによって、これまで都道府県によっては精神科の医療について積極的

な都道府県もあれば、ほとんど意識をしていない所もあったかもしれませんが、必ずやこれを都道府県の計画の

中に入れなくてはならないことになったので、おそらくかなり進展をしていくのではなかろうかと思われます。 

 五つ目の取組です。先ほど社会的入院者の問題のことを話しましたが、今回 12 月に改正された障害者自立支

援法に伴って、入院中から、退院をしていく地域移行の支援、そのときには住まいの確保とか新しい生活の準備

も含まれます。それから地域移行をした人、つまり退院して地域生活をしている人を放ってしまうと、いままで

ずっと病院の中でたくさんのスタッフに囲まれて手厚いケアを受けていたのに、退院したら、突然、「あなた一

人で頑張りなさい」と放り出されると、やはりすぐ不安になったり、不安定になったりして、再入院をしてしま

う、病状が悪化してしまう、生活が難しくなってしまうということがあるので、この人たちに対する丁寧なフォ

ローの支援が必要なことから、地域定着支援という、この二つを合わせて「地域移行支援、地域定着支援」とい

っています。 

 この支援については、これまで各都道府県に補助金として、国が 2分の 1出すから都道府県でも 2分の 1出し

てこの事業に取り組みなさい、ということが今は行われています。そうなると、都道府県によってお金を付ける

か付けないかが違ったり、都道府県が付けたとしても、都道府県の中の市町村によって取組が違ったり、病院に

よって取組が違ったりという格差がたくさんあったわけです。今度ここを財源的に確保しようということになっ

て、個別給付化になります。 

 個別給付化になるのは、厚生労働省としては財源を確保するために仕組んだことですが、一方でこの制度の周

知がないと、病院は、またその患者さんを大事に、大事に病院の中に閉じ込めてしまう。出すところの支援がし

っかりしないと、個別給付が使われないということにもなってくるので、ここは相談支援事業所の方々の腕とい

いますか、病院と連携しながら、いかにそこをやっていくかということが大事になってくるわけです。 

 相談支援事業所に個別給付の報酬が入っていく、という仕組みです。そう聞くと、途端に相談支援事業所がに

わかに研修を打ったりして、お金がもらえるから頑張ってやるなどと言って取り組み始めている所もあって、退

院させればいいのかみたいな感じで始まっているところもあって、それも問題かなと思います。 

 同じ障害者自立支援法の改正に伴って、宿泊型自立訓練と就労継続支援など、日中活動のサービスやショート

ステイの事業等を多角的に組み合わせてやることが、規制緩和でできるようになります。この辺は地域の事業所

を運営している方々にとってみれば、体系移行が少し難しかったところの規制緩和につながっていくことになっ

ています。詳細の説明は省きたいと思います。 

 最後の取組ですが、「新たな取組 7」として、認知症の方々の問題が、いま大変大きな問題となっています。認

知症の問題は、別に精神保健福祉、精神科医療に限定して大きな問題になっているわけではなくて、ご存じのよ

うに国民の大きな問題になっているわけですね。高齢化ということが言われていて、長いこと日本は少子高齢化

と言われていましたが、とうとう少子高齢化を飛び越えて、人口減少社会に突入してしまいましたよね。世界の

人口が 70 億を突破したそうですが、日本の人口は初めて減ってきて、いま 25 歳ぐらいの方が 65 歳ぐらいにな

るころには、たぶん 8,000万人を切っているという状況になります。 

 そういう中で、高齢化に伴って認知症の問題は大変大きな問題になってきている。そして、認知症の方々を、

いまの介護保険制度の中でケアしていくところが非常に弱いがために、認知症の多くの方が精神科病院に入院し

ているということになっています。先ほどからお話しているように、精神科病院の中から統合失調症を中心にし
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た人たちは、随分たくさん退院できる時代になりました。そうすると、精神科病院のベットはたくさん空いてき

ます。空いてきたら、いままで六人部屋だった所のベットを二つ外へ出して、四人部屋にして広くすればいいじ

ゃないかと簡単に考えがちですが、経営している人はなかなかそうは考えないようで、ここのベットをどうやっ

て埋めようかという考え方をする人たちも、これは経営の論理の中でどうしても出てくる話で、ここに認知症の

方々が入ることによって、30万人という数が変わらないまま行ってしまうのではないか、というようなこともあ

るのです。 

 認知症であろうと、統合失調症であろうと、うつ病であろうと、いまや国民の四人に一人が何らかの精神疾患

にかかっているとすると、今日の割合で言うと、25 人から 30 人ぐらいいてもいいでしょうか、今回の大震災な

どで、うつになっている方もたくさんいらっしゃると思います。こういう方たちが入院しなくても、地域で適切

な医療を受けて過ごすことができるようにする体制を考えないといけないという中では、認知症の方々も病院に

入るという方向性ではなく、地域で暮らしていくことをどうやって支えていくかということが、いま精神科医療

の現場でも検討されています。 

 いままでずっと医療の話をしてきました。これも若干医療に関係しますが、もっと大きく言うと、今日の分科

会の一つにあった「家族」の問題です。閣議決定がされた検討課題の一つに、これはとても大きな問題ですが、

保護者に課せられた責務規定、つまり保護者に責任が求められる規定というのがたくさんあるわけですが、これ

についての検討が始まっています。 

 日本には、特に医療保護入院制度というのがあることが大きいわけですが、精神障害のある方たちが入院する

ときに、本人の同意によらない、「私は入院したくないよ、私、入院する必要がないよ」という方々が、お医者

さんが診察すると、「どうあっても今入院しないと、とても危ないんじゃないかな、健康を守れないんじゃない

かな、命を守ることが難しいんじゃないかな」ということで、どうしても入院が必要だという判断になる場合が

あります。実際には、医療的にだけではなく、環境的にご本人の病状や障害を受け止めきれない要因があって地

域生活の維持が難しくなっている場合も現実にはありますが、主には医療的な必要性を言われます。 

 このときご本人は、自分がつらいことはきっとわかっているけれども、中には混乱して一部がわからなくなっ

ていたり、つらいのだけれども精神科病院に入院はしたくないと思っていたり、入院してしまうと、きっと会社

を辞めなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかなとか、精神科病院に入院することを、友達に言えるような社会

状況じゃまだないよなあとか、いろいろなことを考えて入院したくないという抵抗をお持ちになる方もたくさん

いらっしゃるわけですね。こういう状況が変わって精神科医療を適切に使えるような環境に早くなるといいと思

うのですが、いずれにしても、今はそういう状況の中で、ご本人にその意思がなくて、でも、病状的にはどうし

てもその必要性があるときには、いま日本の制度では、保護者と言われる方が同意すれば、入院することができ

るようになっています。 

 この保護者になれる人というのは順番で決まっていて、例えば成年後見人、親族の中から家裁で選任を受けた

人などとなっているのですが、家族がおありになる方の場合は、家族が第一義的にそこを受ける場合が多いわけ

です。そうすると、非常に大変な思いをして一緒に暮らしてきて、ようやく病院に行ってくれたなあと思ったの

に、入院することになって、その入院がなかなかスムーズにいかなくて医療保護入院で入院せざるを得なくなっ

たときに、やっと入院できるかと思ったら、「お父さん、お母さん、入院に同意できますか」と言われて、お父

さん、お母さんがそこで入院の同意をしようとしたら、そこでご本人との関係が悪くなったりとかする場合があ

る。何とかそこをクリアして、保護者になってご本人が入院できたと思ったら、保護者になった途端にたくさん

の責任を、いま家族が背負わされることになっています。その責任の内容は、そこに書いてあるいくつもの内容

です。 

 この制度があるがために、家族関係が非常に悪くなってしまうとか、家族が重荷を引き受けて、家族が潰れて
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しまうというか、家族が病んでしまうということもあって、家族にかかっている負担を何とか軽くしよう、外そ

うということで、今回、権利条約の批准に向けた制度改革の中で、やっとこの検討が始まってきたわけです。検

討会の中では、多くの項目を存置しない、要するに、変えようということになっています。この制度ができたと

きと、社会環境が随分変わっていますが、保護者制度について指摘されている問題点はいま既に話したように四

つぐらいあるわけです。 

 時間がなくなってしまいますが、実はこの制度ができたときの話をすると、日本はかつて精神病者監護法とい

う、自宅の座敷牢に閉じ込めておいていいという、ものすごい古い時代の話ですけれども、そういう法律があり

ました。そのときに、そんな状況から何とか医療につなげるためにということで、保護者制度というのが作られ

ています。座敷牢ではなくて、きちんと医療に結び付けようということでこうした制度ができたのですが、そん

な 100年も昔の話と今は全然状況が違うので、見直しましょうということになっているわけですね。そういうこ

とも含めて、この見直しがかかる中で実際に削除する、「原則として存置しない」と書いてある項目がいくつか

ありますが、一つだけ、退院の請求に関して、これは家族が本人の権利を守るためにもある規定なので、これは

続けましょう。残りのものは見直しましょうという方向に検討会ではなったのです。そうすると、家族が責任を

取らないなら、誰が責任を取りますかということが論理的に出てきますよね。そうなったときに、介護保険と同

じように社会的にちゃんとそこを見ていきましょうということが、いま具体的な仕組みはまだ上がってきていま

せんが、検討が始まっている最中です。これは精神障害の家族をお持ちの家族にとっては、念願の改革なのです。

そういう意味で言うと、とても大きな改革がいま進もうとしているわけです。 

 その関連で、ここは資料を省きますが、先ほど説明をした措置入院とか、医療保護入院という強制入院の仕組

みがあります。この入院制度についても見直しをしましょうという検討が始まりましたが、なかなか抜本的に見

直すというところまでは行かず、これを見直すとなると、100 年ぶりの改正になるのですが、入院制度そのもの

の見直しではなくて、ここにあるように、この人たちが入院したあと、退院するときに、丁寧に丁寧に退院する

支援をしましょうという方向で今検討がされていて、大変な状況にあるからこそ、強制的な入院制度を使わざる

を得なかった人たちの退院支援を丁寧にやることによって、再発や悪化や、すぐまた繰り返して同じような入院

をしないようにしましょうということの行き着く先は、おそらくこういう入院制度の抜本的な見直しにつながっ

ていくのではないかなと思うところです。ちょっと細かいので、いまのところの説明はこのぐらいにしておきま

す。 

 この絵一部見えにくいですが、最近、厚生労働省の精神障害・保健課の人たちが、あちこちで使っている図で

す。よくこれだけ入れたなと思いますけれども、通称「曼陀羅の図」と言うそうです。まん中の黄色い帯の所が、

精神科病院とか精神科医療のことなんですね。これは一つずつ見ると全部ストーリーになっていて、精神科病院

にいる人たちがこういう状態のときにはこういうように支援が必要となるということが、非常に細かく見ていた

だくとそういうストーリーになっているようです。このストーリーが全部実現できるように、これから支援体制

を作っていきたいということで、いま厚生労働省の精神・障害保健課がかなり努力しているということです。 

 最後に、残っている課題は何かと言いますと、いまお話しした七つぐらいの取組が着々と進んでいっても、と

ても大きく残る課題。現状でいま残っている課題、そして検討に着手し始めたことも含めてですが、最後に申し

上げたこの入院制度、100年前にできた入院制度、これをどこまで見直せるかということが一つのポイントです。 

 皆さんのイメージもそうだろうと思いますが、自分が心を病んだときに、精神を病んだときに、人間ですから

誰でも病む可能性はありますよね、風邪をひいたのと同じように、体が健康を損なうのと同じように、人間の心

や精神というのは、藤田先生もおっしゃるのですが、病むわけですね。ずっと健康なときばかりではないわけで

す。 

 心が少し病気になったときに、安心してかかりたい、安心してかかれる病院が身近にあれば、偏見や差別がな



 

- 62 - 

くなっていき、大変な入院制度もなければ、安心して入院という制度を使うこともできると思うので、ここの改

革は進むといいなあと思っていることと、いちばん最後のこのポイントが、やはり、医療改革というのはいろい

ろなところに利害関係もあって、なかなか簡単には進まないということがあります。この精神科医療の問題は、

先進諸外国に比べると、本当に日本は遅れています。そういう意味で言いますと、日本の遅れている精神医療を

変えていくためには、マンパワーを手厚くしていかないといけません。いま日本の精神医療は、藤田先生がいち

ばん身をもって痛感していらっしゃると思いますけれども、精神科医療のマンパワーは、ほかの一般科、内科と

か外科とかに比べると、低くていいということになっているのです。少なくていいということになっているので

す。心の問題というのは、人でケアしていく治療科目だと思いますが、人が少なくていいということに国の制度

としてなっています。 

 このことを変えていかない限り、心が病んだときに安心して治療を受けるという体制がまだ持てていませんの

で、ここは大変大きな課題であると同時に、これを突破していくのは、渦中にいる人たちは大変な思いをしてい

くのだと思います。是非、世論を動かしていくことが大事で、日本でも安心してかかれる精神科医療、そして地

域で精神障害を持っている人たちも安心して暮らせる支援体制を作るということが非常に大事で、そのための制

度改革がたくさん進んでいるということを今日お伝えできればよかったかなと思う次第です。 

 時間内に終わりそうですので、最後に、もう二つほど最近の状況をお伝えして終わりたいと思います。障害者

基本法が改正されました。今回、精神障害者と言われる人たちの中に、ようやくと言っていいのかな、発達障害

の方たちが含まれることが決まりました。含まれることがいいことか、悪いことか、ちょっと微妙な論点もあり

ますけれども、発達障害をお持ちの方々のご家族にしてみれば、すき間に落っこちているとずっとおっしゃって

いたので、基本法にきちんと明記してください、はっきり書いてくださいという運動をされていましたが、精神

障害に含まれる形で発達障害が入ってくるようになりました。これが、一つはとてもよかったことです。 

 ただ、発達障害の方々が含まれたことによって、現場では少し混乱が起きています。発達障害の方々の中には、

いろいろなタイプの方というか、いろいろな状態の方がいらっしゃいます。かなり高学歴の方とか、お勤めがで

きるような方とか、部分的に発見しづらい方も含めて、障害のあり方というのが多種多様なのですが、年金の診

断書などに医者が記載しようとすると、そういう細かいバリエーションについては書きづらいことがあったりし

ます。そのために、障害年金の診断書様式が変更になりましたが、発達障害や知的障害の方、それから精神障害

の方も、最近はこの影響を受けているのです。身体障害の方と違って、発達障害や知的障害や精神障害の方々の

生活を支援するということについては、本当に多種多様であるので、このようなところの理解を支援者の方々や

ご家族の方々と合わせて深めていって、いろいろな運動に展開していかなければいけないということが 1点あり

ます。 

 最後ですが、日本において精神保健福祉のことを語るときに、最近どうしても欠かせないのが、悲しいことで

すが、自殺対策の問題です。ご存じと思いますが、3月が自殺対策強化月間です。日本は 13年を超えて、連続 3

万人の方が自ら命を落とすという状況になっています。自殺というのは、生きたいからこそ、生き続けたいから

こそ、追い込まれて死を選択しているということが、最近、取組できちんと認識されるようになり、これは社会

的にケアが必要だと言われています。3万人という数は、1日 90人という数です。20分で 1人という数です。私

が講演させていただいているこの時間に、三人亡くなっているという数です。3 万人と聞くとマヒしてしまうの

ですが、去年の 3万人と今年の 3万人は、違う命で、数が減ればいいということではないのです。 

 そういう中で、精神疾患を抱えている人が、どうしてもここにたどり着きやすいということが多くあります。

ですから、少しでも心病んだとき、いつもの自分と違う健康状態になったときに、気軽に相談できる体制という

のが国民的に大事なのです。2 週間以上何の理由もなく眠れなかったら疑ってくださいというのが、うつに関し

ていま国の指標になっていますね。恋患いをしても、受験勉強が大変でも、夫婦喧嘩をしていても、おそらく理



 

- 63 - 

由なく 2 週間眠れないという状況ではないと思うんですね、3 日もすればたぶん直るんだろうと思いますが(笑

い)。2週間眠れなかったら心療内科に、ということが言われています。 

 これは統合失調症だとか、認知症だということの前に、私たち 1人ひとりが健康に生きていけるかどうかとい

うことでもありますので、この日本にあって、大震災とかいろいろなことがありますが、隣の人と手を取り合っ

て、是非、心健康に、心豊かに生きていくことができる社会になるといいなあと思って、そんなことに関連する、

やや難しくて眠くなる話ではあったかもしれませんが、これで講演を終えさせていただきたいと思います。あり

がとうございました。 

 

2011年12月11日
社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
聴覚障害者の精神保健福祉相談支援研究事業

聴覚障害者の精神保健福祉を考える講演とシンポジウム

精神保健医療福祉の動向

精神保健福祉士

大塚 淳子

改革を進める大きな背景３点
○障害者権利条約批准に向けた障害者制度改革の影響
○ 「今後の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告
○医療制度のあり方に関する見直し
※資料出典：厚生労働省障害保健福祉部、内閣府等（一部加工あり）

 

「こころのバリアフリー宣言」の普及
等を通じて精神疾患や精神障害者
に対する国民の理解を深める

相談支援、就労支援等の施設
機能の強化やサービスの充実
を通じ市町村を中心に地域で安
心して暮らせる体制を整備する

救急、リハビリ、重度などの機能
分化を進めできるだけ早期に退
院を実現できる体制を整備する

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める

・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う

国民の理解の深化

地域生活支援の強化精神医療の改革

基盤強化の推進等

※上記により、今後１０年間で、受入条件が整えば退院可能な者約７万人について、解消を図る。

精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み

「入院医療中心から地域生活中心へ」という
精神保健福祉施策の基本的方策の実現

 

障害のある人が普通に暮らせる地域づくり

地域社会

入所施設（通所機能つき）

居宅介護サービスを提
供する各事業所および
地域活動支援センター
等

グループホーム等

自宅・アパート

訪問介護等

通 所

一般企業等

就 労

通 所

通 所

地域生活

できるだけ身近な地域に
サービス拠点作り

訪看
ＳＴ

・地域生活を支える短期の入院
・在宅医療
・外来医療

地域医療

を担う精神科
病院

診
療
所

社会福祉協議会等

通・入院

訪問・往診等

ボランティア活動

重度の障害者が地域で
暮らせる体制作り

地域の社会資源（公私）を
活用し、共に支えあう連携を

権利擁護相談等

相談支援事業所

ケアマネジメント
等相談支援

 

国連障害者の権利条約
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

障害者の権利条約は、障害のあるすべての人による、すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な
享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的
とするもので、2006年12月13日の第61回国連総会において選択議定書とともに採択された。

同条約は、今世紀はじめて採択された、国連における第7番目の人権に関する条約である。全世界で6億5
千万人を超える障害者の人権の確立とその生活の質の改善にきわめて大きな影響を与える可能性があ
る。障害者当事者および支援団体、市民社会のメンバーが、最初の条約草案を起草した作業部会から特
別委員会での最終段階の議論に至るまで、条約策定の全過程に積極的に参加し、その取りまとめに大きく
寄与したことは、他の人権条約と比べての、この条約の一大特徴であり、国連史上特筆に価する。

2007年3月30日同条約は、ニューヨーク国連本部において署名に開放されたが、同日中に81カ国と欧州
共同体（EC）が条約に署名し、44カ国が選択議定書にも署名をした。ジャマイカは同時に批准も行い、最初
の批准国となった。

日本政府は、２００７年9月28日（日本時間29日）に条約に署名した。

2008年4月3日、エクアドルが批准し、批准国20カ国に達した。これにより30日後の5月3日、障害者の権
利条約は発効した。2009年末現在の批准国は７７カ国である。

障害者の権利条約は、(a) 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択を行う自由を含む。）及び人の自立の尊
重、(b) 非差別、(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン、(d) 差異の尊重、並びに人間
の多様性及び人間性の一部としての障害のある人の受容、(e) 機会の平等、(f) アクセシビリティ、(g) 男女
の平等、(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティ
ティを保持する権利の尊重を一般原則とする。

 

署名式スピーチ： (2007年3月３０日）
国際障害同盟（IDA）、国際障害コーカス （IDC）代表
ギディオン・カイノ・マンデシ氏による祝辞(抜粋）

本条約の基本原則－尊厳、非差別、完全参加、尊重、平等
およびアクセシビリティ－は、すべての障害者は社会の中で
他の人々と同じ権利および機会を保障されなければならない
という考え方を強固にするものですが、これには障害に対す
る人権を基本としたアプローチへのきわめて重大なパラダイ
ムシフトを伴います。
本条約には世界全体でおよそ６億５千万人の障害者が大き
な期待を寄せています。
それは、教育、雇用、その他の生活分野における差別のない
社会、すべての人が自由にアクセスすることができる情報と
物理的空間、意思決定支援が後見制度に取って代わる、法
の前における平等な承認、年齢、性別、居住地、障害の種
類、或いは障害が「見える」か「見えない」か、また障害が容易
に発見することができないことなどによらない、コミュニティに
おける完全なインクルージョンへの期待です。

 

障害者制度改革の基本的考え方
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）（素案）第12回推進会議資料より

１．「権利の主体」たる社会の一員

すべての障害者を、福祉・医療等を中心とした「施策の客体」に限定することなく、「権利の主体」たる
社会の一員としてその責任を分担し、自らの判断の下で、社会のあらゆる分野の活動に参加、参画する
主体としてとらえる。

２．「自己選択・自己決定」の尊重

障害者に関する施策を講ずるに当たっては、障害者の自主性が十分に尊重され、障害者が自らの
決定・選択に基づき、地域において自立した生活を営むことができるよう権利を保障し、その実現として
の支援費制度の構築を目指すものとする。

３．「差別」のない社会づくり

何人も障害を理由とする差別を受けない権利を有することを確認するとともに、その新貝から救済を
受ける法制度を構築し、差別のない社会づくりを目指すものとする。なお、差別には、合理的配慮が提供
されない場合も含むものとする。

４．「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、さまざまな社会環境との相互作用によって
も小ずるものであることを踏まえ、障害の捉え方や障害者の範囲を見直すとともに、障害者が日常生活
及び社会生活のあらゆる分野の活動への容易な参加を可能とするため、公共的施設、輸送機関、情報
通信等の社会環境の改善を図る。

５．「共生社会」の実現

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ頚アック的に推進し、もって障害
者の福祉増進と人権の確保を図ることにより、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊
重し支えあう共生社会の実現を図る。
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【新たな推進体制の下での検討事項の例】
・障害者権利条約の実施状況の監視等を行う機関（モニタリング機関）
・障害を理由とする差別等を禁止に制度
・教育 ・雇用 ・障害福祉サービス 等

 

 

障がい者制度改革推進会議

ウオッチング障がい者制度改革推進会議（日本障害者協議会情報通信委員会編集）から
第2回（テーマは障害者基本法に関する議論）傍聴録

○基本的性格、理念＝既存の障害者基本法を修正ではなく新しい法つくる。
名前も「権利法」などに。発想を変え、国の義務と障害者の権利を明確にするが共通意見。

○障害の定義＝「もれない」「谷間つくらない」「より包括的に」。
「目的」と「障害」の関係は今後つめる必要がある。

○差別の定義＝３類型（「直接差別」「間接差別」「合理的配慮を行わないこと」）の方向は強い。
さまざまな人権侵害の実態と定義。救済とからめながら、基本法と実定法の整理を。
欠格条項は「官製の差別規定」、いちはやく解消しなければいけない。

○基本的人権＝自立、自己決定、参加・参画、インクルーシブ、尊厳、コミュニケーション、アク
セシビリティなど深めていきたい。スマートな法律でなく実質的なものを求める。

○モニタリング＝パリ原則（人権機関設置のためのガイドライン）に学ぶ。実態調査必要。
○その他＝国際協力の条文新設、全体通じてのインクルージョンの強調、ポスト自立支援法に
関する検討を急いでほしい。

２４名の委員の過半数１４名を当事者および家族で構成し、当
事者が政府の政策立案に直接携わる画期的仕組みである。

改革のベースは、障害のある人が普通に暮らせない社会環境
の中で、社会が「障害」を生んでいる、という概念の障害者権
利条約の批准と、障害者基本法の改正。障害支援の理念の
大きな転換の礎となるか。

【検討すべき論点叩き台案から】
項目：精神医療―細目：地域移行

●現行法の問題点●医療サービスの地域化と24時間緊急対応を含む地域生活支援について
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障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の開催について

（平成２２年４月１ ２日障がい者制度改革推進会議決定）
障がい者制度改革推進会議の開催について（平成２１年１２月１５日障がい者制度改革推

進本部長決定）第５項に基づき、障害者に係る総合的な福祉法制の制定に向けた検討（障
害者自立支援法をめぐる論点に関する検討を含む。）を効果的に行うため、障がい者制度
改革推進会議総合福祉部会（以下「部会」という。）を開催する。

（部会の庶務は厚生労働省、社会援護局障害保健福祉部）

総合福祉部会

第２回 2010年５月18日
テーマ：障がい者総合福祉法（仮称）制定 までの間において当面必要な対策について

構成員は
55名も！

3重の円
でテーブ
ル設定！

会議に
関する
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
を実
現！

 

 

地域生活支援体制の強化 普及啓発の重点的実施

精神医療の質の向上 地
域
を
拠
点
と
す
る
共
生
社
会
の
実
現

「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」概要

● 「改革ビジョン」 の「入院医療中心から地域生活中心へ」
という基本理念の推進

● 精神疾患にかかった場合でも
・質の高い医療
・症状・希望等に応じた、適切な医療・福祉サービス
を受け、地域で安心して自立した生活を継続できる社会

● 精神保健医療福祉の改革を更に加速

精神保健医療体系の再構築

患者が早期に支援を受けら
れ、精神障害者が地域の住民と
して暮らしていけるような、精神
障害に関する正しい理解の推進

地域生活を支える障害福祉
サービス、ケアマネジメント、救
急・在宅医療等の充実、住まい
の場の確保

地域医療の拡充、入院医療の
急性期への重点化など医療体制
の再編・拡充

薬物療法、心理社会的療法な
ど、個々の患者に提供される医
療の質の向上

◎ 精神疾患による、生活の質の低下や社会経
済的損失は甚大。

◎ 精神障害者の地域生活を支える医療・福祉等
の支援体制が不十分。

◎ 依然として多くの統合失調症による長期入院
患者が存在。これは、入院医療中心の施策の
結果であることを、行政を含め関係者が反省。

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（平成１６年９月から概ね１０年間）の中間点において、
後期５か年の重点施策群の策定に向け、有識者による検討をとりまとめ 【平成２１年９月】

人員の充実等による医療の質の向上

目標値

統合失調症入
院患者数を15万
人に減少<H26>

入院患者の退
院率等に関する
目標を継続し、
精神病床約7万

床の減少を促
進。

～「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告書 （座長：樋口輝彦 国立精神・神経センター）～

施策推進へ
の精神障害者・
家族の参画
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５ 目標値の設定
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１年以上群の退院率

目標値
２４％

目標値
２９％

Ⅱ 改革ビジョンにおける目標値 （Ｈ１６より継続）

※目標の達成等に向けて、更に以下を推進
個々の医療機関による病床減少・医療の質の向上の取組を直接に支援し促す方策を具体化
個々の事業（予算事業等）単位で施策の実施状況に関する目標を設定

（例：認知症疾患医療センター、精神科訪問看護の整備 等）
普及啓発施策に関する目標に関しても別途設定

◆ 各都道府県の平均残存率（1年未満群）
24％以下

◆ 各都道府県の退院率（1年以上群）
29％以上

精神病床入院患者の

（％）

これらの目標により、精神病床35.1万床（H19.10）
について、約7万床相当の減少が促進される

＜目標値に基づく各都道府県の基準病床数の合計＞
平成21年現在：31.3万床 平成27年（試算）：28.2万床
※現在の病床数との差：6.9万床

● 統合失調症による入院患者数： 約15万人
（平成17年患者調査時点：19.6万人）

● 認知症に関する目標値：
平成23年度までに具体化

Ⅰ新たな目標値
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【シンポジウム】 

 

聴覚障害と精神障害を併せ持つ方が地域で暮らしつづけるために 

 

 

○大塚 コーディネーターを務めます大塚です。よろしくお願いいたします。今ほど自分の役割が終わったとこ

ろで、今度は切り替えてコーディネーターの役割になりますが、実は今日のシンポジウムの打合せを、直接顔を

合わせ行うことができませんでした。前に座っている方々はそれぞれ長い付き合いを持つメンバーですので、お

互いの信頼関係とある程度の馴染みというところで、何とかこのシンポジウムを進めていきたいと思っています。

皆様の積極的な参加をよろしくお願いしたいと思います。 

 各分科会がお昼に行われたようですので、最初に各分科会の様子を森さんを除く 4 名の方々から、5 分ぐらい

でご発表いただき、それに各分科会テーマに関してご自身のご意見や発言を付け加えて、お一人 10 分ずつお話

いただきたいと思っています。それをフロアの皆さんと共有して、次のディスカッションに入っていければと思

っております。 

 まず、ひとつ目の「相談支援と社会資源」の分科会に参加されていた稲さんから、お願いしたいと思います。 

 

○稲 第 1分科会の発表を担当いたします稲と申します。東京聴覚障害者支援センターの高橋さんとご一緒に分

科会をしました。内容は、東京の支援と大阪の支援のそれぞれの様子をお話しました。出席された方からは、支

援を受けるための情報やサービスには何があるのだろうか、地域にある社会資源の情報がほしいということと、

ネットワークに参加できるか、使えるかどうかというような質問がありました。また、それとは別に聞こえない

方の生活、就労、教育、さまざまな所での支援、例えば会社の中でのトラブル、又は犯罪をしてつかまって出所

した後の支援など、幅広い意見が出されました。それらに関してはネットワークが必要であること、聞こえない

人に対してきちんと向き合っていける人材の養成をしなければならないということが話されました。 

 あとは自分のことも併せてお話します。大阪の場合は東京と違い、まだまだネットワークが十分ではありませ

ん。まだ立ち上がっていません。公的な支援機関も、まだ数が少ないですし、使える施設も少ないです。その辺

りをどういうようにしていくか。先ほども言いましたように人材の養成と、聞こえない人の問題をきちんと社会

に出していくためには、いろいろな課題を掘り起こして持っていく場が必要です。これは常々私も思っています。 

 東京の高橋さんとは違い、私は正式な職員ではありません。パートみたいな形でいろいろな場所と契約をして

支援をやっています。ハードの部分、社会的な支援には弱いところがあります。私としてはできる範囲、例えば

ハローワークにいる間はハローワークの力を使って支援をしていく、施設にいるときは施設にいる人の支援をし

ていく。そういうことであちらこちらに行って関係づくりをしています。 

 私のやり方はどうかと言いますと、今後を考えていきますと、やはり次の種を植えて育てていくために、聞こ

えない人の特性又は理解を進めていくためのさまざまな取組を、これから進めていかなければならないと思って

います。私一人だけの力ではなくて、皆さんの支援、協力、連携をもう 1回つくって、相談場所の設置等、いろ

いろな所での関係づくりをしていく。それをどう支援していくか、一緒に頑張っていこうという取組を、いま進

めているところです。参加されている皆さんのお話を聞いてご感想もいただき、私も勉強して持ち帰り、また頑

張っていきたいと思います。 

 

○大塚 まず、稲さんから第 1分科会のお話と、稲さんの大阪での活動状況や課題をお伺いしました。それでは

ふたつ目の分科会、「保健医療問題」にご参加された片倉さん、お願いしてよろしいでしょうか。 
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○片倉 まず分科会の報告をします。最初に NHKで放送された『ろうを生きる難聴を生きる』の内容について説

明しました。シリーズで、統合失調症であり聴覚障害も持つ一人の人が、最初にどう苦しんでいたか、そして医

者に会って自分の話を聞いてくれる場に出会って、作業所にも行くようになり、家族と一緒にご飯を作ったりす

るようにもなり、だんだん回復に向かってきたという話です。聞こえない、指示がわからない、周りの人の声も

わからないという中で、会社の中でうつ病になってきた。一緒に作業をしている人は大丈夫だけれども、背広を

着てバッジを付けた人はスパイと思うようになってきた。 

 そういう苦しい中で、親から言わせると、聞こえないのになぜこの人は「聞こえる、聞こえる。奇跡、奇跡」

と言うのだろうという状態になってしまいました。そこで医者と会って病気の話を聞いて、薬を飲むようになっ

て落ち着いてきました。そのうちに父親が作った「青空会」というグループでご飯を作り、情報文化センターで

やっているトレーニングにも参加したり、作業所にも通うようになったりして、とりあえず何とかなっていると

いう人の話をしました。その上で質問をお聞きしたり、参加者のいまの悩みや立場などを話していただいて時間

が過ぎていったのです。 

 参加者からはいろいろな声が出ました。母が聞こえなくなってきて、自分は聞こえるけれども、統合失調症に

なって母とのコミュニケーションをどうしようかと思っている、また、母の耳が聞こえなくなったということが、

自分にも起こるのではないかと不安でしようがない、そもそも聞こえないのに精神障害が起きると何が起きるの

か、というような率直な意見が出ました。 

 それから、聞こえない人が「スパイ」とか変なことを言ったときに、作業所にいる周りの人は止めたほうがい

いのか、どうしたらいいのかという質問もありました。この質問に対する答えとしては、基本的に止めると言う

よりは、「今そういうふうな話をして大丈夫?」とか、「疲れない?」とか、「ちょっとちょっと仕事」などと言っ

て、現在形の話に戻すことを主にやっているというような話を答えとしては言いました。 

 聞こえなくて統合失調症になった人と聞こえる人とで、薬の出し方が違うのかという質問に対しては、藤田先

生も私も、それは変わらないという話をしました。逆に聞こえないからといって、そんなに特別な病気になるわ

けではないと思います。ただ藤田先生もおっしゃっていたのですけれども、わりと長い病歴の人で妄想が強くな

って、それが固定化している人は、薬もなかなか効かないと言われました。私もそう思います。うつの話も出ま

した。援助している側のうつ、聞こえる人自身もうつになっているという数というのは、決して減ってはいない

のではないかと。 

 職場に関することでは、なかなか適応できずに発症した場合に、労災を認めてもらえるのではないかという意

見も出たり、適応障害から家族に対する暴力が出ている人を何とかできないかという相談があったりしました。

それから、母親が聞こえなくて、かつ精神疾患を持っている子どもが発達障害なのか、それとも CODA だからな

のか、まだ小さいけれども、ずっと落着きなく病院内を駆け回っているのはどうすればいいのか等々、たくさん

出ました。 

 質疑応答というわけではなくて、とにかくいろいろな思いを出し合って、すっきりと答えが出せるものは出し

てという形で進んでいきました。しかし、まだまだいろいろな悩みはあります。ただ、中途半端だけれども、そ

れが出せたことはよかったのかなと思っています。 

 個人的な話をしますと、3月 11日の地震の翌々日に、八王子で手話通訳者への講演が予定されていました。地

震の日も子どもの友だちを送って行ったりして、ほぼ徹夜だったのですけれども、そのときまで普通でした。八

王子でやった講演会のときも「帰るのが大変だったよね」とか、「神戸のときは」というような話をして普通だ

ったのです。しかし、その日の午後から東京は状況がかなり変わっていました。講演会が終わって出たら、すご

い行列ができていました。ガソリンスタンドの行列や買物の行列がすごくなっていたりというように変わってい

ました。その中でバタバタしていた。 
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 かつ、テレビで「原子力発電所は大丈夫ですよ」などと言う変な学者さんの顔を見るたびにムッとしていたの

です。ムッとしているうちに、やはり血圧も上がってくるのでしょうね。3月 16日に急に左側の顔と手と足がス

ーッと冷えるような感じになって、「ありゃりゃ」と思って病院に行ったら脳出血でした。8ミリの脳出血で、し

かも奥のほうだったのです。もう 3ミリ大きかったら死んでいたかなという感じでした。 

 とりあえず生き残ったので、生き残ったからには自分がいままで課題と思っていたことを伝える。しかし分か

っていないこともたくさんあるから、どこまで分かっていてどこまで分かっていないかというのを周りの人、特

に若い人たちに伝えていければと思っております。分からないことのほうが多いけれども。毎年、大体 8月に精

神保健研究集会というのをやっています。先ほど筒井先生に、「もう若い人にバトンタッチして」と言われたの

で、それも考えながら、分かっていることと分かっていないことをできるだけ整理して伝えていけたらと思って

います。よろしくお願いします。 

 

○大塚 ありがとうございます。サバイバルしてくださって、今日お話が聞けて本当によかったなと思います。

続いて三つ目の分科会、「情報保障問題」に参加されていた高井さん、よろしくお願いします。 

 

○高井 第 3分科会は、情報文化センターのいまの相談状況についてとその相談の中でも情報保障にかかわる部

分を提案していただきました。その後に派遣センターの状況について話しました。情報文化センターの中では相

談に来る聞こえない方々が、要約筆記や手話通訳という情報保障をほとんどが使っていないとのことです。その

理由としては、本人が昔 1回使ったけれども嫌な思いをしたとか、怒られたとか、ああだこうだとうるさいとか、

でしゃばるとか、いろいろな話が出されました。あと、ご家族による手話通訳を頼みたくないご意見もあるとの

ことでした。これは口話教育で厳しくやってきた中で、手話通訳で学ぶということは、いままでの教育を否定さ

れている感じがするという、ご両親の気持ちというところが難しいという話が出されておりました。 

 その中でも森さん自身が手話通訳者を連れて来て、その通訳の様子を見てもらうという形で、いろいろな方に

説得をして手話通訳、又は要約筆記などを導入しているというご苦労があるという話がありました。それだけで

も大変なのに、その次にある医療機関の中に入る、手話通訳者を連れて行くということでも、また拒否をされる

という大きな壁があるとのことでした。 

 派遣センターとしてはたくさんのケースがあります。聞こえない人の数で言うと、受診という形でかかわって

いるのは 30人ぐらいいるのです。そういう人たちが依頼してくるときに病院との関係ができているのであれば、

本人が受診に来れなくても、次の受診に手話通訳者が行けるという病院との関係がつくれます。ただ、これが本

人依頼だけで病院との関係が全くないと、さまざまな事情で病院に行けなかったら、次の受診につながらないの

です。そういう方の場合は、自分自身で通訳を依頼するというのが難しいので途切れてしまいます。そうすると、

派遣センターとしてどこまでできるのかという課題があるという話をさせていただきました。 

 その後にこちらからの課題と会場からのご意見を合わせて、課題を少し整理しました。解決とまではいかない

のですけれども、こういうことが必要ではないかというところで言うと。 

 もうひとつありました。本人が自覚をして病院に行くとか、悩んでいるという状況がある場合にはいいのです。

そうではなくて、通訳に同行していて「あれ、おかしい」と思うことがあります。例えば「あの病院は不満だ」

とか、「あそこの企業は不満、不満、不満」と言っていろいろとクレームの電話をするとか、クレームに一緒に

出かけて行くという様子を見ていると、中には「どうなんだろう」と思うけれども、本人は普通と思っているの

で、病院に行くということを通訳者が言えるのか言えないのかというところで、現場では迷っていると思います。 

 そういう状況のある中で課題として出されたのが、通訳者側の専門職や専門機関へのつながりというのが、残

念ながら今はできていないという状況にあります。おかしいなと思いながらも、どうしていいか分からないとか、
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これは出すぎているだろうという判断をして引いてしまうということで、専門機関へのつなぎができていないの

ではないかというところがあります。 

 あとは、手話通訳者の質の問題があります。これは非常に耳が痛いことです。もちろん手話通訳技術ですね。

ひとつの手話を表出したとき、怒るような内容ではないのに、聞こえない患者さんが怒ってしまって、医者に反

抗してしまったということも起きたと。そのようにひとつの手話だけで状況が変わってしまうおそれがあるとい

うことで言うと、技術の研修会なども大事ではないかという話がありました。それから、相談に来た聞こえない

人に対しての対応方法がひどすぎて、より精神的な面での課題が重くなるということがあるのではないかという

話がありました。 

 この中でもうひとつあったのが、聞こえない人と通訳者がセットになっていて、ほかの専門職から見ると、二

人セットで何か話しているけれども他の専門職には何を言っているかわからない、手が貸せないという状況にな

っているのではないか、それはおかしいという話が出ました。そういった意味では、見誤るときがあったり、判

断を間違えることもあるけれども、そのときにお互いが修正できる体制というか、人と人との関係性が大事にな

るのではないかと。キーとしては人と人と、又は施設になるのかもしれませんが、ネットワークが大事になるの

ではないかと思います。 

 そして最終的にはお互いの専門職が役割を発揮できることですね。例えば、通訳者が手を出しすぎていれば、

それは通訳の仕事ではないということを相談員が言えるような体制だったり、聞こえない人が自分自身で言えな

いために、通訳者が言えるかどうかはわかりませんけれども、そういったところが通じ合っているとか、何らか

の形でネットワークができる、又は一緒に学習会ができるような場が必要ではないかという話が出ていました。

では、どうするかというと、なかなか難しいと思いました。 

 私自身もすごく思うのです。通訳者の最初の始まりは熱心な主婦というところから、40何年前に始まっている

のですけれども、みんなが聞こえない人に対して一生懸命なところが出すぎる部分が、もしかしたらあるのかも

しれません。ですから、そのときに誰かが修正してくれることが大事だというところで言うと、やはり学習が大

事だと思います。いまの手話通訳のカリキュラムの中には、他の専門職との協働作業という部分が弱いのではな

いかと思います。そのためには、他の専門職にも認めてもらうような専門職にならなければならないという部分

も大事です。 

 最後に、手話通訳者に対してのクレームはどうするのか。派遣センターとしては、クレームがあったときには

必ず通訳者にも確認をするという作業を行っていますけれども、クレームを出せない人はどうするのかというと、

いまは聞こえない人たちの団体で受けとめていただいているというのが実情です。とてもそれに私一人が応えら

れる状況ではないのですが、真摯に受けとめていきたいと思っております。 

 

○大塚 ありがとうございました。それでは最後の分科会、「家族問題と支援」について、野澤さんからお願い

いたします。 

 

○野澤 家族関係の支援というテーマは範囲が広くて深いので、1 時間半では話し切れないというのは、皆さん

もおわかりだと思います。参加したのは２４人ぐらいでしたけれども、一人ひとりが自己紹介を兼ねて、第 4分

科会で何を話してほしいのか皆さんに伺って、自己紹介のときに希望を言ってもらいました。 

 家族関係というのは聞こえる親と聞こえない子ども、我々との関係が中心だと思ったのですけれども、いろい

ろなご希望を聞いたところ、幅広いものになりました。親も高齢になっていった方が多いとか、家族関係といっ

ても、聞こえない本人と聞こえる兄弟との関係の問題というのも新しく出されました。これは親と比べて大変な

面もあります。基本は、あくまでもコミュニケーションから生まれている問題です。もうひとつは聞こえる親と



 

- 69 - 

聞こえない子ども、逆に親が聞こえなくて子どもが聞こえる、兄弟の問題というのも新しく出されました。また、

考えてみますと日本にはろう協会の組織、中途難聴会の組織はありますが、CODAの組織はありません。それも非

常に大切な問題になってくるのではないかと思いました。 

 それらとは別に、私個人の意見を少しお話したいと思います。皆さんも「聴覚障害者精神保健研究集会」とい

う名前を聞いたことがあるかと思います。お蔭様で今年で 20 回目を迎えました。アメリカから、ろうの専門の

ソーシャルワーカーだった先生をお招きして講演をいただきました。来年度は新しい 1回目ということで何をや

るか、いま考えているところですが、今日の分科会でヒントをもらったと思います。家族関係の変化、親子だけ

ではなく、兄弟との問題や CODA の問題が新しく出てきたというところが、こちらが今まで気が付かなかった部

分だと思います。重い問題だと思います。 

 聴覚障害者精神保健研究集会の会員に、規則はありません。聴覚障害者問題研究会の中にある、我々の奉仕的

な活動の団体です。これも今後どのように育てていくか。私も 20 回代表を務めてきましたので、できればお隣

にいらっしゃる優秀な若い方にお任せして、新しくスタートしたいと思っています。 

 

○大塚 ありがとうございました。いま四つの分科会のそれぞれの報告と、4 名の方々の思いやご発言も含めて

いただきました。皆さんも自分の出た分科会の話はそうだったよねというようにお聞きになったと思うのですが、

ほかの分科会の状況が少しわかっていただけたかと思います。 

 稲さんの所の「相談支援と社会資源」では、とにかく資源情報をほしい、情報を入手する方法、ネットワーク

の必要性、それから相談支援に対応するような人材の養成が課題になっているということが中心だったと思いま

す。 

 片倉先生の所は、「保健医療問題」ということもあったでしょうけれども、きっとそれぞれの体験をお持ちの

方々がたくさんお集まりいただいて、ご自分たちの体験をシェアするというか、吐き出すというか、みんなでそ

こを話し合って一人ではないと感じられる、少し肩の荷をおろすという作業が中心だったかと思います。片倉先

生ご自身も最後におっしゃっていたように、世代を継承して人を育成したいというところでは、ひとつ目の分科

会と一緒だったかと思います。 

 三つ目の「情報保障問題」は非常にシビアな内容がいっぱい並んでいて、これが今日の課題のひとつの柱かと

思います。そもそも情報保障の支援を使われていない方たちがたくさんいらっしゃるということと、使っている

中にも随分、質と連携ということに関する多くの課題があるということかと思いました。特に情報保障を使って

いない理由のひとつにあった親御さんの思いというところで、親御さんの抱える問題が出てきました。つながり

ますが、野澤さんの四つ目の分科会では、多様な家族形態になってきている今の日本の状況の中で、親御さんだ

けに焦点が当たるのではなく、兄弟・姉妹の問題とか、親自身の高齢化の問題とか、聞こえないお子さんが高齢

化した親御さんを見ていくということもありました。家族問題という中には、随分といろいろな課題が潜在的に

あるのだろうということが伺えたのではないかと思います。 

 このシンポジウムのテーマは、聴覚障害と精神障害を両方併せ持つ方々が地域で暮らし続けるためには、どう

いうことを考えたらいいのだろうかということを皆さんで少し深められたら、そして、それぞれがお持ち帰りに

なれるものが得られたらと思うわけです。いまの四つの分科会に共通していたのは、ネットワークや関係づくり、

情報保障の質の問題、仕組みの問題、家族というものの中に含まれている多様な問題、そして、そもそも相談支

援の資源が圧倒的に足りないだろうということなど、大きく言うと 4 点ぐらいかと思います。この辺について、

最後に若手の代表と野沢さんに振られていた森さんから、少しコメントをいただいて、皆さんの中に広げたいと

思います。また、藤田先生からも一旦コメントをいただいて、フロアの皆さんからご意見をいただく時間にした

いと思います。森さんのほうで思うことがあったらお話いただけますか。 
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○森 午前中、30分間だけでしたけれども、短い話をさせていただきました。改めて自己紹介をしたいと思いま

す。私の資格は精神保健福祉士です。5 年前に取得いたしました。そして研修を重ね、研修認定 PSW の資格を取

りました。他には認定心理士として、心のケアを合わせてやっております。毎日毎日、聴覚障害者の皆さんの心

の悩みの問題の相談を受けています。 

 皆さんの状況や様子を見ますと、ほとんどの人が孤独です。東京には人がいっぱいいますし、ビルもたくさん

立ち並んでおります。電車も本当に便利で、東京はいろいろな所に簡単に行ける場所です。精神科の病院もたく

さんあります。駅の中にもメンタルの病院がたくさんあります。数で言えばたくさんあります。東京都の中に精

神保健福祉センターが拠点として三つあります。区々市々の中に、きちんと精神保健サービスの制度があります。

そこに行けば病気が重い人でも楽しめるプログラムがいろいろあります。しかし歩いて 10 分の所にあるけれど

も、ろう者が行くと断わられる、又は様子を見て、あーっと引きこもってしまう、そういう方が本当にたくさん

います。東京にはたくさんの人がいるのに、ろうの患者さんの周りには誰もいないという孤独な状況があります。

誰も周りにはいないという寂しい状況で暮らしている、そういう人がいます。 

 それは家族の中にいても同じです。一緒に住んでいる、同じ屋根の下にいて生活をしている、同じお風呂を使

い、同じ釜の飯を食べ、同じ冷蔵庫を使って物を食べている家族がいるのに、それでも孤独なのです。そういう

事例で実際にセンターに来る方たちの相談のときに、私は何を支援したらいいのか、何が支援できるのか、いつ

も悩んでいます。まずは本人の面談をやってお話を伺います。そしてその本人を知ることから、どういう人なの

か、どういう状況なのかを十分に知るまで、とても時間がかかります。ですから予約をして会ってお話をする中

で、その人の背景を知って問題を見つける。そのときに支援が始まるのです。 

 大事なのは、病院に行く必要があれば一緒に病院に連れていくのです。「どうぞ」と言っても、「嫌だ。病気じ

ゃないから」と怒る人もいます。そこで聴覚障害者に初めていろいろな人が会う場合には、難しい状況もありま

す。びっくりするようなこともあります。 

 私も聞こえない同じ立場だということを説明しながら、一緒に病院に行くのですけれども、聴覚障害者だとわ

かって慣れてもらうまで、病院の方たちと連携していくことがとても大切なことになります。聴覚障害者の中で

も、親が病院に連れて行き、診療を受け、たくさんの薬をもらい飲み初め、その後、代わりにお母さんが「私が

病院に行くから」と言って親だけが薬をもらいに行って子どもに与え続けているという例も多いのです。一緒に

行っても診療は 1分で終わってしまい、医者とのコミュニケーションの絆がない、そういう状況が、一緒に行っ

てその実情がわかることがありました。 

 先ほど出したパワーポイントにありましたように、薬だけではなくて、病院にはほかにも活動やプログラムで、

いろいろ使えるものがあるのです。回復に結び付けるものですけれども、その情報を家族も知らないままで、ま

してや本人も知りません。お母さんが自分の代わりに病院で薬をもらってきてくれるのを、家の中で待って飲ん

でいるという状態です。ですから家族の問題も大きいのですが、家族を責めても仕方がありませんよね。責任は

やはり社会のみんなが担っていくことだと思います。これから少しずつ、私も感じた課題を出していって、その

課題をまた一緒に考えていただきたいと思います。皆さんでいい案、いい意見を出し合って、一緒に考えていけ

たらいいなと思っています。 

 先ほど大塚さんが言われましたように、私たちは聞こえない、この聞こえない壁というものを壊して、目の前

に見える方法をわかる方法に変えていかなければなりません。それは手話通訳や要約筆記のサポートが得られれ

ばできることですよね。それがなければ、例えば私が病院に行っても、聞こえないことに全く配慮してくれない

場合には、私も医者に怒ってしまうかもしれません。おかしいと思いますけれども、そのぐらい、聞こえない患

者さんが病院に行っても安心して診察を受けられる配慮、藤田先生のような病院が東京にもないのです。とにか

く東京都には病院の数、立派な規模の病院はあります。しかし逆にそういうところが配慮された病院が建ちにく
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い、聴覚障害者のための病院という活動がなかなかできない状況なので、是非、東京都の中に少しずつでも構い

ませんので、病院の中にも仕組みを作っていけたらと思っています。 

 例えば、地域の中にもろう協の活動がありますね。ろうあ者が何か問題を感じたときに、おかしくなったらそ

のまま放っておくのではなくて、やはり活動団体の力は大事です。何かの行事があったときにおかしいなと思っ

たら、周りの人が声をかけて一緒に遊べるような、地域の中でそういう例があればいいなと思っています。手話

も大事です。難聴者の問題も大事ですけれども、社会の地域の中で重複の障害を持っている方がいた場合に、周

りにいる方たちが理解してあげる。そういう人がいるということが分かるだけでもいいのです。親が「外に行っ

たら駄目」と、外に出さない場合もあるかもしれません。家の中にずっといるのなら、自分からアウトリーチし

ていくということ、社会の皆さんとつながりを持って地域で活動を続けていって、家から出られる、一緒に楽し

みましょうというような雰囲気を、是非地域でつくっていってほしいと思っています。 

 

○大塚 ありがとうございます。昨年でしたか、朝日新聞で「孤族」という特集がありました。日本はいま単身

者世代が 3 割を超えていて、そもそも家族といっても一人ぼっちという人が 3 割を超えているということです。

森さんの今のお話は、一人ぼっちでないにもかかわらず孤独であると。隣で一緒に仕事をしているにもかかわら

ず、片や聴覚障害のことがわからない、片や精神保健のことがわからないというように、コミュニケーションが

不足しているということも含めて言っていただいたと思うのです。 

 先ほど野澤さんが言ってくださった、来年で 21 年目を迎える聴覚障害者精神保健問題研究集会も、最初から

いらっしゃるようなメンバーは野澤さんや片倉さん、高井さん、藤田さんです。私は 2回目から参加して、そこ

で育てていただいたので今ここにいるのです。そういう意味でいうと私の人脈の中には、私の人材バンクの中に

は、この業界に明るいお医者さんは片倉さんや藤田さんというように入っているわけです。この業界の資源がな

かなか増えない、重複の障害の方々に使いやすい医療機関や相談場所が増えないという中で、藤田先生はずっと

第一線で業界をけん引してきてくださっていますよね。どうやったら皆さんがおっしゃったような、聞こえない

人たちの声を社会に出して、必要なものをつくっていけるかという面での力や知恵になるかというところでのお

考え、知恵、助言などをいただけないでしょうか。まず、1回目の発言をお願いします。 

 

○藤田 それぞれの分科会で、いろいろいい話があったと思います。先月、京都で 15 回目の全国聴覚言語障害

者福祉研究交流集会（全聴福研）というのがあって、そこへ参加しました。そのときに全国の聴覚障害関係の作

業所などが、バザーで販売して、東日本大震災の支援をしている所が多かったのです。また、今回の東日本で被

災した福島からの全聴福研の参加が少ないのです。これは前からのことですが。その辺は今日のテーマともかか

わるのですけれども、そういった施設や人材が少ない所なのです。ですから全国的に見ますと、このテーマを考

えるとき、地域格差が非常に大きいと思っております。 

 片倉先生が紹介されたケースなどは、一つのモデルだと思います。東京だからできたという印象もあり、いま

現在、どこでもできるわけでもないように思います。その辺を考えて、とにかく全聴福研の場合は重複の障害者

の生活の場、労働の場を提供するということが、一つの大きな目的になると思います。コミュニケーション、疎

通できることが保障されて、生活できる場や仕事できる場があることですが、そのために必要かつ重要なことは

施設と、それからその施設で働いて支援する人材を育て、資質を高めることだと思います。 

 そういう意味で、3 番目の分科会の手話通訳の問題は、いろいろ興味深い話がありました。いままで人的な支

援の場では、例えば、一人の子どもに対してでした。これが子どもや親や専門の人たちがうまく協働してどう実

現するかということが、大きな課題だろうと思います。また、病院で通訳の問題が上がったときに、通訳者自身

が言っていいかどうかというのは、本当に微妙な問題だと思います。基本的には、精神科の病院であれば大体 PSW
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がいますので、まずはそういう専門家に働きかける必要があるだろうと思います。ただし、そういうことが言え

るような手話通訳者や援助者の資質が必要です。そういうことを踏まえて育てていくという課題があると思いま

す。 

 私の経験を参考までにご紹介します。しばらく入院していた若い聴障女性ですが、精神的に落ち着いた後、精

神障害者の生活訓練施設に入所したり、グループホームはうまく適応できなかったのですが、その後、事情があ

って家族とは同居できず、授産施設に通いながらアパートで一人暮らしを始めることになりました。 

 関係機関が集まって支援体制をつくって、ケースカンファレンスを行ない支援法などを協議するのです。その

ときにどういうメンバーが集まるかというと、本人、母親、生活訓練施設の PSW、生活支援センターの支援員、

訪問看護ステーションの看護師、居住地市役所の担当者、福祉事務所の担当者、保健所の担当者、それと障害福

祉サービス事業所つまり授産施設の援助員、病院側から主治医と PSWなどです。当初は月に 1回、その後も 3カ

月に 1回、こういうケースカンファレンスを続けて、アパートでの一人暮らしを支援していったということです。 

 そのときには手話通訳者もいますが、それはケースカンファレンスのときのコミュニケーション支援を担当し

ます。そういうメンバーが参加して、ほかの専門家と対等に話ができるような知識や経験を、これからどんどん

積んでいかなければならないと思います。聴覚障害者が全幅の信頼を寄せる授産施設の援助員も、専門性という

意味ではまだまだ足りない部分があるのではないかと思うのです。そのようなケースカンファレンスを繰り返し

経験することによって、専門性を高めることもできるだろうと思うのです。これから各地域で種を蒔いて、大切

に育てていくことが必要ではないかと思いました。 

 

○大塚 ありがとうございました。先ほどから連携とか、つながるとか、よく出てきますが、いま藤田先生がお

話くださったように、ケア会議にたくさんの職種や立場の方がいらっしゃって、そこでも通訳が対等で、かつ、

つなぐ立場としてお入りいただくという事例をお話くださいました。今日集まっている方々のバックグラウンド

を、私がきちんと把握していないということもあるのですが、今日のような機会を含め、聞こえない方と聞こえ

る方、それから医療、福祉、相談、就労、介護といった多分野にわたる方々との会議に、日ごろから慣れている

方はいらっしゃいますか。 

 一人も手が挙がらないですね。通常、打合せや会議があっても二、三人ぐらいでやり取りをするのが精一杯で、

たくさんの分野の方々とか、一方で聞こえる、聞こえないという形で日常的にこういう機会に遭遇するのは珍し

い体験であるということで、今日初体験をしている方もいっぱいいると思うのです。今日非常に珍しい、今まで

にない体験をしている方はいらっしゃいますか。「今日がとても珍しく、初めての体験です」という方も、恥ず

かしがらずに手を挙げていただけますか。 

 皆さん躊躇しますよね。それでも 10 名ぐらい挙がったかと思います。いま藤田先生がおっしゃった「連携」

や「協働」という言葉が一人歩きしているというか、もう今はトピックスの用語になっていて、医療・福祉の分

野では「連携」「協働」というのが当たり前の言葉になってきました。しかし知り合っていなければ、連携や協

働はできないわけですよね。今日、この中に先ほど森さんがおっしゃった精神保健福祉士という資格があること

を初めて知った方はいらっしゃいますか。 

 これはいらっしゃらないですね。「授産施設」という言葉を初めて聞いたという方はいらっしゃいますか。そ

れもいらっしゃらないですね。そのぐらいは皆さんご存知だということですね。あとは具体的に仕事に当たって

いる人が、お互いに何をする人で、何を専門性にしていて、どのように当事者の支援に当たっているかというこ

とも知っているかどうかということになるのだと思います。 

 それではフロアの皆さんから、実は「連携」や「協働」と言っているし、「人材育成」と言われるし、「通訳と

もっと対等に」という話も出るけれども、「いやいや、まだまだ」ということも含めて、「このように考えたらい
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いのではないですか」とか、「現状ではこのようなことが厳しいです」とか、「このような機会やこのような研修

があるといいです」など、そういう忌憚のないご意見をいただけたらと思います。いかがでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○大塚 ありがとうございます。是非、点をつなげていきたいと思いますので、いま自ら情報発信をしていただ

いたと思いますが、これを受けて「このようなことを感じています」、「このようなことがあったらいいです」と

いうご発言を是非いただきたいと思います。つながっていただける方はいらっしゃいますか。 

 

□会場からの意見 

 

○大塚 具体的に動物セラピーの提案まで出てきました。稲さんが馬に乗ったことがあるということを知りまし

た。稲さんは馬車馬のように走っている方ですが、片倉さん、先ほど手を挙げられていましたが、いま発言され

ますか。 

 

○片倉 ちょっと話がずれてしまうかもしれませんが、私も実際に相談を受けていて、どこにどう繋げればいい

のかということがありました。その作業所の職員も悩んでいらっしゃって、どうしようと思いつつ、あまり具体

的に言ってもどうなのかな、どうしようかな、分からないなということでした。○○さん、ちょっと話してくだ

さい。 

 

○大塚 では片倉さんのご指名を受けて、○○さん、お願いいたします。 

 

□会場からの意見 

 

○片倉 その作業所の中で、知的障害もあって、かつ軽い肢体不自由もあって、自分の思いがなかなか通じなく

てというときに、その彼を大事にするがために、なかなか作業にも乗れないということがあります。そういうと

きに私が思ったのは、作業所だけが悩むのか、それとも彼の将来や近い将来のことを考えて、情報文化センター

とか板橋の支援センターなどと、もっとつながってもいいのかなという気もしていて、どのぐらい具体的に言っ

ていいのかわからないのでチラッと……。例えば、その施設としてもそんなに遠くないのだから、周りの情報文

化センターなどに相談に行ったりするということもありかなと思いますが、どんなものでしょうか。 

 

□会場からの意見 

 

○大塚 今ここでミニケア会議が行われたように理解いたしました。今の小さな展開は、それぞれの機関の人た

ちやそれぞれの担当者がつながらなければと思っていても、つながりたいなと思っていても、どこの誰とどうつ

ながったらいいのだろうか、人に頼む前に、もうちょっと自分たちで頑張れてしまうのではないかということで

抱え込んでいる、そういうことが連携を阻害しているのかもしれないということも含めて受け止めることができ

たと思うのです。具体的に今、この場でこのような「つながり」が見える形で始まっているので、先ほどより空

気が暖かくなってきている気がするのです。もうお一方かお二方ぐらい、「この機会に何か発信しておきたい」「私

の発信を受けとめて」という方はいらっしゃいますか。 
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□会場からの意見 

 

○大塚 全刑務所にソーシャルワーカーが配置されて数年になりました。悲しいことに福祉が最後の砦ではなく、

3 食ちゃんと出て暖かい屋根の下に入れるから、事件を起こしたという方がいらっしゃるぐらいの現状です。そ

ういう方々の支援のために、ソーシャルワーカーが配置され始めていますけれども、多くは非常勤です。また、

いま○○さんがおっしゃったように刑務と福祉という非常に異文化の所で、障害福祉の用語も伝わらない中にお

られます。今日、胸に社会福祉士会と日本精神保健福祉士協会のバッジを付けてくださっているのは、いかにも

つながりたいという思いの現れにも思えて、大変ご苦労されているのだろうと思いました。刑務所の中にも聞こ

えない方々はたくさんいらっしゃいますよね。聞こえない方々の裁判の問題も、とても大きな問題だと思います。 

 こういうように聞こえない方々と精神保健に問題をお持ちの方々が、日本全国あちらこちらにいらっしゃる中

で、私たちがちょっとずつ、つながることというのは、とても大事だろうと思います。たくさんいらっしゃる所

は声が届きやすいのですけれども、本当に少数の所では、まだこういうことすら知られていないだろうと思うの

です。 

 暖まってくると時間がくるというのが常です。非常に雰囲気がよくなったので、これから終わった後に三々

五々、お茶会ができるだろうということを期待しております。しかし、ここを締めていくためにももう 1回、皆

さん方に一言ずつ今日の感想と明日からできそうなことをいただきましょう。大きなことは研究会とか、こうい

う機会を定期的に持ちながらやるしかないのですが、今日集ってちょっと元気になったので、明日からできそう

なことを最後に一言ずつメッセージをいただいて、藤田先生に最後にまとめていただいて締めていきたいと思い

ます。それでは、片倉さんから言っていただいていいですか。 

 

○片倉 ちょっと別の話になります。いまろう重複の施設に行っていますと、大きな課題というのは、ろうプラ

ス自閉症です。むしろ知的障害があって自閉の場合は多いけれども、知的障害はほとんどないということで、居

場所がなくなっている人が多いのです。やはり発達障害の問題ですね。特に聞こえなくて発達障害の人というの

は、ある程度重複になる素地があるとは言われているのです。それについても考えたい、勉強したいと思ってお

ります。 

 

○大塚 高井さん、お願いします。 

 

○高井 手話通訳の場合、元気でいられるのはいつもこればかりのような気もしますけれども、それだけではな

くて、皆さんが話してくださった内容を聞いて、私の場合は昔から付き合いのある皆さんとこういう機会を持て

て、私がパワーをもらったことを、また職場に持ち帰ってそれを少しずつみんなにできたらいいなと思いました。 

 もうひとつは、やはり機会の問題だろうと思います。我々の勉強会というのは、どうしても先生に来ていただ

いて、先生の話を聞いて終わってしまうような気がするのです。今度はもうちょっと工夫をして、話も聞くけれ

ども、先生にも我々のことを知ってもらう時間がつくれれば、もっと我々通訳者がアピールできるというか、先

ほど藤田先生がおっしゃった、話す経験というのができるのではないかと思いました。ですから質疑応答という

よりも、もっと特に交流の時間をつくることができないかと、今ちょっとずつ考え始めたところです。今日はご

意見をいただきましてありがとうございました。 

 

○稲 皆さんありがとうございました。今日は朝から今まで皆さんのお話を聞いて、支援者が支援することの必
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要性、非常に大事だなと感じました。先ほどの森さんのソーシャルワークの話と会場からの話を結び付けて、動

物の力はすごいですね。音楽セラピーというのもありますが、聞こえない方の場合だと触るということがありま

す。私ができるのは馬ですから、馬を使って何かできないかというようなヒントをいただきました。非常にうれ

しかったです。こういうようにいろいろな方の意見を聞いてヒントをいっぱいもらえたということは、非常によ

かったと思っています。また明日から頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○森 あとで施設長の立場できちんとご挨拶いたします。自分自身は相談員として毎日相談を受けている中で、

これは危ないということがあります。特に若い人たちの中で自傷行為があります。失敗すると本当に死んでしま

うので、緊急を要します。それだけではなく、多くの方たちの知恵と経験と力と勇気をいただきながら、大事な

命を支えていきたいと思います。 

 とにかく明日からできることは、ケース記録をきちんと整理することを頑張りたいと思います。一人ひとりの

ケースをきちんと整理して、その場その場の場当たり的な支援ではなく、いつもきちんと検証しながらやってい

きたいと思います。それと、情報保障者のいい人材をたくさん育てたい、増やしたいと思います。是非、いろい

ろな所で頑張っている精神の問題を抱えている人たちに、いい情報保障者、いい支援が届くように、こちらがコ

ーディネートして支援をしていきたいと思います。頑張ります。皆さんも一緒に頑張ってきましょう。よろしく

お願いいたします。 

 

○野澤 最後なので、三振はしないでホームランにしたいと思います。私の自慢話になるかもしれませんが、い

ままでに大きな法律改正に 3 回かかわってきました。一つ目が道路交通法です。二つ目が民法 11 条の準禁治産

者の問題です。三つ目が公正証書遺言、民法 969条の改正です。これはいい仲間がいましたので改正できました。

私自身もいくつか研究会に入っていますので、社会資源の制度のないものは自分で作るというのが私のやり方で

す。それで今までやってきました。 

 幸い良い仲間がたくさんいますので、制度がない、資源がないものは、そういう運動で自分たちで作ろうとい

うやり方が、聴覚障害関係の場合は特に必要ではないかと思います。作るということは、社会にアピールするこ

とと同じです。そういうやり方を考えていくのもいいと思います。今ある制度、社会資源を利用するのもいいの

ですけれども、限度が多いです。限度のあるときに自分で新しく作っていくという気持を皆さんと一緒に持って、

これからも進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○大塚 それでは藤田先生、コメントをいただいてよろしいでしょうか。 

 

○藤田 私は滋賀県で情報提供施設を運営する社会福祉法人、滋賀県聴覚障害者福祉協会の理事長という仕事も

やっています。理事長と言っても、あまり大した仕事はしてませんが、法人の PR も兼ねて、先ほどの聴導犬の

ご質問に答えたいと思います。 

 私がかかわっている法人が運営している通所授産施設である障害福祉サービス事業所は、「びわこみみの里」

と言います。静岡には「遠州みみの里」というのがあって紛らわしいのですが、滋賀県の場合は「びわこみみの

里」です。そこは犬をウリにしています。何をしているかというと、犬のトリマーの養成です。聞こえない人が

訓練をして、いままでに何人か資格を取っている人がいます。 

 もう一つは今、そこでは聴導犬の育成団体を目指しています。実際に聴導犬を育成するには資金がたくさん必

要ですが、今はお金がありません。しかし、聞こえない人で聴導犬がほしい人はたくさんいますが、盲ろう者か

らの要望もあります。アニマルセラピーのような、試みはしていないのですけれども、聞こえない人が聴導犬と
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かかわるようになって、聞こえない人自身が成長したということも聞いています。その辺は「びわこみみの里」

のホームページに出ているので、是非ともご覧いただきたいと思います。 

 滋賀県の場合、通所の施設はあるのですけれども、生活の場の施設ではないのです。いまは国も都道府県もお

金がないですが、東京とか大阪とかの話を聞いていると、生活の場のスペースを建てるために何億円という、非

常に大変なお金が必要です。今日のシンポジウムのテーマは、これから長い道程だと思っています。先ほども言

ったように、一つはそういう種を蒔いていくことが大事だと思いますので、こういうシンポジウムや全聴福研、

夏の精保研などの集まりをつくって、種を蒔き続けていく必要があるだろうと思います。長くなってもよくない

ので終わりにします。 

 

○大塚 ありがとうございます。種を蒔き続けることが大事だということなので、種を蒔いて育てて、花を咲か

そうということだと思います。今日は長時間、皆さんに積極的に参加していただいて、皆さんが眠ってしまわな

いで後半は前のめりになってくださったシンポジウムになって、とてもよかったと思いますし、初めてつながる

方もいれば、つながっていた方同士がもう 1回、再確認ということもあったかと思います。 

 思ったことを数点述べさせていただいて、終わりにしたいと思います。極端な言い方ですけれども、「人を殺

すのに薬も庖丁も要らない。無人島に行けばそうなるよ」という話がよくあります。それは、人間関係のない所

では人は生きていけないという話だと思うのです。その人間関係を築くのが、やはりコミュニケーションだと思

います。精神疾患は人間関係の中で多くが病んでしまいます。そういう意味で、人の中で病んだものは人垣の中

で支え直していくということだろうと思います。 

 そういうことを考えると、やはり三人寄れば文殊の知恵で、今日は随分いろいろな知恵やアイデアが出てきた

と思いました。藤田先生は「お金がかかる」とおっしゃったけれども、廃校になっている所を活用するとか、今

はいろいろ行われている所もあるので、そういう隠れた資源を皆さんに探していただくのも大事ではないかと思

った次第です。今日伺っていて、専門職とは何だろうと思ったのです。自立的に一人で仕事ができる人でもある

と思うと同時に、やはり人とつながって、協働して仕事ができる人というのが専門職だろうという気がしました。 

 一方で、稲さんもおっしゃっていましたかね。支援に当たる人たちのメンタルヘルスが、結構大変なことにな

っているので、支援者の支援とか、支援者が話し合える場というのがとても大事で、こういう機会がたくさんあ

るといいだろうと思いました。その場や機会が温かければ温かいほど、たぶん当事者や家族の思いの吐き出しも

誘っていけるのだろうという気がした次第です。 

 最後に野澤さんがおっしゃっていたように、こういう集いが積み重なって、堅苦しい要望や提言でなくてもい

いので、たくさんの人がこの指止まれ方式で賛同してくださるような提言や要望という運動ができていくといい

のではないかと思いました。夏か冬か、どこかでまたきっと集えると思いますので、そのときを楽しみに、今日

お集まりの皆さんは、それまでそれぞれお元気でと思います。このシンポジウムはこれで閉じたいと思います。

皆さんの積極的な参加と、シンポジストとコメンテーターの方に改めて拍手をいただけたらと思います。ありが

とうございました。 
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【閉会挨拶】 

皆様、一日、長い時間お疲れ様でした。東京都の聴覚障害者情報提供施設としてこの企画を考えて、いろ

いろと準備をしてまいりました。3月の東日本大震災をきっかけに、情報提供施設が大事であるということ

が全国的に広まりました。聴覚障害者のための施設として私どもも今後、メンタルの問題の予防も含めて、

いろいろな意味で聴覚障害者の皆様の健康に役立つ施設を目指して頑張っていきたいと思っております。今

日ご参加いただきました皆様は、初めての方もいらっしゃいますし、何回もお会いしている方もいらっしゃ

います。改めましてスタッフ一同、感謝しております。 

 シンポジウムでコーディネーターを担当していただいた大塚様、東京都聴覚障害者連盟の宮本理事長、 

東京都中途失聴・難聴者協会の小川副理事長、盲ろう者支援センターの前田所長、一日ありがとうございま

した。本日は具体的な意見を伺うことができませんでしたが、盲ろう者のメンタルという問題も大事だと思

いますので、今後とも是非よろしくお願いしたいと思います。ご参加いただいたお一人おひとりの皆様との

出会いを宝物として、これからも頑張っていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。気

を付けてお帰りください。 

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター  

聴覚障害者情報提供施設 施設長 森 せい子 
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