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１．対談  「ろう相談員とろう医師が語り合う聴覚障害者の精神保健福祉の歴史と今後の展望」 

 野澤   克哉 聴覚障害者問題研究会 代表 
 藤 田  保 琵琶湖病院 精神科医師 
 馬屋原 邦博 東京都立心身障害者福祉センター 地域支援課 就労支援係長 
 

２．分科会全体会 各分科会指定発表者による報告 

 

３．分科会 ①相談支援実践例 

 司会     稲  淳子 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 会長 

 指定発表者   甲斐 更紗 立命館大学衣笠総合研究機構 臨床心理士 

 アドバイザー 野澤 克哉 前掲 

②情報保障問題 

 司会     高岡 芳江 東京都中途失聴・難聴者協会 理事 事務局長 

              聴力障害者情報文化センター 相談員 

 指定発表者（アドバイザー兼）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 

 アドバイザー 森 せい子 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疾病・障害の理解と家族の対応 

 司会      笹野 美紀 聴力障害者情報文化センター 相談員 

 指定発表者  片倉 和彦 双葉会診療所 院長 精神科医師 

 アドバイザー  藤田  保 前掲 

        筒井 優子 ゆうわ 代表 言語聴覚士・ケアマネージャー 
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講師及びパネリスト紹介 

 

1．対談 

「ろう相談員とろう医師が語り合う聴覚障害者の精神保健福祉の歴史と今後の展望」 

 

■野澤 克哉（のざわ かつや）氏  聴覚障害者問題研究会 代表 

私が聴覚障害者の生活・職業など社会的支援に関わる様になったのは 1965年からで約 50年経過してい

ます。1965 年頃までは聴覚障害者は主にツンボ、オシ、瘖唖者と呼ばれ手話も手真似・手勢と言われ、

手話講習会や手話通訳者もいない時代でした。聴覚障害者の精神疾病は精神科医師から「聾唖による適

応障害」等と診断されていました。聾唖は精神病を引き起こすと考えられている状況でした。 

今は聴覚障害者や手話に対する社会の認識も深まり、インターネットを中心にコミュニケーション・情

報保障体制・制度も整って来ています。障害者差別禁止法の制定も目前に迫っています。 

この約 50年の変化は聴覚障害者の社会的立場、特に精神衛生にどのような変化や発展を与えて来てい

るのか、今後どのように取り組み、進めて行くのが適切なのか、この辺が対談の中で見えてくるならば

幸いです。 

 

■藤田 保（ふじた たもつ）氏  医療法人明和会琵琶湖病院 精神科 医師 

中途失聴の精神科医として、聴覚障害者の問題など全く考えていなかった失聴直前のエピソードから始

めて、自分が体験して初めて聴覚障害者の心理的精神的問題の深刻さと困難さを知って、その精神保健

の重要さに気付き、自身が勤める病院で聴覚障害者外来を担当して実践し経過してゆく中での試行錯誤

や経験などを、医療・社会福祉制度、関連の集会、聴覚障害者としての個人的体験も絡めて語りたい。 

 

2．分科会全体会 

 指定発表者 

 分科会① 「相談支援実践例」 

  ■甲斐 更紗（かい さらさ）氏 立命館大学衣笠総合研究機構／臨床心理士 

 分科会② 「情報保障問題」 

  ■高井  洋（たかい ひろし）氏 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 

       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 

 分科会③ 「疾病・障害の理解と家族の対応」 

  ■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 

目  次 
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3．分科会 

 ① 相談支援実践例 

 指定発表者 ■甲斐 更紗（かい さらさ）氏 前掲 

 司   会 ■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 

 アドバイザー ■野澤 克哉（のざわ かつや）氏 前掲 

② 情報保障問題 

 指定発表者 ■高井  洋（たかい ひろし）氏 前掲 

 司   会 ■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 

         社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 相談員 

 アドバイザー  

 

③ 疾病・障害の理解と家族の対応 

 指定発表者 ■片倉 和彦（かたくら かずひこ）氏 前掲 

 司   会 ■笹野 美紀（ささの みき）氏  社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 相談員 

 アドバイザー   

 

 

4．分科会全体報告      各分科会の司会者 

 

5．シンポジウム 

「精神障害を併せ持つ聴覚障害者が住み慣れた地域で暮らすために～支援の連携を探る～」 

 

  コーディネーター ■赤畑  淳（あかはた あつし）氏 立教大学 コミュニティ福祉学部 助教 

  シンポジスト   ■藤本   豊（ふじもと ゆたか）氏 

             東京都立中部総合精神保健福祉センター 特命担当科長 

           ■片倉 和彦（かたくら かずひこ）氏 前掲 

           ■稲  淳子（いな じゅんこ）氏 前掲 

           ■高井  洋（たかい ひろし）氏 前掲 

           ■森 せい子（もり せいこ）氏 前掲 

 

■筒井 優子（つつい ゆうこ）氏 一般社団法人ゆうわ 代表 

                                             言語聴覚士・ケアマネージャー 

■藤田  保（ふじた たもつ）氏 前掲 

■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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【開会挨拶】 

 

 皆様、おはようございます。聴力障害者情報文化センター常務理事の丹羽と申します。本日は、お寒い

中、聴覚障害者の精神保健を皆様と共に考えるというようなこの企画に多数ご参加をいただきまして、誠

にありがとうございます。また、本日の企画にご協力をいただきます医療・福祉分野の専門家の皆様、そ

して関係団体の皆様には、厚く御礼を申し上げます。 

 聴覚障害者の精神保健をめぐる様々な課題につきましては、関係の方々が情報を共有し、より良い改

善・解決策を共に考えていくことであり、大変重要でございますが、こうした機会が極めて少ないという

声もございまして、当センターでは、昨年、同じ時期になりますが、12月に精神保健福祉を考える講演と

シンポジウムの開催をさせていただきました。その結果、参加の方々から、多くのことを学ぶ機会が持て

て大変よかったという率直な感想や御意見を数多く頂きました。 

 昨年学んだ成果を更に深めることができるように、今年は、改めて対談、分科会、シンポジウム、こう

いった三部構成で開催をさせていただくことになりました。対談やシンポジウムでは、先生方の知見を学

んでいただき、また、分科会では、医療や保健現場で御活躍の方々の実践経験や対応を聞いて、情報交換

や交流を図っていただければと思っております。 

 私どもの聴力障害者情報文化センターの聴覚障害者情報提供施設では、数年前から専門の相談員による

相談事業に力を入れてきておりますが、最近の傾向を見ますと、日常の生活相談に次いで 2番目に多いの

が、精神保健に関わる相談でございます。全体の約 3 割を占めるに至っておりまして、年々件数も増加し、

また、内容の複雑なケースも多くなっているのが状況でございます。このような傾向は、精神障害や心に

問題を抱える方々への正しい理解、あるいは生活上の支援といった面で、まだまだ取り組むべき課題が多

いという現実を反映しているのではないかと思っております。 

 皆様御承知のように、来年 4月には障害者総合支援法が施行されます。これを受けて、現在、国や地方

公共団体などを中心に保健福祉制度の推進に向けた準備が進められております。しかし、そういった制度

を必要とする人やその家族が、サービスを効果的に活用するための相談や支援のための環境が整わないと、

何の意味もないわけでございます。 

 障害者の精神保健福祉の問題は多様で、しかも複雑でございます。今後とも実践に向けた研究や、一つ

ひとつの成果の積み重ねといった地道な努力が求められる分野でございます。今日、こういった企画を催

しましたが、この企画が御参加の皆様にとりまして有意義なものとなりますようにお祈りをして、開催の

御挨拶に代えさせていただきます。それでは、皆様、今日一日、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 

【来賓挨拶】 

○東京都聴覚障害者連盟 副理事長 粟野達人様 

 皆さん、こんにちは。社団法人東京都聴覚障害者連盟の理事長宮本が伺って話すべきなのですが、今日

は都合がありまして、副理事長である私が代わりに挨拶をさせていただきます。粟野達人と申します。今

回、私はこちらに初めて参加致しましたが、話を聞きますと、去年1回開かれて、今年は2回目だそうです

ね。このように専門家の皆さんが、聴覚障害者に対する精神保健などの専門家が集まって研修をされると

いうことを聞いて、大変喜ばしいと思っております。 

 実は私は現在、東京にあるろう重複者施設のたましろの郷の後援会の会長も兼ねております。また、3

週間前に、国立オリンピックセンターで第 16回全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会が開催されました。
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そのときにもいろいろと話し合いをしたのですが、やはり聴覚障害者だけではなく、重複障害、例えば精

神障害と知的障害であったり、視覚障害であったり、聴覚以外の障害を持っている方が増えているという

ことで、驚いております。東京では聴覚障害と視覚障害を重複されている方が 2,000 人ぐらいいるのでは

ないかというふうに言われております。たましろのほうでは、知的障害や精神障害を併せ持った方が、や

はり 5,000 人ぐらいいらっしゃるというふうに聞いて、とても増えているということです。 

 また、身体障害者の方は、33 万人いらっしゃるということです。最初から障害を持っているということ

ではなくて、だんだん年をとって、また、事故や病気で聴力が落ちるという方も増えるのではないかとい

うことが想像されます。将来は年を取った方がどんどん聴こえなくなっていくということも考えると、100

万人ぐらいになるんじゃないかというふうに感じております。ですから、今後、やはり早く精神障害や知

的障害を併せ持つ方たちの対応もしていかなければいけないと思います。皆さん、このようなシンポジウ

ムをされることは、本当に喜ばしいと思います。今日は、本当におめでとうございます。頑張っていって

ください。ありがとうございました。 

 

 

○東京都中途失聴・難聴者協会 理事長 新谷友良様 

 おはようございます。今、御紹介いただきました東京都中途失聴・難聴者協会の新谷です。2回目の「聴

覚障害者の精神保健福祉を考える対談・分科会・シンポジウム」の開催、おめでとうございます。私は中途

失聴者ですけれども、精神保健という分野は極めて遠い世界というか、精神という角張った言葉がちょっ

と怖いので、いつも引いているというような立場なんです。それで、今日皆さんにご挨拶するので、少し

は勉強しないといけないと思ったのですけれども、時間がなくて空っぽの状態です。 

 ちょっと前に読んだ本ですけれども、中村元という人の書かれた『日本人の思惟方法』いう本があって、

日本人は、周りの人との関係、難しい言葉で、「有限的人間関係」に非常に価値を置くという性質を持って

いるということが書かれてありました。 

 これに続いて、日本人の間には対人恐怖症、人を怖がるという、そういう精神障害が非常に多いという

ことがある。その先にあれっと思ったんですけれども、「人間」という言葉、「人の間」と書きますね。人

間という言葉があるのはどうも日本語だけ、というふうに中村先生は書かれています。中国とか、インド

とか、ヨーロッパとか、人を指して「人間」ということはない。飽くまでも人と呼ぶ。こういうふうに書い

てあるのです。 

 あっ、なるほどと思ったのですけれども、私たち聴覚障害者というのは、人との間に問題を抱える、コ

ミュニケーションがとれなくなるという障害なので、たぶん対人恐怖症とかいろんなことが多くあります。

人との関係が自分の心の問題につながっていくというところが、私たちの場合には多いのではないかと。

そういう意味で聴覚障害者の精神保健ということは、非常に大きな課題かなというふうに挨拶の前に考え

ておりました。 

 その点、皆さん、それぞれの専門の方なので、対談、分科会、シンポジウムで、是非精神保健という言

葉を、私たちが親しみを持てるような言葉に変えるというか、内容を膨らませていただくと、私たちのこ

れからの人との関係、コミュニケーションについて、非常に参考になるのではないかと思います。 

 この後の対談、分科会、シンポジウムに期待いたしまして、私の御挨拶とさせていただきます。改めて、

本日はおめでとうございます。 
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○日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 会長 稲淳子様 

 おはようございます。紹介いただきました日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の会長を務めておりま

す稲淳子と申します。この場で去年に続き 2回目を開催することができて本当に嬉しく思います。私ども

の協会は、ソーシャルワーカー、何か分かりにくいですけれども、基本は社会的弱者、高齢者、障害者、

社会的に参加が難しい人たちの生活を切り開いていく、生きていくための支援に関わっております。 

 精神の部分の支援、それは生活支援とは別ではないかという話もありますが、実際に協会としては表裏

一体になっているというふうに思っております。そういうことをすごく感じます。現場からの課題を討論

し、情報交換ができる場ができたというのは、本当にありがたいし、嬉しく思っております。 

 今日は一日、私も一緒に話を聴いて、勉強をしながら、是非皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

簡単ではありますが、挨拶にかえさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

 

○東京手話通訳等派遣センター 事務所長 高岡正様 

 皆さん、おはようございます。本日は、聴覚障害者の精神保健福祉に関わるシンポジウムの開催、本当

におめでとうございます。私は、この 4月から東京手話通訳等派遣センターの所長を務めさせていただい

ております。手話通訳等派遣センターは、聴こえない人の生活、就労の場にたくさんの通訳者を派遣して

おりますが、その現場で多くの課題、あるいは心理的な問題を抱えた当事者と遭遇します。そのときには、

通訳の技術だけではなくて、対人援助、社会資源と結びつける様々な技術を求められます。こうした通訳

者の技術の向上、対人援助の方法についても、より一層研鑚を重ねているところです。 

 私たちは、来年 4 月から施行される障害者総合支援法、この内容が今検討されていると思いますけれど

も、本当に聴覚障害者の立場にたって無料でどこでもきちんとした支援が受けられるようになることを期

待しています。また、その中で支援に関わっては、コーディネートの専門性がとても大切です。現場の求

められることについて、適切な通訳を選んで派遣するだけではなくて、報告を聞いて、その内容を分析し

て、更により良い支援をするにはどうしたらいいかというコーディネートについても更に研鑽を重ねて参

りたいと思います。 

 そのときに通訳者自身のケアも非常に大切だと思います。聴覚障害者の現場に行くときに、様々な実態

を聞いたり、対応に悩む中で、通訳者自身の精神的な問題も重なってきます。この問題のケア、あるいは

スーパーバイズも、とても大切に思っております。今日、皆様の御討議を拝聴して、更に現場に生かして

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
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【対談】 

 

ろう相談員とろう医師が語り合う聴覚障害者の精神保健福祉の歴史と今後の展望 

 

                       対談者 聴覚障害者問題研究会代表 野 澤 克 哉 

                           琵 琶 湖 病 院 精 神 科 医 師 藤 田 保 

                  コーディネーター 東京都心身障害者福祉センター 馬屋原邦博 

 

○司会 対談を始めさせていただきます。本日は聴覚障害者の精神保健福祉について先駆的な実践を行っ

てこられたお二人の先生をお迎えいたしましたので、ご紹介いたします。 

 まず、長年、東京都心身障害者福祉センターで聴覚障害者の福祉指導に携わってこられた野澤克哉先生

です。野澤先生は、聴覚障害者の理解・啓発やケースワークに関する著書も多数執筆しておられます。そ

して、昨年の本シンポジウムで基調講演をいただいた藤田保先生です。藤田先生は、琵琶湖病院の精神科

医師として聴覚障害者外来を担当しておられます。本日は、お二人の先生に「ろう相談員とろう医師が語り

合う聴覚障害者の精神保健福祉の歴史と今後の展望」をテーマにこれまでの取り組や経験について語り合っ

ていただきます。コーディネーターは、東京都心身障害者福祉センター支援課の馬屋原邦博様です。 

 

○馬屋原 皆様、おはようございます。東京都心身障害者福祉センターの馬屋原と申します。ただいまか

ら、「ろう相談員とろう医師が語り合う聴覚障害者の精神保健福祉の歴史と今後の展望」という題で、長く

福祉の領域で活躍されてきました野澤さんと精神科の領域でろう医師として活躍していらっしゃいます藤

田先生の対談を、私が進行させていただきたいと思います。野澤さんはもともと私の上司でしたので、「野

澤先生」でなくて「野澤さん」という呼び方にさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 お二人とも、皆さんご存じのように非常に長く、それこそ、昭和 40年代、50年代という時代から長きに

わたって福祉、医療の領域で活躍なさっております。今日は歴史を振り返るというようなことで、まず野

澤さんから、昭和 40年代に福祉のお仕事に入ったきっかけとか、その当時のろう者の置かれている状況な

ども含めてお話をいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

○野澤 昭和40年代からというのは、私が今のソーシャルワーカーの仕事に入ったのが1965年ですから、

そのときからの話を始めましょう。 

 私がなぜこのような仕事に入ったのかというと、本当は、初めはろう学校の先生になるつもりだったの

です。教員免許も持っております。ただ、昭和 40年頃はまだろうあ者が専門的な、先生のような仕事に入

る例はほとんどゼロに近かったのです。静岡県の教員の採用試験、筆記は受かったのですが、面接で断わ

られてしまいました。それでしょうがなくというか、なにくそという思いで別の資格を取って、聞こえな

い人に関わる仕事をしたいと思いました。静岡大学を卒業したあと、東京に来て、日本社会事業大学の研

究科に入って社会福祉士主事の資格を取りました。ろう関係の仕事に入ったということです。初めて入っ

た職場が板橋にある東京聴覚障害者支援センター、前の名前がろうあ者更生寮です。そこで 3年間、生活

支援、職業支援の仕事をいたしまして、昭和 43年（1968 年）に東京都心身障害者福祉センター、東京の総

合リハビリセンターが作られました。そこに呼ばれて入ったわけです。そして、32年間仕事をしました。 

 聴覚障害者精神保健に関わる仕事はろうあ者更生寮のときにやっておりますが、その頃、社会的な状況
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は、ろう者に対して、また手話に対しても、まだまだ理解が足りない状況でした。「精神」というのは、私

たち聴覚障害者問題研究会で「精神」というような手話ではなく、このようにして（神という手話を表出）

表しております。そのころは、精神的な問題を表に出す支援をする前に生活の問題、特に食べるための職

業、また人間関係、また生活環境の問題が重くて、それを中心に一生懸命に支援をしました。精神的な問

題を出して支援が始まったのは昭和 50年に入ってからだと思います。心の問題として本格的に支援が始ま

ったのは、私の経験では昭和 60年に入ってからだと思います。時代もどんどん変化する頃でした。 

 心の問題というのはどういうことかというと、最初は、やはり職場の問題と家庭の問題の 2つです。特

に昭和 40年代は、日本は高度経済成長期でしたね。ろうあ者も仕事のために地方から東京へ、また大阪へ

出てきて、核家族化が始まった頃ですね。そうなると、人間関係が、自分でつくる、家族の支援があまり

期待できないという状況だったわけです。昭和 40年代頃は、自分が人間関係を築くために社会支援の整備

がほとんどなかった、ないに等しい状況でした。情報提供施設などは、もっともっとあとに作られたとい

うことがありますよね。このように、どのように支援するのかということをいろいろ悩みました。それは

私だけではなく、全国各地のろうあ者に関わる相談員はみんな、同じように悩んだと思います。そして昭

和 49年（1974年）、私が今肩書に使っております聴覚障害者問題研究会を作ったわけです。全国に同じよ

うな悩みを持つ相談員、医師、弁護士、通訳者などに呼び掛けて聴覚障害者問題研究会を立ち上げました。

精神的な問題を本格的に支援しようと思いました。 

 その大きなきっかけになったのが、1991年、日本で開かれた第 11回世界ろう者会議でした。そして、聴

覚障害者問題研究会の中で聴覚障害者が主体的になって、精神保健研究集会を藤田先生が、また片倉先生

と一緒に作ったわけです。今、簡単な経緯だけをお話ししました。あと、藤田先生、お願いします。 

 

○馬屋原 野澤さんから、昭和40年代から1991年に開かれた世界ろう者会議の辺りまでのお話をいただき

ました。藤田先生は昭和 50年代に精神科の先生になられました。医師になられたあと、皆様もご存じのよ

うに中途で失聴され、ろう者の精神医療に関わりはじめてというようなことになります。その昭和 50年代

辺りの精神医療、その頃精神科の中で聴覚障害者の置かれていた状況、ご自身が実際に体験なさったこと

等を含めまして、昭和 50年代、60 年代、世界会議辺りのところまでをお話しいただきたいと思います。 

 

○藤田 皆さん、おはようございます。私は大学を卒業して医者になりまして、聴覚障害者の精神保健に

関わるまでの経過をお話ししたいと思います。個人的な体験が多くなりますが。 

 私は大学を昭和 50年に卒業して、母校の大学の精神神経科に入局しました。学生時代は大学紛争が盛り

のときでした。今日は聴覚障害者の精神保健に関心を持つ方ばかりでしょうから、少し恥ずかしい思いも

あるのですが、当時の私は聞こえない人の精神保健の問題を全く考えていませんでした。今は研修医には

スーパーローテーションというのがありますが、当時はそういうものはなく、大学を卒業して国家試験を

受けて医師免許を取り、すぐに精神科の医局に入りました。 

 このとき一応は医師ではありますが、当然ながら 1人では何もできませんので、医局の先輩医師とペア

になって診療などをしました。あるとき、神経科の方で髄膜炎の患者さんを受け持ちましたが、原因がな

かなか分からないでいました。あとで真菌、つまりカビの類などの混合感染だったと分かるのですが、当

時は真菌の検査法が確立しておらず効果的な薬もなかったので、患者さんは昏睡が続いたり、腰に大きな

褥瘡（床ずれ）ができ、何度か死線をさまよっていました。しかし、時間がかかりましたが対症療法で何と

か病気は治りました。ただ、全く聞こえない状態になっていました。そして、あれだけ大変な状態だった
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のに何とか命は救えたということで、患者さんや家族も先輩医師も私も喜んで退院の日を迎え、皆笑顔で

別れました。 

 ところが、その数年後に私自身が聴神経の病気で聞こえなくなってしまった。その時にまず頭に浮かん

だのがあの髄膜炎の患者さんの笑顔でした。中途失聴という体験は大変厳しいもので、それまで健聴者と

して築いてきたアイデンティティが壊れてしまいます。要するに、これからどうやって生きていくか分か

らなくなるという体験です。自分が体験して中途失聴の大変さを痛感しましたから、すぐにあの髄膜炎の

患者さんは今どうしておられるかと、そしてあのとき病気は何とか治したけれど、残った重い障害を抱え

てその後の長い人生を生きていくのに医者として何もアドバイスが出来なかった、という苦い思いに駆ら

れました。ただ、当時、中途失聴者のリハビリなどがきちんとできる所はなかったと思いますので、実際

どのように対応していいか分からなかったかもしれません。 

 私の人生の中で聴覚障害者に出会ったのはその髄膜炎の患者さんが初めてだったと記憶しています。聴

覚障害は目に見えませんので、周囲に居ながら私が見逃していたのかも知れません。それくらい、健聴で

あった当時は聞こえない人の問題を全く考えていませんでした。言い訳めきますが、当時ほとんどの医者

は私と同じだったように思います。今はどれほど変わったでしょうか。 

 その頃、たまたま新聞を読んでいましたら、京都市聴覚言語障害センター（以下、聴言センター）がオー

プンしたという記事に出会いました。先ほど言いましたように、自分はこれからどのように生きてゆくべ

きかという重い課題を抱えていましたから、早速に聴言センターを訪ねました。当時、中途失聴者に対す

るリハビリのプログラムが整っていたわけではありませんでしたが、読話や手話の基本を習ったりいろい

ろな相談をしていました。ただ、相談といっても、大部分の時間は私がしゃべりまくっていたと記憶して

います。自分に起こったことやこれからのことを頭の中で整理する作業であった、と今は思えます。 

 その後、私は精神科の病院に復帰して診察などをしていたので、センター内の更生施設の入所者や地域

に住む聴覚障害者の精神保健相談をしてもらえないか、と聴言センターから話がありました。当時は精神

衛生相談と言っていましたが、聴言センターとしても、聴覚障害者の精神保健の問題や課題が重要で、そ

れへの対応の必要性を認識し始めていたということだと思います。私自身も聞こえないので精神保健相談

を始めることになりました。それが 1982年、昭和 57年くらいです。 

 1991年（平成 3）年に東京で第 11回世界ろう者会議があり、その中に心理学・精神医学委員会、つまり

分科会の様なものが設置されたばかりでした。当時、この分野でレポート発表ができる人があまりいなか

ったのだと思いますが、片倉先生や私に下命があり、私は京都での精神保健相談の経験をまとめて報告し

ました。この時に聴覚障害者の精神保健について海外の文献を調べたところ、アメリカやイギリス、スカ

ンジナビアの国では、聴覚障害者のための外来やユニットを作って実践していることを知りました。これ

を参考にして、私の勤める病院で聴覚障害者のための診察ができないかと考えるようになりました。この

ように、世界ろう者会議は日本の聴覚障害者の精神保健を考え始める強い刺激になったと思います。 

 

○馬屋原 藤田先生、ありがとうございます。この頃から平成に入りまして、世界ろう者会議の中で海外

での情報なども入ってきて、そしてまた、日本でも実は、先ほど野澤さんの話の中にもありましたように、

昭和 60年代ぐらいから精神保健の問題が少しずつ出てきて、それに対する支援というようなことに取り組

むために、野澤さんは聴覚障害者問題研究会を作ったり、また、世界会議以降、精神保健研究集会を開い

たりといったところに、藤田先生も入っていただくというようなことになりました。その辺りの平成に入

ってからの状況などを少し野澤さんからお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○野澤 その前にもう 1つお話があります。私が 1965 年にこの仕事に入った頃のお話です。総合リハビリ

センターには精神科の医師も来ておりました。一緒に仕事をやった経験もいろいろあります。その頃から

世界の会議に行って、勉強をしてまいりました。 

 1つ、日本の精神科の問題で引っかかることがありました。昭和 50年頃でしょうか、医者が心の問題で

ろうあ者を診察すると、「ろうに基づく適応障害」「ろうに基づく環境障害」という名前が診断書の診断名

として付いていたのです。そのようにはっきり書いてあったのです。世界のそういう文献を見ても、そん

なことは書いてないのです。「なぜ」と思ったときに、社会的な立場、手話に対する理解、ろう者に対する

理解というのがそういう診断に反映されていると思ったのです。こういう診断名をなくすことも精神研修

会の 1つの仕事ではないかと感じました。 

 平成に入ってから、ろう者、手話に対する社会的理解が広がってきましたね。ろうに基づくような病名

はなくなりました。一般的にいうとおかしいことですが、「統合失調症」という名前に変わったことは、う

れしいことかどうかは別にして、そのようになりました。ただ、ろうの心の問題は、コミュニケーション

の問題、情報の問題もありますが、例えば、ろう者は支離滅裂な文章を書きます。普通、統合失調症にな

ると、健聴者でもやはり文が滅茶苦茶になります。ろうに慣れていないと、それはろうのためなのか、そ

れとも統合失調症のためなのか、判断が非常に難しいわけです。私でも難しいという経験がたくさんあり

ます。そういう問題もきっちりと整理をしていきたいと、今も何とか頑張っております。 

 

○馬屋原 ありがとうございました。昭和 40年代頃は、精神科の先生も聴覚障害のこと、ろう者のことを

あまり分からずに、診断名もきちんと診断がつけられていなかったというようなお話もありました。いわ

ゆる聴覚障害者のコミュニケーション面や情報面の困難さについて一般の精神科の先生方がよくご存じな

いということなどがあって、藤田先生は逆に、ご自身が聞こえなくなったという体験をもとに、アメリカ

での聴覚障害の方へのユニットも参考になさって病院の中に聴覚障害者の方の外来をお作りになったとい

うようなことになります。その辺りのお話をいただければと思います。 

 

○藤田 診断について考えることは、精神医学にしても心理学にしても、聞こえる人を前提に作られ発展

してきましたので、それらが聞こえない人にも当てはまるのかという疑問が出てきます。例えば、病気の

診断基準というのがありますが、統合失調症の診断基準をろうの人に当てはめると誤診するというような

研究論文を、アメリカの精神医学雑誌で見たことがあります。これは、ある意味で考えれば当たり前のこ

とのように思えます。 

 それと、中途失聴の精神保健が重要であることは、私自身が身を持って体験しています。聞こえなくな

って間がない頃に、被害妄想というか迫害妄想のようなことを平然と他人に告げていたことがあります。

一寸したことでおかしいと気付いたので、妄想の世界から戻ってこられましたが、そういう機会は少なく

ないように思います。生まれつき聞こえない人でも似たような体験をされるだろうと考えられます。 

 さて、世界ろう者会議の 2年後、1993年に私が勤める病院で聴覚障害外来を始めました。準備段階で病

院職員に対して、聴覚障害者とはどのような人で、どのような課題や困難を持つのかといったことを学ぶ

講座と、聴覚障害者のコミュニケーション手段を学ぶ講座、これは多くは手話講座となりましたが、補聴

器で聞きとりやすい話し方とか、早く正しく読みやすい筆記の仕方などの勉強も行いました。また、でき

るだけ院内の情報を目で見える形にするなどの工夫をしました。 
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 それから、この外来の PRをどうしたらよいか悩んでいたのですが、開設の少し前からどこで聞きつけた

のか、テレビや新聞などマスコミから取材を受けました。日本で初めて手話で診療をする、というのがニ

ュースになるというのです。しかし、これは裏返せば聴覚障害者の受療の問題が放ったらかしにされてい

たということだと思います。実際、この外来を進めるにつれて、そのことがはっきり分かってくるのです

が、当時はそのような状況だったわけです。 

 

○馬屋原 1993 年に琵琶湖病院の中で聴覚障害外来が始まって、スタッフに対してコミュニケーションを、

聞こえないことについての勉強会をなさってというお話しでした。その辺り、野澤さんから何かご意見や

コメントなどがあればお話しいただきたいのですが。 

 

○野澤 ちょっと話が飛ぶと思いますが、ろうあ連盟が中心になり、差別法、欠格条項撤廃の運動をしま

したね。皆さんもご存じだと思います。2001 年、86の法律があったと思うのですが、すべての差別的な法

律から絶対的差別、ろうイコール駄目というようなものはなくなりました。そのあと、医学関係の大学に

入る聞こえない人が出てきたわけです。私が知っている範囲で6人か7人、今学んでいると思います。将来、

そういう方々が全員、精神的な仕事に関わるかどうかは分かりませんが、社会は確実に変わってきていま

す。また、来年、差別禁止法が出来るかもしれない。内容は期待していませんが、名前だけでも出れば、

今後の中身作りに非常に効果はあると思います。その辺を期待し、これから我々がどのように取り組んで

いくのか、もう少しあとに話ししたいと思います。 

 

○馬屋原 ありがとうございました。たぶんその頃から、1993年以降、今 2001年の欠格条項の撤廃の話も

ありましたが、社会の中で聴覚障害者の方への見方みたいなところ、聴覚障害の方あるいは手話に対して

理解が進んできたりというようなことになってくるかと思うのですが、その辺り、野澤さんからもう少し

お話いただいてもよろしいでしょうか。 

 

○野澤 先生、何かありますか。 

 

○馬屋原 お願いいたします。 

 

○藤田 外来にはいろいろな聴覚障害者が来られますが、手話を主なコミュニケーション手段とする人の

割合が大きいです。それだけニーズが高いということだと思います。その人たちを手話で診察しています

と、私の読み取りの力量の問題もありますが、どうも教科書で習った病態とは少し違うように感じること

が多いのです。私は今全く聞こえず、この場にいる多くの聴覚障害者の中でも最重度だと思いますが、30

歳くらいまでは健聴でしたので、聞こえないで育った経験がなく実感がわからないのです。この外来の診

療をしていて、その聞こえないで育つということの中に病態を理解し問題を解く鍵があるように思えるの

です。その辺りを分かりたいと思うのですがなかなか難しくて、大層ですけどこれは私が生涯をかけて対

峙するテーマだと考えています。 

 琵琶湖病院で聴覚障害者外来をしているということがぼちぼち広まりますと、遠方からでも患者さんが

紹介されてくるようになりました。当然ながら難しい事例が多いので、対応に苦慮します。病院職員の中

で手話を使う者は少なくないですが、習得レベルはさまざまです。患者さんが落ち着いていると、手話表
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現がこちらに分かりやすくなるように配慮する余裕もあると思うのですが、状態が良くないとそうはいき

ませんので、患者さんに対応する際の職員側の負担が大きくなってきます。しかし、診療上の問題は基本

的に病院内、職員間で対応し解決しなければならないと考えて、何とか努力しています。 

 それから、聴覚障害外来では診察時などのコミュニケーションに時間がかかりますので、初診は 60分、

再診は 30分という枠組みを作って予約制でしています。3分診療とか言われていますが、この外来のやり

方では儲からない、採算が合わないという課題も出てきます。実は、聴覚障害者の診療には時間がかかる

ので診療報酬上特別に加算できないか、と国に問い合わせたことがあるのですが、それはコミュニケーシ

ョンの問題だから医療ではなく障害者福祉の管轄になると回答されました。 

 私が先輩や同僚の医師に聴覚障害者外来のことを紹介しますとたいてい、それは良いことをしている、

と言われるのですが、自分もする、とは言いません。医療側や職員の負担が大きくて採算も合いそうにな

いなら当たり前ですから、琵琶湖病院の聴覚障害者外来のようなやり方を全国的に広めることは難しいの

かも知れないとも思っています。しかし、聴覚障害者外来のような取り組みは絶対に必要ですので、先ず

は東京とか大都市で検討していただけないかと思います。 

 

○馬屋原 ありがとうございます。琵琶湖病院の中でのお話から、こういう必要な病院について、もっと

広げていく必要があるけれどもなかなか課題があるというようなお話をいただきました。先ほど藤田先生

から、聞こえるお医者さんが実際に聞こえない方を診察したり診断をするときに、藤田先生もご自身聞こ

えないで育つという経験がなく、というようなお話がありましたが、聞こえない方を診察するときに聞こ

えるお医者さんが、いろいろ戸惑うことがあるというようなこともお聞きします。この場でもう少し具体

的に詳しくお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○藤田 聴覚障害者に対する精神科の診療を進めていますと、病院でできることは限られている、とよく

感じます。例えば、入院して治療を終えて退院する際に、自宅とか入院前の環境に戻れるならよいですが、

そう出来ないこともよくあります。つまり、入院を続ける必要はないが帰る場がないということになりか

ねません。先ほど述べた「聞こえないで育つ」ことの理解を医療側に促すことも含めて、私は診療を始める

ときから聴覚障害者の精神保健関係や障害福祉関係、団体などとの連携が重要だと考えています。 

 時折20年30年と長期入院している聞こえない患者さんのことを聞きますが、対応困難な事例も必ずしも

入院を続ける必要はないと思われる方もいます。全国の精神科病院を探せばかなり居られるのではないか

と思われます。かつて当院にも長期入院の対応困難な事例が居られましたが、聴覚障害者向けの授産施設

や関係機関と連携して退院を促す取り組みをしたことがあります。先ずは、精神的安定を得るためにろう

の専門家らに接触してもらい、一定安定すると授産施設に外出や外泊して作業や仲間と交流して徐々に社

会性を高めていきます。この時、最初は病院と施設の往復に支援が必要ですが、病院から施設に向かうと

きは病院職員が支援し、施設から病院に戻る際は施設職員が援助するといったことをしました。ところが、

最近はこのようなきめ細かな支援がしにくくなっているように感じるのですが、医療や福祉制度の問題な

のかとも思います。 

 それと、病院側と共同するには、施設側の態勢や個々の支援員も精神保健に関する一定の力量というか

専門性を身に付けていることが望まれます。施設も規模が大きいと聴覚障害者福祉のさまざまな仕事があ

り、それらを経験することで視野の広い支援員になれるという側面もあるでしょうが、医療専門職と対等

に連携して精神面に課題を持つ聴覚障害者をしっかり受け止めることのできる支援員が育っているか検証
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してほしいところです。 

 

○馬屋原 ありがとうございます。病院に長期に入院されているろう者の方がいらして、その方を地域に

ということで施設との連携などを図る。ただ、その連携について少し難しくなってきたり、あるいは、支

援員の方の仕事の幅は広がるけれども精神保健に限ってそこを深めていける状況があるだろうかというよ

うなことですが、その辺り、野澤さんから何かご意見があれば伺いましょうか。 

 

○野澤 少しお話をいたします。藤田先生は医師でいらっしゃいますので、医療関係の技術をお持ちです。

私の場合はソーシャルワーカーですから、治療はありません、支援までというところになります。ただ、

個人的な支援、例えばカウンセリングということになりますが、私はそれをグループ支援に変えて、グル

ープを作ってやっていくということが多くありました。幸い、働いていた所が東京都の総合リハビリテー

ションセンターでしたので、社会資源といっても小さいものばかりですが、いろいろ作ることができまし

た。また、仲間がいたことも幸いです。また、中途失聴者の読話教室など、コミュニケーション教室、ま

た、そういう中で社会教養講座などを開催し、また、小さい子どもを持つ聞こえない親のグループを作っ

ております。また、その中で役員会やそういう団体にお願いして今も続けています。精神的な問題、また、

個人的に支援していくということは少なくなっています。カウンセリングや相談という面については続け

ております。グループ的な支援のほうが効果があると考えております。そういう、いろいろなことを積み

重ねてきているところです。 

 

○馬屋原 野澤さんからは、ご自身でいろいろな社会資源を作りながら社会の環境なども変えてきたとい

うようなお話だったかと思います。時間のほうもあと 15分くらいになりましたので、今回の 1つのテーマ

が展望ということですので、これからこういう課題があるのではないか、あるいは、これからはこういう

展望が持てるのではないかというような、未来に向かって藤田先生と野澤さんから、それぞれ、ご発言い

ただきたいと思います。では、藤田先生からでよろしいでしょうか。 

 

○藤田 先ほど障害者の欠格条項の話がありましたが、2000 年頃ですか、私も欠格条項撤廃運動に関わっ

ていました。医師法の改正前ですから、聞こえない、見えない、口のきけない者には医師免許を与えない

とありましたので、聴覚障害者団体の幹部から、表に出て来て大丈夫か、と心配もされました。その後、

法律が改正されましたので、聞こえないだけでなく、障害を持つ医師がどんどん増えて来るでしょうし、

実際に聴覚障害を持つ精神保健の専門家が育ってきているのは喜ばしいことです。もう少し時間はかかる

でしょうが「聞こえないで育った」精神科医や精神保健の専門家が増えることで、聴覚障害者に対する精神

科医療や精神保健対策などで適正できめ細かい対応ができるようになるだろうと期待しています。福祉制

度などは野澤さんにお願いします。 

 

○馬屋原 ありがとうございました。では、野澤さんから今後の展望などについてのお話をいただきたい

と思います。お願いします。 

 

○野澤 展望になるかどうか分かりませんが、私も藤田先生と同じに、特にアメリカの聞こえない方たち

がどのように医師を続けているのかを調べてみました。今、歯科医師もいらっしゃいますし、医師でない
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けれども、看護師もいらっしゃいます。内科の医師もいます。日本にもいますが、少ないです。医療の中

でろう者にいちばん向く分野は何なのか、私も、正直いって専門ではないので分かりません。実は、皆さ

んもご存じのとおり、私たちが関わって作りました聴覚障害精神保健研究集会、今年、21回目で発展的解

散をいたしました。その解散した理由といいますのが、若い方にお任せしていくということもありますが、

各地方の地域の方たちを育てていくためには、上部の団体を解散したほうが若い方たちが動きやすいとい

うことで。また、幸い、東京では聴力障害者情報文化センターの取り組みが始まっておりますし、全国で

情報提供施設が 40 か所以上出来ております。今後、もっと増えていくだろうと思っています。差別禁止法

などの法律を背景にして、そういうものを作っていきやすい面があると思っています。 

 そういうところで、小さくても地域に密着した精神的な家族会、また、支援をするようなものを作って

いきたいと、今、考えているところです。まだ考えているところだけなのですが、呼び掛けもいろいろと

やっていきたいと思っています。皆さんも是非一緒に考えて、取り組みをしていきましょう。 

 

○馬屋原 ありがとうございました。時間は 10分ぐらい残っています。今日は対談ということなのに私が

勝手に進めていますので、野澤さん、藤田先生、もしもう一言ずつお話を何かしたいということがあれ

ば。 

 

○藤田 福祉制度のことはあまり得意ではないですが、言うまでもなく障害者福祉の考え方や制度がよい

方向に変わってきています。障害者福祉関係にとっては追風ですが、これを精神保健福祉の分野にどう利

用するかというのが課題の 1つかと思います。その辺りは具体的にどうするべきか私にはなかなか思いつ

かないですが、聴覚障害者の精神保健に関する理解や対応が社会に広め深められることや、聴覚障害を持

つ精神保健の専門家がより多く育ち、活躍できる場が拡がることが必要かつ大切なことではないかと思い

ます。 

 

○馬屋原 ありがとうございます。では、少し時間が残っておりますので、フロアの方から、今日、お二

人が揃っていらっしゃる場所で、これはお聞きしたいというようなことがあれば、今ご質問を受けたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

□会場からの質問 

 聴覚障害の患者が他の診療科からの紹介で、藤田先生のところに回ってくることはあるか。そのとき、

他の診療科がどのように判断するのかを知りたい。 

 

○藤田 他科から紹介されてくる場合、耳鼻科から時々ありますが、それは聴覚障害に関する心理的な問

題は耳鼻科医としても一定の対応をするものの、手に負えなくなったら精神科へという感じです。一般的

にいえば、耳鼻科医や内科医らが心理的精神的に問題があると判断すれば、同じ病院か近くの心療内科や

精神科に照会するだろうと思います。ただ、どのレベルで精神科に紹介するかは、結局は耳鼻科医らの意

識によると思いますが、聴覚障害者だから聴覚障害者外来の精神科にと考える耳鼻科医も居ることはいま

す。 

 

○馬屋原 ありがとうございます。よろしいでしょうか。では、ほかにご質問とか、ここでご発言をいた
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だける方はフロアでどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 

□会場からの質問 

 ろう者ではない人がろう者にカウンセリングを行うことは可能なのか、治療的効果があるのか。 

 

○馬屋原 では藤田先生、お願いいたします。 

 

○藤田 今手話を使ってカウンセリングをしている健聴の心理士は何人かいます。先ほども言いましたが、

心理カウンセリングの手法も敢えていえば、聞こえる人を対象に発展してきたわけで、小さい時から重い

難聴があって手話で疎通する人に、聞こえる人と同じように効果があるかどうかは分かりません。ただ、

聞こえる人の中でも効果はまちまちですし、手話で行う心理カウンセリングも場合によって効果はあると

思います。また、治療法はカウンセリングだけではありませんので、それだけで効果を判断するのも良く

ないと思います。ろうの心理士がろうの人にカウンセリングをして大きな効果が得られるのかもしれず期

待したいと思います。 

 

○馬屋原 野澤さんからどうぞ。 

 

○野澤 私の場合は、7歳のときに聞こえなくなりました。ろう学校高等部まで経験しております。それ

から一般の大学に進みました。どちらも慣れているわけです。この長いソーシャルワーカーとしての経験

から言いますと、聞こえる、聞こえない、また、ろう者の支援に対しては、聞こえる人、聞こえない人で

も問題はないと思います。はっきりと言って、あまり関係はないと思っています。問題は、どこまでろう

者の歴史的な問題、文化など、また、手話だけではなくて、ろう者を取り巻く基盤、環境をどこまで理解

しているかということがいちばん大事だと思っています。 

 

○馬屋原 よろしいでしょうか。時間が少し過ぎてしまいました。拙い進行で、藤田先生と野澤さん、お

二人のこれまでいろいろとなさってきたことの重みですとか、あるいは未来に向けてのいろいろな解決の

ことが聞き出せたかどうか、ちょっと心許ないところではありますが、今日の対談を基に、聴覚障害の方

が地域生活を営む上でいろいろなことが少しずつ変わっていって、いい方向に向かっていければいいなと

思っております。時間も過ぎまして、進行も不手際がございましたが、どうもご協力ありがとうございま

した。また、藤田先生、野澤さん、どうもありがとうございました。終わりにしたいと思います。 

 

○司会 ありがとうございました。野澤先生と藤田先生、馬屋原様にもう一度皆様から拍手をお願いいた

します。では、ここで 10分間の休憩に入ります。11 時 35分から分科会全体会を始めます。お疲れ様でし

た。
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【分科会全体会】 

 

○司会 時間になりましたので、分科会全体会を始めさせていただきます。まず、これからの進め方につ

いてご説明いたします。本日は 3つの分科会を設けています。午前の分科会全体会では、各分科会の指定

発表者からお話をいただきます。 

 昼食休憩後、それぞれの分科会に分かれて討議を行います。討議終了後、再びこの会場に集まり、分科

会司会者から討議の内容を報告いただき、参加者全員で分科会の内容を共有したいと思っています。 

 では、これから指定発表者から、それぞれ 15分ずつお話をお願いします。すべての発表が終わりました

ら、12時 30 分までの時間帯で質問をお受けいたします。 

 分科会①、テーマ「相談支援実践例」、指定発表者は立命館大学衣笠総合研究機構の甲斐更紗様です。甲

斐様は精神保健福祉士と臨床心理士の資格を持って、聴覚障害者の相談支援及びカウンセリングの実践と

研究を行っておられます。よろしくお願いいたします。 

 

○分科会①「相談支援実践例」 立命館大学衣笠総合研究機構 臨床心理士 甲斐更紗 

 

―――――以下、当日配布資料――――― 

 

（１）はじめに 

 報告者が週に３回ほど関わっている聴覚障害者関連Ａ施設１)では、７年前から聴覚障害児・者が自分のこ

とば（手話、筆談など）で相談が受けられるように「こころの相談」を設けている 2)。 

 こころの相談担当者である報告者は、臨床心理学の知識、技法に基づいて、臨床心理学的査定（心理検査

など）、臨床心理学的援助（カウンセリング、心理療法など）、臨床心理学的地域援助（コミュニティ援助）

という方法で聴覚障害児・者の相談を進めている。必要に応じて、関係機関と連携を取りながら対応にあた

っているケースも多くある。 

 Ａ施設開設時は、統合失調症や大災害のトラウマを抱える聴覚障害者の来訪が多かった。徐々にうつ病、

過去の体験（いじめなど）からくるトラウマ、不安障害、人格障害などの聴覚障害者、家族関係に悩む聴覚

障害者、不登校の聴覚障害児などの来訪も増えつつある。 

 また、Ａ施設では、精神疾患を持つ聴覚障害者たちの声によって、仲間達が集まるグループ活動も設けら

れている。そのようなピア的関わりの中で、少しずつ変わりつつある聴覚障害者の姿もみられている。 

 そのような中、来訪される聴覚障害者たちの背景に、「『聴覚障害者本人にとって』家族機能もしくは家

族関係が十分ではなかった」という共通点があると感じている。そこで、失われた、もしくは失いかけつつ

ある家族機能あるいは家族関係の回復に向けての支援など、いろいろと取り組んでいる。今回のシンポジウ

ムでは、失った家族を求めようとして必死になっている聴覚障害者との関わりについて報告したい。 

※ 今回の報告にあたって、これまで関わってきたご本人の承諾のもとに事例を発表している。但し、ご本

人のプライバシーを徹底的に守るために、今回の報告は地域名や施設名を表記しない。ご理解いただけ

ましたら幸いです。 

（２）事例 

 事例の概要は当日紹介する。 
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（３）事例からみえてきたこと 

 本事例は、失った家族機能を何らかの形に置き換えようとしたご本人が、最終的目標にたどりつくために

はどうしたらよいのか、動いたケースである。つい、目先の問題に捉えがちであるが、「つないで終わり」

というわけではない。ご本人の最終的目標にたどり着くまで、どのように寄り添って歩んで行くべきか考え

なければならない。長期的目標と短期的目標を、ご本人と一緒に立てることが大切である。 

（４）終わりに 

 今回の報告内容はカウンセリングの展開を中心に取り上げたものである。 

 聴覚障害者への相談、というと個人を見るということになりがちだが、家族にも焦点をあてて考えないと

いけない。現在では、家族を支える社会資源が乏しいという面がある。 

 Ａ施設における相談では、個人対応という視点から家族支援という視点に移りつつある。聴覚障害者の精

神保健福祉を考えるにあたって、家族も含めて包括的に支援していくことが重要であると考えているからで

ある。 

1)Ａ施設は医療機関でもなく、障害者自立支援法に基づく施設でもなく、身体障害者福祉法に基づく施設で

ある。 

2)Ａ施設では、「聞こえの相談」「こころの相談」「ろうあ者相談」「盲ろう者相談」の４つの相談事業を

実施している。 

 

―――――以下発表――――― 

 

 皆さん、こんにちは。先ほど紹介していただきました甲斐と申します。 

 京都にあります立命館大学、手話ではこういうふうにします（手話表現）。聴覚障害者の支援のことを話

したいと思います。話すときには実際に起こった事例を簡単にまとめてお話をする予定です。そのために

実際にカウンセリングを受けられたご本人と話をして、ここで発表してもいいという確認をもらっており

ます。ただ、ご本人の希望があって、今日発表するときは地名、カウンセリングを実施している施設名等

は省かせていただきます。 

 では、今からこの資料に沿って、内容を簡単にまとめて話をしたいと思います。私は臨床心理士の資格

を持っているということで、「身体障害者福祉法」の中で定められている施設で週に 3日、心理相談をして

おります。 

 心理相談開始のきっかけは 7年前になります。施設ができたときに心理相談も入ったわけです。それは

何かといいますと、7年前にいろいろあったと思うんですね。施設ができる前のその地域は精神的な問題

を持っているろう者、または難聴者が何人かいらっしゃったということで、手話でカウンセリングを受け

る場がなかったんですね。ほとんど、手話通訳者がすべてをやっていた。精神科病院に一緒に付いていく、

そして通訳で情報を入れるという形だけだったのです。そういう意味では、通訳者もすごく悩みが多く、

ろう者もいろいろ手話で話されるけれども妄想があったり、どうやってお医者さんに伝えればいいのか。

また、医師が話す内容をご本人にどうやって伝えればいいのかというような。医者との会話だけでいいの

か、それともちゃんと生活の支援が必要なのではないかということで本当に通訳者は悩んでいたわけです。

そのために、7年前にできた施設に心理相談を入れたわけです。 

 施設ができる前にはろうあ者相談員がいたのですが、ご本人は経験は長かったのですが、心理的な問題
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や精神的な問題については知識がなかったわけです。そのために、24 時間対応しなければいけないのかす

ごく悩んだそうです。それで、ろうあ相談員とは別に、心理的な問題に対応する相談員が必要なのだとい

う話が持ち上がり、私がそこに起用されたわけです。初めは月に1回だけでした。月1回の相談でカウンセ

リングなどを続けていたわけですが、2年前から週 3日になりました。現在は、週に 3日、対応していま

す。 

 その対応方法なのですが、臨床心理の学問的な知識を基に、カウンセリング、心理療法、つまり臨床心

理学の学問的知識を基本に支援するということですね。それから発達検査、心理検査など臨床心理学的査

定をするわけです。そして、コミュニティー支援もするわけです。この 3つを中心に進めております。 

 施設ができたときは、来られる方々の中でやはり統合失調症の方が多かったです。また、災害のショッ

クということで、PTSDとまではいかないけれどもそれに近いトラウマを持つろう者、難聴者が本当に多か

ったです。そして、ぼちぼちうつ病の人も来始めましたし、また、過去の体験の中で、つまりいろいろな

いじめに遭ったり、そういうことがトラウマになって苦しんでいる人たち、不安障害とか人格障害、また

は家族との関わりの中で悩んでいるろう者、難聴者、または中途失聴者などが来られるようになったわけ

です。 

 最近は、発達障害など重複障害を持つろう・難聴者も来ます。大人だけではなく、子どもも来るという

状況ですね。不登校、学校に行きたくない、行けないんだというろう・難聴の子どもも来るようになって

います。さまざまな課題を持ったろう者、難聴者がたくさんいるということです。 

 その中で、私が考えているのは何かというと、来られる方々の背景には何か共通点があるということで

す。何かというとやはり家族関係なのです。しっかりしていないというか。また、聴覚障害者本人にとっ

て家族機能がしっかりなされていないということです。そういう共通点があるんですね。 

 例えば、聴者の親から生まれた子がろうだったということで、それが分かったとき、親は非常にショッ

クを受けるわけです。聴者の親がろうの子どもとの間でコミュニケーションがなかなか成り立たず、悩ん

で通じない。また、小さいときは口話で通じたと思っても、やはり大きくなると内容が難しくなり、深い

会話になってくるので通じなくなる。親子がなかなか仲良くやっていけないという人が多いのです。 

 来られる方々の中で、コミュニケーションの問題だけではなくて、それぞれの家族の状況もあると思い

ます。経済的に恵まれない家庭、親がいないろう者とか、親が離婚をしたために家族が離散してしまうと

いうことで、きちんと育てられている経験がないというろう者もいます。親が自分の子がろうということ

で放置する。きちんと育ててもらえないろう者、難聴者がいらっしゃるんですね。そういうような問題を

持つ方がお見えになるということが多いです。最近、そういうふうに感じます。 

 今回、実際に来られた方の内容は一般的にある相談内容だったんですね。実際に何回かカウンセリング

を積み重ねていく中でこれまでの家族関係の中でいろいろな問題があるのだな、それを何とか取り戻すた

めにカウンセリングをするわけです。その例をご紹介します。 

 まずはＡさんです。30代後半です。今、Ａさんは一人暮らしをされています。基本的に私のところの施

設というのは、相談を申し込む方法はファックスとメール、または手話通訳を介した電話です。住んでい

る地域の通訳者を通して申し込まれるということもあります。また、地域にいる障害者相談員からの紹介

による申し込みなどもあります。Ａさんからは、ファックスで相談の申し込みがありました。実際、お会

いして「この施設の相談をどうして知ったの」と聞いたら、ご本人は実はお金がないので仕事を探している

ということだったんですね。ハローワークに通っているというお話でした。「ハローワークでここを紹介さ

れました」と言ったんですね。「えっ、ハローワークがここを紹介するの」と思ったのですが、初めは、申
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し込みはお金がないということ、それから結婚したいというその 2つでした。地域でいろいろな支援があ

ると思いますが、本人はそういう支援だけでなくもっともっと支援がほしいという話でした。結婚したい

けれども、なぜ結婚したいのかというのはいろいろ隠れている問題がある、見えない問題があるのだなと

いうことがだんだんわかってきました。 

 Ａさんは一人暮しです。1、2 歳の頃にご両親が離婚されたそうで、お母さんに育てられたという経験は

実感がないんです。なぜかというと、離婚をして、お母さんは生活が苦しいのでいろいろな仕事、昼間だ

けでなく夜なども兼け持ちで仕事をしていたということで、本人はきちんと面倒を見てもらったというわ

けではなかったんですね。ただ、本人がろうだということがわかったとき、ろう学校の幼稚部に入れまし

た。でも母親がろう学校に入れて仕事に行ってしまうというような状況だったそうです。 

 そのように、家族の中できちんと育てられた経験がない。また、小中高は普通の学校に通い、そのあと

会社に入ったんですね。そのときに手話を全く知らないということで、手話と初めて出会ったという話で

した。そこから手話を学び始めたのですが、そのあと母親が亡くなったんですね。それがショックだった

のかどうか、いろいろ重なってうつ病を発症したのです。そして、会社を辞めてしまったという経緯があ

りました。 

 本人に会ったときはこのような状況でした。ちょっと、スライドを見てください。 

 ご本人は「結婚したい」という気持ちがすごくすごく強かったんですね。話しているうちにわかったこと

は、母親に愛された経験がないというか、実感がなかったようです。育てられた、また、話をした、愛さ

れたという経験がないわけです。ひとりぼっち、寂しい、誰か一緒にいてほしいという、周りに対して母

親の代わりを求めていたわけです。そういう状況がわかったわけです。 

 一般的にろう者の子どもの場合、親が「聞こえないんだ」とわかったら、いろいろ教育を施す、そしてそ

ういうふうに考えて育てるわけです。しかし、ご本人の場合、聞こえないことでコミュニケーションが取

れず、また母親も離婚したため忙しく、経済的に大変だということで仕事に専念をしていたので、きちん

と向き合ってもらった経験がない。そういうことが重なっている。そういう難しいケースということがわ

かりました。 

 ご本人と関わりを持つ中で、4年ほど関わってきたわけですが、ご本人はきちんとした人間関係を作る

機会がなかったことがわかりました。改めて子どものときの話というか、昔の話に戻ってみて「子どものと

きは何になりたかったの」という話をしながら、「子どもの頃やりたかったのは何なの、一緒にやってみよ

うか」というような形で、子どものときに戻って関わりを持つ、お話をするということを積み重ねました。 

 ご本人はうつ病を持っているということで、生活リズムがメチャクチャだったんですね。夜に起きて、

朝は起きられないという状況です。昼夜逆転だったために、生活のリズムを取り戻すためにはどうしたら

いいかをいろいろ話し合って、それを積み重ねて進めていったわけですが、やっと仕事をしたい、どのよ

うな仕事をしたいのかがはっきりわかったわけです。それに向かって、本人がいる地域に相談員がいらっ

しゃるので、関係者と関わりを持ちながらご本人に合う仕事を見つけて、計画を立て、今、話し合いが進

んでいる途中です。そういう流れの内容で私のところで対応しています。 

 以上、報告を終わります。 

 

○司会 ありがとうございました。次は分科会②、テーマ「情報保障問題」、指定発表者は社会福祉法人東

京聴覚障害者福祉事業協会東京手話通訳等派遣センターの高井洋様です。高井様は手話通訳士の資格をお

持ちです。ご自身、手話通訳業務をこなしながら、都内の手話通訳者と要約筆記者の派遣コーディネート
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に携わっておられます。では、よろしくお願いいたします。 

 

○分科会②「情報保障問題」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 高井洋 

 

―――――以下、当日配布資料――――― 

 

＜手話通訳者派遣＞ 

 センター登録 手話通訳者 122人。 

 派遣センターでは年間 6,000件余りの手話通訳派遣依頼に対応している。そのうち、医療現場への派遣は

66％を占めている。その中でも精神科医療関係への派遣は、10％ほどある。この数字は昨年度よりも多くな

っている。 

 聴覚障害と精神障害を併せ持つかたの実数は定かではないが、本人からの依頼の他、医療機関からの依頼

や相談員からの代行依頼もある。 

＜要約筆記者派遣＞ 

 センター登録 要約筆記者 153人。 

 精神科医療関係への派遣はほとんどないが、依頼につながっていないからだと考えられる。 

 発表では現場における現状と問題点、これから取り組む必要があることなどを述べたい。中でも、他の専

門分野・専門機関と連携が必要になるという点は分科会でも現場の声を聴きたい。  

1.東京都の手話通訳者の派遣と要請の現状 

2.通訳業務だけでは乗り越えられないこと 

3.精神疾患を併せ持つ方への通訳の難しさ 

 

―――――以下発表――――― 

 

 皆さん、こんにちは。派遣センターでコーディネートを担当している高井です。よろしくお願いします。 

 昨年も同じように分科会やシンポジウムに参加をさせていただいて、皆さんと意見の交換の場を作れた

こと、またたくさんの皆さんが聞こえない人たちの精神保健に興味を持って活動されていることに対して、

私は日頃の活動の中で助けられている、みんなに支えられているという思いを持って、今年もここにやっ

てまいりました。 

 資料にはごく少数だけの内容を載せてありますが、派遣センターの場合、聞こえない人たちからの手話

通訳の依頼が1年間に 6,000件以上の数があります。これは企業からの依頼は別にして、個人からの手話通

訳依頼が6,000件以上あるということになります。その中でも、特に医療については60％以上、6,000件の

うち 60％以上が医療に関する通訳依頼です。そして、その中でもさらに 10％ぐらいが精神科医療に関する

通訳依頼になっています。 

 この 10％というのは、明らかに精神科に通院するか、クリニックに通院とかカウンセリングとか、はっ

きり目的がわかっている内容での通訳依頼で 10％、そのほかいろいろ細々した、ほかの科のついでに精神

科を受診するとか、本人がいろいろなクレームを言いに行くという状況、通訳者から見ると明らかに精神

科に受診したほうがいいのではないかというケースも含めると、おそらく数は相当多くなるのではないか

と思います。今、この「10％」というのは明らかにわかっている範囲です。 
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 この数字なのですが、昨年と今年度、今年度は前期を考えています。去年は数字的に 8％、先ほど 10％

と言いましたけれども、去年は 8％ぐらいだったものが、今年はもう既に 10％ぐらいになっています。数

字としても 1.3倍に精神科の受診が増えています。それぐらいに今、聞こえない人たちからの通訳依頼、

また病院からの通訳依頼も含めて数が増えているということが明らかになっています。 

 手話通訳の数は分かるのですが、要約筆記はどうなのかというと、要約筆記の場合には実際にはほとん

ど派遣をしていないという状況です。これは中途失聴・難聴者の人たちの中で精神科に通っていないとい

うことではなく、実は要約筆記の場合はもう 1つ別の課題があって、要約筆記を使うということ自体がま

だまだ広がっていない状況があります。個人からの要約筆記の依頼数が少ないという状況です。なので、

実はこれをもっともっと広めていくことが、要約筆記を本当は必要としている人たちの情報保障につなが

っていくのではないかと考えています。 

 通訳業務だけでは解決ができないというケースはやはり私自身が担当するケースの中でもありますし、

コーディネートをしている中で通訳者からの報告の中でも「心配だ」ということだったりとか、悩みの声が

挙がってきています。 

 その中でまず考えられるのは、先ほども言ったように「精神科医療につなげられないケース」です。本人

がある一定の会社に対してクレームを出し続けるというケースであったり、通訳者に対して幻聴や妄想の

話を出してきます。困ってはいるのですが、その困ったことを通訳者にぶつけて終わってしまう。医療現

場につなごうと思っても本人が拒否をします。相談場所があると言っても本人は行かないという状況があ

ります。これをどうしていけばいいのか、というケースがいくつもあります。 

 次のケースとしては薬の管理です。これは 2つの面があります。1つは病院をよくキャンセル、通訳をキ

ャンセルして病院に行かない。そうすると、薬の継続性がなくなってしまうケースがあります。もう 1つ

は薬が大量に家にあるケースです。通訳がどこまで介入すればいいのか、薬の管理についてどこに相談を

したらいいのか。待合室などで話を聞いていても、そのことを通訳者が率先して医師に伝えることができ

ない状況の中で、どうやって解決していけばいいのかというところが課題になっています。 

 次に挙がってくるのが通訳の難しさです。通訳の難しさというのは、もちろん普通の通訳のときにも通

じるということはとても大事ですが、先ほど対話のときにもありましたとおり、聞こえないことにより通

じないのか、それとも精神的なものを持っているから通じないのかを通訳者自身が判断するべきはないわ

けです。医師が判断するわけですが、なかなかそのことが難しい。本人といつも会っているわけではない

ので、本人の手話の特性などをつかみ切れない中での短い時間での手話通訳となると、なかなか技術とい

うか慣れというか、その辺が伝えにくい面になるのではないかと思います。 

 また、もう 1つは先ほども藤田先生の話にもあったとおり、医療サイドが「聞こえない」ということを理

解をしていない状況の中で、手話通訳を行うことが非常に大変です。通じないことは質問の仕方が良くな

いと思いながらも、精神科の場合にはそのとおりに通訳をしていく。それを返していくと、これは質問の

仕方が違うから通じないのに、「精神のほうだ」となってしまったりということがあると思います。 

 そのあたり、実は通訳者から医療現場で働いている人たちに話す機会があればいいのですが、実際の診

察中に患者様を置いといて「違います、違います」ということはなかなか難しいわけです。そのあたり、実

は他の団体や相談員、機関等と協力をしながら、医療側の人にもわかってもらう仕組み作りがもしかした

ら必要ではないかと思います。やはり、通訳者 1人で１回の現場で解決することはできませんし、継続的

な通訳に行くことはあっても、そのことがすぐに解決にはならないのです。 

 しかし、東京の派遣センターの場合、ある 1つの精神単科病院と関わりを持っていて、入院されている
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患者さんが情報保障が必要ということであればすぐに病院から電話がかかってきたりということもできる

部分もありますし、なかなかうまく行かないケースもあります。ある医者から「知らない通訳は入ってこな

いでほしい」といわれたというケースも実はあります。なので、こういったケースをどれだけ解決していけ

ばいいのかというのはたぶん簡単ではないと思いますが、こういう場のネットワークを使いながら、何か

うまくいく方法があればアドバイスいただければと考えています。 

 また、派遣センターの場合は大きな組織になっていて、通訳者からきちんと派遣センターに報告すると

いうシステムができあがっていますが、そうでない地域などでは、例えば窓口の設置通訳が 1人ですべて

を抱え込んでしまうケースもおそらくあるのではないかと思います。午後の分科会ではそういったケース

があるのか、どういったことで悩んでいるのかということの情報をそれぞれ出し合っていただいて、情報

の共有化をして、解決の道筋ではないですが、何か見つけられたらいいなと思います。 

 私からの発表を終わりたいと思います。 

 

○司会 ありがとうございました。次は分科会③、テーマ「疾病・障害の理解と家族の対応」、指定発表者

は、社会福祉法人双葉会診療所医院長の片倉和彦様です。片倉様は手話のできる精神科医として長年、聴

覚障害者の精神医療に携わってこられました。よろしくお願いいたします。 

 

○分科会③「疾病・障害の理解と家族の対応」 双葉会診療所 院長 片倉和彦 

 

―――――以下、当日配布資料――――― 

 

第 1章：保釈されたヒロインが障害者から保釈金をとりつづける法案を作っていた 

【9月、村木厚子氏、厚生労働省社会・援護局長に】 

 郵便不正事件で無実の罪をきせられた村木厚子氏が厚労省の局長に戻りました。村木氏は厚労省障害保健

福祉部企画局長の時に障害者自立支援法を作りました。障害者自立支援法の最大の問題点は応益負担です。

つまり、障害者が暮らしていく、社会に参加する時には負担金を払うということです。自身が盲ろうという

障害を持っている東京大学先端科学技術研究センター福島智教授が、応益負担を『障害者を無実の罪で閉じ

込めた透明な壁の刑務所からの保釈金を毎日取り立てるものだ』と評しています。障害を持つとはコミュニ

ケーションや身動きの自由がない状態におかれることで、それは本人の責任ではないのです。日本障害者協

議会は障害者自立支援法が憲法違反であるという提訴をし、その結果障害者自身の意見を取り入れた新法を

作るという基本合意を政府との間にむすびました。しかしいつの間にかその骨格提言が骨抜きにされて、障

害者総合支援法が成立したのです。 

第 2 章：本人のニーズ(必要なこと)を無視する区分判定の意味は 

【6月、障害者総合支援法成立(障害者自立支援法廃止され、来年 4月から施行】 

 障害者総合支援法は、自立支援法と 3つの違いがあります。 

・難病の人を障害福祉サービスの対象とする 

・ケアホームのグループホームへの一元化 

・重度訪問介護の対象に知的障害・精神障害を加える 

 他は変わっていない、つまり、総合支援法は自立支援法の改正にすぎません。僕ら医者にとっては、あの

やっててむなしくなる区分判定の意見書、判定作業が続きます。障害を持った人がどのようなサービスを受
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けられるかが決められるのが障害区分判定で、それには客観的指標を基にコンピュータがする一次判定と、

認定審査会の二次判定が含まれます。判定の留意事項として、「個別のニーズにとらわれずに判断する」と

いう講習を受けました。でも、障害を持った人がどこでどう過ごすかは個別のニーズで判断するはずです。

僕は現状での障害区分認定自体が意味がないと思います。 

第 3 章：アスペルガー症候群だから長く刑務所にいろ 

【8月 3日大阪地裁、姉を殺害した被告人に対し求刑を上回る懲役 20年の判決】 

「アスペルガー症候群であり社会内にこの障害に対処できる受け皿がないので再犯の恐れがある、という

のが求刑の懲役 16 年を上回る判決の趣旨です。後述する障害者虐待支援法や大阪維新の会条例案にも関わ

りますが、社会の責任を本人や家族に押し付けているだけと思います。 

ところで、前記の村木厚子氏は、保釈金をもとに『共生社会を創る愛の基金』をつくりました。運営委員

会座長は浅野史郎さんです。その基金が今回のアスペルガー判決について批判しています。「発達障害者の

特性に合ったコミュニケーション方法や心理的アプローチに対する正しい理解を求め、その理解に立てば本

人家族社会の三者にとってより良い解決策を求めることは可能です。」という趣旨です。大切なことです。

ただ、区分認定には個別のニーズを無視してまた通所作業所職員の人件費の計算は年 200万円で、という障

害者自立支援法の骨子を作ったのは村木厚子氏なので。 

第 4 章 化石の復活 

【5月、発達障害は親の愛情欠如、という大阪維新の会の家庭教育条例案撤回】 

 僕が 33 年前に自閉症児と関わりだしたときには、当時の母親たちの間ですでに『自閉症は親のしつけが

原因ではなくて、脳の発達の障害なのだ』という認識が出来ていました。そのあと進んできた自閉症への取

り組みも、しつけをただす、というものではなく、障害の特性である過敏さに配慮したものになっています。

それが、維新の会の家庭教育条例案では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症

状を誘発する大きな要因であり、我が国の伝統的子育てによって発達障害は予防防止できる。」となってい

て、それこそタイムトンネルが出現したようでした。政治というのはそれまで積み重ねた科学をもいとも簡

単にひっくり返すのだなと思って怖くなりました。 

第 5 章 虐待防止は当然だけれど少し心配なこと 

【10月 1日、障害者虐待防止法施行】 

 障害者の虐待がというのは、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置して必要なサービスを受けられな

い、経済的虐待を指します。家庭や施設などでの前記の行為を禁じ、障害者の虐待を発見した人は市町村の

虐待防止センターに通報することになっています。当然です。大事なことです。 

 ただ、たとえば発達障害者と付き合っている時に、本人も望んでいないパニックやカタマること、自傷が

起きることがあり、本人と援助者とでなんとかそれを止めて体の力を抜くことがあります。また、知的障害

者と付き合っている時、その時その場でこれは良くないことだと理解してもらう必要が出てくるときがあり

ます。その人が聴覚障害も重複していて、言葉かけだけだと伝わらない時があります。この時、暴力を用い

ずにでも身体の接触を用いて『止める』ということは重要です。必要な援助をしないで結局社会からはじき

出される人間もどきができあがってしまう、ということのないような働きかけが必要で。その働きかけまで

を虐待とされると困ります。 

第 6 章 男だけで判断してはいけないと思うこと 

【9月、血液でダウン症が 99％わかったら】 

 羊水穿刺をせずに血液検査で妊娠 10週から 99％以上の精度でダウン症候群などが判定できる、という検
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査を 2011年 20月、アメリカのシーゲノム社が始めました。日本でも、昭和大学病院、国立成育医療研究セ

ンターで先行導入されます。こうなると大変なのは女性で、検査の結果にもかかわらず妊娠を継続しても、

検査の結果によって妊娠を中断しても、女性の心には深い傷ができてしまって、それをずっと覚えている。

こういう検査を受けないという選択肢がいいようにも思うが、自民党総裁選候補者が「社会保障費を削減す

ることに関連して尊厳死を考えたい」と述べている世の中では、検査を受けなかったことが後日非難の対象

となることがあり得るので。 

第 7 章 聴覚障害者は運動障害者ではないと思われていて 

【8月 29日からロンドンパラリンピック】 

 パラリンピックで感動の日々でした。なお、知的障害者はスペシャルオリンピックという別の大会になり

ます。この大会で聴覚障害者の活躍はどうだったでしょうか。ないです。なぜなら、パラリンピックに聴覚

障害者の種目がないからです。歴史的なはっきりとしたいさかいがあったわけではなさそうですが、聴覚障

害者は見た目が健聴者と変わらないし手足が動く、ということで除外になったようです。ちなみに、国内の

身体障害者スポーツ大会には聴覚障害者の部門もあります。なお、世界ろう者競技大会（デフリンピック）

はあるのですが、一昨年の世界冬季ろう者競技スロバキア大会は開催直前に資金不足で中止になりました。 

第 8 章 関係ないわけではなさそうで 

【5月、東京都が小中学校から事務職員を引き上げてセンター化する方針】 

 世の中には○○と言った舌の根の乾かぬうちに××するということがあります。原発ゼロと言ったのに大

間原発建設を許可するという例があてはまります。これはどうでしょう。『子どもの心を大切にし教師が子

どもと向き合う時間を増やす』と言っていた舌の根も乾かぬうちに『学校から事務職員を引き上げて事務仕

事は事務センターから週に一度学校に出向くことに。』東京都の方針であり、武蔵村山市で先行実施だそう

です。施設などよりは配置基準は多いが決して手が足りているわけではない特別支援学校でもし事務職員が

減らされたら、障害児教育はどうなるのでしょう。どうも心配です。 

 

―――――以下発表――――― 

 

 片倉と申します。去年の「報告集」を見直していたら面白いですね。特に、大塚さんの精神保健と行政の

やっていることなどは、すごく勉強になりました。参考にさせていただきます。 

 分科会では家族の方もいらしているので、たぶん個別の相談に近いような、事例検討みたいな形で進め

ていくことになると思います。なので、逆に今は総論の話、病気ということ、精神医学のことをお話しし

たいと思います。 

（板書） 

 これは東京都です、うちはここです。今年、うちの畑はイノシシが 3回来て、サルがうちの前に現れて

サツマイモを持っていって、ハクビシンが現れて野菜を持っていって、タヌキが生ゴミの蓋を開けて何か

取っていく。それに、クマが 200ｍ上のほうまで来ていた。この間はテンがニワトリ小屋に入ったんです。

テンってかわいい顔をしているんです。かわいい顔して、きれいなのだけどニワトリが殺されるという、

本当に獣たちが多く出てきた年でした。たぶん、食べ物が少ない上に放射能で怒ったのではないでしょう

か。そういう山の中で暮らしていますので、山の中から、か細く見えてきた現代の精神医学の課題につい

て少し話します。 

 去年の『精神神経学雑誌』という、日本の精神科医が大体読んでいる雑誌に大きな論文が載りました。こ
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れはドイツの精神療法学会というところで、その学会全体の取り組みとして大会長が報告したものです。

ドイツで報告したものを日本語に翻訳して、日本の精神神経学会誌に大きく載りました。 

 何が載ったかというと、70 年前にドイツの精神科医がナチスの、『夜と霧』と申しますが、弱い者を抹

殺する・殺すという行動に対してどう協力してきたかを改めて調査してまとめたものです。 

 主には精神医療界の親玉たちが協力して、精神科の患者及び知的障害の患者、何らかの障害がある人を

ガス室に送りました。ドイツのナチスというのは、ユダヤ人に対するガス室は知られていますけれども、

同じように精神科の患者もガス室に送られて殺されています。 

 また、ガス室に送られないまでも、精神病院の取り組みとして、患者に大量の薬を飲ませて死に至らし

めたり、食べ物を与えないで死に至らせている。そんなこともあったというように出ております。これが

ドイツではかなり細かく、しかも個人の名前を出して検討して、それが精神神経学会で報告されている。 

 逆に日本はどうか。日本は確かに、ドイツほど組織だって精神障害者を殺したりはしていない。でも、

やはり食事を与えられなかったとかいうことはあったらしい。 

 これからどうなるのか。余計な心配かもしれないですが、どうも今、弱い立場の人は「自己責任」という

言われ方が強くなってきている。生活保護は自己責任、障害は自己責任、病気は自分のせい、世の中の成

り行きが心配です。例えば、「社会保障費削減のためには尊厳死を考えたい」というような政治家がいたり

とか、それを結びつけると大変だなと思います。あまり言ってはいけないのかな。ただ、何というか、ど

うも良いことばかりではなさそうだ。そこら辺を今気にしております。 

 精神医学の話題ですが、大雑把に話します。まず、統合失調症は今どうなっているかというと、精神医

学の場では不思議に軽くなっている。しかも、新たに病気にかかる人も数としては増えてはいない、減り

気味であると言われています。しかも軽症、つまり早い段階で診察をして、いわゆる新しい薬と言われて

いるものを使う場合もあります。でも、かなり少量で何とかなっていることが多いと言われています。こ

れは全国的な傾向、ある意味世界的な傾向です。それがゆえに、居場所がなくて退院できなかった人は、

居場所を作ることによって退院できるようになるはずだと言われています。だから、1 年で退院というの

は、方針としても出しています。 

 ただ、実際、山奥なのでそんなに人数は来ないのですが、聞こえない人たちの診療で、うちの診療所に

来たときに明らかに、明らかにというのは何かというと、診察しているときの彼の視線のずれ方とか、頭

の中に入ってくる言葉に気を取られている様子とかで明らかに統合失調症であろうと。別に彼自身の性格

は悪くない、のんびりしていい人なのに、明らかに統合失調症の症状で落ち着かなくなっているのにもか

かわらず、今まで診断がついていないという例が何人かありました。 

 「統合失調症であろう」と誤診される心配はない。逆に、統合失調症の人を話の内容というより、むしろ

話すときの素振りその他で、「それだったら統合失調症としての少量の薬で何とかなるのではないか」と判

断できる人が 3年、4年ぐらい診断に苦慮されて山奥まで来たという例がありました。 

 なので、全体としては軽症化しているのだけれども、ろう者の診断はやはり遅れがちなのかなという気

もしています。彼は割と早くリスパダール 1㎎で、これはごく少量の薬なのですが、それぐらいでもう済

んで良くなって、今元気にしています。 

 全体的に軽症化しているが、初診での診断はまだまだ難しいと思います。それから、うつ病は今精神医

学の中では新型うつ病、現代型うつ病という言われ方をしています。 

 今までのような、責任感が重くて、何もかも背負ってしまって、身体がヘトヘトになって、エネルギー

が切れてというようには周りからは見えないような、比較的若い年代です。つまり、仕事は全然駄目だけ
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ど趣味はできるというようなうつ病が多いです。この場合はやはりうつ病の範囲であって、つまりそうい

う現実もあるので、精神医学的にはちゃんとした対応、ある意味未成熟な部分もあるので、成熟を期待し

つつ、身体の中の原因としてのうつもあるので、それに対して薬を使っていく。そういうことが必要にな

ってきています。 

 もちろん、この新型うつ病の人もいます。そういう人もいますし、パッと見ではむしろ心因反応的に見

るんですよね。つまり、会社でのトラブルでイライラしてこうなったと見えるのだけど、そこはやはりち

ゃんとうつの部分というのは見抜かないといけないのではないかと思います。これも課題です。 

 もう 1つ、精神医学的に 1つトピックになるのが双極性障害、昔でいう「躁うつ病」です。躁うつ病は実

はすごく少ないと思われていたのです、ついこの間まで。でも、実は調べてみると、双極性障害Ⅱ型とい

うのがあります。これはうつの時間がうんと長い。そのあと、何かソワソワ落ち着かない時期が来る。期

間でいえば数週間ぐらいあって、またドッとうつになるという躁うつ病の型があります。 

 実は、この状態を双極性障害と見抜いて気分調整薬を使うと良くなるのだけれども、うつの薬を使い続

けても良くならないというタイプの病気があります。これは診断をしなければいけない。この診断は結構

難しくて、調子が上がっているときにそれこそ何百万の買い物をするとか、大喧嘩するというものでもな

い。ちょっと上がって落ち着かない、ソワソワしている時期を生活の中で見分け、それを言葉にして伝え

て、診断について、薬を変えてという。これが今結構数としては、実は、うつ病の 3分の 1から 4分の 1

は双極性ではないかと言われています。この診断も今課題です。 

 それから、アルコール依存症の方がこの間見えました。先ほどピアの話が出ましたが、ピアとは同じ障

害を持っている人のことを言います。例えば、聞こえない人がアルコール依存症だったり、聞こえなくて

アルコール依存のある人同士が「お酒を飲みたいね、どうすればいいんだろうね」みたいな話をしていくの

が治療としてはいちばん強いのですが、そういう場がなかなかない。ピアの話は午後、シンポジウムのと

きにもしようと思います。 

 聞こえる人のアルコール依存者の会に、聞こえないアルコール依存の人が行くとやはり話についていけ

ない。次から次へとしゃべる中に追いつけない。それから、やはり通じない、気持ちも通じない、その難

しさがあります。 

 アルコール依存に関しては、特に医師とか看護師、家族が上から言っても治らない。ところが、同じ障

害を持っている人が支え合えるという、アルコール依存の人がアルコール依存の人にアドバイスすること

によって良くなったりする病気ですので、いかにグループを作っていくかが課題です。 

 発達障害は、今まで「境界パーソナリティ障害」という診断がついていた人でも、何割かは「発達障害」

と診断されています。つまり、1つのことしか見えなくなって 1つのことにこだわる。興味がないことには

鈍感で、興味があることには偉く敏感になる。好き嫌いがはっきりしている。発達障害、あるいはその前

段階の「発達デコボコ」と言われている状態は今も昔も診断が難しいし、聞こえない人の場合、そもそも診

断がつく段階で、つまり2歳や3歳のときにどこかで自閉症があって反応が悪くなったのか、聞こえないだ

けだったのかという判断をするのは結構難しい面がある。 

 それから、発達障害の人が発達障害を持ちながらも周りの理解を得て、本人も「役割を発揮して生きてい

きたくない」というのは、特に聞こえない場合は、そこで情報保障しながらということになるから難しい。

だからこそ発達障害の人でうつになる人が多い。 

 これは聞こえない人で発達障害の人の例です。軽い人は居場所がなくなったりする。重い人だと、下手

するとそれこそ、「自由にやれば」みたいになって重いままで放置されてしまう。逆に本当に居場所がなく
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なるということが今現れていると思います。 

 以上、総論的に今の課題を述べました。終わります。 

 

○司会 ありがとうございました。ただいまから 12時半まで、3名の指定発表者へのご質問をお受けいた

します。質問のある方は手を挙げてお知らせください。大丈夫でしょうか。それでは、午後の分科会のと

きに十分発表されてご討議をお願いしたいと思います。ただいまより昼食休憩となります。 
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【分科会】 

 

①相談支援実践例 

 

 

○稲（司会） ただいまから、分科会を始めさせていただきます。相談支援について皆さんと一緒にお話を

したいと思います。私は、司会を務めさせていただきます稲淳子です。よろしくお願いいたします。午前

中に発表いたしました甲斐さんは、皆さんもよくご存じですね。また、対談の先生もこちらのほうにいら

っしゃっています。改めて自己紹介は要らないですね。時間が足りないと思いますので、すぐに始めたい

と思います。 

 その前に、ちょっと確認をしたいと思います。出席者の皆さんはどんな人なのだろう、どういう立場の

人なのだろう、どういう仕事をされている人なのだろう、ということで自己紹介していただきましょうと

思っていました。しかし、あまりにもたくさんいらっしゃるので時間もないし、こちらから質問しますの

で、手を挙げて答えてください。 

 まず、ろう者、聞こえない方、難聴者も含めて聞こえない方は手を挙げてください。8人いますが、ほ

かの方は聞こえる人ですね。次は、手話通訳をやっている人は手を挙げてください。7 人ということで意

外に少なかったですね。次は相談員、相談業務に関わっている人。通訳も兼ねるかもしれませんが相談業

務、相談支援又は生活支援の相談を受けている、いろいろな支援の仕事をしている人は手を挙げてくださ

い。16人ですね。ありがとうございました。 

 ちょっと曖昧な話になってしまいましたが、例えば役所とか、支援センターとか、病院とかに関係なく、

実際に聞こえない人の支援をしている人という意味で聞いたのです。施設関係の職員の方は手を挙げてく

ださい。9 人ですね。皆さん、どうもありがとうございました。先ほどの質問に私は入っていないのです、

という方は手を挙げてください。看護師の方は手を挙げてください。3人いらっしゃいましたね。お医者

様が 1人いましたね。ほかに、私はこういう仕事をしていますという方はいらっしゃいますか。いないよ

うですね。 

 それでは次に進めます。午前の甲斐さんの発表をお聞きになったと思いますので、改めてここでご説明

はいたしませんが、簡単にまとめてみます。30代のろう者で、うつの方です。支援の方法、相談などの内

容をお話ししていただきましたが、もっと知りたいとか、私ならこういう方法で支援するというご意見が

あれば、どんどん甲斐さんに出してください。聞きながら、自分自身の職場の課題や悩んでいることにつ

いても、含めて一緒に討議をしていきたいと思います。そういう流れでいって、最後の 10分間はみんなで

お話をしてまとめて、それを確認したいと思います。そういう流れでよろしいですか。 

 質問したい方、何かを話したいという方は、前に出て自分の名前、所属、自分の地域、職場のことを簡

単に少し話をしてから質問をしてほしいと思います。すぐに本題に入りましょう。まず、甲斐さんの話を

聞いて、これを聞きたいなとか、何かあったらお願いいたします。午前の発表を聞いていない人はいます

か、午後から来たよという方はいませんか、1人いらっしゃいましたね。こちらの資料を読んでいただけ

れば分かると思います。 

 質問したいことがあったり、聞きたいことがあったらどうぞ。いないでしょうか、全て 100％分かった

ということでしょうか。遠慮されているのでしょうか。ここに立つのが嫌なのかな、そんなことはないで

すよね。甲斐さんは今日参加して、皆さんどういう仕事をしているのだろう、どういう支援をやっている
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のかが分からないからということですので、できれば自分の持っている課題、甲斐さんの発表を聞いて、

私もそれに似た課題を持っていると感じたことがあれば何でもいいですからお話をしていただきたいので

す。また、相談者のほうで、これでいいのかと悩んだり迷うことがあると思いますが、そのように悩むこ

とはいいことだと思います。悩むことができる人は、次の支援につなげることができると思います。悩む

ことも出していただきたいです、悩みの内容を出してください、どうぞ手を挙げてください。 

 

□会場からの質問 

 うつ病の聞こえない方の支援について全体会で説明のあった「子どものときに何がしたかったかを戻って

確認してみる」ということと「どういう仕事がしたいかを聞いた」ということについて。 

 

○甲斐 ありがとうございます。お答えします。Ａさんが子どものときにやりたかったことということで

すが、子どものときは寝る前に、お母さんと一緒に添い寝をして本を読んでもらうと、気持ち良く寝られ

るという経験を皆さんお持ちだと思います。でも、Ａさんはそういう経験がないのです。自分と一緒に居

てくれるという経験を持っていないので、そういうことがやりたかった。 

 そういうのを求めている部分と、例えば、朝ご飯はいつも 1人で食べていたのです。普通はお母さんが

作ってくれて、出してもらって、朝ご飯を食べてから学校へ行くというのが普通の生活ですよね。そうい

う基本的な経験を持っていないのです。ですが、一緒にやるというのを私はできないです。1 時間一緒に

寝るというのは無理ですよね。一緒にご飯を作るというのも無理です。実際に本当にやるのではなくて、

前にやりたかったことは何なのということを、はっきりと言葉に出してもらう。言葉に出す、言語化する、

それが分かって一緒にやるのだということではないです。 

 昔の思い、今まではそういう葛藤があって苦しかったけれども、それを現すことができなかった、言語

化できなかったものを、昔やりたかったことはこれなのだ、これなのだ、これなのだということを 2年、3

年のスパンで話をすることで、きちっと言葉に出すことで、これが本当はやりたかったのだねということ

をお互いに確認していくということです。 

 実際にやったことというのは、子どものときにお母さんと一緒に絵本を読んでもらうことがなかった。

代わりに、本人が家で本を読んでいたみたいなのです。その内容を私に話してもらうみたいなこともいく

つかやりました。本人が、本当に子どものときにこれをやりたかったのだということを聞いて、そうだよ

ね、そうだよねということを積み重ねるということです。 

 やりたかった仕事ということでは、Ａさんは仕事をしたいということを繰り返し言っていました。いろ

いろな職業がありますが、うつ病発症前は、コンピューター関連の仕事をやっていました。だから、キー

を叩くのはとても得意なのです。人間関係にいろいろトラブルがあったり、また、お母さんが亡くなった

ショックでうつ病を発症しました。会社を辞めてしまって、仕事をしたいと言うけれども自分に合う仕事

は何なのだろうか、適性は何なのだろうか、本人は分からなかったのです。 

 仕事をしたいというのは分かるのです。仕事といっても給料がいくらとか、どういうふうに働きたいか

とかいろいろあります。Ａさんの長期的な目標というのは、給料はきちんと貰えて、ほかの人と同じよう

に働けて、事務の仕事が希望だったのです。長期的な目標はそれだったのです。それを一緒に考えて、2

年間ぐらいのスパンで話をして、やりたいことは何だろう、ということで目標を作っていきました。 

 事務といってもいろいろあります。今まではコンピューターの会社で事務をやっていたわけですが、人

事もあります、総務もあります、経理もあります、いろいろな事務があります、自分に合うのはどれなの
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だろうか。事務といってもいろいろあるけれども、どれが合うのだろうかという話を進めるわけです。そ

れで会話を積み重ねていって、今も積み重ね中ということです。よろしいですか。 

 

□会場からの質問 

 カウンセリングを受けている間のＡさんの収入について。 

 

○甲斐 Ａさんはこの2年間、本当は4年間ずっと話をしてきたわけですが、カウンセリングをしている間

の生活というのは、設置手話通訳者とか、地域の役場でケースワーカーがいますのでその人と関わりを持

って、Ａさんは生活の支援を受けています。私はそちらにはタッチしていないです。障害基礎年金と、ち

ょっと言えませんがほかにもあります。 

 

○稲 Ａさんは、うつを抱えながら就職をしたいけれども、お母さんとの関係を求めているという 2つの

状況に対応しているお話でした。実際に、すぐには解決はできません。本人の気持ちをはっきり出せるよ

うに支援をしていくというお話がありました。私も、なるほどと思いました。皆さんほかに何かありませ

んか、お出しください。 

 

□会場からの質問 

 Ａさんの友人関係、聞こえない人との関係について。 

 

○甲斐 Ａさんは、ろう学校は幼稚部だけです。幼稚部へ通って、小中高は普通の学校で育ちました。そ

の後会社に入ったという流れです。ろう者と付き合いがあったから手話はできるのですが、何人かのろう

者との人間関係でトラブルがあって会社を辞めました。そのあとは、ろう者の友達との付き合いがなくな

ってしまいました。地域のろう者、ろう協会や手話サークルとの関わりはありませんでした。自分は聞こ

えないというのを認めていないというか、受容できないというのが強かったのです。 

 Ａさんは大変な生い立ちなのですが、一生懸命努力をされてこられたので、日本語は得意なのです。会

社に入ったときも、ほかのろう者たちは日本語はできなかったけれども、自分は日本語が得意だからと思

っていて、他の人とは違うのだというところもありました。プライドを尊重しながらも、それをなくした

い、壊してしまいたい気持ちが私にはありました。聞こえないことをどう受容していくのかということも

入れて積み重ねてきたわけですが、少し変わってきました。地域のろう協会だったり、手話サークルに行

くところまではまだの状況です。 

 

○稲 今お話がありましたように、Ａさんは人間関係を作るのが苦手らしいです。この方法だったらどう

かというようなご意見、ご提案はありますか。 

 

□会場からの意見・質問 

 Ａさんが仕事をしていたときの経験を支えにして、やる気や前向きな姿勢を引き出す取っかかりにでき

ないかと思った。 

 

○甲斐 ご質問いただきましてありがとうございます。Ａさんの場合はいろいろな経験があって、うまく
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いかなかった経験があって、自分は聞こえないのだから駄目だなどと、自分を否定する気持ちがすごく強

いのですが、会社の中ではいろいろな成功体験もあったかと思うのです。4年間Ａさんと話をしてきて、

会社の中で少しでも成功したことがあるでしょう、どんなことがあるかという話をしました。自分の良い

面が何なのか、一緒に探していく話をしました。Ａさんとしては会社の中での体験というのはトラウマが

少し残っているようです。地域のろう者との関わりというところまで行く、というところにはまだ気持ち

が固まっていないので、これから時間をかけながら話をしていく必要があると思っています。 

 

○稲 本人の関係作りに関わるということは本当に大変なことですね。私たちが、どういう関わりを作っ

てあげるかと言っても、なかなか難しいところです。どうしたらよろしいのか。やはり、人間関係はでき

るところから、例えば会社に勤める、生活でできることをやっていくというイメージがあると思います。

今の甲斐さんのお話の場合には、クライアントの個性がいろいろとあるので、それを尊重したいという気

持ちもあると思います。プライドを壊したほうがいいのか、それを大事にしていったほうがいいのか、悩

むところだと思います。皆さんも、ろう者に対してどういう支援をしたらいいのか悩んでいると思うので

す。特にうつ病の方々です。 

 もしかしたら、うつというのは二次障害なのかもしれないということです。うつが根本的な問題なのか

ということについて、皆様からいろいろなお声をいただきたいと思いますので、どうぞ積極的にご意見を

寄せていただきたいと思います。ご意見のある方はいらっしゃいませんか、ご自分の体験を言っていただ

いても結構です。 

 

□会場からの意見 

 

○稲 ありがとうございました。障害者の虐待の話が出されましたけれども、家族との関わり、甲斐さん

の発表の中にも、お母さんからきちんと育てられずに放置されたのかなあ、という雰囲気があったという

お話がありました。虐待ということにもなるかと思います。家族との関わりをもって、子どもは成長して

いき、社会に出ていきます。とても難しい問題だと思います。支援をする立場としては、本人と家族の関

わりをもう一度作っていきたい。それはとても難しいことですが、甲斐さんが言われたように、絵本の読

み聞かせ体験の代わりにほかの体験を通して、改めて関わりを築いていくことの支援を続けていらっしゃ

るということです。 

 皆さんはどうですか。こういう方法はいかがでしょうか、もっと詳しくここを教えてほしいというお声

はありませんか。相談・支援に関わらない方も参加されていると思いますので、私はそれは知らないこと

ですというよりも、どんどん質問を投げかけて学習をしていただきたいと思います。何かありますか。 

 

○野澤 甲斐さんに伺いたいのですが、甲斐さんの支援の内容で、生活支援センターを利用するとか、障

害者の職業訓練校といった所を考えているのでしょうか。もし考えているのでしたら、その内容を少し教

えていただけますか。障害者の職業訓練校に入ると、訓練の間は手当を貰えますし、その辺りはいかがな

のでしょうか。 

 

○甲斐 野澤先生がおっしゃられたような話についてですが、本人が生活している地域では、30分ぐらい

電車で行った所に、障害者職業訓練校があります。そこの話も一回したことがあります。そこでは、今ま
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でろう者が何人か訓練をされているようなのですが、手話通訳が必要ですとか、要約筆記、パソコン筆記

など情報保障が必要だということで、地域のろう協、難聴者協会が併せてそこに対して情報保障について

の交渉を今までやっていたそうなのですが、まだ情報保障については認められていないということです。

本人がそこの訓練校に入るかどうか、入っても内容が分からないということで、自分が聞こえないという

ことで、何か新しい発見があればとも思っているのですが、そこで学ぶというのはちょっと難しい、とい

うお話しなのです。 

 そして、生活支援のセンターがその方の地域にはなくて、ちょっと遠い所になってしまうのです。そう

いう話もちょっと出たのですが、本人の気持ちとしては興味がないような反応で、そのことについては深

く話ができていない状態です。 

 

○稲 今の甲斐さんのお話を受けて、皆さんから何かありますか。甲斐さんから投げかけがあって、皆さ

んに聞いているような形になっていますが、どうぞ遠慮しないで、せっかく出席されているのですからど

うぞ。 

 

□会場からの意見 

 

○稲 いろいろな立場の方がいらっしゃいます。皆さん、いろいろな経験を持っていると思いますし、お

悩みも持っていると思います。甲斐さんのお話について、自分に関連してこういうことはどうなのか、と

いう悩みをお話しされたことも大事だと思います。甲斐さんからお話がありますか。 

 

○甲斐 皆さんからの意見をたくさんお受けしたいと思います。 

 

○稲 看護師の方、医療者としての立場から、いろいろと社会に思われる方も多いと思います。カウンセ

リングはというお話でしたけれども、改まったカウンセリングというよりも、仲間が行って話をするとい

う雰囲気はすごくいいのではないかと思います。甲斐さんの所でもお話ができるということで、行く方も

いるというお話が先ほどありました。自分はこういうことが分からないということで、そこでまた新しい

気づきがあるという話があったかと思います。自然な雰囲気の中でお話をすることによって、自分で気づ

いていくことも大変大事なことだと思います。これは、皆様お一人おひとりが違うものを持っていると思

いますので、体験の中からこういうことを知りたいということがあれば、こういう方法がいいよというア

ドバイスでも結構です。どうぞ前に来てお話をしていただきたいと思います。 

 

○甲斐 先ほどのご経験のお話ですけれども、今、私が在職している施設は別にして、老人ホームへ私も

出かけていっているので、その例を少しお話しいたします。私が訪問している老人ホームには高齢難聴者

が何人かいらっしゃるのですが、もちろん聞こえる方もいらっしゃいます。 

 その老人ホームでは、一般的な相談の範囲の悩みを抱える方が多いのですけれども、私は部屋を覗いて

「元気ですか、どうですか」と、各部屋で 10分ほど皆さんとお話する方法をとっています。その中で気づ

いたことというのは、職員につなげていくことをしています。普通、カウンセリングというと、日常的な

こととは別に、非日常的な場でやるというルールがあります。それとは別に、生活の場で話をしていくと

いう体験はすごく大事なことです。 
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 私が皆様の所に行って話をするということだけではなくて、看護師さんやリハビリテーション専門のス

タッフと一緒に伺って話をして、それをまたスタッフのほうにつないでいくことをしています。私が 1人

で行くのではなくて、専門のスタッフと一緒に部屋にお邪魔します。それは、お世話という意味だけでは

なく、日常的な場で話をするというのは楽しみです。楽しみながら話ができたらいいなということで、ス

タッフと一緒にこれからもやっていこうと思っています。それがどういう結果になるか今は分かりません

けれども、先々スタッフと一緒に話をするようなスタイルがとれていけたらと思っています。 

 

○稲 職場に行ってカウンセリングをするだけではなく、出掛けていって話をしていく。そして職員とも

話をしていくということです。皆さんから何かありますか、これが聞きたいということはありますか。 

 

□会場からの質問 

 うつと家族関係の問題の相互関係について。 

 グループケアについて。 

 

○甲斐 ご質問いただきましてありがとうございます。1番目の質問については、私のほうで説明が足り

なかった面があると思います。家族関係の問題があるからイコールうつということではなくて、例えば親

が聞こえる場合、コミュニケーションが取れたかというとそうではない面が多かったです。しっかりとし

た親子関係を築けていたわけではないとは思いますけれども、ろうの仲間で付き合う経験が増えるごとに、

非常に精神的に満たされて人間関係がうまくいくようになった方もいます。親子関係がうまくなくても、

ろうの仲間の中で頑張って交わっていく。もちろんろう者との付き合いがあっても、自分は駄目だという

人もいらっしゃいます。私は、そういうことを相手に話をするようにしています。 

 2つ目の質問のグループケアですが、私は非常に大切なことだと思っています。例えば、稲さんが精神

的な問題を持っていて聞こえない人を集めて、グループ活動をしています。それと似たような感じですが、

施設の中でグループ活動を進めています。それだけではなくて、いろいろなろう、難聴者を集め、お互い

の悩みを話し合うような企画も作っています。今お話のあったＢ施設のような所での生活の場におけるグ

ループケアと同じというわけではありませんが。同じ問題を持つ同士が集まる。「あなたも同じことを悩ん

でいるのね、私は 1人で孤独ではないんだ」というところで共感し合う。そこから関わりを作っていく。そ

こをきちんと踏まえて、社会の中に入っていけるのだという自信を持つ。そういう意味でグループ的な関

わりは大変大事だと思っています。それについては野澤先生のほうがより詳しいかと思います。 

 

○野澤 全く同じように思っています。稲さんから補足をお願いいたします。 

 

○稲 補足するのですね、どうしましょう。グループケアというのは、実際に手話を使って、顔を見合わ

せて話をできれば、誰もが安心感を持てることと、自分を受け入れる、自分を認めてもらえるという場が

あるのはとても効果があると思います。ただ、簡単にグループを作っても、すぐにできるわけではないの

だと思うのです。先ほどの甲斐さんの話の中にもあったと思いますが、聞こえない人の中にも個性、育ち

方、生い立ち、性格と、個人一人ひとりの違いがあります。初めて会う人と話すのが苦手な人、また交流

が大好きな人とかまちまちです。ですから、その人と合う合わない、またそういう場が合う合わないもあ

ります。私自身も、勉強をもっともっとしたいところです。もっと教えてほしいぐらいです。甲斐さんや
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野澤先生に教えてほしいぐらいです。 

 先ほどうつの関係の話が出ましたが、看護師さんとか医療関係者の方から意見がありますか。何かおっ

しゃりたいことはないですか、どうですか、先生いかがですか。意見があったらお願いします。 

 

□会場からの意見 

 

○甲斐 野澤先生からお願いいたします。 

 

○野澤 見方の問題だということになります。例えば、中途失聴者がグループに入って、精神的に落ち着

いてくる。本人を取り巻く家族、関係者も落ち着いてくる。本人が落ち着いてきたのはどうしてかを調べ

ると、やはりこういうグループの方法があるのだな、家庭でも、友達でもこういう方法を取り入れて、応

用して広めていくことができれば非常にいいですよね。 

 長い相談の中では、先ほどあったネグレクト、将来必ず何か出てきます。悪い意味の反応が出てきます、

これを何とか社会参加する前に、グループケアのような方法で良い支援ができれば非常にいいと思います。

個人的よりは、グループでケアするほうが大切な重みがあると私は思います。でも、これを作ることはで

きます。仲間、そして関係者を呼んで、また医者の立場でもできるかもしれないので、医者の立場からも

頑張っていただきたいと思います。 

 

○甲斐 今の話で、私もそんなふうに感じるところがいっぱいあると思いました。施設に来られる方は成

人です。話を聞くと、やはり子どものときにちゃんと育てられなかった、グループ等に近い状態であった、

そういう経験を持つ人がいっぱいいるという感じです。いろいろと感じることがあります。 

 早いうちに親子関係をしっかり築くためのサポートが必要だといつも感じます。今は私は辞めましたけ

れども、ろう学校のスクールカウンセラーの仕事を 5年間やっておりました。学校の相談で多いのは、や

はり幼稚部の相談です。子どもたちのお母さんを集めて、そしてグループで話し合いましょうと私が案を

出しました。そして集まって話をするだけではなくて、みんなで一緒に絵を描いたり、自分の気持ちを出

すためのゲームをしたりということをやりながら、お互いの気持ちがホッとするというようなグループを

進めていきました。 

 ろう学校の場合を皆さんはご存じでしょうか。親の場合、親も学校へ行って、子どもの様子を見て、い

ろいろと書いて、家に帰ってまた複習をする。勉強をしている様子を親が帰って複習をさせる、というの

がろう学校幼稚部の現状なのです。子どもにとっては本当に負担だし、親も負担です。でも親は親ですの

で、子育てを楽しむ余裕も必要です。やはり、そういう経験は必要ですので、グループ活動を通して子ど

もに教育をするだけではなくて、子育てを楽しむということがあるのだということに気づいてもらう。家

に帰って勉強、勉強ではなくて、共に会話をする楽しみを見つけられるような見方にちょっと変わりつつ

あります。そういう動きが、全国各地でできればいいと思っています。 

 

○稲 ありがとうございます。聞いてみればそうですね。子どもの親が集まって話し合う、また関わる場

を作るというのはすごくいいですね。私個人の話ですが、大阪では大阪府立病院が 5つあって、その中に

小児医療専門の病院に手話通訳者がいます。その手話通訳者がいつも言っているのは、親と聞こえない子

どもの関わりの中で、親は手話ができないという悩みがあるということで、子どもが小さいうちに人間性
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を育てるというのは本当に重い課題だということです。野澤先生のおっしゃったようにグループ活動、グ

ループケアもいいのですが、グループ活動をやるためには場所、お金などが必要ですので、これをどうす

るかも課題です。 

 やはり、やれるのは人だと思いますので、皆さんのできる、できないとはちょっと置いておいて、やろ

うとする気持ちがあれば是非やってほしいと思います。甲斐さんのお話にありましたが、それを聞いて本

当に参考になることがたくさんあったと思います。ちょっと時間が迫っていますが、もっと知りたいとか、

教えてくださいということがあればお願いいたします。 

 

□会場からの質問 

 プライドを崩すためにどういう言葉を投げかければよいか。 

 自分は就労支援を担当しているが、地域のケースワーカーを取り込み一緒に支援していったほうがよい

か。 

 グループに関わることが難しい方の場合、どのように促していったらよいか。 

 

○甲斐 ご質問をありがとうございます。3 つの質問がありましたが、2つ目と 3つ目はほかの人に任せま

す。1つ目だけ答えましょう。プライドを壊したいというのは確かに言いました。プライドを壊すという

か、プライドを壊したいということで、傷付けるような言葉を言うわけではありません。だからといって、

できないことはないかと聞くわけでもないです。その辺で、本当に難しい面はあります。 

 ただ、話の中で少し矛盾しているような内容を出してくるときがありますので、そういうときには「あれ

っ、さっきは大丈夫だと言ったよ。今はできないと言ったのは矛盾があるね」などと出すと、彼も驚いて、

「えっ」というような状況になります。そのようなことを繰り返しやっているんですけれども、具体的には

どのような言葉を出すのかと言われても、今はどんな言葉掛けをしたのか覚えていないです。ごめんなさ

い、こんな感じです。 

 

○野澤 私は、ソーシャルワーカーとカウンセリングの仕事をやってきていますので、プライドというの

は大事だけれども、そのプライドがなんで作られたのか、どうしてそのようになったのか、その辺をまず

きっちりとつかむ。そして、これを直接的に責めるというのではなく、間接的にやるとかいろいろな方法

があります。基本的には、なぜそのプライドが生まれたのか、どのように育ってきたのかをきちんとつか

む、ということが１つのポイントになると思います。それをつかんだ上で、次の方法はいろいろと生まれ

てくると思います。 

 

○稲 難しい質問ですね。ほかの皆さんは、この質問だったら私は答えられるわ、話したいわという人は

手を挙げてください。いないですか、もう 60 分近く経ちましたので、皆さんも疲れていると思いますので、

ここで 35分まで休憩を取ります。（休憩）50分までですので、もう少し時間が残っています。もうちょっ

と聞きたいことがあればおっしゃってください。 

 

□会場からの質問 

非日常的な場で話すときの時間や内容について。 
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○稲 誰に聞きたいですか。 

 

□会場 みなさんに聞きたい。 

 

○稲 参加の皆さんの中で、私の場合はこうですよというのがあればお答えください。 

 

□会場 高齢者施設の中での話を教えてもらえたらうれしい。 

 

○甲斐 基本的にカウンセリングというのは、１時間または 50分が原則です。相手の状況に合わせて時間

を短くするとか、大事な話は相手の状況に合わせています。但し、例えば、今日は会って 30分話をした、

次は 10分というのは良くないです。定期的に同じ時間を作ることが大事だと思います。それでないと、前

は30分だったのに、なぜ今日は10分なのだろう、なぜ短いのと言われることがあります。ですから、そう

いうルールは職場で話し合って決めることが大事だと思います。 

 

○稲 会ってお話をするときに、カウンセリングは私たちは聞こえないので、ピアの部分も含めます。カ

ウンセリングをしながら相談・支援もやる。3人はそういう立場でやっていると思います。経験も長いで

すので、相手に合わせてカウンセリングをしながら、問題が起こったのを見付け、そしてどういう関係に

つなげるか、どうすればいいかというのをいろいろとやっておられますので今聞いておけば、今がチャン

スですよ、知りたいことは今聞いてください。 

 

□会場からの質問 

 相談において、地域の病院の相談室につなげることがあるが、医者はろう者の状況、本人の状況を把握

してくれているのか疑問がある。 

 

○稲 お答えは甲斐さんからですか、野澤さんからですか。 

 

○甲斐 今のお話ですが、全国的に同じような悩みを持っている人が増えているのではないかと思います。

私も、実際に相談に来られる方々全部を支援しきれているわけではありません。やむなくほかの所でお願

いいたしますというときもあります。私のやり方が正しいか、間違っているかは分かりませんが、精神科

の病院に連れていくこともあります。これは、通訳者と一緒に行っていただく場合もあります。 

 病院のお医者様の理解がまだ至っていない、という話を相談者から貰う場合もあります。問題がまだ起

きているのかどうか、聴覚障害者について理解をしているのかどうか、手話通訳についてどう思っている

のかを、病院と連絡を取って情報提供するようなこともしております。 

病院でうまくいった例があって、その場合にはろう者が何度も通院していて、聴覚障害者についての理

解がまだだったときに、ろう協のほうからもその病院に理解を求めるということを言ったようです。その

甲斐があったかどうかはわかりませんが、病院のほうで手話講習会をやろうという話が出たということで

す。そのことを、病院に通っているろう者のほうから何回か話が私のほうに来ました。たまたま、その病

院で開かれることになった手話講習会の講師に私が知っている方がいて、その方に聴覚障害者の理解され

ていない例を病院内での講習会が開かれている際に言ってもらうようにしました。そのようなことで、病
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院側と何度か交渉をした経験があります。できることは何かというと、ろう者が何人も通院をしていて、

そこの病院が分かれば、どのようにしたらうまく連携を取っていけるのか、聞こえない方の環境を変えて

いくために、何を企画して、どうやったらうまくいくのかということの話をしたらよいかと思います。 

 参加者の皆様からも、良い方法があったら出していただきたいと思います。野澤さん、稲さんはいかが

でしょうか。 

 

○稲 盛り上がったところで大変申し訳ないのですが、もう時間も迫っています。皆さんにご出席いたた

だき、甲斐さんのお話を聞いて、1つでも何か得るものが、参考になるものがありましたら私としても、

またこちらの 3人としても非常にうれしく思います。 

 私が思ったことなのですけれども、聴覚障害者の支援ということは、その人をもう一度人間として作り

直すということではなくて、その方が持っている個性を大事にしながら生活ができるように支援をしてい

くために、いろいろ悩みながら、もちろん悩みもたくさんあると思いますが、皆様も悩むことを捨てない

でいただきたいと思います。そのように感じました。 

 残り時間があと 5 分になりましたが、ここでまとめにしたいと思います。野澤先生からまとめというこ

とがありましたらお願いいたします。 

 では、私から。本日いろいろなお話を伺って、1つは障害者の虐待の問題、そして親との関わりの問題

を大きく感じています。大きく引っかかっていたのかなと思います。3点目は、どうしたら相談・支援を

進めていけるのか、カウンセリングを進めていけるのか、ということを皆さんも感じたと思います。この

場で解決方法を見出すということではなく、少しでも皆さんの参考になったのではないかと思います。 

 このことを、まとめに代えさせていただきたいと思いますが、何か補足はありますか。 

 

○野澤 私たちみんなは、人を相手にする仕事ですので、当然ストレスがないというのは大嘘だと思いま

す。当然ストレスはあります。その解決方法は個人的に解決する方法もありますし、仲間と交流する中で

解決する方法もあると思います。私がいつも引っかかるのは、いろいろなグループ、社会資源を作ってま

いりましたが、小さいものもあります。皆さんも、こういう仕事をやっていますので、職場の周りに仲間

がいるはずです。誰かに呼びかけないと、仲間はつくれません、グループも立ち上げられません。皆さん

は、できる立場にいらっしゃいますので、そういう所でストレスを解消していただきたいと思います。皆

さんが元気になれば、相談をされる方も元気になれます。 

 

○稲 ありがとうございます、まとめていただきました。司会を担当していてストレスがいっぱいです。

司会としてストレスを感じますが、でも何とかまとめまで持ってくることができました。少しだけ時間が

残っていますが、皆さんから言いたいこと、確認をしたいことはありますか。アピールでも結構ですが何

かありますか。 

 

□会場からの意見 

 

○稲 ありがとうございました。もう時間はありませんが、何か補足することはありますか。ないようで

すので、分科会はここで終わらせていただきます。甲斐さんと野澤さんのお二人に拍手をお送りください。

皆様、ありがとうございました。3時からは、6階のほうにお集まりください。本当にご苦労様でした。 
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②情報保障問題 

 

 

○高岡（芳）（司会） 午後の第 2分科会を始めさせていただきます。ここは「情報保障問題」を取り扱う

分科会です。司会をさせていただく高岡芳江と申します。よろしくお願いします。私は、東京都中途失

聴・難聴者協会という団体で事務局を担当しておりますが、聴力障害者情報文化センターの相談員として

週に 1回、グループワークあるいは相談などを担当しております。今日はそういったことから司会を仰せ

つかりました。 

 この分科会では、午前中の分科会全体会でお話していただいた高井さんと、情報文化センターの施設長

の森さんにアドバイザーをお願いしております。40名ぐらいの参加と聞いており、手話通訳を担当されて

いる方も多いという状況です。また、東京の方だけではなくて、ほかの県からもいらっしゃっていますの

で、アドバイザーの自己紹介も必要かなと思います。まず高井さんから、ご自分のお仕事に加えて、もう

一度自己紹介をお願いします。 

 

○高井 こんにちは。東京手話通訳等派遣センターの高井です。日頃は手話通訳の派遣のコーディネート

を担当しています。東京手話通訳等派遣センターの場合、個人からの通訳依頼が年間 6,000 件強です。企

業からの通訳依頼もありますので、合わせると 1万件近い通訳依頼があります。通訳依頼の中で最近、聴

覚障害プラス精神障害ということで、精神医療の現場での通訳派遣が少しずつ増えてきているという状況

にあります。そのことを考えていくということと、私自身、個人的にもう 20年近く前から聴覚障害者精神

保健研究集会にもずっと関わっていたこともあって、私なりにいまの課題として整理したものを、午前中

に発表しました。基本的には本人の意向により、精神医療に結び付けにくいケースと、薬の管理が課題と

して挙げられました。 

 通訳の難しさという意味では、症状が聴覚障害からくるものなのか、精神疾患からくるものなのかとい

う判断は、本来医師がすべきところですが、通訳がその間に入るということで、非常に迷ってしまう部分

があるというのと、医療関係者の聴覚障害者への理解の度合によって、通訳の負担が大きくなったり小さ

くなったりするという課題があるのではないかということで、午前中に報告しました。 

 

○高岡（芳） ありがとうございます。では、東京で「情報文化センター」といえば森さんです。もう情報

文化センターの顔になっています。森さん、改めて自己紹介をお願いいたします。 

 

○森 皆様、こんにちは。聴力障害者情報文化センターの森せい子と申します。本日は主催者側の立場で

はありますが、普段は東京都から認可をいただいている聴覚障害者情報提供施設の運営を担わせていただ

いています。その中でさまざまな事業を行っていて、全ての事業が聴覚障害の方たちのメンタルヘルスに

深い関わりがあるという自負があります。私自身も途中で聞こえを失った者で、いつもいつも情報保障者

の皆様の力を借りながら、何とか生きています。 

 私たちが相談支援にあたっている中で、精神障害を併せ持つ聴覚障害の方たちがいらっしゃいます。難

聴の方も、途中で聞こえなくなった方も、先天性で生まれつき聞こえない方たちも、さまざまな生い立ち

や経緯や背景をお持ちで、その中でたまたま精神を病んで危ういところにいる方たちがたくさんいらっし
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ゃいます。これは私たち、誰でも起こり得ることなのです。そうした精神の問題を抱えますと、情報保障

者がいて、自分を助けてくれるという安心感をなかなか持てなかったり、逆に情報保障者の方たちは、精

神の問題を持っている方たちに、対応して良いかどうかという不安な気持ちもお持ちだと思うのです。今

回はこうした企画を通して、双方のいろいろな立場の方が歩み寄って、お互いに相乗効果を得ながら、良

い社会をつくれたら良いだろうという気持ちで企画いたしました。 

 今日は昨年に引き続いて同じ顔ぶれですが、毎年同じような顔ぶれで、同じような企画を続けていくこ

とに、私は意義を感じています。同じような報告の中でも、パーセンテージが伸びているよとか、こんな

事例が良くなったとか、逆にこんな事例が悪くなったということに、参加する皆様が自ら気付いていただ

けるような、そんな会にしていきたいと思います。今日は高岡さんの司会の下、楽しい会になることを期

待しておりますので、どうぞ皆さんも、活発な発言をよろしくお願いします。 

 

○高岡（芳） ありがとうございます。森さんからはこの分科会の意義もお話しいただきました。今日の本

題に入る前に、皆さんと確認しておきたいところがあります。相談支援は、やはり相手のある仕事ですし、

今日参加されている方々の中には、実際に医療現場に通訳に行かれている方もいらっしゃると思います。

この後進行する中で、皆さんから声を出していただく場面もありますけれども、約束として 1つだけあり

ます。個人や場所などが特定できないような形でお話ししていただきたいと思います。また、この場はご

自身が抱えておられる事例の解決の場ではありません。限られた時間の中で、なるべくたくさんの方に発

言していただきたいと思いますので、ご自身の悩みなども簡潔にまとめての発言のご協力をお願いいたし

ます。 

 今日の午前中、高井さんから分科会全体会で発言がありました。質問をいただきたいという司会からの

声があったのですが、出なかったのです。それでお昼を食べながら考えて、このことを聞いておきたかっ

たなという方もいらっしゃると思いますので、まず午前中の高井さんの発言に関して、これは確認してお

きたいということがおありでしたら、挙手をして確認をお願いしたいのです。どなたか質問のある方はい

らっしゃいますか。「ドキドキして質問する雰囲気じゃないよ」と言われそうですけれども、感想でも構い

ません。 

 では、司会のほうから 1点確認してもよろしいでしょうか。高井さんから派遣センターの派遣の現状な

どをお話しいただきましたけれども、その中で医療の現場、特に精神的医療の現場に手話通訳者を派遣す

る場合に、コーディネートの面で気を付けておられることがあると思うのです。登録通訳者は結構たくさ

んいて、手話通訳でいうと 122人ということですが、誰でもいいというわけではないと思うのです。コー

ディネートの際に、気を付けておられることなどをお願いします。 

 

○高井 精神疾患の病院やクリニック等に手話通訳者を派遣するときに、コーディネートとしては、でき

るだけ手話通訳者が変わらないように気を付けています。派遣センターの登録通訳ということで何人かを

お願いする中で、診察日の曜日が決まっているわけではないときもあるのですが、派遣センターの職員を

中心にしながら、コーディネートして派遣するようにしています。それは、もちろん手話通訳の技術とい

う部分も含めてですが、やはり聞こえない人が安心して治療を受けられる、カウンセリングを受けられる

環境をつくっていくことが、派遣センターの役割だと考えていますから、特に柔軟に対応していくように

しています。 

 派遣センターの登録通訳者は、みんな柔軟に対応してくれますし、派遣センターへの報告もきちんとし
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てくれますので、次のコーディネートにとても役立っています。その中でも登録通訳者は、現場ではない

と分からない不安がたくさんあると思うのです。そういった不安が先ほどの課題につながっていると思っ

ています。ですから、こういった課題が出せるということは、派遣センターとしては登録通訳者の皆さん

のお陰だと思いますし、少しずつかもしれませんが、これがいずれ聞こえない人たちが治療をきちんと受

けていき、解決していくことにつながっていけばいいなと考えて、コーディネートをしています。 

 

○高岡（芳） 例えば、ある方をＡさんとします。Ａさんに通訳者を派遣すると、そこで見えてきたことが

次回に行く方に、報告書を基に引継ぎを行って派遣に出すということですね。 

 

○高井 そのとおりです。通訳の非常に難しい部分というのは、文字などで伝達してしまうと、先入観や

偏見につながりやすいこともあるので、知っている情報でもあえて出さないことも当然あります。ある程

度の技術を持っている人たちにお願いしていますので、その場で知ることになっても対応できると考えて

います。 

 

○高岡（芳） では、今日の本題に入っていきたいと思います。高井さんのお話の中で、3つの柱がありま

した。1つ目は東京の派遣の現状、2 つ目は通訳業務だけでは乗り越えられないことがあるということ、3

つ目が聴覚障害と精神疾患を併せ持つ方々に対する通訳の難しさがあるというお話がありました。この 2

つ目と 3つ目について、これからまとめてお話を展開していきたいと思います。 

 高井さんのお話の中で、自分が精神の病気なり何かの病気を持っているという自覚のない方に対する通

訳をする際に、通訳だからこそ知った情報をどうするかというところで、悩みがあるというお話がありま

した。事前に待合室や中待合室で待っている際に知ったこと、あるいは移動中に聞こえない人がぽろっと

言ったことなどを、通訳者としてお医者さんに言ったほうがいいのではないかとか、どこか相談者につな

げたほうがいいのではないかと気付いたとしても、聞こえない人に対しての出し方が難しいというお話が

ありました。実際にそういうことがあった場合に、高井さんの場合はどういうようにされていますか。 

 

○高井 そういった場合はその担当通訳者にできるだけ何回か担当してもらって、通訳者を変えないとい

うことで、点と点を線にしていくように、通訳者と派遣センターとの連絡を密にしながら、その人が見え

るような環境にしていきたいと思います。そういったケースのときにどういう言い方がいいか、どういっ

た手話表現がいいかというところは、その人その人によって違うので、その人に合わせた形で登録通訳者

にアドバイスをしたり、手話表現の方法をアドバイスしたりします。それでも本人が拒否した場合は、も

うどうにもならないのです。そういった場合はもう手話通訳者だけではどうにもならないので、他職種、

ほかの専門職種の方や専門機関との協力体制が必要だと考えています。 

 

○高岡（芳） 本人が拒否されることが予想されるということですけれども、拒否をした場合に、その先の

展開が分かるからですね。通訳者としては、対人支援という部分の意識を持って対応すると思うのですけ

れども、出し方が難しいというのは、拒否した場合にどうなるかというところまで見えるわけですよね。 

 

○高井 そうですね。その担当通訳者がそこで出したことによって拒否した場合には、今度は通訳者と聞

こえない人との関係が切れてしまう可能性があるわけです。拒否をする人の場合は、自ら病院に行くよう
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な人ではないので、結局どこにも心のよりどころがなくなってしまい、宙に浮いてしまいますので、その

部分では非常に注意が必要だし、いちばんの悩みどころです。 

 

○高岡（芳） 今日参加されている方々の中で、医療現場の通訳を担当している人はどのくらいいらっしゃ

いますか。いまの高井さんのお話で、私もそういう経験がありますという方もいらっしゃると思うのです。

こういうことで悩みましたということを、構わない範囲でお話ししていただけませんか。言えない、ちょ

っとまとまらないという感じでしょうか。では、また後で思い出したら挙手をお願いいたします。森さん

は去年のシンポジウムの後、手話通訳者のほうからうれしいことがあったというお話があったので、その

辺りをお願いします。 

 

○森 嬉しいことはいっぱいあります。手話通訳の方たちが通訳の現場で、もしかしたら精神科領域の状

態なのかなと思ったときに、「情文センターに行ってみたら」と言ってくださったことです。何のために行

くかは分からないけれども、あのセンターに森という聞こえない相談員がいるから、とにかく行ってみろ、

行ってみろと言われたから来たということがありました。そういうように通訳の人から言われたから来た

とか、実際に通訳の人が連れて来たこともあります。「森さん、これからこの人をよろしく。」と。 

 そういうように通訳の方が橋渡しになってくださって、その方の問題に私が向き合えるようになって、

その方の抱えている問題が社会化するのです。例えば、お風呂に入らないとかゴミ屋敷のような状態にな

っているとか、端から見ると完璧に普通の状態ではないけれども、それが当たり前になっていて問題意識

のない方の問題が、社会にやっと浮かび上がってくるのです。本人の力ではどうしようもなくて、そうな

ってしまっているわけだから、やはり誰かがその中に入り込んで親身になってお話を聞いてあげたりする

必要があるわけです。 

 その人が一人ぼっちで誰とも話さないで、誰の支援も受けないで、薬を飲めば幻覚なども消えるのに、

それも知らないで、毎日、本当は誰もいないのに幻覚に立ち向かって闘っていたというケースもあります。

「お腹が痛い」と通訳の方が付き添った内科の病院で相談機関であるうちのセンターを教えてくださるとい

うことが、この 1年の間に数件ありました。それがこういう企画をやっていくことの意義と言いますか、

やはりこういう話を社会に出す場が必要かと思っています。 

 

○高岡（芳） いまのお二人のお話を伺って、私も言いたいという方はいらっしゃいませんか。では、次に

進みます。薬の管理の話がありました。自分で薬を飲むことをやめてしまったり、飲み忘れたり、たくさ

んの医療機関にかかっていろいろな薬を飲んでいて、副作用などの問題にあまり気付いていなかったりと

いうケースもあると思うのです。そういった場合に通訳者が知ったときに、それを言って良いものか悪い

ものかというのも現場ではあるわけですよね。高井さん、その辺りはどうですか。 

 

○高井 行った登録通訳者からの報告の中で多くあるものの 1つになっています。その辺についてほかの

地域というか、それぞれ担当されている通訳なり何なりで、うちはこういう方法をやっているよとか、う

ちも似たようなケースがあるというのがあれば、是非お聞きしてより良い方法を共有したいと思います。

是非、会場のほうからもそういったご意見をいただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 

 

○高岡（芳） アドバイザーのほうからも、皆さんのご意見を伺いたいという声があります。どなたかご意
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見はありませんか。こちら側から一方的にワーッと言うだけではなくて、フロアからのご意見を伺いたい

のです。 

 

□会場とのやり取り 

住環境の騒音問題で周囲の住民との関係がこじれ、精神的に追い込まれたかのように見えたケースについ

て。 

 

○高岡（芳） 心療内科までつなげることができたけれども、その後の薬の管理の部分で困っているという

ことですね。ほかに似たような経験で困っていますという方は、どなたかいらっしゃいますか。手が挙が

らないようですね。森さん、通院同行というのがありますね。通院同行では今のような薬の面とか、本人

が事前に言っていたのにお医者さんの前では言わないというときに、相談員が PSWとして動くときもある

のですが、その辺りをお願いします。 

 

○森 発表いただきましてありがとうございます。皆さん、聞いたり見たりしたことはこの場でというこ

とで、1時間後にはきれいさっぱり忘れていただきたいと思いますが、大事な問題なのでお話ししたいと

思います。まさしく情報保障者の限界ですよね。 

 こういった方たちは本当に多くいらっしゃると思います。何らかの原因で、脳の中で体に感じる感覚器

官が敏感になっているということが考えられます。多いのが下には誰もいないけれども、ドンドンドンと

棒で突いてうるさいとか、隣の部屋で夜通し太鼓を叩いているとか、木魚を叩いているとか、鈴をチンチ

ンチンと鳴らしているとか、自分の脇腹を鋭利な針で誰かが刺すとか、遠い所から鉄砲で誰かが自分に発

射してくるとか、電波が飛んできて、その電波が自分の目を攻撃してくるとか、それで実際に痛いとか、

そういうことを訴える方が多いですね。個人差はあるけれども、そういう症状を訴えるケースが多いとい

うことだけは、私も事実として持っています。 

 通訳者として、そういう方の支援は本当にご苦労なことだなと思います。できれば私のように、聞こえ

なくても精神の勉強もして、資格も若干持っていてという者が、通訳の人と一緒に動いてあげることで、

かなりお医者様や医療機関を動かすことができていくと思うのです。 

 薬の問題も、本人が「副作用がきつい」と言ってきたら、「そうか。それは大変だね。じゃあ、一緒に先

生に言おうか」と言ったときに「いいよ。飲むのやめる。先生には内緒にしてね」と言うことが少なくない

です。そういうときは「こういう状態です、先生には絶対に言わないでくださいと言っています」という状

況を先生にお伝えするのが、相談員の役目です。しかし通訳者としてそこまでやってしまった場合に、後

で言うなと言ったのに言っただろみたいなところで、誰が業務の責任を守ってあげられるかというのは、

これからの課題になっていくと思うのです。 

 理想を言えば、聞こえないPSWがいちばんいいと思うのですけれども、手話が分からないPSWや手話が分

からないソーシャルワーカーに対して、手話通訳者が「自分が情報保障者として、できるだけ支援しますの

で、一緒に関わってください」と言ってしまってもいいのかなという気もするのですけれども、派遣元に相

談して上司の許可を得た上で、おやりになるといいかなと思います。 

 聞こえない方が、ワーッといろいろなことを打ち開けてくれるけれども、「今言ったこの 2時間の内容は

一言も言うな」と言われることもあるし、当然守秘義務がありますから他言してはいけませんが、時と場合

によっては、そうしたことを自分だけが抱え込むのではなくて、その人には、言わないよ、きちんと個人
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情報は守るよ、だけど協力者には話してもよいかと許可をもらった上で、安心してもらって、専門家の範

囲で関わりを持つ。関わる人を増やしていくことも必要だと思います。 

 先ほどの例では、通訳者としての限界も十分感じていらっしゃるので、そのあと、どうしたらいいかと

いうことです。あとは自分が、人としてどれだけ人脈を持っているかです。相談員の中にも友達がいたほ

うがいいし、そうしたことをちょっと話し合えるような仲間を、今日ここでつくっていってください。 

 

○高岡（芳） 今の森さんのお話について、高井さんから何かありますか。 

 

○高井 最後の部分で、その人に関わる人を増やしていくというのは、とてもキーポイントになるのでは

ないかと感じました。通訳現場では聞こえない人 1、通訳者 1という関係になってしまいがちのですが、通

訳現場ではなくて、今度は事務所に来てもらうことによって、事務所にいるほかの通訳者も関わるように

なったり、ほかの機関を少しずつ紹介していったりすることによって、その人に関わる、その人の了解が

大事なことですが、増やしていくことが大事だろうと思うのです。そうすることによって、例えば通訳者

との関係が、その場で何かあって少し離れたとしても、ほかでくっついていられます。とにかくその人を

1人にしないことがとても大事だし、社会との関わりを作っていくこと、つながりを作っていくことが大

事だということを視点に置きながら、通訳をすることが大事だなと感じました。 

 

○高岡（芳） 病気のこと、薬の管理のことで話を進めておりますが、今のお二人の話をお聞きになって、

皆さんのほうからご意見とか感想とかありませんか。 

 医療関係者が聴覚障害者を理解していない中での通訳というお話がありました。医療関係者に限らず、

見て分からない障害である聴覚障害に関して、さらに精神にも病気を併せ持っていたりすると、本当に理

解してもらうことがますます難しくなってくるのです。そうした中で、通訳をするときに通じないという

問題が出てきます。これは通訳者の技術に問題があるときもあるかもしれないのですけれども、例えばお

医者さんの質問の仕方に問題があったり、通訳を受ける聞こえない人のほうで受けとめ切れなかったり、

いろいろありますよね。その辺りで皆さんのほうから、私はこういう経験をしてきて困りましたというの

はありますか。高井さんはどうですか。 

 

○高井 ドナーの通訳の現場でもそうです。聞こえないことによって質問の意図が伝わらなかったり、行

間を読むという経験をしていないと、聞こえない人の場合は質問された言葉の、もっと奥にある意味をつ

かみ切れない場合があると思うのです。特に精神科の場合、通訳がどこまで訳していいか、自分の中で慎

重になりながら通訳しています。精神科というのは、質問に対してどういう反応を示すかというのがとて

も大事になるかと思うのです。医療関係者には是非、聞こえない人への理解と質問の仕方なども考えてい

ただきたいと思います。午前中に藤田先生から、今の精神医療は聞こえる人用のものだという話がありま

した。ここにもうちょっと手話通訳者も関わりながら、どういう質問の仕方ができるか、とても大きな夢

なりますが、今後新しいものが見つかればいいかなと感じました。 

 

○高岡（芳） 森さん、通院同行のときに通じないというあたりで、PSWの介入とか、医療関係者との連携

などもあると思うのですが。 
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○森 今の質問に入る前に、会場にも聞こえないとか、難聴の方がいらっしゃると思うのですが質問しま

す。精神科に限らず、いろいろな病院で手話通訳の方を使ったときに、イライラしたことはありませんか。

通訳が読み取ってくれない気配は何となく感じるのです。どうも自分の話が、通訳の向こうにいる医師に

伝わっていないぞというのを感じることがあります。通訳も顔を引きつらせながら一生懸命読むけれども、

「何」と聞かれてもう 1回説明するけれども、分からなくて「えっ」と言われると、もう一度手話でやらな

ければならない。通訳は患者側で来ていますから、通訳が読み取ってくれないとなると、通常の安定して

いるときの数倍もイライラが高じると思うのです。そういった経験をお持ちの方がいらっしゃったら、是

非言っていただきたいのです。 

 あと、精神的に危ないな、これは医療機関につないだほうがいいなという方には、私は医療機関をお勧

めしますが、よほど家族の方がしっかりしていない限り、初診あたりは一緒に行って差し上げようと思っ

ています。ドクターも快く、手話通訳の人ですかとか、要約筆記の方ですかということで受け入れてくれ

ますし、相談員ですか、相談員というのは何だか分からないけれども、とにかくお入りなさいということ

で、同席を認めてくださる社会になったかなと思うのです。ところが 2、3 回同行して、よし大丈夫だなと、

そろそろ手を引こうかなと本人に任せると、情報保障者の派遣が切れてしまっていることが非常に多いの

です。「どうしているの」と言うと、筆談でやっているとか病院は必要なくなったとか、自分の判断で医療

と切れてしまっているケースが結構多いのです。それは非常に残念と言いますか、支援が足りない部分だ

なと思っています。 

 PSWとして同行して通訳者をチェックしますが、私の場合はもともと手話通訳の経験があるものですか

ら、通訳者泣かせといいますか、通訳技術も気になります。表現は、そんなに問題ないと思うのです。ろ

うの方が理解できないときは、まあまあの通訳の方たちなら「もうちょっと具体的に説明をお願いできます

か」というように、皆さんやっているし、どうも自分が出した表現をろうの方が分かっていないなというの

は通訳の方も分かるから、一緒に「すみません。ちょっと分かっていないみたいです。どういう意味です

か」とか、「誰がですか」と聞きながら、一生懸命やるのです。 

 問題は読取りです。読取りは嘘八百とは言いませんけれども。例えば、こういう表現があります。 

（実演） 

○森 前後があっての通訳ですけれども、こういうように頬っぺたをここら辺からザーッと下ろす表現を、

どういう言葉に変えるか。それは汗です。それは私がいつも支援している人だから、その人がすごく汗か

きで、汗で臭いが出ているのではないかという悩みを持っていることを知っているから、その人がザーッ

とやったときに、「汗のことで」と言えるのです。しかし初めて会った通訳は、それを化粧とか涙というよ

うに訳すわけです。たまたま私は聞こえませんから、誤訳を言っていても聞こえないのです。だけど、話

が食い違うわけです。先生が次に言うことは、「あのね、お化粧の方法はね、そんなに分厚くしちゃ駄目

よ」というように、話が食い違っていくことがあります。 

 こういう表現（実演）を訳すと、自分が泣いている最中に看護師が人の肩をパンパンパンパンたたいて嫌

だということになります。状況を説明すると、自分が悲しくて下を向いて泣いているときに会話が中断さ

れてしまうので、看護師が顔を上げろという意味で、パンパンパンパンとたたいて、それが嫌だというこ

とです。それは普段会っているから読み取れるということがすごく多いのです。そういう意味でも「通訳が

下手だから」という言葉で片づけられる問題ではなくて、その人が言わんとする手話にいかに慣れているか

ということも、すごく大事です。 

 もしかしたら健聴の人もそうかもしれないのですが、これに精神疾患が重くなればなるほど、一言ぽそ
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っと言った言葉で、一を言って十を悟れというような付き合いが、慣れていくと支援スタッフでもできて

いくというのが、見守り支援なのかなと思います。そう思うと、精神を病んでいる方たちの依頼を受けな

がら、初めて見るちょっと分からない手話を訳して相手に伝えなければならないというのは、やはり通訳

の方たちは本当に大変な業務を担っているなと、いつも感じます。ですからご家族とか相談員とか、普段

その人の表現を見て慣れている方たちが、さらに訳してあげること、言いたいことの意思疎通の連携プレ

ーが必要になってくるのではないかという難しさも、併せて感じています。 

 

○高岡（芳） 意思疎通の連携プレーというお話が出ましたけれども、今の森さんのお話を聞いて、自分も

ちゃんと読み取ってもらえなくて、お医者さんと通じないで困ったという経験がおありでしたら、精神の

分野でなくても構わないのでどうぞ。 

 今日は遠慮がちな方が多いような感じがしますね。では、森さんにもう 1回聞きます。情報文化センタ

ーでも相談を受ける中で、これは医療機関につなげたほうがいいなと判断するようなケースがありますけ

れども、肝心の医療機関のほうから、なかなか受け入れてもらえないという状況がありますよね。その辺

りをお話しいただけますか。聞こえないイコール、「うちはその専門じゃないから」というようにやられて

しまうこともありますよね。 

 

○森 昨年のこの会でも報告したのですが、最近は新しい所を開拓しても受け入れられます。「初診ですけ

ど」と電話を掛けて、端からバーッと断わられてびっくりしたのは 2年くらい前までです。これは簡単では

ないということが分かりましたので、方法を少し工夫しました。インターネットで素晴らしい取り組みを

していることを拝見しましたのでというように持ち上げながら、実は支援センターで支援に当たっている

者で、難しいケースですが、一緒に連れて行ってもよろしいでしょうかというようなお電話を入れたら、

どうぞという形で結び付いたクリニックがありましたね。 

 2年前までは電話の段階でほとんどけんもほろろという感じで、簡単に断わられたので、仕方なくセン

ターの近くのクリニックに飛び込んで、診察が継続しています。そこの先生は非常に慣れてくださって、

本当に聞こえない人って大変だねと。私に対する信頼感も向上したようで、診察が終わると、森さんだけ

と話してもいいですかというように、ドクターが本人に許可を投げかけるようなことも出てきて、本人も

どうぞ、どうぞと任せてくれるようになりました。電話を掛けてすぐに、聞こえない人だから駄目ですと

いうような断り方は、今のところ減っています。ここのところはないですね。 

 

○高岡（芳） 皆さんのほうで、医療機関で通訳の現場で困ったという経験がおありの方はいらっしゃいま

すか。森さんから補足があるようです。 

 

○森 1つ思い出したのは、自分が電話をして断わられたことは、過去にいっぱいあったけれども、今は

ないというのは私の経験の範囲でたまたまだと思います。ただ、ある病院でカウンセリングをしたいと言

ったら断わられたとか、診察をお願いしたら断わられた、どうしたらいいかということで、うちに相談に

お見えになったケースは、この 1年で 2件ほどあります。 

 

○高岡（芳） 皆さんのほうからありませんか。高井さん、派遣センターと関わりを持っている単科病院が

ありますよね。そこは歴史もある関わりで、もう 10年以上続いていると思うのですけれども、今日初めて
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お聞きになる方もいらっしゃると思うので、どういうきっかけで、今はどんな感じで連携しているのか、

また課題などがありましたらお願いします。 

 

○高井 もう 20年ぐらいになるかと思います。精神科の単科病院の PSWや関係者の動きによって、手話を

学ぼうとか、地域の登録通訳者との関係ができたというのが最初にありました。そのことが、継続的に派

遣をしていく必要があるということで、東京手話通訳等派遣センターが担うようになりました。センター

が担うからいいということではなくて、派遣機関と病院が関わりを持つことの良さというのは、先ほどの

森さんの話のように、通訳が行かなくなるということがなかったり、突然、聞こえない方が通訳を連れて

来ないで受診したいと来たときも、すぐに連絡をくれたり、何か問題があっても、すぐに派遣センターに

連絡をしてきたりということが、とても大きいことではないかと思います。 

 本当に本人が必要なときに手話通訳者の派遣ができる。特にそういった疾患がある場合は、家にファッ

クスがなかったり、頼む手段がないことが結構多かったりするのです。そういう意味では病院と派遣セン

ター、機関と機関のつながりというのは、とても大事だと思います。特にそこの病院の場合は、病院内の

デイケアのような集まりの中に手話通訳者が入っています。終了後の反省会、スタッフのミーティングに

も手話通訳者が入ることになっています。守秘義務に違反しているということではなくて、本人の了解の

下にミーティングにも出て、通訳者が感じたことなどをそこでお伝えできるわけです。 

 通訳をしている最中だとなかなか難しいのですけれども、ミーティングの中で通訳者の感じたことを伝

えられるというのは、やはり専門職と専門職のつながりなので、それがすべてではないということが、き

ちんと受けとめられているという条件が整っているというのが前提になるかと思います。そういう意味で

は、すごくいい環境になっています。 

 ただ、課題としてはそういった病院がまだまだそんなに多くないということです。実際に入院が始まる

と連絡をしてくれる病院もありますが、退院すると終わってしまうので、残念だなと感じています。 

 

○高岡（芳） 今の単科病院のお話ですが、入院患者さんのミーティングとか、デイケアのミーティングと

いった場面で通訳が付く以外に、始まる前のプレミーティングと終わった後のミーティングがあります。

つまり、患者さんがいない状況で医療スタッフと手話通訳者、あるいは要約筆記者のミーティングという

のが、本番のミーティングの前後にあるわけです。そこで通訳者が果たす役割というのは、どういうこと

なのかと思われる方もいらっしゃると思うのです。例えば患者さんの表情などを見て通訳者が、「あの話の

ときにこういう反応が出ました」と言われることもあるのですか。 

 

○高井 そういったミーティングの場合には、ある程度通訳者を絞っています。先ほどの話にあった、慣

れていると、本人がいつもとは違うことに気付くわけですよね。そういったことを医療関係者にお伝えで

きることと、医療関係者から心配されている部分を、通訳者が事前に聞けるということがあります。突然

ミーティングに参加するのではなくて、今、本人はこんな状態ですというのが聞けるということは、支援

をしていくところでは、本人にとっても非常に大きいのではないかと思いました。 

 

○高岡（芳） 皆さんから質問とか感想などがありましたら、どうぞ積極的に手を挙げていただきたいと思

います。いかがでしょうか。私が皆さんのほうを見ると、ずっと目が下のほうに行ってしまうので、伺う

のも申し訳ない気がしていますので、もうちょっと話を進めましょう。今の単科病院の話ですけれども、
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実は要約筆記の派遣もあったのです。しかし今はなくなってしまった。それはいろいろ問題があると思う

のです。 

 

○高井 入院されている期間は必ず週に 1回の定期的な集まりの中で、要約筆記の派遣もずっとしていま

した。最近はその方が退院されたこともあって、派遣はしていない状況にあります。ここが残念なところ

で、実際に通院がどうなっているか、把握し切れていない部分があります。センターは病院との関わりが

あるので、病院のほうに実際に確認できるかとは思っています。その単科病院の場合は要約筆記の派遣が

ありましたけれども、そのほかの所ではほとんどないというのが現状です。 

 

○高岡（芳） 今、要約筆記の話が出ました。要約筆記の場合は要約筆記を必要とする人、難聴者や中途失

聴の方が、診察も 2、3分で終わるから、自分さえ我慢すれば何とかなるというように、依頼をためらうケ

ースが結構多いのです。また 2、3分でも通じないから必要だけれども、なまじっか難聴者や中途失聴者は

話すことができるので、周りの人たちや医療関係者も聞こえていると思って、要約筆記者を介入させる必

要をあまり感じていないという部分があると思うのです。先ほどの単科病院の場合も、PSW の方がキーに

なって導入して、患者さんがそれを利用して自分で発言ができることを見て、医療スタッフなどもこの人

には要約筆記が必要だということが分かって、利用されるようになったのです。しかし PSWがやめてしま

ったら、それもなくなってしまったのですね。 

 

○高井 原因がそのことになるかは分かりません。 

 

○高岡（芳） 今要約筆記を利用されている方で、何かご意見があったらお願いしたいのです。 

 

□会場  3分診療に要約筆記の派遣を依頼する中途失聴・難聴者はいないのでは。 

 

○高岡（芳） 実際に医療機関に要約筆記者が出る場合に、待っている間、呼び出しなどを本人に知らせた

り、待合室で看護婦さんから言われたことを書いて伝えたりという仕事も入ってきますよね。診察は 2、3

分かもしれないのですが、それ以外の通訳もあるので、時間の長短に限らず、利用する人は利用するので

すけれども、利用の数でいうと、まだまだ少ない状況があると思います。今やっと会場から声が出たので

うれしいのですが、皆さんから、ほかにご意見とか感想はありますか。 

 

○森 要約筆記の問題に関してですが、私は患者さん 1人に対して要約筆記者の派遣を、代行で依頼する

ことが何回もありました。筆談を好む、又は筆談しかできない、手話が分からない、あるいは分かってい

ても独自の中途半端な手話、手話通訳の方と分かり合える場が少ない方などが、筆談をすごく好むという

場合は、要約筆記者が入ることによって、診察が非常にスムーズにいくということを目の当たりにしてい

ます。 

 例えば直接の筆談で、医者がキレて、バーンと机をたたいて部屋から出て行ってしまったことがありま

した。今、精神科病院は大変混雑していて、日に何十人もの診察をこなす中で、「筆談してください」と言

ってもなかなか対応できないこともあります。精神障害になっている方たちの中に感情を出して分かって

ほしいという思いが強く、医師を待たせて長々と一生懸命書く方がいます。しかし医者は待っていられな
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いのです。それで医師のほうがイライラ、イライラしている。待って書いてきた文章をまた読まなければ

ならないのですが、その文章が訳分からないということがある。そのようなときに要約筆記の方がそばで

的確にサポートした本当に素晴らしい要約を私は見たことがあります。医者の言う要点をスパッスパッと

書いていくサポートを入れて大成功だったというケースがあります。 

 私も自分が病院へ行くときは、もちろん筆談で事足りてしまうので済ませますけれども、私たち聴覚障

害者はいろいろな幅のある、いろいろな状態にいて困っている方たちに対して、手話通訳も要約筆記もあ

の手この手で試して使ってみるという、技の広さと柔軟性みたいなものが必要になってくると思うのです。

ですから手話通訳だけにこだわらず、要約筆記だけにもこだわらず、1人で 2人の情報保障者を同時にとい

うのは難しいかもしれませんけれども、私は支援の中で要約筆記を使って非常に助かったケースがありま

した。 

 

○高岡（芳） 今森さんがおっしゃった要約筆記におけるケースは、話に遅れずに、リアルタイムで通訳さ

れる。つまり、医者が診察だけではなくて筆談もするというケースではなくて、そこに通訳者が入ること

で、患者さんとお医者さんとの間の会話がリアルタイムでスムーズにいったというケースですよね。その

ことでよかった、診察がスムーズにいったということですね。 

 時間が残り少なくなってきました。今日は連携などの話も出ていましたけれども、最後に今後の課題や

展望といったあたりを、お二人から一言ずつお願いいたします。 

 

○高井 先ほど森さんから話があったように、関わる人を増やしていくというのは、人であったり機関で

あったりというところで、センターとしても、手話通訳だけが支援の方法ではないということでいうと、

派遣センターがあり、さらに相談機関があり、病院がありといった機関間の連携を、これから密にしてい

く。そして我々通訳者も、そういう機関があるということをどういうように紹介していけばいいか、支援

の方法などをこれから技術的にも知識的にも、深めて高めていかなければいけないなと感じました。あり

がとうございました。 

 

○森 「今日はアドバイザーだから、あまりしゃべらないよ」と言っていたのに、結局たくさん話すことに

なりました。後でも構いませんので、是非皆さんの感想などもセンターにお寄せいただければと思いま

す。 

 連携ということに関しては、私は自分が支援を受けるときも、自分が支援をするときも、その方のため

の情報保障者との出会いがあって、手話通訳の動き、相談員の動きをお互いに褒め合うようなことがあり、

それは非常に業務の励みになります。「森さん、今日の支援はすごく感動しました」と言われるとうれしく

なるし、「いえいえ、通訳者の技術があったからですよ」と言い合って、お互いにいい気持ちになって大変

な人の支援をすることで、新たなパワーが出てくると思います。 

 それから、守秘義務などが深く関わりますので、今日は広く皆様にお越しいただきましたが、もっとも

っとクローズドで勉強したいという方々のためにも、そうした学習会などもご提供できたらいいなと考え

ています。今後ともそれぞれの立場で頑張っていきましょう。 

 また、聞こえない方たちの参加もありました。こういう会場ではなかなか声に出しづらいこともあると

思いますので、また違った形でお話を伺うような機会も工夫していきたいと思います。今日はご参加いた

だきまして、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 
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○高岡（芳） ありがとうございました。最後に森さんにまとめていただきましたが、今回の分科会は、こ

の内容で 2回目です。やっとこういった内容での取り組みができるようになったこと、そして情報を共有

したり、一緒に考えたりすることができるようになったことは、本当にうれしいことです。また、現場の

最前線で闘っているというか、頑張っている通訳の方々あるいは相談員の方々にとっても、本当に重要な

内容だと思っております。今森さんから話がありましたように、今後もこういった機会、研修、学習会な

どを通して、お互いに力をアップできるような場を続けていけるといいかなと思います。打合せでは、「フ

ロアの方々からいろいろご意見を伺って進めようね」と言っていたのですけれども、どちらかというと、こ

ちらの 3人が話すほうが多くなってしまいました。今後はもっと五分五分に話ができるようになったらい

いかなと思います。ちょうど時間が過ぎましたので、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとう

ございました。
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③疾病・障害の理解と家族の対応 

 

 

○笹野（司会） 時間になりましたので、ただいまより分科会を始めたいと思います。よろしいでしょうか。

テーマは「疾病・障害の理解と家族の対応」というテーマで進めたいと思います。まず、簡単に自己紹介を

させていただきます。私は司会をやらせていただきます、名前を笹野と申します。聴力障害者情報文化セ

ンターの中で、非常勤の相談員として関わりをもたせていただいています。今日は 3人の先生をお招きし

ていますので、ご紹介したいと思います。まず、片倉和彦先生です。午前中に既に発表をしていただいて

います。 

 

○片倉 名前は片倉といいます。よろしくお願いします。この原稿の締切りが 11月 5日だったもので、早

すぎて何を書こうか分からなかったから、資料になるぐらいのことだけその中に書いています。すみませ

ん。今は、奥多摩町というところで、精神科の医者兼内科の医者、兼ときどきは縫ったりもするという、

いわゆる何でも科的な医療をやっています。そのほか、知的障害の施設に行ったり、ろう重複の 2か所の

施設に行ったりして、ちょっとだけ手伝ったりしています。よろしくお願いします。 

 

○笹野 ありがとうございます。続きまして、アドバイザーの立場でお二人に来ていただいています。ま

ず藤田先生、自己紹介をお願いします。 

 

○藤田 藤田保といいます。滋賀県の大津市で、比叡山の麓、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。そこにある精神科の病院に勤めています。障害者外来を始めて 20年になります。今

日は幅広く、いろいろ話をしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○笹野 ありがとうございます。続きまして、筒井先生、よろしくお願いします。 

 

○筒井 皆さん、初めまして。筒井と申します。今、江戸川区の船堀駅の近くで、きこえとことばの相談

センターというところの代表をしています。専門が言語聴覚士なので、東京都の心身障害者福祉センター

で 38年間、0歳から成人、高齢者までの方たちのいろいろな支援をしてきました。そのときに、心を病ん

でしまった若い人たちのことが非常に心配で、「ゆうわ」というきこえとことばの相談センターを立ち上げ

まして、そこで、心を病んだ人たちの支援と、家族の支援をやっています。もう 1つ、ケアマネージャー

の資格を取りましたので、独居の高齢者ろうの人のヘルプをしています。今日ご参加いただいた人に何か

持ち帰っていただければうれしいなと思って、一緒に討論会に参加しました。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○笹野 医療の専門家のお二人の先生と、聴覚障害のあるご本人やご家族の支援を側面的にされてこられ

た先生に来ていただいていますので非常にいい機会だと思います。今日のテーマは「疾病・障害の理解と家

族の対応」ということですが、先ほど藤田先生がおっしゃったように、幅広い話ができると期待しています。

是非皆さんもお話を聞いて勉強していただきたいと思います。また、関わりの中で困っていること、悩ん
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でいること等を伺ういい機会だと思いますので、受け身にならずに参加していただいて、つくっていける

ような分科会にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、皆さん一人ひとり、お名前とお仕事、また、所属について簡潔に、お 1人 20秒から 30秒でお

願いします。ご協力をお願いします。 

 

□会場より自己紹介（16名） 

 

○笹野 ありがとうございました。保健師さんとか、看護師さんとか、ろう者相談の方とか、聞こえない

方を持つお母さんとか、本当に幅広い立場の方にいらしていただいたなと思いました。この分科会で学び

たい目的というものを一人ひとり明瞭にお持ちの方が多いな、と思いました。先生のほうから何かありま

すか。 

 

○片倉 この会は、難しさを分かち合いつつ、何かいい方法がないかと考えていく会ですので、どこが難

しかったか、どんなふうにしたかということを出し合って、考え合えればいいかなと思うのです。もうち

ょっと聞きたいな。どんな取り組みをして、どう連絡とって、どうだったか。 

 

□会場からの意見 家族がアルコール依存症。ろう者の使用できる社会資源が少なく活用できない。 

 

○片倉 若い世代で同じろうで依存症の人というのは、たぶんそんなにいないだろうなと思いました。も

う 1つは、支える体制というか、人間関係はしっかりつくれる人だったのですか。それとも、やたら攻撃

的にメールをしたりということがあった人なのですか。 

 

○会場から回答 

 

○片倉 保健師さんだったら、どうするの。 

 

□会場からの意見 保健師ですが分かりません。確かに、アルコールをやめさせたいという家族の方から

の相談はありますが、アルコールの病院からは、本人がアルコールをやめるという意思がない限り連れて

くるな、と言われ、家族は、悪いと思っていても、アルコールの依存がないと生きていけないということ

が分かるので、いけないと思いつつ本人を支えているのが現状だと思います。大変な状況を話す相手とし

て、保健師は使えるかなと思いますが、どうでしょう。役に立つかどうか分からないですが、保健所や保

健師が相談相手として頭に浮かばれたのか、連絡したけれどもパシャッと切られてしまったのか、お聞き

したいです。 

 

□会場から回答 

 

○片倉 保健師に相談するとは、思い浮かばなかったのですね。いくつかの病院に電話したら、精神保健

福祉士の方が対応していて、「耳の聞こえない人は今ちょっといないですね」とか「手話を使える者がいな

いんです」とかということで、なかなか難しいかもしれない、という反応が多かったわけですね。実際に、



 

- 53 - 
 

「何か相談できるところがあるみたいだよ」と伝えても、基本的に、聴者が対応するということ自体に抵抗

感があって、そういう状況だと向こうはやはり本音で話せないのだろうなと。アルコール依存症といった

ことに関して専門的な知識のある、ろう者並みに手話が使えるようなカウンセラーがいればいいなと思っ

ていて、実際には、そういう方はたぶんほとんどいない。そういうことで行き詰まっていたということで

すね。ありがとうございました。何か話したくなった人。 

 

□会場からの意見 この世界のことは全く分かっていない素人なので、温かい目で見ていただければと思

うのですが、例えばネットなどで相談ができる場はないのかなと思ったのと、あとは、ろう者の方にとっ

て聴者の方に相談すること自体のハードルが高いのだなということが、お話を伺って分かりました。さら

に、その上に、精神的にまいっているということを伝えることは非常に難しいことなのだ、ということが

分かりました。今私が関わっている方も、親御さんは聴者の方なので、そのお子さんが訴えてくることが

分かりづらいみたいなのです。私に、そのお子さんがどう思っているのか教えてほしいと私が伝えても、

親から見た目のその子のことしか伝わってこないので、本音がどうやっても分からないのです。それでは

通訳の方と一緒に行ったら話せるのかというと、他人を介してですし、またそれはそれで言いづらいのだ

ろうなと思いました。 

 

○片倉 ありがとうございます。そうだと思います。Ｂさん、お子さんとの通じ方というのはどうですか。

特にお子さんが困っているとき、混乱しているときの通じ方はどうですか。 

 

□会場からの意見（Ｂさん） 

 

○片倉 ありがとうございました。今、聴者、ろう者、境目が難しいという話がありました。実際にどう

ですか。境目って難しいですか。 

 

□会場からの意見 

 

○片倉 ありがとうございました。ろう者の社会からも不審視されるというか、なかなか入っていけない

という課題もあるということです。 

 

□会場からの意見 精神症状が出て健聴者と話すのは抵抗があるのにだからといってろう者が頼りになる

かと言えばそうでもないということがある。 

 

○片倉 いかがですか。 

 

○笹野 私はろう学校に通った経験がなく、ずっと普通学校で勉強してきて、手話は大学に入ったあとに

身につけました。ですから、自分にとっては聴覚に障害のある人はろう・難聴関係なくみんな同じという

気持ちがあります。でも、初対面で自己紹介の時に「どこのろう学校の卒業なのか」と聞かれる。「聞こえ

る学校」と答えると、そこで話が終わってしまったりという経験があります。話が続かずそこで終わりみた

いな。それ以上の関わりというのをしてくれるかというと難しいという経験をたくさんしてきました。聞
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こえない方の中で、精神的に不安定になっている方たちの育った環境がつかめていないのでなんともいえ

ないのですが、大体ろう協とか、聴覚障害のある人たちがつくっているような団体は、入りづらさ、入り

にくい、そういう気持ちを持っていた方も多かったのではないかなと思いました。 

 

○片倉 ありがとうございました。何か話したくなった。聞きたくなった。 

 

□会場からの意見 ろう学校経験者とインデグレートした人との間の心理的な距離とかその影響について

詳しい人がいたら聞きたい。 

 

○片倉 誰が詳しいかな。やはり筒井さんかな。 

 

○筒井 今、話をお聞きしていて、ずっと考えていたのですが、アルコール依存症に限っていうとすれば、

さっき先生がおっしゃられたのですが、ピアカウンセラーを認めるための大集会とか、その団体というの

があるのですが、あくまでもそれは健聴対象のピアカウンセリングの団体ですよね。むしろ本人の抱えた

問題というのは、育ってきた養育環境とか、結婚願望症になる、誰かに頼りたいというところとかで、そ

れは家族の中だけで調整していくのは非常に困難だと思うのです。いろいろな問題をずっと引きずってき

た結果、たまたま寂しさがアルコールにいったのか、異性にいったのか、結婚という願望にいったのか、

その辺は個別で聞いてみなければ分からない。置かれた環境の中で、信頼できる人との関係がつくれたと

ころがあれば、相談場面で、全部自分をさらけ出せた。さっき甲斐さんが出していたように、相談支援を

してくれるようなピアのカウンセラーに出会っていれば、もうちょっと変わったかなと思いました。 

 ですから、当事者が出した問題だけを見ないで、引きずってきただろうと思われる育ちとか、環境とか、

教育的なプロセスとか、家庭環境とか、支援しているスタッフがどれだけいるかとかを見る。自分が出会

った人から得られた意見で変えられるという場面が、あったかどうかですよね。「なるほど、この人の言う

意見だったら」と、健聴であろうが、ろうであろうが、そこにいて、自分がこういうことを悩んでいる、困

っている、苦しんでいるというところを出せて、もうちょっといろいろ具体的な案を出してもらえたら、

自殺というところまでは追い込まれないで済んだのかなと思いました。 

 地方の場合は、社会資源が非常に限られていて、農村地帯のような所にいらっしゃると、相談支援に 2

時間かかってしまうとか、先生を探せないということもあり得るので、例えば身近な保健師さんを巻き込

むとか、障害福祉の職員窓口を巻き込むとか、過去のろう教育の先生を巻き込むとか、そういう人に「支え

てほしい」というサインをお出しになったらどうかな、と思って聞きました。そういう信頼関係のつくれる

ような環境があったら、ある意味で救われた命だったのかなと思いました。感想的ですみません。 

 

○片倉 その地方の手話のうまい医学生を何人か知っているのです。なぜうまいかというと、昔の僕らの

頃の手話講習会とは全然違って、市内には、マン・ツー・マンで手話をみっちり教えるという商売がある

のです。初期研修 2本目に来ていた大学の卒業生がいて、ろうの人とあまり話したことはないけれども、

手話はとてもうまかった。今の初期研修は、手話ができるなどということとは全然関係ない場所にいて、

今の学生のほうが真面目だから、いろいろな所でいろいろな勉強をするけれども、学生時代に手話を覚え

ましたという人でも、その関係についてどうこうというのは、今のところはないのだろうなと思いました。

だから、最近潰れたみたいですが、その地域のすごく進んだものも使えないものかなと思ったりしたので
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すが。何か言いたくなった人。 

 

□会場からの意見 これだけネット社会になって、皆さんパソコンをやって、情報をいくらでも拾える時

代なのに、なぜネットワークがうまくつながっていないのかなと感じるのです。これは、聞こえないとい

う問題だけでなく、例えば子育てに悩んでいるお母さんの問題などもあるのですが、これだけみんながパ

ソコンを使える時代で、ちょっとやればすぐ検索できるのに、何かどこかでブチブチ切れてしまっている。

これは私の個人的な想像ですが、例えば地方にいらっしゃって困っている方でも、たとえ片道 2時間かか

っても、そこに行けば、自分の思いを全部受け止めてくれて、しっかり自分の話を聞いて一緒に考えてく

れる、支えてくれる人がいるんだ、というのが分かるだけで、随分救われたのではないかと思うのです。

だから、私にはそんな力はありませんが、どこか中心となるところがあって、そこに相談すれば窓口を紹

介してくれるようなところがあったらいいなと、皆さんのお話を聞いて思いました。 

 

○片倉 琵琶湖病院が窓口になればいい。 

 

○藤田 アルコールのもですか。 

 

○片倉 全部任せる。 

 

○藤田 ろうと健聴のコミュニケーションの壁というのは、どんなときもぶつかりますね。アルコールだ

けの問題でいうと、アルコール依存症のろうの集団があると吐き出しやすいと思いますが、実際なかなか

難しい。私が経験したアルコールの患者さんは、2人のときはなかったと思います。1 人ずつだった。その

場合どうするかということになるのですが、例えば 3か月入院で、リハビリのプログラムがいろいろあり

ます。周りはすべて健聴者の中で、手話通訳者を呼んでそれに参加すると、どうしてもついていけない。

私の関わった事例でも、断酒会に手話通訳者を呼んで行ったけれども、やはり健聴と同じようについてい

くのは難しい。ただ、断酒会の場合は、自分と似たような経験をいろいろ聞けるので、それなりに意味は

あるだろうと思うのです。 

 もう 1つ、それと関連して、私が勤める病院で、ろうの患者さんから、同じ病気の人のグループをつく

ってほしいと言われたのです。今も続けているのですが、病気を持っていないろうのグループには入れな

いという問題がある。我々が気になっているのは、ろう学校と健聴者の学校という部分もあると思うけれ

ども、ろうの集団もいろいろあると思うのです。精神科の病気とか症状について少し理解が足りないとか、

ああいう人がいるから排除するとか、そんなことを感じたことがあります。また、同じアルコール依存の

ろうのグループとなると、人数を集めるのがなかなか難しい。東京だとできるのではないかと思う。次に

は、同じろうの人で、精神保健の専門家、あるいはろうあ者の相談員がいれば、話ができるのではないか

と思います。もう一方で、断酒会のようなところで自分の病気と同じ体験をする人と話をする。そういう

ことを利用するぐらいなのではないかと思います。 

 

○片倉 横浜で、聞こえない人が 2人で断酒会をやっていたことがあると聞きました。ただ、1人やめてし

まったら、もうなしになってしまった。それから、同じ病気という意味では、札幌で、糖尿病のろうの人

が何人も集まっていた患者会は、結構長いこと続いていて、でも、中心人物がいなくなったら今は潰れて
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いる。そういうふうに、人が何人か集まればできるのかな。でも、なかなか難しいなと思います。 

 断酒会というのは、すごく心やさしい雰囲気なのだけれども、アルコール依存ではない人が出続けるの

は結構疲れる。アルコール依存の人にはいい会なのだけれども、依存症ではない人が出ると疲れる。もち

ろん手話通訳者は、仕事としての手話通訳だから別に疲れないかもしれないけれども、手話通訳付きの断

酒会というのは、話が遅れるだけではなくて、手話通訳者は断酒の必要はないから。変な言い方かな。変

な言い方しちゃったから、別のことを言って。 

 

□会場からの意見 私も田舎で相談支援をやっていたのですが、本当に社会資源が少なかった。ただ、そ

こは、行政の福祉課、保健師さん、地域の本当に小さい病院の先生が、月 1回ぐらい集まって、いろいろ

な情報交換などをして、地域の中で、ないものはつくっていこう、必要なものはみんなで支えよう、とい

うことでやっていたのです。ろうという問題もあるのですが、なぜアルコールに逃げなければいけなかっ

たのかとか、気持ちをどうみんなで支えていくかということも大切かなと思いました。 

 

□会場からの意見 まず、お話を伺っていて、私も、今お話しされた方と同じように、お酒や異性に依存

しなければいけない気持ちというのはどこからあるのかということをしっかり伺って、それを整理してい

くことを誰かがやらなければいけなかったのだなと感じました。あと、ろうと健聴、聞こえる人は何とも

対応が難しいというところでは、笹野さんがおっしゃっていたように、自分が聞こえなくて、生いたちの

部分で自分と違うからと、そういう人に一線を引かれるような対応もあると思いますし、逆に、自分と同

じだと知られすぎるし、噂になるから絶対にろうの人は嫌という方もいらっしゃる。筒井様がおっしゃっ

ていたとおりだと思うのですが、その方一人ひとりの考えで、いちばん聞きやすい状況の方を使って、問

題を整理できることを探っていってという体制を、すごく曖昧なのですが、うまく進めていかなければい

けないと思います。 

 地方では、家族のことはほかの人に言うものではないという意識が強かったりして、なかなか聞き出せ

なくて、すごく難しい場面がたくさんありました。でも、ご家族がそういうことを担うというのはすごく

大変だと思いますので、こういう社会資源が必要なところでは、今少しずつできつつある、資格を持って

いる、聞こえない人に対応できる団体が、自分たちにできることをもっとアピールしていかなければいけ

ないですし、その地域で支援者となり得る立場の人が、そういう団体の存在なりをヒントに、いちばん身

近な方が相手の人に何がしてあげられるかということを探っていきやすいようにしていかなければいけな

いのかなと思いました。 

 

□会場からの意見 ずれてしまうかもしれませんが、今までのお話は、手話などをもうしっかりできる方

のお話が主だったような気がしますので。私の作業所に通っている方は、ずっと普通校できて、親も健聴

者と同じようにという形で育ててきた方だったのです。病気になって、もう勤めもやめてしまって、お母

さんが初めて地域のろう協会のようなところに連れていったのですが、そこでもあまり長続きはしなくて、

手話も半端に少し身に付けられただけという方なのです。うちは、聴力障害の方のための作業所というわ

けでは全くなく、私自身も手話はほとんどできません。コミュニケーションは、筆談したり、語りかける

けれども、あまり反応が返ってこなかったり、面倒くさそうにしたりなのです。それは病気からくるもの

なのか、コミュニケーションの難しさからくるものなのか、両方なのか、それを悩みながら関わっていた

ところがありました。 



 

- 57 - 
 

 私たちもどうしたらいいかと悩んでいたのですが、聴力情報文化センターさんには 1時間ちょっとで行

けますので、聴力障害があって精神的な悩みもある人たちのための相談機構があるということで、その方

も、施設長の森さんが同じ難聴の方で、相談に乗ってくださるというので、相談に行きました。十分通じ

たかどうかはともかくとして、気持ちがほっとするのを感じたのです。私たちも、手探りの中で、だいぶ

そこで光が見えた気がしました。それからあとは、水曜日に同じような悩みを持った仲間たちの集まりが

あるというので、今は月に1回か2回ぐらい、時間をかけて通っています。その中で、ほっと安心できる空

気があるようで、遠いですが、結構楽しみにして通っているのです。そういうところの存在が、本人にと

っても私たちにとっても、すごく支えになっているという思いがあります。あまりうまく言えませんが、

作業所の中で十分関われているという自信はまだ持てないでいますが、一歩ずつ変わってきているのかな

という感じがしています。 

 

○片倉 実は、東京だから足りているというわけでもなくて、この間も、境界パーソナリティ障害の女性

を、本当にどこも受けてくれなくて、ある関西の病院に入院したということがありました。まだまだいろ

いろ足りないところがあるなと思っています。 

 

□会場からの意見 なかなか難しいのだということは皆さんのご意見から分かったのですが、それでは私

の身近でろうの方がアルコール依存症になったときに助けられるのか、ということを自問するわけです。

資源が圧倒的に少ないということは、皆さんのお話で分かったのですが、それで終わりだとまた同じこと

が起きてしまう。なぜそのように依存しないといけなくなったのかということは、家族でそういったこと

を聞き出せるものなのか、家族だからこそできないのか。だとしたら、家族としてできる範囲は何なのか。

協会でもはっきり聞けないのだとは思いますが、家族はこういうことをやったらいい、手話の分からない

精神科の先生やカウンセラーは、耳の聞こえない人はこういうことに困るから、こういう対応をしたほう

がいいという、支援をするためのパッケージのようなものがあれば、特別にあの人のところに行かないと

対応できないということではなくて、その地域の中で、そこのリソースの中で対応できるような仕組みが

あると、支援する側も助かると思います。そういうことを、皆さんのお話を聞いていて感じました。 

 

○笹野 あっという間に時間になってしまいました。このような内容の話は、まとめるような問題ではな

く、双方ともが困っている、こういうことがこれから必要なのだという考えなどを、発信できる場であっ

たと思います。そういう意味では、重い内容、言いにくい内容になったと思うのですが、言っていただい

たお蔭で、どうすればいいのかということについて、いろいろな立場の人の意見を聞きながら、進めるこ

とができたかなと思っています。まとめにはなりませんが、諦めない、諦めそうになってしまうけれども、

細くてもいいから、その細い糸を切らないでつなげていく、そこが大事なのかなと思いました。もっと深

く話をしたい気持ちはあったと思うのですけれども、時間になりましたので、終わりにしたいと思います。

改めて皆さんに拍手をお願いします。体育館で、また次の企画が始まります。皆様、お疲れさまでした。
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【分科会全体報告】 

 

○司会 では時間になりましたので、ただいまより分科会全体報告を始めさせていただきます。各分科会

の司会者から報告をお願いします。まず分科会①、テーマは「相談支援実践例」、稲淳子様、お願いいたし

ます。 

 

○分科会①「相談支援実践例」 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 会長 稲淳子 

 第 1分科会の司会を担当させていただいた稲淳子と申します。午前中の発表者は甲斐さんだったのです

が、甲斐さんから体験例を出していただいた上で、午後はそれを受けて講義を行いました。ご参加をして

いただいた方の数が意外に多く、参加者個人個人、どういうお仕事をされているのかという質問はできま

せんでしたが、挙手をしていただいてご意見を承りました。ご自分の職場、職域というのは皆さんそれぞ

れであって、まとまることもできませんでしたが、聴覚障害者に関する仕事、支援に関する仕事、相談に

関する仕事など、いろいろな状況の方がご参加され、ろう者も何人かご参加されていました。まず甲斐さ

んの事例の中からご質問をいただき、もっと知りたいこととか、私ならこういう方法でやりますというご

意見、アドバイス等を出していただくという方法で進めさせていただきました。 

 皆さんからいただいたご意見等を、まとめて言いますと、まず 1つ目は、聞こえない子との親子関係、

家族関係について。2つ目は、聴覚障害者虐待の問題についてという観点で、障害を持っている子どもの

虐待をして、そういう経歴を持った子どもが社会に出ていけるのかどうか、どう支援すればいいのか、と

いうお話が出されました。そして 3つ目は、人間関係を作れない方々。そういう聴覚障害者に対して、い

ろいろな支援の方法の話が出されたのですが、グループワークという方法が効果であるのではないかとい

うお話が出されました。実際にやるときには、やる人が大事だということ、そして、場所、お金というよ

うな問題も出されたと思います。そういう点で、何がよろしいのかというお話をしましたが、グループワ

ークにつきまして、どんな効果があるのかというお話もしました。 

 そしてもう 1つ、難聴者、中途失聴者への支援について。その中で、自分のアイデンティティーのよう

な、自分の障害を受容し、仲間を作り、環境づくりを進めていくという課題はどうしたらいいのだろうか

という意見も出されました。まとめにくいところなのですが、皆様が聴覚障害者に支援をするとき、もっ

とよりよい支援をできるためにはどうしたらいいのかという討議を行いました。このぐらいでまとめとい

たします。よろしいでしょうか。以上です。 

 

○司会 ありがとうございました。次に分科会②、テーマは「情報保障問題」、高岡芳江相談員です。お願

いいたします。 

 

○分科会②「情報保障問題」 東京都中途失聴・難聴者協会 理事 事務局長 

                            聴力障害者情報文化センター 相談員 高岡芳江 

 情報保障問題の分科会は約 40人の参加で、聞こえない方が 1割ぐらいです。テーマがテーマなので、打

合せのときは、フロアからの意見を聞いて、それを基に進めていきたい、そういう予定だったのですが、

フロアからの意見が出にくい感じでした。内容的に出しにくいということもあったと思います。 

 今日の午前中、高井さんの全体会での発言の大きな柱部分が 3つありました。1つは東京の派遣の現状、

それから、通訳業務だけでは乗り越えることができない問題があるということ、そして、聴覚障害と精神
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疾患を併せ持つ方々への通訳の難しさ、この 3つが高井さんのほうから出されていたわけです。まず、東

京の派遣の現状というところでは、区市と契約をして、派遣元である東京手話通訳等派遣センターにおい

て、医療の現場、特に精神疾患を併せ持つ方々への派遣のコーディネートをしていることを伺いました。 

 考慮している点では、聞こえない、通訳を依頼した人が安心して通訳を受けられるように、なるべく通

訳者の顔が変わらないように、また、通訳に行った人がきちっと報告をして、その報告から次の派遣につ

なげる。柔軟に対応するというところで工夫をしている。ただ詳しく知ることによって、先入観を持って

通訳に臨むことがないように考えてコーディネートしているというお話がありました。 

 通訳者が現場で、通訳だからこそ見える情報ということがあるのですが、聞こえない人が患者さんにな

ったときに、お医者さんには言えない、ただ通訳者には、言ったりすることがあるという部分をどういう

ふうにするのか、やはり通訳者として悩むところだという話がありました。それを言ったほうがいいよと

かいうようなことを強調することによって、聞こえない人が通訳を頼まなくなってしまう、その方がより

どころをなくしてしまうというような危険性もあるので、やはり聞こえない人の言ったことをどう扱うか

ということに関しては、慎重に考えなければいけないということでした。 

 森さんのほうからは、情報文化センターにおいて良かったことというところで、お話をいただきました。

それは去年このシンポジウムに参加した手話通訳者から、通訳を依頼した人に対して、「情報文化センター

に行ったほうがいいよ」と言っていただいたり、あるいは手話通訳者が連れて来たりして、相談機関につな

がった、という報告がありました。 

 それから、情報保障者としての限界の話もありました。結局、通訳者だけの団体だけではなくて、PSW、

相談機関、いろいろな関連施設がネットワークをもって連携し、総括的に関わっていく中で支援していく

ことが大事なのではないかということで、第 2分科会を終わりました。以上です。 

 

○司会 次に分科会③、テーマは「疾病・障害の理解と家族の対応」、報告は笹野美紀相談員です。 

 

○分科会③「疾病・障害の理解と家族の対応」聴力障害者情報文化センター 相談員 笹野美紀 

 分科会③の報告を担当した笹野と申します。分科会③では「疾病・障害の理解と家族の対応」というテー

マで進めました。昨年度は「疾病・障害の理解」と「家族の支援」で分科会が分かれておりましたが、今年

は分科会を一緒にしたために幅広い話ができたと思います。参加者は 25名おりました。3つの分科会の中

ではいちばん少ない人数だと思いました。でも逆に、皆さんに参加していただく形で、みんなでできるだ

け意見を出し合っていこうという方向で進めました。参加者お一人おひとりに自己紹介をしていただき、

参加の目的を伺い、その中で、CODA の立場の方、また、精神障害を持っているろうの子どもの母親の立場

での報告、保育士、看護師、相談員、施設の職員など、幅広い職種の方々からの参加がございました。 

 その中で、ある参加者の方から問題の提起がなされました。その提起された問題が、家族の立場、アル

コール依存症の家族と向かい合ってきた立場の方の報告でした。その中で、保健師の立場とか、親の立場

とか、いろいろな立場の方々から、どのようにしたらよかったのかというような、意見交換ができました。

また、いろいろな意見を出してもらうこともできました。それがまたなかなか難しいのですが、非常に深

いテーマの内容になりました。聞こえない人の中には、精神障害を持っているとわかれば排除されてしま

うというような雰囲気があるという話も伺えました。ろう学校卒業ではなく、インテグレーション経験者

だと、やりとりの中で距離を置かれてしまうこともあったりして、同じろう同士なのになかなか難しい面

もあるというお話も出ました。 
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 ほかには、なぜ依存をしてしまうか、その背景はどういうものがあるのかということを丁寧に聞き出し

て、寄り添っていくことが大事なのではないかという意見も出されました。地域の支援がなければ、その

支援を作るのは難しくても、聞こえない人を支えていこうという気持ちが大事ではないかという意見も出

されました。まとめにはならないと思うのですが、こういう話が出せた、意見を交換する場所が作れたこ

とが 1つの成果なのではないかと思っております。これで終わりではなく、また、次の機会につながる話

になればいいと思っております。以上、報告を終わります。 

 

○司会 報告者の皆さん、ありがとうございました。これで分科会全体会議を終了させていただきます。

この後、本日の最後のプログラムとなるシンポジウムをこの部屋で行います。会場の準備の都合がござい

ますので、ここで 5分間だけ休憩をいただきたいと思います。少し中途半端になりますが、28 分ぐらいま

でに戻っ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。
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【シンポジウム】 

 

「精神障害を併せ持つ聴覚障害者が住み慣れた地域で暮らすために～支援の連携を探る～」 

 

―――――以下、当日配布資料――――― 

 

1. 相談支援の現場の視点から    聴力障害者情報文化センター 施設長 森せい子 

 「精神障害及び周辺症状を併せ持つ聴覚障害者を地域で支えるための連携についての提言」 

 聴覚障害当事者による運動の歴史を辿ると、いつの世にあっても、聴覚障害者は生きづらさを抱えながら

生きてきた。福祉の発展と各分野の制度等の進展により、聴覚障害者も教育を受け、資格を取り、職業を得

ることの道は大きく広がった。しかしながら、今もなお、聴覚障害と精神疾患を併せ持つ方はひっそりと孤

独で暮らし、また、精神保健福祉手帳取得に至らずも、発達障害や社会不適応等の症状を呈し、良好な「社

会的存在」になりえていない方は多い。その支援は困難を極めるケースが少なくないが、どんな状況にあっ

てもクライエントと寄り添える支援体制について、現場の立場から将来にむけて希望的観測を提言したい。 

 

2. 就労支援、被災地支援などの現場から    日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 会長 稲淳子 

 五大疾患の中で最大の患者数は精神疾患である。 

 精神疾患の増大に伴い、自殺者は増加し続けている。 

 その中で就労者の割合は高い。そのため、労働者のメンタルヘルス対策に取り組む企業は、増加している

が、それでも退職する割合は高く、自殺も減らない。 

 その中で、聴覚障害者への就労支援は、聴覚障害ゆえにコミュニケーション障害が壁となって企業のメン

タルヘルスの対象とならないばかりか、休職や傷病手当など制度を知らないまま退職するという現状がある。

退職後も医療や生活安定なども適当な機関に結び付けられず、社会参加から疎外されていく。 

 衣食住は、人間として当たり前の生活基盤である。それを支えるのが就労であり、生活安定である。東日

本大震災では、津波が人命を奪っただけでなく、衣食住の基盤も地域のコミュニティも破壊した。我々日本

聴覚障害ソーシャルワーカー協会が被災地支援活動を展開する中で、地域の聴覚障害者の自助力の引き出し

と地域の社会資源の掘り起こしまた、関連機関や行政機関との連携の構築に支援を行っている。 

 精神疾患を抱えた聴覚障害の特性を把握した上で専門的視野からの支援と地域との連携、他職種と協働支

援などの課題を提示していきたいと思う。成果は、就労支援と同じく、すぐには表れないことの理解が必要

という課題もある。 

 

3. 聴覚障害者の精神科医療に携わって    双葉会診療所 院長 片倉和彦 

 私自身は聞こえます。大学にろうの学生がいたので、32年前から手話での会話を少しずつ習得しました。

精神科医になって 26 年。今まで 150 人ほどのろう者を診察してきました。いろいろな困難がありました。

当初は自分の修行が足りないためにろう者の精神医療に困難が伴うのかと思っていました。しかし、聴障者

精神保健研究集会での２１年の討論の中で、ろう者の精神保健を実践していくことのむずかしさは、取り組

んでいる人々に共通するものだとわかってきたのです。以下に、課題を挙げます。 

１、話の内容が通じ合うことが基本 

２、ほっとする関係が大切 
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３、診察場面での患者の視線、表情の変化、混乱を捉える 

４、患者も相談者も孤立しやすい 

５、ろう文化を尊重していくこと 

６、ろう者自身が精神科スタッフとなるための養成を 

７、ろう精神医療専門機関が必要 

 

4. 情報保障の立場から    東京手話通訳等派遣センター 高井洋 

派遣センターでは年間 6,000件ほどの手話通訳者と要約筆記者の派遣を行っている。そのうち、精神科

医療関係への派遣は 66％ほどある。手話通訳者の数は 122人、要約筆記者の数は 153 人である。聴覚障害

と精神障害を併せ持つかたの実数は定かではないが、本人からの依頼の他、医療機関からの依頼や相談員か

らの代行依頼もある。現場における現状と、問題点、これから取り組む必要があることなどを述べたい。中

でも、通訳業務を超えて説明が必要であったり、支援が必要になるケースが少なくないという点は分科会で

も現場の声も聞いた上で考察したい。 

 

5. 東京都の精神保健福祉行政の立場から 東京都立中部総合精神保健福祉センター 特命担当科長 藤本豊 

正直なところ、今回のシンポジストのお話を受けるまで、「聴覚障害と精神障害」については考えること

がありませんでした。20 数年前に一度「聴覚障害」の方から精神科受診についての質問を受けた記憶があ

るのですが、そのときだけのことになっていました。心理職の知り合いが関西で聴覚障害者の相談に乗って

いるとの話を聞いたときも、そのときも大変だなぁと思った程度でした。「聴覚障害」に対しては本当に正

直なところこの程度の認識でしかありません。という訳で今回の大役が勤まるか自信がありません。 

今回は、シンポジスト、フロアーの方々からのお話を伺い、「聴覚障害と精神障害」にどの様な要望があ

り、どの様なことができるのかを考えていけたらばと思い、シンポジストを引き受けることにした次第です。 

当日は、「聴覚障害と精神障害」についてなぜ気付かなかったかを振り返り、精神保健福祉の現状をお伝

えして、皆さんから学ばせて頂きたいと思っております。 

 

 

 

精神障害を併せ持つ聴覚障害者が
住み慣れた地域で暮らすために

～支援の連携を探る～

東京都立中部総合精神保健福祉センター

藤本 豊

   

精神障害者が利用できるサービス

日中の場
通称作業所
なぜ出来たか
一般就労が困難

就労移行支援
一般就労につなげる訓練
２年間

就労継続支援Ａ型
雇用契約の締結
軽作業 工賃の支給
期限は無い

Ｂ型
軽作業 工賃は月3,000円以上

地域活動支援センター
（地域生活支援事業）

憩いの場として

夜の場
なぜ出来たか
単身生活が困難

共同生活介護（ケアホーム）
24時間の職員体制

共同生活援助（グループホーム）
8時間の職員体制

＊2014年4月に統合

福祉ホーム
地域生活支援事業

短期入所（ショートステイ）
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地域生活活動センター

就労継続B型

就労継続A型

就労移行

一般企業

就労の考え

施設種別 就労移行 A型 B型 地域活動センター

施設数 56 5 174 94

定員 714 74 3710 道しるべ2012.3より

２年で就労できないと

   

聴覚障害と精神障害のサービス格差の例
お住まいの地域によっても違いますのであくまで参考です

障害者が受けられる福祉サービス
聴
覚

精
神

障害者が受けられる福祉サービス
聴
覚

精
神

補装具の交付と修理 ○ × 心身障害者福祉手当（区制度） ○ ×

日常生活用具の給付 ○ × 重度心身障害者手当（東京都制度） ○ ×

緊急介護人派遣 ○ × 障害のある子どもの養育手当 ○ ×

入浴サービス ○ × .医療..心身障害者医療費の助成 ○ ×

福祉電話使用料の助成 ○ × JR旅客運賃の割引 ○ ×

緊急通報システム ○ × 私鉄の旅客運賃の割引 ○ ×

緊急通報ファックス ○ × 民営バス料金の割引 ○ ×

障害者世帯介護者リフレッシュ事業（はり・灸・マッサージサービス） ○ × タクシー運賃料金の割引 ○ ×

盲導犬・介助犬・聴導犬の給付 ○ × 有料道路通行料金の割引 ○ ×

手話通訳者の派遣（日常生活等の場合） ○ × 税金の控除等 ○ ×

手話通訳者の派遣（権利に関わる場合） ○ × 特別障害者手当 障害児福祉手当（国制度） ○ ○

要約筆記者の派遣 ○ × 自立支援医療（更生医療・育成医療) ○ ○

手話通訳者の待機 ○ × 放送受信料の減免 ○ ○

就職支度金助成事業 ○ × 携帯電話料金の割引 ○ ○

福祉ホーム ○ × 都立公園等の入場料免除 ○ ○

相談支援事業 ○ ○ 都営交通の無料乗車券 ○ ○

配食サービス ○ ○ 住民税の非課税 ○ ○

障害者一時保護（区制度） ○ ○ 住民税の障害者控除 ○ ○

自動車運転免許取得費の助成 ○ ○ 所得税の障害者控除 ○ ○

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免 ○ △ 1級のみ

 

 

―――――以下発表――――― 

○司会 テーマは「精神障害を併せ持つ聴覚障害者が住み慣れた地域で暮らすために～支援の連携を探る

～」です。本日のコーディネーターは、立教大学助教の赤畑淳様です。よろしくお願いいたします。 

 

○赤畑 これから5時過ぎまでの約1時間半、シンポジウムを行いたいと思います。今回、コーディネータ

ーを務めさせていただきます立教大学の赤畑です。私は今、立教大学でソーシャルワーク教育に携わって

おりますが、2年前まで東京都内の精神科の病院でソーシャルワーカーとして働いておりました。その病

院で聴覚障害と精神障害を併せ持つ人と何人かお会いし、そこでの支援を展開していました。その中で、

やはり聴覚障害と精神障害をお持ちの方をどう理解すればいいのかとか、私自身も手話がなかなか覚えら

れず、コミュニケーションの問題だとか、社会資源につなげるときに、資源が不足している状況を目の当

たりにし、支援における困難さというものを常に抱きながら試行錯誤していたという経験があります。 

 一方、聴覚障害を併せ持つ方の支援において、手話通訳者の方だとか、聴覚障害者の支援者の方たちと

出会い、そこから学ぶものもたくさんあったと思っております。今回、障害者自立支援法から総合支援法

へということで来年度から施行されますが、その中で特に「相談支援の充実強化」というのが図られること

になっております。その場合の相談支援の窓口の方が、いかにその人の支援ニーズに沿って、いろいろな

機関と連携していくかが課題になってくると思われます。今回、さまざまな立場の方たちをシンポジスト

としてお迎えし、それぞれの立場から、現状と課題、そして話の展開の中で今後の連携や進むべき方向な

ど、フロアの皆様からのご意見も伺いながらこのシンポジウムを展開していけたらと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、皆様にお配りしている資料集の順番で、それぞれの立場からの発言を 10～15分ぐらいしてい

ただいた上で、まずパネリスト同士の議論、そしてフロアの方に聞いていきたいと思っております。初め

に、相談支援現場の視点から、聴力障害者情報文化センターの森せい子さんに、今回の企画の意図も踏ま

えて発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○森 皆様、こんにちは。聴力障害者情報文化センターの森せい子です。これからシンポジウムの時間をい

ただきまして、分科会のテーマとは違ったことで皆さんと学習を深めていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 まず、個人的なことからちょっと簡単に紹介したいのですが、私の家族には聴覚障害者がいます。私自身
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も 13年前に聴覚障害が出まして、今自分が聴覚障害者として相談支援に日々駆け回っているところです。

20数年前、「精神保健研究集会」という集会が始まり、板橋にあります東京聴覚障害者支援センターが事務

局となり、有志が集まり、実行委員が集まり、聴覚障害者の精神保健福祉について問題を出し合ったり、学

習し合ったり、そうした会がずっと続いてきていました。私は家族の中の精神保健福祉的なところを学ぼう

という気持ちからその集会に参加して、かなりの年数になりますが、私自身が失聴したということもありま

すし、相談支援のお手伝いができればというところで、専門的な知識や技術を学び資格をいただくことがで

き、6年前に今の職場であります情報提供施設に入りまして、聴覚障害者のメンタルヘルスや精神保健福祉

の支援を担わせていただくに至っております。 

 今回、この企画は 2回目ですが、主催者としまして、その目的を申しますと、聴覚障害者の方たちに多く

参加していただきたいということが 1つあります。聞こえないという立場で、社会の中で精神的な症状が出

ても誰にも言わなかったり、相談相手がいなかったり、そうした方たちがいらっしゃると思いますので、新

聞なり、インターネットなり、PRの文面に、少しでもそうした方たちが引っ掛かってくださって、こうい

ったところに来て、心の問題は誰でも出るよということや、一人ぼっちではないんだよということを知って

いただければということがあります。 

 もう一方、聞こえる方たちや支援者や教育関係の皆様にも、聴覚障害者の方たちの精神の有り様、精神重

複している方たち、精神の中に知的障害や発達障害も含んで、いわば療育や支援が困難な方たちへの対応方

法などを、自分だけで抱え込まずに、みんなで一緒に考えようということ、そういった方たちと今まで会っ

たことがない、例えば福祉事務所に勤務されているケースワーカーの方たちにも、是非、聴覚障害者の方た

ちのメンタルヘルス、精神保健福祉の問題に関心を持って、私たちの仲間になっていただきたい。そんな願

いを込めてこの企画を開催させていただきました。そういうことですので、あまり専門用語などは多用しな

いようにしたいですし、専門家だけしか分からないようなことではなく、気軽にこうなのか、そうなのかと

いろいろなことを、皆さんお一人おひとりの立場にとってプラスになることがあればいいなと思っています。 

 私が精神保健福祉士の資格をいただきまして、本格的に聴覚障害者の方の心の相談などをやりたいと思っ

ていましたところ、最初にそうしたポジションをいただいたのが、聴覚障害者情報提供施設という枠組みだ

ったのです。今思えば、情報提供施設で始めてとても良かったと思っています。午前中の話にもあったと思

うのですが、今全国のほとんどの都道府県に情報提供施設ができていて、残す所はあと数箇所というところ

までになっていますし、新しくできている情報提供施設は、当事者がどんどん運営に携わっています。 

 ただ、その中の相談事業というのは更正相談の枠を超えず、自立支援法の中の相談支援でもなく、もちろ

ん、精神保健福祉医療の中での相談支援の予算というものも、特段に情報提供施設に入るわけではないです

が、このいただいた予算の中でいろいろなことをやらなければならないのです。その中で幸いに東京都の場

合は、情報保障者の養成・派遣、相談と学習文化活動の推進や、聴覚障害者向けの映像物の制作・貸出しな

ど、いろいろな事業を分担して、住み分けをして、連携をとって行こうということが少しずつですけれども、

できつつあります。 

 私どもの情報提供施設では、精神保健福祉士の資格を持つ相談員が、今 4人います。そのうち、いつもい

るのは私だけで、ほかの 3人の方は週に数回お手伝いに来ていただいています。具体的に何をやっているか

と言いますと、相談に応じることのほかに、家庭訪問をしたり、精神科病院の中のデイケアのような取り組

みも行っています。精神科病院のデイケアというのを、皆さんご存じでしょうか。見たことがある方、いら

っしゃいますか。（会場挙手）ありがとうございます。精神疾患を発症したりすると、日常の生活リズムを

取り戻すことがなかなか難しいのです。薬だけ飲んで寝ていればいいかというと、決してそれは回復に結び
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付かないので、薬を飲みながらドクターからの精神療法を受けて、なおかつ運動をしたり、みんなでディス

カッションをしたり、ハイキングに行ったり、お料理をしたり、さまざまな楽しい活動をすることによって

少しずつ精神のほうが回復、リハビリをしていく。 

 そうしたデイケアに聞こえない方たちが参加したくても、なかなか参加できない、利用しづらい。保険の

枠で十分利用する権利はあるのですけれども、情報保障がなかなか整わないし、整ったところで、やはり間

接的な活動になるので、直接話をして楽しい思いをするのと、手話通訳を介してワンテンポ置いて話をする

のとでまたちょっと違ってきます。そういう意味で、私どもの施設には精神科病院や保健センターでやって

いるようなデイケアのような役割があると思っていますので、さまざまな楽しいプログラムを毎週 1回です

が、用意して提供しています。こうした実践は、たぶん、他の情報提供施設では、まだあまりできていなく

て、やり始めたところもチラホラと聞くようにはなっていますが、予算もきちんと通ってきていない道です

ので、なかなか難しい現状があると思います。 

 精神科病院に入院中の、ろうの患者さんたちがいらっしゃいます。難聴の患者さんたちもいらっしゃいま

す。こうした方たちが地域に戻る、または退院して新たに地域で自立した生活を始めるということを、福祉

はこれから支援していくという動きになっています。東京都内では、退院促進協力病院という病院が 65箇

所決まっているらしいのですが、そちらの病院は入院している患者さん一人ひとりに、そろそろ退院しませ

んか、地域で 1人でやってみませんかということで、地域で住めるように働きかけていく、そういうことに

大きな予算をさいています。私は是非ともそういった病院と関わりを持って、今後、聴覚障害のある精神疾

患を抱えている方たちの地域の生活支援に、何とか力を入れられないか、関わりが持てればいいなと思って

いるところです。 

 私は一相談員として、相談員の仲間も最近得ることができまして、一緒に困難ケースを考えていくことが

でき、それも 1つの喜びに感じながら仕事をしているのですが、やはり家に戻ること、地域での生活が始ま

ることで、自殺が起きたり、引きこもりが起きないようにしないといけないと思っています。聴覚障害者の

方たちの中には、発達障害とか、知的障害とか併せ持つ方がいらっしゃいますが、知的障害の方に精神障害

というような状態を呈する人がかなり多く存在しますけれども、この症状もあり、あの症状もあり、この問

題もあり、あの問題もありと、1人の方でいくつもの問題を抱えている大変難しいケースが後を絶ちません。 

 今、私はたまたま東京都の聴覚障害者の情報提供施設の範囲で精一杯ケース対応をしているところですが、

最近のろうあ者相談員の動きとしまして、全日本ろうあ連盟の傘下団体の各地域にろうあ者相談員がいます。

その方たちを全国的にまとめて、みんなで動いていこうかという話も持ち上がっています。また、隣にお越

しいただいております、日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会という有資格者の聴覚障害者専門の支援団体

があります。そうした活発な動きをこれからされるということはあとでお話に出ると思いますが、その辺り

の情報を私たちもキャッチしながら、ここでお会いした皆様や学びをいただいた先生方との関わりを大事に

しながら、地域の中で心を病む聴覚障害者の方が一人ぼっちで、誰とも会わないで、誰ともしゃべらないで、

細々と命を絶つようなことがないように、何ができるかを一緒に考えていきたいと思います。私の話は以上

です。あとは会場の皆様と一緒にシンポジウムで討論させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

○赤畑 森さん、ありがとうございました。企画の意図も踏まえて、情報文化センターの実践などもご紹

介いただきました。続きまして、就労や社会参加支援に関する相談支援の視点から、日本聴覚障害ソーシ

ャルワーカー協会会長の稲さんからご発言をお願いいたします。 
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○稲 こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の会長を務めま

す稲淳子と申します。今日はお時間をいただきまして、ソーシャルワーカー協会と、そして私の仕事につ

いて2つまとめてお話をしたいと思います。レジュメにはテーマが2つ載っていますので、私のほうで分け

てお話ししてみたいと思います。 

 1つ目は就労支援ですけれども、私の仕事に関することですが、私は大阪におります。大阪のハローワ

ークにおりまして、聞こえない方々の就労支援をやっております。仕事を探す、失業手当をもらうという

ことだけではなくて、私の仕事は心の病を持つ方々、就労ができない方々、就職をした後にさまざまなト

ラブル、例えば、その就労した結果うつになったとか、発達障害の疑いがあるために職場の規則が分から

ない等のトラブルについて相談を受けております。相談の中で会社と連携をつくり、その会社を訪問した

り、職場環境の整備をして、その方が働けるような環境を会社とジョブコーチ、手話協力員、または地域

の就労移行支援センター、生活センター等の地域の関係機関とともに考えていく、そんな支援です。 

 就労の面だけではなく、問題が起こるとしたら、どういうことが関係しているのかというところを考え

て、問題を発見していく。例えば生活支援ができないまま就労だけ支援をしても、根本の問題解決にはな

りません。そういう例が大変増えております。生活支援で申しますと、例えば家族の関係、友達に泣きつ

かれてお金を取られて生活ができない、親との関係が築けなくて十分な食事や生活リズムができないまま

勤め続けるなど、そのままでは会社のルールなど守れるわけもなくトラブルになってしまう。就労支援だ

けでは解決にはなりません、生活もともに支援を受けなければならない。 

 そのような問題の中で、先ほどお話ししましたように、関係機関とつなげるために、聴覚障害の特性に

ついて理解をしていただく。また、専門の各機関にお話ができるところを作っていく。もちろん、私一人

の力ではできません。同じ資格を持った方々とともに支援を続けていけるように仲間をつくり、そして、

支援方法を検討できる場を作っていく。そういう背景がありまして、協会を作ったという経過があります。

ソーシャルワーカー協会という言葉どおりに、SW(Social Work)、聞こえない方々の生活を支援し、聞こえ

ない方々の力を引き出す、生活をしていけるように聞こえない方々の力を引き出す支援です。就労と生活、

そしてお金、病気、さまざまな分野に分けてしまうのではなく、トータルとして支援をしていく。 

 被災地支援も大変な問題が起きておりました。そこにも支援に行きました。私の仕事とは関わりがない

ように見えますけれども、意味としては同じものがあると考えております。災害の支援の話になりました

けれども、私どもの協会では、昨年震災が起きてから、聞こえない人の心のケアの問題の支援活動を始め

ております。1年半の支援が過ぎ、宮城、福島、岩手と支援がそれらの場所で広がっております。生活と

いうよりも、被災されたために自分の地域、コミュニティが、例えば津波を受けて、隣は知っている方々

だったけれども、津波で失われてしまった。そういうときに、初めて自分がどう生きていけばいいのか、

今まで支援を受けるのが当たり前だった生活が一転してしまい、これからは自分の力で生きていかなけれ

ばならないときにどうしたらいいのか分からず迷っている方々、そしてその悲しみ、それらの理由で心の

病気を持ったということが各地で起こっております。 

 震災が起きる前は、課題があったとしても、それらが地域のコミュニティの力によって守られて、潜在

化していましたが、顕在化はしていませんでした。そのために、震災を機にして改めて人の心、付き合い

方、社会の厳しさを知ったと申しますか、そういう現状を知ったということです。そこから大変なショッ

クを受けられ、心の病を得てしまった方々がいます。それらの方々の問題は、今までも潜在的にあった問

題だと思います。聞こえない方々が自分の力で生きていく、生きていく力を得る、更生もしていくという、
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皆さんの助けを得て更生をしていく。1人で食べていくことはできるけれども、1人では更生していくこと

はできない。その更生をするための支援、誰でもいい、専門家ならいいということではなく、改めて震災

をきっかけに考えさせられました。 

 その震災の場に行き、例えば保健師さんですとか、ケースワーカーの方ですとか、同じ資格を持ってい

る PSW の方と関係を作っていきましたけれども、聞こえる皆さんは聞こえない方の支援の経験がないので、

できないとか、いろいろなことの体験を私は聞きました。震災支援、私の仕事に関わりながら、ともに合

わせて聞こえない方々の心の問題、課題と申しますか、環境の問題なのか、個人の問題なのかを改めて考

えることよりも、今困っている聞こえない方を少しでも人間らしい生活に近づけていくための支援はどう

したらよいのか、本人の力を引き出すということを考えて、いつも活動していきたいと思います。手話の

支援、それもいつも思っているのですけれども、支援の押しつけではなく、そこも課題だと思っておりま

す。支援をしながらも過剰な支援にならずに、ともに支えていくような、「支援」という手話表現にも抵抗

があるのですけれども、ともに行こうという気持ちですね、お互い助け合っていくという表現がいいのか

なと思っております。 

 今回こちらに参加させていただきましたが、聞こえない方々の支援と申しますのは、医療、生活、経済

と多種に分かれています。それぞれの支援は、私にとっては難しい課題だと思っております。それらをつ

なげてトータルに考える人、そういう方々が必要なのかな。そのためにはソーシャルワーカー協会の関わ

る人も育てたいと思いますし、自分のいる地域、心の病を持っている方々を支えられるような人を増やし

ていきたいと思います。そのためには、ほかの専門職の方々にも理解をしてもらう、聴覚障害者の特性を

分かっていただけるような話をしていくこと、1人でもそのような人の輪を増やしていけるように、と願

っています。これは何かの資格を取ってほしいということではありません。 

 聴覚障害の特性を把握した上で、どのような支援をしていけばいいのかということを常に意見を交わし

ながら、お互いに研鑽していくための協会であります。協会としまして、私が個人的にも申し上げたいこ

とは、聞こえない方々の生活、朝から夜まで、または生まれてから亡くなるまでの間、聞こえない方々の

生活にはいろいろな場面がありますから、それらの場面に合わせる支援をつなげていくこと、それができ

ればとてもいいと思っております。 

 就労はしたいけれども人間が怖い、人間関係が怖いから就労はできない、そのためにお金の問題を抱え

る。ホームレスになる環境に至ってしまう、病を得てしまう、そのような方々。ひとつ、似たようなこと

が大阪での裁判にあったと思います。裁判の判決はもう出ましたけれども、それらを聞きますと、聞こえ

ない方々の支援、その方の背景を把握した上での支援ということについて、私たちは 24時間見守っている

わけではないので難しい面がありますが、こちらにいらっしゃる同じような志の仲間と一緒に、研鑽する

場があるだけでも非常に救われる思いでおります。これからも頑張っていこうと思えます。 

 レジュメでは難しい立派な話が書かれておりますが、私が言いたいのは、心の課題を持っている聞こえ

ない方々を普通の人なのだと理解していきたいということです。まとまらないままの発表ですが、以上で

お話に替えさせていただきたいと思います。 

 

○赤畑 稲さん、ありがとうございました。ご自身のお仕事でもある就労支援における聴覚障害者のメン

タルヘルス、また、聴覚障害ソーシャルワーカー協会の被災地での活動を中心にお話ししていただいた上

で、やはり聴覚障害の特性の理解、状況の理解、また障害だけではなくて人の理解というところを踏まえ

て、人材育成やつながりが重要だということをお話しいただきました。どうもありがとうございました。
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続きまして、聴覚障害者の精神科医療に携わってということで、精神科医の立場から双葉会診療所の片倉

先生からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○片倉 さっきの分科会は史上最高の良い分科会で、なぜそんなにいいかというと、前に並んでいた 4人

がほとんどしゃべらないで済んだので、分科会をやるほうにとっては、極めて良い分科会でした。いろい

ろな話が出ました。ピアサポートと言っても、やはり聞こえない人にとっては、ろう者集団からは、もち

ろん変な人になる感じで中に入れない。聴者の断酒会などに行っても参加できない、遅れてしまう、とい

うところで、行く所がなくなってしまう。障害の人のピアも、病気としてのピアも、両方ともなかなか受

けられない。さあ、どうしよう、ないないづくしだねという話が出て、東京だから大丈夫かと言ったら、

インテグレートした人だったら、またそれで弾き出されるとか、難しいことだと思いました。 

 ないないづくし、地域支援が足りない、ないないないという話になりまして、そうか、ないんだなと思

って、ない中で、分科会③の参加者Ａ氏と話したのですけれども、ない中でやれることをやっていかなけ

ればいけないのだなという話でした。地域資源というのは、ないなら作り出すしかないので、今まで保健

師さんとつながっていなければ、つながっていく。それから、やはり医者を育てるとか、そういうのも必

要なのかなと思いました。聴者の医者で、今手話をやっている学生、卒業してから手話を覚えるというの

は、手話が大事だと理解はできるのだけれども、そうそう使えるものではないので、今の学生は結構、し

かもシステム的にちゃんとしているマンツーマンに近いのが、手話学習している医者の卵というのが結構

おりまして、地方でも、「あんた、うまいじゃん」という医学生と話をしたことがあります。 

 ただ、そのうまかった医学生でも真面目な人だと、初期研修から何から全部真面目に取り組んでしまう

ので、なかなか手元にいてくれないこともありまして、学生自体がうまかったというか、やっぱり女性の

ほうが真面目なのです。真面目に初期研修から何から勉強を一生懸命やるから、なかなか引っ張り込めな

いので、男でボーッとしているけれど、手話は熱心にやっているようなのを引き摺り込みたいなと思って

おります。まあ、僕がそうでした。 

 ろう者の医学生、聴覚障害の医学生は、さっき野澤さんが言ったとおり、いるのですが、ピア、つまり

同じ障害という点からいうと、聞こえない精神科医が是非ほしい。これは実際はそうかどうかは分からな

いけれども、聞こえない医師、聞こえる患者というのは、精神科の場合は、むしろ不利に働くので、そう

すると聞こえない医師を作り出すには、その人が食べていけるような形を作っていく必要がある。もちろ

ん、聞こえない医師、聞こえる患者でも、ちゃんと情報保障でやっていくというのも 1つの方法ですが、

聞こえない医師、聞こえない患者で食べていければもっといいわけで、そうするとやっぱり各地域に専門

的なところというのがあれば、そこを学べば何とか生活していけるだけの収入になるかなと思うので。 

 さっきの話で、ないないづくしと言ったのですけれども、情報文化センターかな、情報提供施設が主に

なるのか、思いついた人が主になるのか、精神保健研究集会を 21回でやめにしたのは、どちらかというと

事務局機能がもう年をとってしまって追いつかないというのがあったので、それこそ事務局的なことを代

わりにやってくれるから、考える場を作ろうよという地域があれば、そこに行く気は満々なので、何かそ

ういう行事をきっかけにしたりして、地域で精神保健に取り組んでいく場というのがもっと増えていけれ

ばいいのかな、それがピアを増やす道でもあるのかなと思います。ピアというのは同じ障害、聞こえない

障害を持って一緒にメンタルヘルスに取り組むという存在を増やす道なのかなと思います。 

 精神保健研究集会で、第 16回だったでしょうか、コーディネーターの赤畑さんが、なぜ困難なのかとい

うことを、今までの精神保健研究集会の事例、報告レポートをまとめてくださったのがあるのですけれど
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も、それでだいぶ分かってきました。最初の頃、やはり自分の勉強が足りないために、ろう者の精神医療

というのは難しいのかな、これは実は今でも思ってはいるのですけれども。思ってはいたのですが、それ

こそ聴障者精神保健研究集会の 21年の討論の中で、つまり聴覚障害と精神障害を併せ持つというのは、や

はり難しいから、もともと難しいから難しいということがだいぶ分かってきたので。ということは、今後

やることがだいぶ分かってきて、つまりその難しさを分かち合う人を増やすというのが大事なのかなと思

ったので、今日会ったいろいろな人も、中へ引き摺り込みたいなと思いました。 

 医師としては、昔のほうがもっと手話は分かったのですが、今はあまり、少なくともステージでやれる

わけはないレベルになってしまっているのですが、それでも取り組んできたことを一応伝えていくことも

大事かなと思って、レジュメの 9ページ（本報告書 23～25ページ）にあるものは来年の 2月にやる世界精

神医学会というもので、そのシンポジウムで発表するものをそのまま持ってきてしまったのですが、何に

取り組んできたかというのをどこかでまとめてみたいなと思っています。いちばん取り組んできたのは統

合失調症に対してどう診断していくかということをやってきたつもりです。 

 従来、統合失調症の人の診察というのは、主には筆談で行われていました。ところが、筆談で診察する

というのには 2つの問題があります。1つは、筆談自体、中身が通じないということです。もう 1つは、筆

談をやるのに時間がかかってしまうために、その瞬間、瞬間に起きている症状を捉えられない。筆談より

は手話通訳のほうが絶対いい。できれば直接のほうがいいと思うのは、内容を通じさせる、当然、会話で

すから中身が通じるということが大事で、中身が通じなければ何を話しているかも分からない、どう混乱

しているのかも分からないわけで、中身が通じるということが基本です。ただ、できれば、そのときに同

時のほうがいい。なぜ、同時のほうがいいかというと、診断というのはその中身によって判断するだけで

はなくて、会話しているときの相手の表情の変化とか、ふっと視線が逸れて 1人手話を始めたり、その瞬

間とか、やはり統合失調症の場合はそういうのを捉えていく必要があると思うし、そうすると、いかに同

時に話をしているときの形を捉えるかというのも大事だと思っているからです。 

 精神神経関係の学会でも、実は筆談でこうやったら統合失調症だと思った発表すらあったのですけれど

も、そうではなくて中身と形と両方を捉える診察ができないかということでやってきました。それと同時

に、手話を使うことによってほっとする関係が生まれてくる。やはり、ほっとした感じというのは大事で、

実は患者さんがほっとしていると、こちらもほっとするのです。精神科の外来でいろいろな患者さんとし

ゃべって結構疲れているときに、聞こえない人と手話で話して向こうがほっとしてくれると、こっちもほ

っとしてという面もあって、「ああ、これはいいもんだ」と思っています。統合失調症の診察のための具体

的なところを、どこかで伝えていきたいなと思っていることと、その中でできた患者も相談者も、実際に

孤立しているのかなというところから、スタッフ作りまで連携のいろいろな手立てというのは、とにかく

場所をいろいろ作ってやっていきたいなと思っています。時間はまだあるのですけれども、譲ります。以

上です。 

 

○赤畑 片倉先生、ありがとうございました。聴障者の精神保健研究集会のことも踏まえて、ご発言いた

だきました。最後に言われた、やはり患者も相談者も孤立しやすいという問題現象は、21年前の聴障者精

神保健研究集会の設立趣旨の中に、たしかあったように記憶をしています。まさに、このシンポジウムも

同じような形で引き継いでいっているのではないかと改めて感じさせられました。それでは、続きまして

情報保障の立場から、東京手話通訳等派遣センターの高井さんからご発言をお願いいたします。 
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○高井 お疲れさまです。情報保障の問題については分科会のほうでも少し話をしましたが、ひと昔、ふ

た昔前は、聞こえないということになると、どんな状況であれ、全部通訳者にお任せという状況があって、

通訳者が聞こえない人の話を聞いて、おかしい、おかしいと思いながらもそのまま受け止めていた時代が

あったと思います。しかし、そのこと以外のところで、今日午前中にあった野澤さんを中心とした活動の

中で、相談員の制度が少しずつ整っていったと。要するに、聞こえない相談員が育っていく中で、我々通

訳者が本来するべきではなかった内容がきちんと区分けできたということのいい面というのはあるのでは

ないかなと、最近はすごく感じています。そのことは我々通訳者にとって、相談員がいるよ、あっちにも

いるよという紹介ができるということは、通訳の現場に行ったときには、ほっとする内容だと考えていま

す。そういうことは今日の分科会の中でも、通訳者ができる範囲というところの専門職種が担わなければ

いけないという部分の関係性を、今後作っていかなければいけないなと感じました。 

 今後の課題としては、今日は制度の話も少し入っているので含めて話しますが、自立支援法が始まって、

その前の支援費制度のときもそうなのですが、地域によって制度の運用が変わってきていて、地域によっ

ては遠い病院に通うときには、通訳者の交通費を聞こえない人が負担をしなければいけなかったり、介助

者の制限ができてしまったり、時間の制限ができてしまったりして、通訳は頼んでもいいのだけれども、

結果的に聞こえない人たちが通訳を頼むことを抑制させてしまっている状況が出ているというのが現状だ

と思うし、そのことがおそらく四国での問題にもつながっているのではないかと考えています。今先生が

お話になったように、聞こえない人たちが安心して、ほっとして相談ができるような環境を作っていくた

めにも、やはり手話通訳がきちんと、いつでも保障ができるという体制が必要ではないかと感じていま

す。 

 また、今後は人材という面での課題もあるのではないかと感じました。それは 2つあります。人材とい

うのは、この精神保健に関することの知識やいろいろなネットワーク、経験などを研修の中にきちんと組

み込められるような質の部分での向上が必要ということと、今後は人の数ですね。手話通訳の依頼が去年

と今年と数が増えてきているという中で、通訳者の数が増えなければ、依頼人に対しての派遣ができなく

なるということも起きてしまうわけです。そのことを考えると、やはり通訳者の数を増やしていくことは

非常に大事ではないかなと感じます。ただ、その養成も最近では各講習会、昔は抽選というのがたくさん

あったのですが、今は簡単に入れて定員に満たないという状況がある中で、手話通訳者の数を増やしてい

くというのは非常に困難な状態ではないかと考えています。是非とも、手話通訳者が職業としてきちんと

食べていける体制を作っていかないと数は増えない。数が増えないと、手話通訳の依頼に対して対応がで

きなくなるという悪循環にもなっているので、是非、今後は増やしていくことも考えていきたいと思って

おります。ちょっと短いですが、以上です。 

 

○赤畑 ありがとうございました。法制度の影響なども踏まえて、手話通訳者の人材育成も視野に入れた

お話をいただきました。それでは、続きまして行政の立場から、今回、初めて東京都の精神保健福祉行政

の立場の方にシンポジストとして加わっていただいております。今までの 4人の発言も受けながら、東京

都立中部総合精神保健福祉センター科長の藤本豊さん、よろしくお願いいたします。 

 

○藤本 今、ご紹介いただきました藤本です。よろしくお願いいたします。「精神障害を併せ持つ聴覚障害

者が住み慣れた地域で暮らすために～支援の連携を探る～」というテーマでの話ですが、私は聴覚障害の方

の前で話をするというのは初めてなので、要旨をスライドにまとめてきたのですが、このように立派な字



 

- 71 - 
 

幕スーパーが出るのだったら、作らなくてもよかったかなと思いました。そういうことで、聞いていただ

けたらと思います。 

 最初に、今回は次のような依頼を受けたのです。行政の立場からということで、「東京都として総合支援

法において、相談支援やコミュニケーション支援に関する充実強化が方法として示されていることや、ダ

ブル・スティグマを負う聴覚障害者の地域移行支援などが重要な課題になるのか、行政としての課題や可

能性、現場のシンポジストの発言を受けての感想や行政としての宿題などを語っていただきたいと思いま

す」という非常に重たいテーマで、「行政として」と言われると、何を話したらいいのかなというところで

す。正直なところ、非常に困って、どうしようかなと思っていたのです。残念ながら、現在行政の政策は、

障害種別での制度設計になっています。ということで、重複障害の方への系統的な支援までは考えていな

い、というのが現状です。 

 今回は精神障害の支援の流れと実態などを、私の経験を含めて簡単にお話ししようと思っておりますの

で、この趣旨とは若干違っているかと思いますが、そこはご勘弁いただきたいと思います。ということで、

ひたすら個人的な見解ですので、一応東京都と言われましたが、藤本個人ということでお聞きいただけれ

ば幸いと思っております。まず、自己紹介をさせていただきます。私は和光大学にいたもので、大学が結

構障害者を受け入れていたのです。そこでは視覚障害とか身体障害の学生とゼミなどで一緒に過ごしてき

ましたが、残念ながら、聴覚障害の方との出会いはなかったのです。 

 大学時代から精神科病院に心理職として勤務していたこともあって、そのあとは世田谷リハビリテーシ

ョンセンターのデイケア、次に練馬区の重症心身障害者施設。そこで視覚障害と重症心身障害、言語障害

と身体障害の方という重複障害の方と出会ったのですが、聞くことはできるけれども、話すことができな

いという方が何人かいらっしゃいました。その方々はトーキングエイドという、文字盤を押すと声の出て

くる機械があって、そういう物を使用して話をしていました。 

 そのあとの職場も中部総合精神保健センターの入所訓練施設、多摩総合精神保健福祉施設でのデイケア

と入所、北療育養護センター、そして中部センターに戻ってきて入所の管理職、現在は医療審査にいます。

ここでは、精神病院にずっと入院しているのだけれども、何とかならないかという退院請求であるとか、

精神障害者保健福祉手帳、精神科に関しての自立支援医療の発給している部署の担当の科長をしていま

す。 

 ということで、ずっと精神ばかりだったので、今回お話をいただいたときも、本当に戸惑ってしまいま

したし、先ほどお話ししたように、東京都という行政、東京都以外もそうですけれども、障害種別それぞ

れ、聴覚障害には、視覚障害には、身体障害には、知的障害にはと大括りにはいろいろな施策を展開して

いますが、総合的に、横断的にどうかというと、悲しいかな、していないというのが現状だと思っていま

す。私自身も精神にいて、聴覚障害の方の現状はどうなのかと言われたら、恥ずかしい話ですが、ほとん

ど知らなくて、「ああ、ちょっと勉強不足、これからちゃんとしなくてはいけないな」と思いました。 

 私自身の障害者との関わりは、先ほどお話ししたように、大学のときに脳性マヒの方が単身生活をする

という話になって、入所施設から地域へ、とにかく 30数年前のことですが、単身生活をしたいということ

で、関わってみると、1人ではトイレに行けない、手足が動かなかったので、食事もできないわけです。

その支援をボランティアでいろいろやっていました。そういう意味では、結構重度の脳性マヒの方との付

き合いは生活レベルでありました。ゼミでは視覚障害の友達がいて、一緒に共同研究をしていたのですが、

先ほどお話ししたように、聴覚障害の方との出会いはありませんでした。 

 就職してからは、やはり精神科ということに非常に興味がありましたので、今でもそうですけれども、
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当時の別枠だった精神医療の改革とか、精神保健福祉法の改正運動に関わってきたこともあって、精神障

害以外への関心が薄れていたのは事実です。また、今でも続いているのですが、精神障害者の家族の会で、

「多摩草むらの会」の立ち上げから関与してきたりして、精神障害者への取り組みが主になっていました。

その過程で、精神障害の方と聴覚障害を併せ持った聴覚障害の方が仮にいたとしたら、違っていたなとは

思っています。そういう意味で、やはり出会いの場がなかったということが関心の低さになっていたと思

います。今回、新たな出会いがあったので、いろいろと勉強させてもらおうと思っています。 

 逆に言えば、皆さん方のほうからすると、精神障害との出会いがなかったということで、「わけ分かんな

いよな」ということが多いのかなと思っていますので、精神障害について簡単にお話ししたいと思います。

精神医療に関してですが、いくつかの問題点があります。ご存じのように、長期入院があります。長期入

院をしてしまうと何が問題かというと、社会性を失ってしまうということです。いわゆる施設症

(institutionalism)、長期的入院、社会的入院ということで、72,000人の社会的入院というのが 1995年に

言われました。今、2012年です、もう 20年近くですが、まだ解決されていません。それで退院促進事業が

現在行われているわけです。 

 まず、就労のことですが、長期入院をしてしまうので、再就職が難しいのです。働いていた場所がなく

なってしまうということもあります。それから、障害による認知機能が低下して、普通に働けない。また、

差別とか偏見がまだ強いですから、そこで雇用されないということがあります。それから、若年期で発症

する方が多いです。長期入院というと 20年、30年です。今でも 1965 年に入院した方とかもいらっしゃい

ますし、私が学生の頃病院にいた人が、まだ退院できずに入院しています。そのとき 40歳ぐらいの方でし

たから、もう 70、80歳ですね。そのように長期入院をしていくことによって、就労経験がないということ

で、昼間の居場所、退院してからの居場所の確保として作業所というのが、1980 年代後半から造られるよ

うになりました。作業所というのは、自立支援法ができるまでの法外の施設です。今もまだいくつかあり

ます。 

 知的障害の場合は、育成会だとか地区の社会福祉協議会が施設運営を実施していたので、比較的系統立

てて運営されています。しかし、精神の場合は小規模の任意団体、家族会などが運営しているので、助成

金もほとんどない状態でした。最近はいろいろと助成が行われてきています。長期入院による社会性の喪

失ということを具体的にお話しします。長期入院ですけれども、例えば 10年経つと、電車の乗り方も変わ

るわけです。10年前は切符しかなかったのが、今はスイカとかパスモですから、どうやって乗ったらいい

か分からないのです。 

 また、長い間入院していると、買物もできなくなってしまいます。というのは、閉鎖病棟ですから一歩

も病院の外に出たことがない、20年も 30年も。そうすると、買物の経験がないのです。お茶がほしいと言

うと、病棟で買ってくれますが、病棟で購入したお茶は、「おーいお茶」だったので、退院してからコンビ

ニに行って、お茶をくださいと言うと、そこにありますと言われて見てみると、いろいろなものがあるわ

けです。ここにある生茶であるとか、いろいろなのが並んでいるわけです。お茶と言ったら「おーいお茶」

だったのに、お茶くださいと言って、いっぱいありますといったときに選べなくなって、そこでもう頭が

真っ白になってしまう。「お茶がこんなにあるんだ、世の中どうなっているんだ」、極端な例ですが、その

ようなことがあります。 

 病院は三食昼寝付の生活ですから、食事を作ったこともないですね。金銭管理と言っても、お金を使う

場所がないので、金銭管理する必要もないわけです。治療だということで、10年も 20年も閉鎖病棟に入れ

られて、何もできなくなってしまう。それで退院して単身生活をと言われても、非常に難しい状況があり
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ます。また、認知的な障害ですので、物事をうまく考えられない、幻聴、幻覚、妄想があってということ

もあるわけです。それでは、認知的な障害とはどんなものか。一人暮らしをしたいというとき、「一人暮ら

しは大変だ、どうしよう、どうしよう。アパートがないと大変だ、ご飯も作れないんだ、どうしよう」、こ

ういうのが頭の中でウワァーッと回っているわけです。そうすると、もう駄目だ、次に出るのは「終わりだ、

もう死んじゃいたい」、今簡単にアニメーションしましたけれども、頭の中が真っ白になってしまうのです。

このような特性があります。 

 これは何も精神障害の方に限らず、皆さんもあると思うのです。一人暮らしをしようという課題が出て

きたときに、もう駄目だとか、頭が真っ白になって、お金はどうするのか、一人暮らしは寂しいとか、ご

飯が作れないというようなことがワーッと出てきますね。これを相談によって、終わりだと考えてしまう

のではなくて、整理してあげよう、一緒に考えて整理してあげるだけで十分な支援になるわけです。精神

障害の方が特別だということではなく、皆さん方が混乱したときどうするか。このように一つひとつ整理

していってあげればいいわけですね。アパートがないと大変だ、「ちゃんと見つかるんだよ。掃除ができな

かったら、ヘルパーさんがいるよ」、一人は寂しい、「仲間を作ろうよ」、お近くに聴覚障害の方で精神障

害の方がいらっしゃっても、ケアしていただけるだけでも良いかなと思っております。 

 そういうことで、重複障害の方に関しては、精神障害を持っているからといって特別に考えなくてもい

いのではないかと思います。今お話ししたように、ちょっと混乱しやすい、理解するのに時間がかかった

り、思い違いをしたり、自分が思っていることの表現がうまくできないことへの対応で考えていただけれ

ばと思います。そのように考えると、高齢者の方には失礼なのですが、高齢者と同様に考えていいかなと

思います。単身生活をしている聴覚障害の方が高齢になったときの支援の方法を参考に、各種サービスの

使い方の応用を考えていただけたらと思っております。認知症の症状と精神障害の症状というのは、認知

機能の障害という点ではそれほど大きな差はないと思っています。 

 具体的に精神障害の方が利用できるサービスにはどのようなものがあるかということですが、これは皆

さん既にご存じだと思いますし、レジュメにもありますので参考にしていただけたらと思います。あと 1

分ぐらいしかないのですけれども、就労の考え方についてですが、このように地域活動支援センターから

就労継続Ｂ、就労継続Ａと、社会に近づいていって就労移行に基づいて一般企業へという流れを作ってい

ます。このような一般的な流れの中でというのが自立支援法で考えていたものですが、これは机上のこと

でなかなかうまくいっていません。サービスに関してですが、四角で囲ったところが精神障害者のもので、

これしか使えません。このような部分も考えていただき、精神障害者保健福祉手帳を取ったほうがいいか

どうかよく聞かれますが、身体障害者手帳があれば十分かなとは思いますけれども、ケースバイケースで

考えていけばいいかなと思っております。精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービスは、表からも分

かるように非常に少ないです。 

 いくつかの施設、グループホームの写真とかを次の順番で紹介したいと思います。就労継続Ｂの憩いの

場的な所と、都会で喫茶店を開いている所、八王子で農作業をしている所、就労移行の事業所、グループ

ホームです。これは就労継続Ｂの外見です。2階の学習塾の上を借りています。室内はこんな感じで、こ

こは憩いの場的なものなので、こんな感じでミーティングをしています。こちらは喫茶店をやっている所

です。ここの看板がないとちょっと分からないのですが、ここですね。精神の作業所ということは分から

ない形でやっています。中に入ると、このようなメニューがあって、ごく普通の喫茶店です。中はこんな

感じです。これは潰れた喫茶店を居抜きで借りて、作業所なので 11時から 2時の営業です。 

 これは八王子の作業所ですが、今シイタケ栽培をやっていて、ここでミーティングをやったりしていま
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す。ここは夏にはホタルが飛び交う環境なので、市民にも開放しています。これは就労移行事業所の外見

です。ここは高齢化した団地の地域活性化事業として、自治体から建物の支援を受けています。食堂と弁

当の販売、弁当は近隣の高齢者や会社などに外販を行っています。中はこんな感じで、作業所と思われな

いように、このようにいい調度品を使ってやっているわけです。また、ギャラリーとして地域にこのよう

な開放をしております。 

 こちらはグループホームです。グループホームはいくつかありまして、一軒家を借りるのと、アパート

やマンションの複数の部屋を借りるというものがあります。例えばこのような感じで借りていて、交流室

というのがあります。これはその交流室の玄関ですが、このような所でグループホームにはみんなが集え

る場所があります。実際にこのような部屋があって、交流室と内部です。ここでは夕食会とかミーティン

グなどが行われ、利用者は先ほどのワンルームのマンションという形です。時間をオーバーしてしまいま

したが、これで終わりたいと思います。 

 

○赤畑 藤本さん、ありがとうございました。精神保健福祉のサービスの具体的な部分が、パワーポイン

トによって視覚的にも分かっていただけたかなと思います。また精神障害の特性なども改めて整理された

のではないかと思います。こういった基本的な知識や基本的な情報を、まず共有するというところが、今

回のシンポジウムのキーワードにもなっています「連携」ということを考える上では、とても重要なことで

はないかと改めて感じました。そのような意味では、聴覚障害の施設、聴覚障害の特性も、おそらくさま

ざまだと思うのです。それらを両方の領域に跨る利用者の方に接する支援者は、いかに知識もしくは経験

なども踏まえて伝えていくことができるか、理解していくかということが重要ではないかと感じました。 

 それぞれの立場で、さまざまなお話が出ましたので、どのようにまとめるか、どのように展開していこ

うか迷っています。今回のシンポジウムのテーマは、先ほども申し上げましたが、住み慣れた地域で暮ら

すためにということです。地域で暮らすためにいろいろな資源がある、いろいろな立場の方がいらっしゃ

る中で連携を深めていくことが重要になると思います。まずシンポジストの方にお聞きしようと思ったの

ですが、時間があまりないようですので、会場の皆様からこの辺について質問、意見を伺いたいというこ

とがあればお聞きしていきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○会場からの意見 皆さんのお話をずっと聞かせていただいていて、ちょっとお尋ねしたいのです。いろ

いろな話を分科会から通して伺っていて、やはり、ろうの方に対しては、精神障害者がどういうものかと

いうことを理解していただくような啓発的なことが必要で、また聴者に対しては、特に専門職にある人た

ちに関しては、ろう者がどういう特性を持っているのかということを啓発するような取り組みが必要なの

かなということを感じまして、実際にそういった取り組みがなされているのかどうかを 1つ確認したいと

思います。もう 1つは、片倉先生が言われた、ろう者がほっとするような関係というか、そういった居場

所を作ろうとするときに、藤本さんが言われたさまざまな施設が、ろう者が入っていったときにほっとす

るものになるのかどうか。そもそも健聴者が中心の中にろう者が入っていくと、ほっとはできないと思う

のです。それでは、ろう者だけのグループホームなり、高齢者施設なり、そういったものが必要になって

くるのか。そうすると、またそこでろう者の専門職というのが必要になってくるのかなとか、まとまらな

いのですが考えましたので、ちょっとアドバイスというかご意見をいただきたいと思います。 

 

○赤畑 どなたにお聞きしましょうか。初めの、ろう者と聴者の相互理解の取り組みに関しては、情報文
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化センターの森さんから一言、どのような取り組みがされているかなどあればお願いしたいと思います。 

 

○森 聞こえる方たちに、または社会全般に対してこの問題を投げかけるというのは、このような集会も

ありますし、インターネットや機関誌、ソーシャルワーカー協会の取り組みなどを通して、まあ、この筋

の方たちの目に触れるようにはなってきていると思います。それからＮＨＫの「ろうを生きる・難聴を生き

る」などでも、ここにご参集いただきましたメンバーの方たちが、番組の中に何回か登場しています。ただ、

ろうの方たちにこの問題を分かってもらうような企画というのは、これからだと私は思っています。 

 手始めに、都内の各区には聴覚障害者協会がありますから、そちらの協会の役員レベルの方たちが相談

員として相談を担っている方が多いので、例えば地域の聞こえないろうの方たちが、会員の中でうつ病が

出ていて引きこもっているというような情報をキャッチしたときに、ちょっと頭がおかしくなったらしい

よという噂で終わるのではなくて、そういう状態になっている、じゃあ、どうしようかということを区レ

ベルの協会がすくい上げて、私たちのような専門的な 1歩踏み込んだ支援につながるようなことができる

といいなというところで、都内の当事者団体の方たちと、今いい関係を一生懸命作っている努力中です。 

 

○赤畑 ほかのシンポジストの方から何かありますでしょうか。 

 

○片倉 今度の季刊みみ（MIMI）、これは全日本ろうあ連盟が出している機関誌で、年 4回出されています。

そこに「心の病気とは」といった特集が出ます。精神保健研究集会もやっていて、今いろいろなところで難

聴の人の心理とか話をしている高山亨太さんが、結構たくさん書いていると思います。例えば言語聴覚士、

例えばリハビリ関係の職業の人等々には、または臨床心理士といったところでは、所々学会でシンポジウ

ムをちょっとやっているかな、まだ足りないかな、やっぱり足りないですね。ろうの人がほっとできる場

所作りという点では、例えば大阪でやっているグループとか、情報文化センターでやっているようなグル

ープですね、そういうのがいちばん今は大事だと。つまり、大阪と目黒以外ではあまりほっとできるグル

ープの場というのは、筒井先生がいろいろご尽力はされているのだけれども、そんなに広がってはいない

かな。ろうあ協会の中で和気あいあいしている分にはいいのです。あそこは結構強い組織ですし、ほっと

できる環境があります。ただ、そこからはみ出してしまうと、なかなか戻れないみたいなことがあるのか

なと思います。 

 

○赤畑 大阪のほうで、稲さんもセルフグループの取り組みをされていると思うのですが、ほっとできる

場所、2番目の質問に移りますけれども、これについて何かご返答があればお願いいたします。 

 

○稲 ほっとできる場所ですか。私の経験から申しますと、私のところに来る聴覚障害者のほとんどが、

聴覚障害者協会には入っていらっしゃらない、非会員の方々です。先ほどお話にあった、全日本ろうあ連

盟にも入っていらっしゃらない方がほとんどです。なぜかと申しますと、お互い聞こえない者同士なので

すが、それなのに傷つけ合う、傷つけられたとかいじめられた経験があり、聞こえない人とは会いたくな

いという人たちもいて、その人たちも含めて、ほっとできる場所を提供するためにはどのようにしたらい

いのか、私も今までずっと考えてきました。 

 1つはグループワークをする場所を作る。もう 1つは、安心して相談できる場を設ける、これはどういう

所かと言いますと、守秘義務がきちんとしているところです。例えば、協会の事務所とか、それはいけま
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せん。また、聞こえない人たちが集まる行事にも行かない。守秘義務を守れるような所というのは、例え

ば精神科の診療室、そこがいちばんいい場所だと思います。やはり安心できる、きちんと相談できる場所、

または、独立した相談室ですね。そういう所があればいいと思うのですけれども、現状としては、ものす

ごく不足しています。 

 ろうあ者がほっとできる場所を作る、増やす、どんどん増やしていくといっても、聞こえない人たちが

実際に来ない場合もあります。場を作るということと、もう 1つ、安心できる環境作りをしていく。例え

ば区役所、市役所、ここには手話相談員がおります。その方たちがきちんと情報を提供して、安心できる

のだということをアドバイスしていくような環境があればいいと思うのですが、そちらのほうもまだ整っ

ていないという現状があります。ハローワークの場合は個室で、誰も見ていない所で相談支援ができます。

その方たちは、聞こえない方も来やすいとおっしゃっています。いつか心が回復すればグループにつなげ

られるとか、理想なのですけれども、現状としてはなかなかというところです。答えにはなっていないか

もしれませんが、申し訳ありません。 

 

○赤畑 藤本さんから何かあればお願いいたします。 

 

○藤本 ほっとできる場所というのは、分科会のあとのほうだけ少し出たのですけれども、手話ができて、

手話同士で通じ合っても、そこで「あなたは嫌な人ね」と今の話のように排除されたら、ほっとできないで

すよね。手話が通じるか、通じないかということではないと思うのです。その人がいてもいいよ、その人

をありのまま受け止めてくれて安心できる。障害があっても、なくても、どんな障害があっても、いいじ

ゃない、あなたはここにいていいんだということを言える場があれば、ちょっと語弊があるかもしれませ

んが、手話が通じなくても安心できるかな、筆談でもいいし。 

 現に、ある作業所に中途障害の方が来ていて、その方は耳が聞こえなくなってしまって、作業所の職員

がなぜ、うちの作業所にいるのだか分からないのだけれども、ちゃんと来ているのですと。特別な支援が

あるわけではなく、作業所は忙しいので、その人は何をやっていいか分からなくて、ある意味放っておか

れているのだけれども、その人にとっては何かほっとできているのかなということもあるのです。あなた

はここにいていいのだ、ありのままのあなたでいいんだということをみんなが受け入れていくことが大事

で、その次に関係性の中で、私は聞こえないからこうしてほしいということが、関係がきちっとできてく

れば言えると思うのです。そうしたら、ちゃんと書いてね、ゆっくり話してねということから安心できる

場所になっていくかなと思います。 

 

○赤畑 そのほか、いかがでしょうか。 

 

○片倉 藤本先生に質問です。教えていただきたいのですが、ある区で相談があると。どういう相談かと

いうと、2日に一遍ぐらい区役所に現れる初老期のろうの人がいて、必ず福祉課に行って、わけの分から

ないことを聞いてくる。たぶん、妄想の世界がある人だと思うのですけれども、生活はちゃんと自分でい

ろいろなことをやって食べて、障害者年金もありますから暮らしはできているようなのです。病院には一

切かかっていないのだけれども、こういう人は病院に連れて行ったほうがいいかという相談なのです。ど

うしようかと思って、生活できているなら別にいいのかなと思って、いいんじゃないのと言ったら、保健

師さんがすごく不信そうな目で見たのですけれども、そういう場合はどうなのでしょうか。 
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○藤本 それは聴覚障害であろうが、なかろうが関係ないというか、聴覚障害だからということではなく

て、よくそういう話があります。そのときに、私ども専門家は良くないと思うのですが、すぐに専門知識

で、医学問題の中で、その人が来たときには妄想があるかもしれない、幻聴があるかもしれない、だから

治療だと。頻繁に訴えてくるのは、何らかの病状だと捉えてしまうのです。しかし、本当にそうかどうか。

生活部分がきちっとしているということであれば、それほど病状に左右されているわけではないです。初

老期ということですと、もしかしたら寂しいかもしれないのです。ほかに誰も相手にしてくれないけれど

も、区役所なり行政に行けば、一応お客様ですから相手をしてくれるという、関係性を求めているという

こともあります。行政の研修に招かれたときに、私はよくその話をします。そこに来ている人が問題があ

ると見るのは、まずやめてほしい。なぜ来ているのかという観点で考えてもらわないと、問題は解決しな

い。寂しかったのだとしたら、それにはどう対処するかということですから、精神障害の人が来た、さら

に聴覚障害を持つ重複障害の人が来た、「さあ、問題だ」と言うことだけはやめてねと言っています。です

から、先生の対応でいいと思いますが、現場は非常に忙しくて、余裕がないからキーキーして、そういう

人だったら、言葉は悪いけれども、病院にぶち込んでおけば私の仕事は楽になるという不幸な関係がある

のも事実です。平気だと、病状は心配ないから安心していいですということを、医者として伝えてあげる

といいかなと思っています。 

 

○赤畑 よろしいですか。事例を通しての話になりましたが、藤本さんがおっしゃるような支援の普遍的

な部分を押さえるということは、とても重要なポイントではないかなと思いました。同時に、そうは言っ

ても、関係を作るためにコミュニケーション手段はどうするのだということを考える必要がある。やはり

普遍的な部分と特性の部分をどう配慮していけるかというところは、2つの障害を併せ持つ支援において

は重要ではないかと改めて感じました。ほかにフロアから何かありますでしょうか。 

 

□会場からの質問 精神障害というのは、精神障害者手帳を持っている人であると必ずしも考えられては

いない。手帳を持っている人というのは、どのぐらいの割合でいるのか、何を対象としているのか。その

辺りの精神障害の定義、範囲はどのぐらいのものなのかを教えていただきたい。 

 

○赤畑 精神障害の捉え方のようなことで、よろしいわけですね。専門の藤本さん、お願いいたします。 

 

○藤本 精神障害者の捉え方は非常に難しいです。「精神障害者とは」というのが、精神保健福祉法という

法律の中で規定されていて、統合失調症、気分障害、薬物による精神疾患、知的障害もそこには入ってい

ます。「等」ということなので、何でもなってしまうのです。精神保健福祉法には知的障害も書いてあるの

ですが、知的障害者は一般的には別に考えることができます。精神障害者保健福祉手帳は申告制ですので、

全員持っているとは限りません。持つことによって差別とか偏見の目で見られるから嫌だと言う方もおり

ますが、最近は手帳を取得する方が多いです。何人いるかというのはちょっと分からないのですが、年間

で新しく申請する方と更新する方が、東京都では大体 36,000 人ほどおります。精神障害に関しての規定と

いうのは、非常に難しいと思います。特にうつ病に関しては、うつ状態とうつ病と、どこか違うのだとい

うことです。例えば、私が精神科の先生のところへ行って、気分がうつうつとしているのですと言って先

生から、うつ病だねと言われると、そこでうつ病になってしまうというようなこともあるわけです。体の
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病気と違って、血液検査とかＣＴ、レントゲンで分かるものではないので非常に難しい部分があります。 

 正確な数は厚労省等のホームページを見ていただければ分かると思うのですが、今はうつ病圏の人たち、

気分障害の人が非常に増えています。精神障害となると、先ほどお話ししたように、多くの部分は統合失

調症、気分障害、パーソナリティ障害ですが、認知症も精神障害の中に入っています。昨日もほかの会で

話していたのですが、現在、精神科に入院している方は認知症がだんだん増えてきて、いずれ統合失調症

を抜いてしまうのではないかというところで、答になったような、ならないようなことですが、あとは先

生、どうですか。 

 

□会場からの質問 もし、よろしければ、片倉先生からもご説明をお願いいたします。150人の患者を診

たというご説明があったのですが、その中で精神障害者手帳辺りを持っている人というのは、割合として

はどれぐらいいるのでしょうか。 

 

○片倉 たぶん、精神保健福祉手帳を持っている人は、10人いないと思います。自立支援法前に支援費制

度というのがありまして、支援費制度のときには、施設に入所している人に関しては重複であることが必

要条件になる場合があったので、支援費制度という制度の中ではこの人はろうだけではなく、精神障害も

重複しているという書類は書いておりました。その数は、どこの施設入所という人の中では大半を占めま

す。大半はそういう書類を書いていました。自立支援法になってからは、主に知的障害と聴覚障害、また

は発達障害と聴覚障害、または精神障害と聴覚障害が重複していて、かつ自立支援法の区分が必要な人に

関してはそういう診断というか意見書を書いています。この数で言って、半分ぐらい。つまり、その時代、

時代で書くべき書類によって随分定義が変わっているというのが正直なところで、あまり分からないで

す。 

 

○赤畑 ありがとうございます。時間が押してきました。最後に、手を挙げてくださっていた前の女性の

方、お願いいたします。 

 

□会場からの意見 私は聴覚障害と視野狭窄を持っております、盲ろう者です。東京都の盲ろう者支援セ

ンターの盲ろう者は 2,000人ぐらいおります。その中で東京都盲ろう者友の会に登録している数は、100何

名ぐらいしかおりません。私はその環境の中で育ちましたので、盲ろう者 2,000人の中で、本当に数少な

い 100何名ということで、今日はろう者中心の集いですけれども、将来、できましたら、盲ろう者もこう

いう会に含めて、精神ケアの支援などの運動に取り組んでいただきたいと思います。意見として申し上げ

ます。意見ですけれども、よろしくお願いいたします。 

 

○赤畑 ありがとうございました。聴覚障害、精神障害といってもいろいろな障害があるわけで、重複障

害という言葉も何度か出てきたと思うのですが、その中で藤本さんのダブル・マイノリティという言葉も、

たしか出てきたと思うのです。さまざまな多様な障害をお持ちの方でメンタルヘルスの課題を抱えたり、

精神障害を抱えている方に対しての支援をどう考えていくかという中で、重複障害ということであれば、

本来なら、いろいろなサービスがいっぱい活用できると思ってもいいところなのに、実は聴覚障害の方が

精神科に行くと、マイノリティとして扱われる状況があったり、その反対もあるわけですね。プラス、今

ご発言いただいたように、盲ろうの方だとか、さらに多様な障害の方がいらっしゃる中で、いかに相談支
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援の体制を作っていくことができるかというのが、改めて課題になったのではないかと考えます。 

 このような集まりというのはいろいろな領域の方が集まっているということですから、それぞれの方々

が、今自分の職場、支援している場で、例えば聴覚障害の理解を深めるとか、精神障害の理解を深めると

か、1つずつ積み上げていくことが大変重要になってくるのではないか、今回のシンポジウムの流れを理

解していきたいなと思いました。最後に一言、主催の森さんのほうからお願いいたします。 

 

○森 時間が押してきましたので、最後に施設長の立場で、皆様にお礼を申し上げたいと思います。本日

は大変寒い中、朝早くからお越しいただきまして、ありがとうございました。盲ろう者支援センターの話

が最後に出まして、本来でしたら会の初めのほうでご紹介するところですが、今回たまたま皆様のお手元

にありますプログラムには、協力団体としてお名前を載せさせていただいているのですが、ご紹介が遅れ

ましたことをお詫びいたします。 

 実は、私どもセンターの事業としまして、聴覚障害者の人を対象に、見えにくさの相談会、1月には視

覚障害者の人を対象に、聞こえにくさの相談会というのを予定しております。そうしたことも相談会の中

から、当然メンタルの部分などを掘り起こして、支援に結び付けていきたいと思っています。そうした細

かい実践的な事業の報告が、今回この 1日ではとてもお話しし切れませんでしたことをお詫びしなければ

と思いますと同時に、次回に今日できなかったところ、消化不良のところ、皆様の声をいただきながら続

けていきたいと思っています。 

 お体の具合が悪い方も、体調をおして参加してくださいました。本当にありがとうございました。今日

参加していただきました皆様お一人おひとりに、少しでもいいものがお土産として持ち帰っていただけれ

ばと思います。本来でしたら、私の挨拶が最後の締めということでお話しするのですが、時間の都合で、

これをもちまして聴力障害者情報文化センター主催のシンポジウムを終了させていただきます。今日の出

会いの人と人とのつながりを大事に、私どものほうに意見なり、アドバイスなりを頂戴できたらと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございました。 
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