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創刊100号を迎えて

2020年旭川で開催予定であった第64回精神保健
北海道大会は新型コロナウイルス感染症の影響に
より１年延期となり、昨年10月９日旭川市大雪ク
リスタルホールにてハイブリッド形式により開か
れた。講演は夏苅郁子氏のリモート出演にて『人
は、人を浴びて人になる～自身と家族の病気に向
き合った精神科医から、“人”であるみなさんに伝
えたいこと～』との演題でご講演を頂き、無事終
了した。皆様のご協力に感謝申しあげる。
旭川精神衛生協会の今までの活動について少し

述べる。北海道精神保健協会誌「心の健康」第144
号で触れたが、旭川精神衛生協会は1965年（昭和
40年）１月18日に設立された。当時の旭川市内の
精神衛生対策については、医療、福祉、教育、心
理、更生保護など、各分野の専門家を含め、様々
な方が関与していた。さらに市内の有識者は、そ
れぞれの分野で児童問題懇談会、心理研究会、社
会福祉研究会、特殊教育研究会等のサークル活動
を活発に行っていたが、横の繋がりなどはなかっ
たようである。前年、全道精神衛生大会が旭川で
開催され、様々な関係領域の協力援助によって大
会は成功裡に終わったが、本業を投げうって大会
開催に尽力したそのエネルギーを、より地域住民
に密着し、親和性の強い精神衛生活動に換えよう
とする動きが現れた。精神衛生協会の必要性が切
実に考えられるようになり、スローガンも具体策
も不明確なまま、性急に善意の人々のサロン的雰
囲気の中から設立されたのが旭川精神衛生協会の
始まりであった。その後の活動については様々な
議論がなされたが、地域の持つ意義を再確認し、
地域に根差した活動を中心に行うという方向性が
定められた。これらの方針に基づき 1965年８月
31日に「旭川精神衛生」の創刊記念号が作られた。
初代会長熊谷太市氏による“われわれのねらい”
と題しての巻頭言をそのまま載せる。「“ひとつの
ことをまとめあげるということは、なかなか容易
なことではない。旭川精神衛生協会の設立もやは
り例外ではなかつた。さる６月26日創立総会を開

催する迄の関係者の努力に対しては、敬けんな態
度で謝意を表するものである。同年以来、毎月数
回の集会を持って、いろいろの角度から検討し
て、悲観したり、楽観したりして、どうやらすべ
ての世話人が納得する線を出し、その上、関係官
庁、団体、関連性のある既成有志の会の理解を求
め、参加協力の表明を得る迄の経緯は並大抵のも
のではなかった。殊に、財源の問題、会員諸氏の
獲得については、ある程度の―或いは希望的観測
であったかも知れないが―見透しを持ったとは言
え、実際に、フタをあけて見なければ、全く五里
霧中であったことはいう迄もない。とかく、無象
のものには予算がつかないということは、日本の
ような貧乏国の通へいであると指摘されている。
然し、日常生活に於ける人間感情の自然であると
いうことはいい得ないであろうか。こういう意味
から云って、この協会の運営、発展ということは、
極めて至難の事業であると思う。だが、この協会
の育成推進は是非やらなければならない。そし
て、少し宛でもみんなの生活を明るいものにした
いと願っている。旭川精神衛生協会のかかげる趣
旨は、決して高邁な理想ではない。ひとりの子供
が、ひとりの青年が、そしてひとりの人が、心の
しあわせを得るには、どうすればよいかを考え、
これにむかってみんなで力をあわせてゆこうとす
るところにわれわれのねらいがある”」と結ばれて
いる。下線は筆者が付けた。この巻頭言の下線部
分は今なお色褪せることなく現在に引き継がれて
いる。
当協会の特徴としては、講演会や会報誌の発行
といった精神保健の普及啓発だけではなく、実践
活動を行ってきたことが挙げられる。昭和44年に
は旭川精神障害者家族連合会（以下「旭家連」と
いう。）と旭川断酒会の設立、昭和46年には旭家連
とともに市職親会に精神障害者もその対象とする
よう要請、また、市内の精神病院の患者並びに職
員の交流をはかるべく市内精神病院合同レク会議
を発足、昭和51年には在宅の患者のための「あお

旭川精神衛生協会会報誌（旭川精神衛生）
100号の刊行にあたって

旭川精神衛生協会
会 長 直 江 寿一郎
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ぞら友の会」、昭和55年には同じく「さあくる・ふ
れんど」の開設、また同年全国に拡がりつつあっ
た自殺予防の相談電話「いのちの電話」を旭川に
開局するなど、全国的に見てもユニークな活動実
績があり、これらの業績が評価され昭和55年に当
協会に保健文化賞が授与されることとなった。そ
の後、各団体は独立した社会活動を実践し、地域
の精神衛生の発展に貢献している。当協会は引き
続き各団体との連携を図りつつ各事業を実施して
いる。
また、精神障害者への支援に関心がある方など

を対象に「やさしい精神保健講座」を開催し、精
神障害者の生活や精神疾患に関する基礎講義、各
分野の支援者の声、傾聴の基礎、精神障害者の家
族及び当事者発表等、グループワークを交え実施
し、施設への実習と受講後の体験・感想発表など、
精神障害者の「良き隣人」として寄り添える地域
づくりをめざし、地域住民の方が共感しやすい内
容としている。なお、本講座は第30期を数える
が、地域の精神保健福祉関係者の方々により実行
委員会が組織されるなど、地域としての取り組み
になっている。
現在の活動状況としては、いのちの電話との共

催による研究大会などの普及啓発事業、精神保健
ボランティア講座、会報誌の発行、精神衛生活動
に対する援助として断酒会、精神障害者援助、精
神衛生活動としてのピアサポート、旭川自死遺族
わかちあいの会等に対する援助、参加、旭川市が
組織する自殺対策ネットワーク会議への参加など
を主に行っている。
複雑化された現代社会では、精神保健活動が今

後ますます重要になってくると考えるが、精神保
健活動面での新しい問題は新型コロナウイルス感
染症との関連であろう。
2021年10月９日の北海道新聞に「英医学誌ラン

セットは８日、新型コロナウイルス感染症の影響
により、2020年に全世界で約１億３千万人が大う
つ病性障害（うつ病）や不安障害になったとする
論文を発表した。女性や20代前半の若者が多かっ
た。コロナと精神疾患の関係について、世界規模
で調査・分析したのは初めてという。論文による
と、20年に全世界で２億4,600万人がうつ病にな
り、このうち5,320万人はコロナの影響と分析。男
性1,770万人に対し、女性が3,550万人と２倍に
上った。不安障害になった３億7,400万人のうち、
コロナが原因だったのは7,620万人で、男性が
2,440万人、女性が5,180万人と推計。うつ病、不安
障害ともに20～24歳が最も多く、高齢になるほど
少なくなった。」との記載があった。
人の心の幸せを脅かす重大な脅威である新型コ

ロナウイルス感染症と精神医療の問題では下記の
ようなことが挙げられている。

１ 新型コロナウイルス感染症蔓延によるうつ・
自殺の問題
新型コロナウイルス感染症は元々あった社会問
題（雇用、貧困、ＤＶ、虐待等）を深刻にさせ、
当事者は弱者になり、弱者は追い込まれ、うつ・
自殺に至ると言われている。厚労省・警察庁の令
和における自殺の状況調査では、令和２年の自殺
者は21,081人であり、対前年比912増加となってい
る。さらに著名人の自殺報道の影響で若者の自殺
が増加したとの報告（いのち支える自殺対策推進
センターの分析）もある。

２ 差別の問題
社会の中では感染した人やその家族を責め、営
業を自粛していない店を攻撃し、他府県から来た
人を排斥するなどが続いている。精神障害者とそ
の家族は偏見にさらされ続けてきたが、それと同
じような事が新型コロナウイルス感染症でも起
こっている。正しい知識を得ようとせず、ＳＮＳ
で憂さを晴らす、など寛容のない社会になって来
ている。

３ 依存の問題
新型コロナウイルス感染症により、外出の制限
を強いられ、日常生活に変化が起きている。今ま
で以上に自宅での飲酒習慣が続き、若年者のイン
ターネット・ゲームでの使用時間の増加などが見
られ、依存問題は深刻になっている。

４ 認知症の問題
認知症者は対人接触の制限、移動の制限、手洗
いやマスクの着用なども含めて自分から感染予防
の対策を取ることが困難であり、介護者の負担が
今以上に増大し、心理的ストレスを感じ、睡眠障
害などの不調を呈するようになっている。
これ以外にも新型コロナウイルス感染症は医療
従事者、学生、発達障害児等のメンタルヘルスに
大きな影響をきたしている。
人は他人と交流し、共感、共鳴し、されて心の
安定を保つのであるが、新型コロナウイルス感染
症では人を介するために人流制限が要求され、あ
らゆる個人の日常行動に変容が求められている。
社会文化で培われてきた交流を断つ方向、人との
距離を今まで以上にとる方向「ソーシャルディス
タンス」、さらに多くの人が同じ時間、場所に集ま
らない方向などの行動変容である。これらは個々
のメンタルヘルスだけを見れば良い影響を与える
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とは思えない。今後ウィズコロナの時代である以
上、個々のメンタルヘルスのためには様々なツー
ルを開発、使用しながら進む必要性があるのかも
しれない。しかし、基本は、その人のおかれた状
況を理解し、傾聴し、共感し、寄り添い、対応を
し、必要な支援をすることであると思う。これは
56年前に巻頭言に書かれた「ひとりの人が、心の
しあわせを得るには、どうすればよいかを考え、
これにむかってみんなで力をあわせて行こうとす
るところにわれわれのねらいがある」と同じであ
り、メンタルヘルスのための方法は変わるかもし
れないが、この巻頭言のねらい通りに努力を続け
ていきたいと考える。
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「光は北方から」とは当協会に縁が深い故塚本隆
三先生の遺稿集のタイトルです。1984年８月27日
フィンランドのトルニオのケロプダス病院のヤー
コ・セイックラ等は服薬や入院などの患者さんに
とって大事な話をその患者さんがいないところで
は話さないと決めました。それがオープンダイア
ローグ（以下ＯＤ）の始まりだったと言われてい
ます。翌1985年３月ノルウェーのトロムソの精神
科医トム・アンデルセン等はマジックミラーをは
さんだミラノ式の家族療法中の二部屋の照明の明
暗を逆転させました。観察されていた当事者と家
族が治療者側を観察した瞬間でした。リフレク
ションというＯＤの中の重要なプロセスの始まり
でした。まさに北方から世界に二筋の光が射し始
めたのでした。
ＯＤでは、患者や家族から連絡をもらって24時

間以内に訪問し、“対話”するミーティングを始め
ます。ミーティングは自宅で開かれることが多い
ようですが病院で開かれることもあり、当事者た
ちの希望で決められます。ケロプダス病院ではＯ
Ｄ用の電話担当者が１日24時間待機しています。
ＯＤとは単にその手法だけではなく、地域の実践
のシステムや思想を指す言葉でもあります。参加
者は患者、家族、友人、同僚、医師、看護師、ケー
スワーカー、心理士、作業療法士など患者にかか
わるすべての人が参加できますが、全員が話せる
数人ぐらいがやりやすいでしょう。全員で話し合
われ、患者の同意なしに重要なことが決められる
ことはありません。医師の指導を仰ぐなどの上下
関係はなく、専門家も家族も友人も同じ立場で発
言し、耳を傾けます。開かれた質問、“はい”や
“いいえ”以外の答え方ができる質問から始め、治
療チームは患者やその他のメンバーの発言に必ず
応答します。ミーティングの途中で参加者の許可
を得て治療者同士で話し合う時間を作り、ほかの
参加者に聞いてもらいます。リフレクションと呼
ばれるこの過程は聞くことと話すことを完全に分
離する時間でもあります。話の結論をどう決める
のでしょう？いいえ、ＯＤでは決めません。ＯＤ

の対話とは結論を決めたりするためのものではな
く、視点や考え方を広げるための話し合いを目指
します。故意の誘導や矯正をしようとはしませ
ん。話し合いの終わりに次の予定を決め、最初の
10日から２週間ぐらい毎日のようにＯＤが続けら
れることが多く、その後徐々に間隔があき、全行
程２～３か月ということが多いそうです。１回の
ＯＤは１時間から１時間半ぐらいで診断はしませ
ん。
セイックラの報告では感情障害を除いたＯＤの
治療成績は通常の薬物療法主体の治療法と比べ入
院件数も少なく入院期間も短く、薬物療法の使用
率や継続期間も短く低く、長期経過でも就労率が
高く、生活保護や障害年金の受給率が低いという
圧倒的なものでした。薬物療法を併用されること
もあり、ケロプダス病院には保護室や拘束具もあ
るそうです。日本にＯＤを紹介した斎藤環氏は
「最初は眉唾に思い、また変な偽科学が出て来た
と思った」と語っています。
医療としては厚生労働省から治療法として認可
され、基準の費用が設定される必要があります
が、日本では未承認です。国内でも試み始めら
れ、研究会も開催されていますが、直接フィンラ
ンドで研修を受ける人々もいます。医療だけでは
なく教育分野など様々な取り組みも展開されつつ
あり、数種類の単行本も出版され、専門誌でも特
集が組まれてもいます。浦河べてるの家の当事者
研究はＯＤに最も近い日本での実践と言われてい
ます。
2009年塚本先生が亡くなられ、旭川いのちの電
話の理事長を拝命し、2012年札幌で北海道いのち
の電話が開催した、いのちの電話の全国研修の基
調講演が現オープンダイアローグ・ネットワーク・
ジャパンの共同代表斎藤環氏でした。そして2014
年現代思想５月号にて斎藤環氏が日本にＯＤを紹
介したのを読み、現在基礎トレーニングを受けて
います。この原稿が旭川精神衛生誌第100号にふ
さわしいかどうか少なからぬ不安を感じつつ、未
来に向かって報告しました。

創刊100号を迎えて

オープンダイアローグ

旭川精神衛生協会
副会長 相 澤 裕 二
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旭川精神衛生協会発行の会報誌100号を迎えら
れたこと心よりお祝い申し上げます。地域の精神
衛生の向上を目指して、昭和40年の設立以来、会
報誌の発行に携われた方々や原稿を寄せていただ
いた方々に感謝するとともに、長い間協会の活動
に御理解・御協力をいただいていることに、改め
てお礼申し上げたいと思います。
2016年には、創立50周年の記念事業もあり講演

や式典の企画をされた関係者の皆様にも感謝いた
します。また今年度は、昨年度延期となった精神
保健北海道大会が開催され、大会テーマである
「寄り添う心と伝える心～今の自分にできること
～」としてリモート出演により、自身と家族の病
気などの講演がありました。今の自分にできるこ
とに、改めて今の私が関わっている旭川市市民委
員会連絡協議会女性部の活動の必要性を重く感じ
ました。地域の人に寄り添うこと、人との出会い
は多くの意味があるのではないかと思いました。
女性部会は、全市的な立場で、活力のあるまちづ
くりとコミュニティ活動を積極的に進めるととも
に「家庭からの視点」を大切にしながら、各種予
防検診の啓発等、地域の健康づくりなどに取り組
んでおります。こうした健康の大切さを広く地域
の人達に理解していただき、地域の皆様が安心し
て暮らし支え合い、女性ならではの感性や視点を
大切にし、地域の人達の健康づくりのお手伝いが
出来るように進めて参りたいと考えております。
令和になって新型コロナウイルス感染症のために
行事やイベント等々が中止や延期となり、女性部
の活動も出来ないことが多くあります。女性部の
事業の１つで年に一度研修会を行っていますが、
地域での部長の担い手不足が話題に上がることが
多くあります。昨年は、新型コロナウイルス感染
症について医師の方より基礎知識と予防対策を

テーマに話していただきました。2019年には滝川
市において、第51回の「がん予防道民大会」が開
かれ、女性部からも参加し、特別講演や健康講話
などを聞きました。25歳で「全身がん」の宣言を
受けた方からの健康講話は、自身の闘病生活の話
であり、精神的に大変な経験や家族の精神面のケ
アや今も続いている治療について貴重なお話しが
あり、若年層の検診の重要性を感じ、とても説得
力があり、参加した私達に直接心に響く講話であ
りました。
コロナの影響により、２年間は「がん予防道民
大会」も中止となっていますが、検診の大切さを
広く皆様に理解していただく機会なので、長く続
けて欲しい大会でもあります。
他には、赤い羽根街頭募金活動や冬まつり激励
慰問を自衛隊の方々に行っています。協力支援で
は、夏まつり市民舞踊パレードに多くの地域から
参加し、祭りを盛り上げています。昨年と今年も
コロナにより、夏まつりも冬まつりも中止となり
ましたが、今年になりワクチン接種が進んでいる
ことで、早く終息がされ、いつも通りの生活や行
動が出来ることを望んでいます。
また、今年の夏は温暖化の影響なのか異常な暑
さが続き、自粛生活にも精神的に疲れた毎日を
送った人も多かったと思います。昭和・平成・令
和と時代は進み人とのふれあいや繋がり、支え合
うことも大変重要な事と思い、地域とも連携をと
り、気配りや助け合う気持ちを大切に考えなが
ら、女性部の活動が少しでも前進できるように努
力していきたいと考えております。
最後に、これからの精神衛生協会が皆様方々の
御理解・御協力を得て、ますます発展されますこ
とを祈念して、100号のお祝いといたします。

創刊100号を迎えて

祝・100号記念して

旭川精神衛生協会
副会長 谷 澄 江
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この度、「旭川精神衛生」が記念すべき100号を

発行されますことを心よりお祝い申し上げます。

また、日頃から、直江会長をはじめとする旭川

精神保健協会の皆様には、道の精神保健福祉行政

の推進に多大なるご支援、ご協力を頂いておりま

すことを、この場をお借りして、厚くお礼申し上

げます。

旭川精神衛生協会は、昭和40年１月から活動さ

れ、社会生活の複雑化等により生じてきた、様々

な心の健康問題に対して、精神衛生に関する知識

の普及啓発や調査研究を通じて、精神的健康の保

持増進を図られてきました。

そして、その成果の取りまとめである、「旭川精

神衛生」の発行が100巻を迎えたことに深く敬意を

表する次第であり、ひとえに会長をはじめとする

会員の皆様のご尽力の賜であると感じております。

北海道では、令和３年３月に、「希望するすべて

の障がい者が安心して地域で暮らせる社会づく

り」を目指して、「第６期北海道障がい福祉計画」

を策定し、精神障がいのある方が地域の一員とし

て安心して自分らしい暮らしができるよう、重層

的な連携による支援体制の構築に努めることとし

ております。

こうした社会の実現に向けては、私どもの取組

に加え、地域における皆様方の活動がますます重

要になるものと考えておりますので、今後も道の

施策への一層のご協力を賜りますよう、お願い申

し上げます。

最後になりますが、旭川精神衛生協会の今後

益々のご発展と、皆様のご健勝、ご活躍を祈念い

たしまして、お祝いのことばとさせて頂きます。

創刊100号を迎えて

「旭川精神衛生」の100号を記念して

北海道上川保健所
所 長 岩 田 顕
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会報誌「旭川精神衛生」が創刊100号を迎えられ、
これまでの幾多の時代の変遷を経て、ここに記念
すべき大きな節目に到達したことに、心からお祝
い申し上げます。
旭川精神衛生協会は、昭和40年の設立以来57年

という半世紀を超えて、旭川市民をはじめ地域の
精神衛生の向上を目指して、精神保健福祉に関す
る正しい知識の普及と精神的健康の維持増進を図
るため、積極的な活動を行っておられます。
その活動も、地域の医療・教育・司法・公衆衛

生・社会福祉関係機関などと密接な連携と協力を
推し進め、研究大会や精神保健講座を開催すると
ともに、会報誌の発行を続け、ここに100号を迎え
られたことは、誠にご同慶のいたりであります。
その内容も、地域の精神保健福祉やその関係分

野の近年の動向などについて、それぞれの専門職
の方々にご執筆いただくとともに、貴協会所属の
断酒会など関係団体の活動状況を掲載するなど、
地域住民に寄り添い、かつ専門性も合わせ持った
質の高い会報誌として地域住民の精神保健福祉の
向上に多大に貢献されております。
北海道精神保健協会も昭和28年（1953年）に、

道民の精神保健福祉に関する知識の啓発に努め、
精神的健康保持増進を図るとともに、精神障害者
の医療保健福祉の推進に努めることを目的とし
て、当時はまだ少なかった精神科の医師たちに
よって、日常生活における心の健康の大切なこと
を道民の皆様に普及啓発することを目指して始め
られた道民活動の団体で、当協会が推進している
「精神保健福祉」とは、一言で言いますと心の健康
をテーマとした「街づくり運動」です。
障がいのある方もない方も互いに助け合って暮

らし、職場や地域で当面するストレスを和らげ、
人としての「生き甲斐」や「心の豊かさ」が実感
できる街を全道津々浦々に実現しようとする運動
です。
その主な事業としましては、機関誌「心の健康」

を年２回発行するとともに、精神保健福祉ボラン
ティア養成講座を各地域で開催するなど、全道15

の地域保健福祉（衛生）協会と密接な連携を図り、
精神保健福祉の正しい知識の普及啓発に取り組ん
でおります。
また、これらの事業の集大成ともいうべき「精
神保健北海道大会」を毎年、各地域持ち回りで開
催しており、昨年も第64回大会を旭川精神衛生協
会との共催で開催させていただきました。本来は
一昨年（令和２年）に開催を予定しておりました
ところ、コロナ禍により中止とし、一年延期とい
う初めての事態にもかかわらず、講演をリモート
にするとともに、会場の座席を隔席、手指消毒の
徹底など新型コロナウイルスの感染防止に万全を
期すなど、諸準備に当たっては旭川精神衛生協会
を中心に地域の10市町や関係機関・団体と一体と
なって進め、当大会を成功裡に実施していただい
たことに深く感謝をしております。
旭川精神衛生協会との共催は６回目で、全道で
最多を数え、正に地域協会のけん引役的存在とし
て大きな貢献をしていただいております。
さらに旭川精神衛生協会の特徴的な活動とし
て、精神保健福祉ボランティア養成講座におい
て、一人で悩んでいる多くの方の相談を受け止
め、その心に寄り添う活動に取り組んでいる「社
会福祉法人旭川いのちの電話」との共催で、毎年、
公開講座を開催しており、旭川市をはじめ道北地
域での自殺予防などの精神保健の普及啓発にもご
尽力されております。
このような精神保健福祉に関する地道な普及啓
発活動の永年の記録・実績として、会報誌の第100
号が達成されたところでありますが、今後も、旭
川市をはじめ上川地域の精神保健福祉に係る正し
い知識の普及啓発に取り組んでいただき、障がい
のある方もない方も互いに助け合って暮らし、
「心の健康」が実感できる地域づくりに貢献される
ことを心からご期待しております。
末筆になりますが、会報誌「旭川精神衛生」が
さらに充実を重ね、地域住民に愛読される機関誌
になりますとともに、旭川精神衛生協会のますま
すのご発展をご祈念申し上げます。

創刊100号を迎えて

「会報誌創刊100号」に寄せて

北海道精神保健協会
会 長 池 田 輝 明
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会報誌「旭川精神衛生」が第100号を迎えること
となりました。長年にわたりこの地域において精
神保健の分野でお力を尽くされてきた多くの先達
の皆様と、現在も献身的な活動を続けておられる
方々に深い敬意と感謝を申し上げます。
また、コロナ禍にあって開催が危ぶまれました

が、昨年10月には旭川市において第64回精神保健
北海道大会が無事に執り行われました。この場で
北海道精神保健協会長表彰、旭川精神衛生協会長
表彰と感謝状を受けられた皆様にあらためてお祝
いを申し上げます。
一昨年の本誌第98号の巻頭にお寄せした拙文に

も書きましたとおり、私自身は保健所勤務歴が短
く浅学の身でありますので、節目にふさわしい文
章を捧げる経験も力量も持ち合わせておりませ
ん。そこで、本稿では旭川精神衛生協会の創生期
に大きなお働きをされたお二人の先生方と、さら
にお二方と深い関わりがあった恩師について感謝
の思いを綴りたいと存じます。
昭和50年頃から私の自宅には父の仕事の関係で

本誌を目にする機会がありました。当時、父は市
役所の衛生部局に勤務しており、長く北海道旭川
保健所の所長を務められた古本博先生に大変お世
話になりました。その後、私は大学を卒業して小
児科医としてスタートを切ることとなりました
が、旭川医大小児科の初代教授吉岡一先生と同期
の学友であられた古本先生は医局の公式行事に
度々来賓としてお見えになりました。スピーチの
際の古本先生のにこやかなお顔と、繋ぎに「です
ね」を多用される温かいお話ぶりが今も懐かしく
思い起こされます。偶然にも古本先生と同じ名で
あった亡父も先生の気さくなお人柄にふれ、お慕
いしておりました。私が進路について迷っていた
時期には古本先生に相談することを父から提案さ
れたこともありました。結局、それが実現するこ
とはなく私は小児科医として平成18年まで病院勤
務を続けた後、医局の先輩の導きにより翌年春か
ら札幌市保健センターで主に母子保健に従事し、
巡り巡って平成30年からは縁あって旭川市保健所
で勤務に就きました。
遡って平成３年春から勤務した北海道療育園で

は旭川医大を定年退職された吉岡一先生と、やは
り市立旭川病院を定年退職された塚本隆三先生と
ご一緒する幸運に恵まれました。吉岡先生は今ほ
ど大きな社会問題とは認識されていなかった児童
虐待について、40年以上も前の当時から重要な
テーマとして講義されていました。先生は常に子
どもとその家族に寄り添い最善を尽くす姿勢をお
示しになりました。総回診前のカンファレンスな
どで時に医局員が言葉に詰まるほどの厳しいご指
導もありましたが、療育園に移られてからは常に
穏やかに人間愛に基づく医療を教えていただきま
した。塚本先生は園長と理事長を歴任されました
が、市立病院ご在籍の時代から長く同園の嘱託医
を務められ、入所者の顔と名前をよくご存じで、
優しく声をかけながら回診されていらっしゃいま
した。時には職員の精神衛生上の相談にも乗って
いただき、同じ職場で偉大な精神科医の先生から
教えを受けられたことを今も感謝しております。
ジャズ・バーNightandDayでお見かけしたこと
も懐かしく思い起こされます。
元来読書量が少ない私ですが、近頃は視力の衰
えからさらに活字をみることが厳しくなりまし
た。一方で、ナイトキャップ代わりにラジオの聴
き逃しサービスをよく利用しています。先日は保
阪正康さんが昭和の偉人を紹介する番組で、渋沢
栄一氏の孫である渋沢敬三氏が実業家、財界人と
してだけでなく一流の民俗学者であったと知りま
した。保阪さんが語る昭和の時代には、多くの偉
人が本業だけでなく多方面で活躍されていたこと
を知るとき、旭川精神衛生協会の設立と発展に関
わってこられた先達の方々が、同じように高い専
門性のみならず（お酒を含む）文化や芸術など多
方面にわたる知識とそれに裏付けられた人類愛を
お持ちだったことにあらためて深い敬意を感じて
おります。
本協会会長の直江寿一郎先生、副会長相澤裕二
先生をはじめ役員・会員の皆様方が地域の精神保
健の向上に尽くされていらっしゃることに重ねて
感謝を申し上げるとともに、本協会のさらなるご
発展をお祈りしております。

創刊100号を迎えて

旭川精神衛生 会報誌創刊100号に寄せて

旭川市保健所
所 長 鈴 木 直 己
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会報誌「旭川精神衛生」の創刊第100号おめでと
う御座います。旭川精神障害者家族連合会（略称：
旭家連）は当初、旭川精神衛生協会の１部会とし
て発足したことを考えれば、創刊100号を迎えられ
たことは旭家連としても本当に慶ばしいことです。
旭家連は令和３年で発足52年となります。当時

の精神障害者や家族の多くは、偏見や差別の中で
こっそりとかくれる様に生活していました。
「このままでは駄目だ。病気があっても人とし
て生きる権利がある、何とかしなければ」と気づ
いた病院家族の有志が集まって、昭和41年から42
年にかけて、相次いでそれぞれの病院で家族会が
誕生しました。現在のメイプル病院家族会、市立
旭川病院こぶし会、旭川圭泉会病院家族会、相川
記念病院家族会です。
この４つの病院家族会が一緒になって地域で活

動できる家族会とするためにと、強力に支えて下
さったのが、当時の市立旭川病院初代精神科医長
の故・塚本隆三先生と各病院の院長先生達でした。
家族達も地域の方々に、精神に疾患を抱えながら
生きることの大変さを理解してもらい、更に、活
動資金の援助のお願いのため、日夜ガリ版印刷に
取組んだと聞いています。
昭和44年５月に旭川精神衛生協会の１部会とし

て発足後、６月の第１回懇話会で旭家連として三
つのスローガンを決定しました。

① 病気になったとき、
安心して治療が受けられるように
― 精神病の医療費10割給付 ―

② 病気が治ったとき、すぐに働けるように
― 精神病者の雇用促進 ―
③ 病気が治らぬときも、

生活が保障されて暮らしていけるように
― 扶養年金制度の確立 ―

このスローガンは50年後の今も私達の中で息づ

いています。

１ 発足当初の地域での主な活動
1971年（昭和46年）
精神障害者に対する社会福祉制度の充実につい
て陳情書を提出。市議会で採択される。
1973年（昭和48年）
旭川市への医療費補助の陳情開始
1978年（昭和53年）
精神障害者の入院費１万円の助成制度実現
1983年（昭和58年）
しらかば作業所（就労継続支援Ｂ型）開設
社会復帰に向けた家族の要望から道北唯一の作
業所として誕生。
1990年（平成２年）
第２しらかば作業所（就労継続支援Ｂ型）開設。
現在のこすもす
1994年（平成６年）
ななかまど（地域活動支援センターＢ型）開設
2002年（平成14年）
フレンドハウス（地域活動支援センターＢ型）
開設
【特筆すべき「チャリティ茶会」の事業】
作業所開設の資金不足を補うため、平成３年か
ら平成16年まで14年間、こすもす作業所事務長・
河村和子さんを中心に、通所者、旭川農業高校家
政科の生徒、茶道ボランティアの方々の協力を得
ながら、デパートやＪＲのコンコース等で「チャ
リティ茶会」を開催しました。
茶券500円の販売は作業所、家族会の役員・会員
でやりぬき、会場での精神障害者への理解を深め
るためのパネル写真展はいつも盛況でした。

２ どんな障害があっても差別のない暮らしやす
い社会を求めて

【参考資料】
1993年（平成５年）

創刊100号を迎えて

旭川精神障害者家族連合会の発足と今後の課題

旭川市精神障害者家族連合会
会 長 武 田 久 子
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障害者基本法 精神障害者を障害者として規定
2005年（平成17年）
障害者自立支援法 三障害一元化したサービス

の提供
2013年（平成25年） 障害者権利条約批准
優生思想に対峙するメッセージ。全ての障害者

による人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有
を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害
者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とす
る。
2014年（平成26年）
障害者差別解消法
障害者権利条約の批准に向けて制定された国内

法で障害の有無によって分け隔てられることが
あってはならないことを掲げている。
旭家連は発足時の三つのスローガンを基本に、

どんな障害があっても差別のない暮らしやすい社
会を求めて運動をすすめてきました。
偏見や差別の中でひっそりと暮らしていた家族

が、旭家連の結成により、外に向けて声を上げは
じめ、障害者の居場所としての作業所や活動支援
センターを開設したり、入院時の医療費助成を実
現させてきたことなど、自らの権利を前進させて
きました。
しかし、残念ながら三障害同等と謳われながら

精神障害者が適用外となっていたり、適用となっ
ていても１級手帳所持者のみとなっているものが
多く、行政による制度の中ではその具体化が不十
分というのが実態です。
精神疾患の病気の特性である、意欲や集中力・

思考力の低下、気分の不安定性から継続的に就労
することが難しく収入が不安定となっています。
また、精神薬による副作用や健康管理が充分に出
来ないことから内科や外科の病気を発症しやす
く、他診療科の治療費の３割負担も大きな重荷と
なっています。その事によって、経済的に知的障
害や身体障害の人達と比べても低所得を与儀なく
され、社会で自立していくための大きな障害と
なっています。
これらの解決のためにも、現在取り組んでいる

「重度心身障害者医療費助成制度」の入院も含めた
３級手帳所持者までの適用や、ＪＲの交通運賃半
額割引は是非実現させたい課題です。皆様のご理
解とご支援をお願いいたします。

３ 家族相談会の取り組み
【参考資料】
※優生思想 身体的・精神的優秀な者の遺伝子
を保護し、劣った者の遺伝子を排除して、優秀な
人類を後世に残そうという考え方。
1940年（昭和15年）
国民優生法 精神病者の強制的断種を規定
1948年（昭和23年）
優生保護法 精神・知的障害者、ハンセン病者
の不妊手術。平成８年まで継続
1953年（昭和28年）らい予防法
患者の強制隔離や優生手術などの規定があり、
ハンセン病の人達に対する偏見や差別を助長する
要因となる。平成７年廃止。
戦前の日本では精神医療の水準と病院施設は劣
悪で、明治以前から座敷牢を、精神病者看護法で
私宅監置として合法化し、精神障害者を社会から
隔絶するというのが主な手段でした。こうした時
期に、ドイツやヨーロッパの優生思想が日本にも
影響を与え、国民優生法、優生保護法、らい予防
法などがその時々の政権によって制定され、人々
に精神障害者や弱者への差別と偏見を持たせる要
因となりました。その差別や偏見が、精神障害者
の家族となった時に、“内なる差別”として作用
し、周囲に口を閉ざす要因となっています。こう
したことは旭家連発足の時代だけでなく現在も続
いていることで、それだけに家族相談会の役割は
重要だと考えています。
家族相談会は、毎週第４土曜日の定例開催とし
ていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で
中止となる時もありますが、密にならないように
注意しながら開催しています。精神障害者と家族
にとって、人とのふれ合いが失われることはつら
いことです。新型コロナウイルス感染症が一日も
早く終息することを願うばかりです。
家族相談会を主催する私たちはこの道の専門家
ではありません。それぞれ、様々な症状の当事者
を抱え、長い年月の経験と対応の仕方や失敗談も
豊富に持っています。そうした経験や失敗談を、
相談に訪れた方と車座になって話し合うと、固い
表情で来られた方や、涙ながらに話をされていた
方が、帰る時にほっとしたやわらかな表情を見せ
て下さるのが私たちの安心と喜びです。「家族だ
からこそわかる家族の思い」、このことを大切に、
悩みを共有し、支えあえる相談会でありたいと考
えています。
相談会で話されることは様々です。薬を飲まな



旭川精神衛生 第100号 2022年３月

― 11―

い、病院に行きたくない、昼夜逆転している、親
亡き後が心配など多岐にわたっていますが、共通
しているのは主治医とのコミュニケーションを
もっと取りたいという要望です。
診察室へ入れてもらえない、治療の方針を知り

たい、家庭での状態を知ってもらいたい、家族を
無視しないでほしい…等ですが、一言で言えば
“もっと時間をかけて診察して欲しい”ということ
だと思います。こういうことをこういう誌面で書
いて良いものか迷いましたが、このような家族の
声もあることを医療機関の方々に知ってもらいた
く文章にしました。ご理解の程を宜しくお願いい
たします。
精神科医療は精神科特例ということで、人員配

置の基準と診療報酬が一般診療科より低くおさえ
られていると聞いています。「どうしてでしょ
う」、ここにも精神科医療への差別があるように
感じます。一般診療科と同等になって、時間を気
にせず、納得の出来る治療が行われることを願っ
ています。
マイノリティや異質な者を排除するのではな
く、多様性を認め合う社会をという声は大きく
なっています。様々な分野の人達による運動が進
められていますが、家族会もその一翼を担い、
人々の気持ちから差別と偏見が取り払われる社会
を実現していくことも家族会の役割を考えていま
す。ご支援を宜しくお願いいたします。
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〔アルコール依存症とは〕
自分で飲酒のコントロールが出来なくなり、飲

んでいけない時、場所、場合でも飲酒してしまい
問題を起こす病気です。一度発症すると完全に治
癒することはなく、再度お酒を口にするとたちま
ち元の状態に戻ってしまいます。
再発を防止するには断酒以外に方法はありませ

ん。
症状①身体的症状
長期間の飲酒生活で、アルコールに対する耐性

が出来、酔いを求めて飲酒量が増えていきます。
やがてアルコールが切れるとイライラと落ち着か
なくなったり、冷や汗をかいたり初期の禁断症状
が現れ手足の震え、幻視、幻覚、幻聴といった症
状へ進行していきます。
症状②精神的症状
アルコール依存症は「否認の病」と言われます。

自らの飲酒による問題を認めないという心の動
き、パターンのことです。
この否認を繰り返すことにより、自己中心、現

実逃避、刹那主義というような傾向を強め、飲酒
行為やその結果に対する周囲の非難忠告を受け付
けなくなります。
意思が弱い、無責任、だらしないとか本人の人格
とは誤った認識をされることになります。ただ
し、この否認の原因は、単に本人の問題ではなく
アルコール依存症に対する「偏見」「アル中」が根
底にあることを見逃してはなりません。
症状③社会的症状
生活の中心が飲酒で占められるため、仕事への

影響や約束不履行といった問題が現れ社会的信用
を失います。このことがさらなる飲酒をよび、悪
化の一途をたどります。家族との関係も悪化し家
庭は機能不全に陥り、相談する相手もなく孤立感
を深めます。経済的にも借金問題を抱えこむよう
な事態に進んでいきます。

原因①生活環境
この病気は特定の人がかかる病気ではありませ
ん。風邪と同じでお酒が飲めれば誰でも発症する
可能性がある病気です。原因はいろいろなことが
いわれていますが、元を正せば、常習飲酒とその
習慣を生んだ生活環境「家庭、学校、職場」によっ
て形成された生き方にあります。
現実の等身大の自分と「こうあらねばならない」
というこだわりとのギャップから生まれる「いき
づらさ」「満点主義、不満、あせり、ねたみ、ひず
み等々」が最大の原因です。この「いきづらさ」
は得体の知れない風船の中に孤立したようなもの
で、酒の酔いだけが一時的に風船から解放してく
れるのです。
原因②性格は関係するのか
一般的には、真面目で仕事熱心、物事にのめり
こみやすい等の性格が指摘されています。しかし
これらはあくまでも比較の問題にすぎません。依
存症なった結果により認識される性格とは、全く
異なるものであることがわかります。

〔アルコール依存症の恐ろしさ〕
アルコール依存症とは死に至る病気です。自分
自身をはじめ周囲の様々なものを失い、回復への
道を歩まぬ限り飲酒という慢性の自殺か、本物の
自殺へと追い込まれていきます。

【身体疾患、自身喪失、人間関係喪失、社会的信用
喪失】⇒死亡

〔アルコール依存症からの回復〕
① 身体症状からの回復（第一段階）
まずアルコール専門の病院かクリニックに相談
しましょう。依存症が進行していてアルコールの
離脱症状（禁断症状）が重い場合は、アルコール
を切ること自体に危険を伴うことがありますか
ら、医療機関の治療を受けることになります。入
院する必要がなければ通院と並行して自助グルー
プの集いに参加しましょう。この時点でアルコー
ル依存症の正しい知識を得ることが後の治療と回

創刊100号を迎えて

アルコール依存症から新しい人生へ

旭川連合断酒会
会 長 南 博
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復にとって大事です。
② 精神症状からの回復（第二段階）
断酒を継続することで「否認」を解除していき

ます。否認には、「第一の否認」と「第二の否認」が
あります。
まずは、第一の否認の解除です。
自分自身が（家族も含め）アルコール依存症で

あることを含め断酒を決意し、あるがままの自分
自身を肯定し、本来の自分の姿を取り戻す段階で
す。
断酒を決意しても一人で継続することは、不可

能です。自助グループで同じ苦しみを経験した仲
間の話を聞き、自分の経験を話していきます。
③ アルコール依存症になった背景を見つめる

（第三段階）
断酒していても「酒さえやめていれば十分だろ

う」 とものの考え方や行動を変えなければ「生き
づらさ」は解消されません。自助グループで仲間
の話を聞き自分の酒害体験を掘り起こしていくう
ちに、自分自身への洞察力が生まれ依存症になっ
た背景が見えてきます。
④ 家族の協力
酒害者当事者の長い間の飲酒生活に巻き込まれ

振り回された家族は最大の被害者ですが、同時に
当事者と同じように精神的に病んでいる場合が多
いとされています。当事者が回復軌道に乗っても
家族が病んだままでは逆戻りしかねません。
Ⅰ 本人と歩調を合わせた家族の回復と協力が必
要です。

Ⅱ 医療機関の家族会や自助グループに参加しま
しょう。

Ⅲ まず病気の本質を正しく理解しましょう。
本人の失敗の後始末をしてはいけません。

Ⅳ 本人と同じく偏見に基づく否認を解除しま
しょう。
世間体にとらわれてはいけません。

〔新しい人生を創る〕
アルコール依存症からの回復には断酒しかあり

ません。その断酒の目指すところは長い間の飲酒
生活により失われた自分自身、家族関係そして社
会性を正常な状態に回復することにあります。
とはいえ、その社会性は飲酒という習慣のため

本来あるべき水準に比べて未成熟なままである場
合も考えられます。また失われた自分や周囲との
関係回復にしても、長い時間を隔てた昔の状態に
戻すということではありません。
回復というよりは、酔いから覚めた新鮮な心で

新しい生活を創造すると考えるほうが正しいとい
えましょう。その為には同じような体験を共有し
そこから立ち直り新しい生き方を求めている仲間
が集まる共生社会（自助グループ）
断酒会に加わることが必要です。

（全日本断酒連盟文献より）

～ある酒害者の記憶～
出世して金持ちになり嫁さんを貰い幸せになる
つもりだった。しかし、人生とは皮肉なもので、
何処でどう狂ったか気がついたら二十歳で晩酌を
やる様になっていた。この頃から手が震え人前で
茶碗を持つことを避ける様になり、酒もお猪口で
は受ける事が出来ずコップ酒になりグイグイあお
る。決まって他人より先に泥酔し、挙げ句の果て
はゴロツキと喧嘩、記憶喪失で翌日が大変だっ
た。会社に行くのが恐ろしく、休むと嘘をつき酒
を飲む。酷い時は春の選抜高校大会を始めから決
勝までの間、会社を無断欠勤し家族の心配をよそ
に毎日ビクビクしながら、まるで小心者であった
ようだ。職場でもどれ程数多くの迷惑をかけたか
図りしれない。大事な接待では客より先に泥酔
し、お客をほっぽり出し次の日目玉が飛び出るほ
ど怒られ、またある時は、客に支払いをさせる等
とんでもない人間であった様で接待から外される
事になり、独り酒になる。
しかし、この大酒も限度があったようでついに
出張先でダウンとなる。仕事が一区切りがつき、
安心感から大量の酒を買い込みその場で飲んで記
憶を失う。トイレで倒れているところを他人に発
見され、部屋へと運ばれていたことに失禁３日目
でようやく気づくが、ホテルを追い出されてしま
い、別の旅館へ宿泊。そこでも他人の酒を盗んで
は飲酒し、その場から逃げるように帰った。会社
に適当な報告後、帰宅。これからが家族が地獄を
見ることになる。二週間の会社逃避や朝から一日
中酒に浸り、食事も取らず栄養失調、歩く事も小
便も家族に尻を押さえられながらする羽目にな
る。家の中を這いずり回り狂言自殺、姉夫婦に怒
られ子供や家族に泣かれても酒は止められず、幻
覚と現実の世界で過ごす。困り果てた家族は相川
先生の自宅に電話する。翌々日病院に運ばれる
が、ここでも飲酒欲求が大きくなかなか入院とは
いかず、さんざん駄々をこねたものの、結果入院
となる。
ここが私の転機であった３ヶ月の入院生活の中
で結局は酒を止める事よりも、一日も早く退院し
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たいと寝食も問わず写本に逃避する。しかし、院
内例会断酒会との出会い、家族が私より先に断酒
会に入会したことで退院となるが、実際は断酒会
には行きたくなかったのが本音であった。嫌だっ
た例会も大先輩の叱咤激励でいつの間にか、毎日
例会に行くようになり、断酒会の虜になってしま
う。しかし実際は、仕事と毎日例会は大変であっ
た。食事は夜10時過ぎ、風呂に入るとテレビを見
る時間は全く無かった。
６年間、毎日例会に同行してくれた家族には、

大変な負担をかけ、断酒しながらも家族の人生を
全て奪う結果となった。家族の残りの人生は、私
が灰になるまでアルコールとの戦い。こんな事が
赦されてよいのか、深い反省と謝罪の念に心を痛
める毎日だ。定年を迎え人生の区切りに断酒を認
められ、会社の役員として勤務の継続が出来た事
は私の生涯を通じ家族にたった一つの小さなプレ
ゼントをする事が出来たと思う。
酒は無くても人生はあることに気付き、心より

幸せを感じている。人生は努力であり、如何なる
困難も屈する事なくおのずとして道は開けるもの
だ。
残りの人生を家族とゆっくりと過ごしたいもの

である。
終わりに私の依存発症過程と回復の道を記しま

す。

アルコール依存症発症過程
20歳から晩酌
酒気帯び、泥酔運転常習（20歳－46歳）
出勤途中で飲酒
毎日泥酔するまで飲む（20歳－46歳）

無断欠勤常習、運転中飲酒
自宅が分からなくなる
上司より叱責されるが反発酒量の増加
羞恥心の欠落（ホテル、車中失禁）
家庭、子育ての放棄
会社逃避（朝から連続飲酒）

アルコール離脱症状
発汗身体の硬直、手の震え字が書けなくなる
コップの水を溢す、震えで茶碗を持てなくなる
身体の震え、無意識に首が左右にうごく
幻聴、幻視、幻覚を自覚する

回復への道
精神病院に３か月の入院
精神病院指導断酒会入会に依る気付
（家族が先に断酒会入会）
断酒会例会出席酒害体験発表
（断酒初期毎日例会年間300回）
家族の病識の理解協力
（例会同伴、大会、研修会その他行事同伴出席）
依存症の節酒不可断酒のみを悟る
自立、職業復帰安定収入の確保
（平成３年１月31日退院３日目会社復帰）
例会体験談（過去、現在、未来を自身に言い聞
かせる）
断酒継続（平成３年１月31日入会現在に至る）
断酒会の中での役割役職を進んで就く
会社継続。断酒会と両立
（役員平成16年～令和２年３月退社）

以上
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旭川精神衛生協会の会報誌が創刊100号を迎え

ること、まことに喜ばしくお祝いを申し上げます。

旭川精神衛生協会趣意書には、「精神衛生の対

策は、医学、教育、司法、公衆衛生、社会福祉な

ど広範囲にわたる総合的な力の結集が必要である

と存じます。ここに、当面するこれら精神衛生上

の諸問題について市民、関係者が一堂に会し共に

研究、討議し、その知識の啓発につとめ、精神衛

生的健康の保持推進を図る目的をもって、設立し

た次第であります。」と宣言しておりますが、行政

や専門家のみならず多くの市民が主体的に参加す

ることによって、広く地域社会における健康の保

持増進を図ろうとするものです。

精神衛生という言葉も、公衆衛生の中の一部門

ですが、明治の初頭に内務省衛生局の初代局長の

長与専斎が「衛生」という言葉を用いたとされ、

彼はこの言葉に「生命を衛る」「生活を衛る」「活

きる権利を衛る」という三つの「生」を「衛る」

という意味を込めたと伝えられています。これは

現在いうところの公衆衛生の活動のみならず社会

保障や社会福祉の活動を含むものであり、広く一

般市民の活動を包含するものでした。

旭川精神衛生協会も、こうした行政機関や専門

家の他に、広く様々な団体や個人を集結して設立

されたと聞いています。そして、その活動や知識

を共有するため、この会報誌が創刊され今回100

号となったこと、御同慶の至りです。

さて、私どもの「旭川いのちの電話」の歴史的

経過については、本誌第96号にて簡単に紹介させ

ていただきましたが、旭川精神衛生協会の活動の

中から誕生したと言えるものです。

1979年７月に当協会のメンバーを中心とする

「旭川自殺予防懇話会」が発足し、その活動の中か

ら旭川に「いのちの電話」を設立することが課題

となってきました。そして、数名のメンバーが設

立の相談のために本州の既に開設している都市を

視察したと聞いています。翌年３月には「旭川い

のちの電話」設立準備委員会が発足しています。

この設立準備委員会には、当時の記録からは、医

師が勤務医や開業医の方々が10名程、宗教関係者

が仏教やキリスト教の宗派を問わず６名程、大学

や高校の教師が、福祉、法律、教育、心理等各分

野に専門家の方々が９名程、さらに行政機関等に

おいて各種相談業務に関わっている実務の方々が

参加しています。このように多くの方々が参加さ

れたのは、当協会の趣意書に見る「広範囲にわた

る総合的な力の結集」を目指して取り組んだ結果

といえましょう。

それぞれ専門領域の異なる専門家が旭川におけ

る「いのちの電話」の市民運動に関わりながら、

電話相談員の養成とその後の研修やスーパービ

ジョンに携わり、ボランティアである電話相談員

を支えてきたのです。「旭川いのちの電話」設立後

は、その組織の中に専門職会議として位置付けら

れ、理事会や運営委員会、さらには各種活動部会

等の諮問に答えたり様々な提言を行ってきており

ます。

「旭川いのちの電話」も誕生してからすでに４０年

を経過しております。発足時の情熱に溢れた専門

職の方々はもう居りませんが、試行錯誤を重ねな

がらも「旭川いのちの電話」の基礎を築き、いま

もなお多くのボランティア相談員の情熱に引き継

創刊100号を迎えて

創刊100号を迎えて
「旭川精神衛生協会」と「旭川いのちの電話」

社会福祉法人 旭川いのちの電話
運営委員長 三 上 正 明
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がれていることは云うまでもありません。

今回は、「旭川いのちの電話」における専門職会

議の役割について紹介させていただきたいと存じ

ます。専門職とは、「専門領域で長年にわたって

相談的援助に携わった経験」があることを条件に、

「旭川いのちの電話に対する深い理解をもって旭

川いのちの電話の諸活動に関わり、独自の専門的

領域における技能・経験を通して支援を行うため

に委嘱された者をいう。」とされております。様々

な諮問に対して審議し答申することは大きな役割

ですが、その他の専門職の業務として、これまで

担ってきた活動を紹介するとおよそ次のようなも

のです。

茨 養成講座との関わり

①受講希望者の作文評価と面接（受講希望者

には作文の提出が求められており、それに

目を通すとともに面接を行い受講者を決定

することになっています。）

②受講者が欠席の場合、講義の録音を聞いて

レポートを提出することにより出席とみな

すこととなっていることから、そのレポー

トの確認を行う。

③実習課程に進む前に、電話相談につく気持

ちの確認のため面接を行う。

④すべての講座を終了した者について、認定

会議において決定する。

芋 電話相談及び実地訓練（実習）のスーパー

ビジョンを行う。

鰯 相談活動の資質向上のため、専門性を生か

した研修・訓練を担う。

允 外部から講師派遣依頼があったとき、専門

職会議において調整を行い、専門職の中から

講師を派遣する。

以上のように、いのちの電話活動の根幹を成す

電話相談員の養成段階から始まり、相談員として

認定後のスーパービジョンや継続研修を担ってい

ます。相談員を支えるために専門職の人々に対し

て多岐にわたる活動が期待されているのですが、

開設から40年を経過した現在では、ボランティア

相談員の減少とともに専門職の方々の参加も減少

し、充分な活動が困難になってきています。各専

門分野の方々も特に現職にある方は、時代と共に

職場環境が大きく変化しており、多忙な中でのい

のちの電話への参加を躊躇するという声もあり、

すぐに協力いただけないのが実態です。

今回のコロナウイルスの影響により、生活不安

が拡大し相談件数が多くなっているにもかかわら

ず、全国の電話相談センターでは活動休止になっ

たところもありますが、旭川いのちの電話では困

難を乗り越え一日も休まず活動を継続できたこと

は、相談員たちの努力の賜物と考えております。

しかし、養成講座への参加者が減少＝電話相談

員の減少により、現在の活動を継続するのが精一

杯の状況であり、また、電話相談員の活動を支え

る専門職の減少も気になるところです。旭川精神

衛生協会の皆様に40年前の先輩たちの大きな情熱

を推し量りつつ、今後とも旭川いのちの電話への

ご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。



いのちの電話はいつもあなたを待っています
変化の激しい現代社会の中にあって、さまざまな不安や悩みを、打ち明けることができずに、

ひとりぼっちで悩んでいる人がたくさんいます。

いのちの電話は、このような人と、電話を通して話し合い、一緒になって考え、共に生きた

いと願い、ひとときも休まずに電話を受けつづけています。

どんな悩みでもお話ししてください
名前をいう必要はありません。秘密を守ります。思想や宗教を尊重します。

相談員は、訓練を受け、認定されたボランティアです。

いのちの電話のメンバーになってください
電話相談員としての参加を
相談員は無報酬のボランティアです。１年４ヶ月間の養成講座を受けてから相談員に認定さ

れます。認定後は、月に２回相談業務と１回の研修が義務づけられています。

２０歳から７０歳までの健康な方なら、だれでも応募できます。（資格、学歴は問いません）

養成講座は、心理学、人間関係論、カウンセリングなどの基礎的知識の講義、電話相談の模

擬実習と実地訓練などを行います。

受講生を募集しています。詳しくは事務局にお問合せください。

後援会員としてのご協力を
旭川いのちの電話は、相談員の無償の奉仕で支えられていますが、相談員の養成、研修、広

報、事務局などの費用に年間約１,０００万円の運営資金が必要です。そのために後援会を組織し

て、募金活動やチャリティーコンサート、バザーを行っています。

ぜひ旭川いのちの電話の後援会員になって、この活動を支えてください。

維持会員（毎年続けて寄付される方、年間１口）

個人会員……Ａ １万円 Ｂ ５千円 Ｃ ３千円 Ｄ ２千円

団体会員……Ｅ １０万円 Ｆ ５万円 Ｇ ３万円 Ｈ １万円

賛助会員（随時自由な額を寄付される方）

―社会福祉法人への寄付は税法上優遇されます。―

振込みは……（郵便振替）０２８７０－８－６７５６

振り込む手間のかからない「自動払込」もあります。

詳しくは事務局にお問合せください。 緯事務局（０１６６）25-2143

ひとりぼっちで悩まずに………

旭
川 0166－２３－４３４３

ふたりで話してみよう－しみじみと

社会福祉法人 旭川いのちの電話

受付時間／月曜日＝午前０時（深夜）～午後３時３０分

火・水曜日＝午前９時～午後３時３０分

（毎月１０日は翌日午前９時まで）

木曜日＝午前９時～午前０時（深夜）

金・土・日曜日・祝日＝２４時間
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第64回精神保健北海道大会 基調講演

テーマ：「人は、人を浴びて人になる
～自身と家族の病気に向き合った精神科医から、

“人”であるみなさんに伝えたいこと～」

講 師：夏 苅 郁 子先生 児童精神科医、医学博士
医療法人社団峻凌会やきつべの径診療所（静岡県焼津市）

本日は「心の病にならないために」というお話
ができるかというとそれは難しいと思います。現
代社会は努力すれば大丈夫という社会ではないと
思います。私はよく小学校の校長先生に「努力は
人を裏切らない」というお話をされました。とて
もよい言葉だけれども聞いていた児童が大人にな
り社会に出たとき本当に努力は人を裏切らないの
かな、と疑問をもつ子が必ず出てくると思いま
す。残念ながら本人の努力、家族の努力に関わら
ず一度も躓かずに生き抜くことはとても難しい時
代になっています。
「躓かないために」ではなく「躓いた人たちを、
どう支えるか」「人が回復するとは何か」、今一度
皆様と共に考えていきたいと思います。

私の母親は、精神科病院に入院していました。
私自身も医学生時代に自殺を図り、精神科にトー
タル７年間通院して、大量の薬を飲んでいまし
た。こうしたことを50代後半まで言えず、精神科
医として「あなた、病気の人です」「私、治す人で
す」という生き方で患者との間に一線を引いてい
ましたが、そういった考え方自体は、病気であっ
た母と自分自身への卑下となり、それがあまりに
も辛く医師を「やめたい」と思い続けながら診療
していきました。患者さんに対しては申し訳な
かったと思っています。
10年前、あるいきさつで母のことを本に書いて

出版しました。すると医学生や看護学生、福祉・
教育関係の学生や学校の先生からたくさんの感想

の手紙をもらいました。
「アルコール依存症の父親から殴られて育った
自分は、親のことを到底許す気にはなれない。そ
んな自分が医療者となって、患者に優しくなれる
のだろうか」、「双極性障害の母親は10年の入退院
の果てに自死しました。ジェットコースターのよ
うな家庭環境だった。自分の人生に今も解決でき
ない、大きな後悔が残っています。」等自身と同じ
生い立ちの人も多かったです。
この人たちは人を支援する側の人間になろうと
している、あるいは実際に支援者になっている、
けれども「自分の中の魔物」、誰かが誰かを許せな
いということはとても辛いことで、「魔物の心」だ
と思います。が、容易に追い払えないのだなあ、
とたくさんのお手紙を読んでそう思いました。
人はどうやって、そうした「魔物」から回復し
ていくのだろうか、そんな回復の一つとして、私
の本「人は、人を浴びて人になる」を紹介します。
母の発病から半世紀の家族の物語です。消えるこ
とのない後悔もたくさんあるけれど、全てが「宝
物」だと思っています。韓国で翻訳・出版された
ものは表紙が二重になっています。表紙を１枚め
くると（視野を広げてみると）周りにはとても素
敵な景色があるということ、人は困難なとき全体
を見る余裕がなくなり、周りのすばらしい景色に
気づかない．他人の経験は「こんな捉え方もある
のか」と視野を広げる助けになるということを韓
国版の二重の表紙はそう示唆していると思いま
す。視野を広げるヒントの一つとして、私の「家
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族の物語」を聞いて下さい。
父は製薬会社の営業マン、母は看護師・管理栄

養士で私は一人娘です。母は結婚前から統合失調
症を発病し、精神科に通院していましたが、父に
はそのことを隠して結婚しました。その後私を出
産しますが、母は病弱だったため結核にかかり２
年半隔離病棟へ入院したので、２歳から５歳まで
父方の伯母に預けられて育ちました。父からみれ
ば、娘はいなくなり母は入院ということで心も荒
んだのでしょう。母が結核が治って帰って来たと
きには父は愛人宅から帰ってこない人になりまし
た。そいうことも母の病気が悪化した原因で、母
は私が10歳の頃から、子どもの目から見ても変だ
と気づく症状、統合失調症が再発します。けれど
も自分も父も病気だと聞いていないのでわから
ず、５年間そのまま放置し、とうとう、悪化に悪
化を重ね急性幻覚妄想状態となり、大暴れして精
神科に強制入院し、その後離婚させられます。私
は父に引き取られ10年間、母と会うことを拒絶し
ていました。私を出産した当時の母はとても笑顔
の素敵な人でしたが、その笑顔が壊れていきま
す。母を間近に見ていて「人間って壊れる」、「人
間が壊れていく」とはこういうことかと、そう思
いました。まず、家事を全くしなくなり家の中は
ゴミ屋敷、それに幻視があるようで、私には何も
見えない空間に向かって、夜中に突如大声で叫ぶ
ので、とても怖くて夜も眠れませんでした。時々
躁状態になって、家のお金や父の貯金も全て引き
出してダイヤの指輪を買ったり、家出や自殺未遂
を繰り返したりしたので、私は学校に行っている
間も、「今母は何しているんだろう」と心配でした。
私は11歳の時、細菌性髄膜炎になりましたが、

母は病院に連れて行ってくれず、40度以上の熱が
何日も続き、意識障害から錯乱状態になりまし
た。母はようやく正気に戻り病院に連れて行って
くれたのですが、うんうんと唸っている私の枕元
でけらけらけらと高笑いしながら、「ここまで放
置しとくとこの子は、後遺症が残るかもしれな
い」と担当医に言われたと言ったのです。
私は熱にうなされながら母の顔をみて「お母さ

んって看護師だよな、これからは親を当てにしな

い」とそう思いました。
よく「夏苅さんはどうして精神科医になった
の？」と聞かれます。大体お母さんの病気を治し
たいからと思われていることが多いです。だけど
実際はそういうわけではなく、身勝手な親と身な
りの汚い私をいじめた同級生、世間すべてへの恨
み、私の人生の努力のすべてはその恨みを原動力
にしているのです。でも、恨みによるエネルギー
は良くないです。復讐では人は幸せにはなれない
と思いました。猛勉強をして医学生になりました
が、医大の入学式で100人の新入生を見て「自分
は、この中で一番不幸になる」と思いました。な
んでそう思ったかはわかりません。ただ「幸せに
なれる」という考えが、全く浮かばなかったので
す。実際その通りになっていきました。
私は次第に病んでいき、医学生の時、リスト
カット・摂食障害・自殺未遂を起こし、「精神科に
通うか、大学をやめるか、どちらかにしろ」と言
われ、母と同じように精神科に通院しました。な
ぜ病んでいったのかと言うと「孤独」です。大学
には、６年間通っていましたが、人とのつきあい
方がわからず一人も友人が出来ませんでした。
やっと卒業して医師国家試験に受かったのです
が、こんな学生だったので精神科以外からは雇っ
てもらえず、主治医だった精神科の教授が「おま
え行くとこないんだったら、ここにくるか？」と
いわれ、仕方なく精神科医となったのです。た
だ、おこがましい言い方ですが、今は精神科医は
天職だと思わせていただいています。
母とは、医師となって４年目に友人の介添えで
10年ぶりに再会、そこで初めて母の主治医と会い
母の病名を聞きました。今もそうですが、精神の
病気については家族も医者も子どもには特に教え
ないという悪い傾向があります。子どもだけ家族
からのけ者状態です。
家族への思いは医大生になっても続きます。あ
る日、倫理学の授業で「家族について」というレ
ポートの宿題がありました。私の一番トゲの部分
です。書き進めるうち、父も母も殺したくなり、
カバンに出刃包丁を入れてうろうろと歩いていた
ことがありました。なんでそう思ったかというと
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「この不幸は続く」と思ったからです。親から子
へ、子から孫へと続く「不幸の連鎖」を私も両親
も死んで、私の代で止めたいと思ったからです。
私にとって殺人はあらゆる「理不尽」への解決と
いう正当な意味合いを持っているんです。でも結
局、相手ではなく自分に向かって刃物を突きつけ
ることになり、自殺未遂をしてしまいました。
誤解を招くことを覚悟で言いますが、殺人と自

殺は紙一重だとそのとき、そう思いました。ある
方から「あなたはなぜ両親を刺さなかったんです
か？やはり肉親への愛情からですか？」と聞かれ
ましたが、私は「愛情なんかじゃありません、タ
イミングです」と答えました。

人が「死」を想うとき、「死の器の目盛り」が
100になったら決行（自殺または殺人）すると考え
ると、普通の人の目盛りは０～10くらいですが、
大変な経験を重ねると20、30…50、60と目盛りが
増えていくかもしれなく、私は本当に危ないのは
目盛りが98～99の人で、世の中には結構いると思
います。その人達はどこにも相談には行かず、も
ちろん病院にもかからず、うろうろ、うろうろさ
れているんです。そうした方達ってちょっとした
行き違い、例えば朝どこか行こうとして、玄関を
出て自転車に乗った、「あ、自転車パンクしてた。
そうだな、今日やろうか」みたいにほんの些細な
ことで１や２がいっぱいになってしまう。よくマ
スコミが猟奇的な事件を「犯人の心の闇」なんて
言いますが、心の闇ではなくタイミングが合っ
ちゃっただけなんじゃないか、そう思います。悲
しいことに人は５分先を予測出来ませんからタイ
ミングまで操作できません。自死遺族の方へは
「どうか自分を責めないで」とお話します。ご遺族
はあの時「もう１時間、話を聞いていたら」とか
「あの時、あの子を送り出さなかったら」と自責の
念に苦しんでらっしゃいます。でもそれは出来な
いのです。死への願望が少しずつ貯まって、99／
100になってしまう前に、タイミングが合ってし
まうとお終いなので、誰かが関わることが唯一の
方法ですが、関わるのは、家族じゃ難しいかもし
れません。専門職でなくても構いません。私を

救ってくれたのはそういうひとたちです。
99／100の状態だった私にとって、母との再会
は大きな転機でした。10年ぶりの再会、母はクリ
スチャンでしたので、「娘との再会は、神様の贈り
物」ととても喜んでいました。一時は母を引き取
り一緒に浜松で暮らしていましたが優しい娘には
なれず、母も病気の影響からか気遣いをすること
が出来ず、結局母は北海道に戻り、一人暮らしを
続けました。私が唯一出来たことは、母に生活費
を送り続けることでした。
晩年の母は孫の誕生を喜ぶものの「たまには孫
連れて帰るよ」と言うと「俳句に忙しいからくる
な」とはね除けました。母は無名ですが生涯文学
者で、精神科病院入院中も大学ノートにびっしり
と小説を書いていました。（スライド－句集、看
護師時代の写真）この句集の出版は、母の晩年を
キラキラと輝いたものにしてくれました。父と離
婚後、生活のために病名を隠して看護師として働
いていたようですが、ちょっと変というのがわか
るのでしょうか何回も解雇されていました。
当時のことを母が亡くなった後、母が通ってい
た教会に母はどんな様子だったのか訪ねると、シ
スターは「娘に会えない寂しさで教会に泣きつい
ていましたよ。でも明日あなたを待っている患者
さんがいるでしょ？と励ませば、しゃんと背筋を
伸ばして、ひとりぼっちの家に帰って行きました
よ。」と教えてくれました。本当に申し訳なかった
と思います。
「生か死か 二つに一つ 隙間風」母が遺した句
に凄まじいほど真剣だった母の生き方を感じま
す。発病による家族との断絶の中で母を支えたの
は、文学への情熱と信仰、看護師としての職業意
識だったと思います。医学による診断や精神症
状、病気への偏見などものともせず、母は母らし
く最期まで生き抜いた、私は世間的な意味での幸
せとはわからないけれど、これは、母の「幸せ」
だったのだと思います。

次は私自身の病と回復を考えてみたいと思いま
す。何が私の症状のリスクとなり、何が回復に寄
与したんでしょうか。精神疾患は遺伝も環境も原



旭川精神衛生 第100号 2022年３月

― 20―

因となる多因子疾患と言われています。遺伝子だ
けでもなく環境だけでもなく、運因、つまり偶然
ということもあるのだと思います。これは精神疾
患だけではなく、がんにも言えることです。がん
遺伝学の大家Vogelsteln,Bらにより、がん発症は
遺伝要因・環境要因に加えて偶然が大きく寄与す
ることが生物統計学的手法で立証され、発症の大
部分は「その人のせいではない」と書いてありま
す。小精神療法で著名な精神科医笠原嘉先生が
「『運」というものが人間にはあり、大抵の病気の
発生にはつきまとう。精神病も例外ではなく、
『運因』と言ってよいのである。第一線をいく精神
科医こそ、この『運因』をもっともよく知ってい
るはずだ。われわれ平均人健康人より、遺伝、家
庭関係、能力、対人関係、その他において一寸ば
かり不運が重なったのであって、そんなに違いは
しない。精神医学的ケースとは元来そういうもの
ではないか。」と言っておられます。精神疾患と
「環境要因」についての研究では、小児期の逆境
（精神的・身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、い
じめ、両親の離婚や喪失）と精神疾患への移行と
の関係などたくさんの論文があります。何が言い
たいかと言うと「いじめられたからなった」とか
「母が精神疾患だから遺伝でなった」とかそんな簡
単なものじゃなく、ライフサイクルを通して考え
なければならないということ。こういった文献を
読み、私が思うのは、本人や患者さんが自覚する
もっと以前（出生前・周産期）からのさまざまな
因子と遺伝因子が積み重なり、精神疾患と関連し
ているということ。気をつけなければいけないの
が「ハイリスクだから精神疾患へ移行しやすい」
と決めつけるべきではないと、警鐘を鳴らしてい
ます。「診断」へ誘導するのではなく、環境要因の
リスクをきちんと捉え予防する、とくに妊産婦ケ
アの必要性が示唆されています。

私の精神症状の背景にある「リスク因子」と回
復をもたらした「保護因子」についてお話ししま
す。人はリスク因子と保護因子が偶然により重な
り合いながら、生きているんだと思います。私の
人生の最初のリスク因子は生まれる前、妊娠中の

母の状態が悪かったことです。母は結婚前から統
合失調症を発症、結婚後は通院を中断していまし
た。ストレスからか妊娠中に喫煙、妊娠中も不眠
に苦しみ今では使われていない非常に強い睡眠薬
を常用していましたから、私は2,300ｇと未熟児で
生まれました。私はここで運を感じたのは、妊娠
の時期です。妊娠中に飲むと危険を生じるサリド
マイドが発売される４年前に母は妊娠していまし
た。もし母の妊娠がもう４年後だったら…母はサ
リドマイドを躊躇なく飲んでいたと思います。私
は運因をすごく感じました。青年期に精神症状を
発症した私の脆弱性は、遺伝以外に出生前や周産
期の問題もありました。だから妊産婦ケアは大事
だなと思います。
私の最初の保護因子はなにかというと、結核で
入院中の母に代わり、伯母が私を２歳から５歳ま
で預かり、我が子の様に育ててくれたことです。
私の幸運は、２歳から５歳まで人格形成で一番
大事な時期に伯母に１対１で可愛がられて育った
ことです。後年私は何回か自殺を図ったんです
が、最後の最後に踏みとどまれたのは一つはタイ
ミング、もう一つは「幸せになりたい」と願えた
こと。そう願えたのは幼児期の伯母との「１対１
の愛着体験」があったからだと思います。何の保
障もないことを前向きに願うこと、それを支えた
のは、人との愛情があったからなのです。それが
ないと人はものすごく自棄になっちゃうのではな
いかと思います。ただ、５歳になると母の元へ返
されました。かつて住んでいた従姉弟の家に遊び
に行くと、清潔な家、優しい伯父と伯母、おいし
い料理…何もかも私の家とは違うと心底従姉弟が
羨ましかったです。だけど、不思議と従姉弟のこ
とは恨みませんでした。それは小さい頃から兄妹
のように一緒に遊んでかわいがってくれたからだ
と思います。このことが私が「恨み100％」の人間
にならなかった理由であり、伯母のおかげだと
思っています。
第二の私のリスク因子ですが、それは家の生活
そのものです。父は愛人宅に入り浸り、たまに家
に父が帰ってきても母を殴り、その逆のことも多
く、夜中に二人の大声でよく目を覚ましていまし



旭川精神衛生 第100号 2022年３月

― 21―

た。ただ私は二人ともどっちもどっちだと冷めた
目で見ていました、母が病気だとは知らなかった
ので…。
青年期の私の逸脱行動、ここから私の破綻が始

まります。今からお話しすることは皆様のひん
しゅくを買うかもしれません。でも私の回復には
必要な事柄でした。まず私と父の関係、母の発病
から父の再婚まで私は何の心配もかけない本当に
「いい子」でした。ただ母の再入院・離婚・父の再
婚。父は母を追い出して、若い女性と再婚しまし
た。私はそんな父が許せませんでした。なぜなら
あれだけのことを父がやって母が病気になったの
だと思ったからです。私は19歳を境に荒れに荒れ
た生活となり、リストカット、拒食、過食を繰り
返し、それでも気が済まず、父と父の新しい家族
へ「復讐してやろう」「ぶち壊してやろう」と思い
ました。それでどれが父に一番きつい復讐になる
かと思ったら、父と同じことをすることでした。
つまり、父と同世代の既婚男性との恋愛を繰り返
したんです。本当に苦しくて自分がボロ雑巾に
なっているみたいでした。苦しくて苦しくて仕方
なく、依存性の強い精神科薬を過量服薬したりし
ました。でも、私は後悔していません。みんな優
しくて、少なくとも私を孤独から救ってくれたの
は「ひと肌くすり」でした。当時の私には「手っ
取り早く、人との距離を縮める唯一の手段」だっ
たのです。
なんでこんな話をするかというと、ある里親の

会で、10代で妊娠・出産した女の子がいて、子ど
もを育てきれず里親に預けました。里子は小学３
年生にして、近所の道路工事の作業員にまで媚び
を売るんだそうです。それを見た里親さんはため
息をついて「やっぱりあの母親の血筋なんでしょ
うか？」と聞かれ、私は悲しくなって自分の話を
しました。そうした環境下で育った子どもたちは
寂しいんです。寂しくて居場所がなくて、人とう
まく関係を結べない女の子にとって、手っ取り早
く「愛情のようなもの」を手に入れられるは、異
性関係です。「血筋」などではありません。「まっ
とうな関わり」を今からでも築いてください、そ
うしたらきっと、この子は落ち着きます。人の手

があれば、歴史は繰り返さずに済みます。児童期
から思春期に両親の愛憎を見続けることで手っ取
り早く「安定（保護）」を得ようとするため、性的
逸脱行動・薬物依存に走りやすいのです。きれい
事だけでは回復の実態を伝えられないので、私が
どう思われようと同じような女の子たちの気持ち
を代弁していきたいと思います。破滅的な行動の
裏にある気持ちをどうか知って下さい。
こんな私にとって、薬物療法は第二の保護因子
でした。医学生５年時からドグマチール・ルジオ
ミール・レボトミン・ベゲタミンなど７年間服用
していました。多剤大量投与でしたが、過敏で一
日中静まることがなかった私の脳を「保護」をし
てくれました。当時は知覚変容（物が歪んで見え
る、ただの壁のシミが人の顔に見える）、注視念慮
といって360度人から見られているなどの症状が
あり、服薬していなくてはどうなっていたかわか
りません。医学生でもあるし服薬への理解はあり
ましたが、副作用がとんでもなく頭はぼうっと
し、口が渇き喋れない、便秘、立ちくらみ等あま
りにも副作用が酷く、医師国家試験の真っ最中で
したから「こんなもの飲んでいたら勉強出来ない」
と、貰ったばかりの薬をすべて駅のゴミ箱に捨て
てしまったことがあります。当然、急な断薬はと
んでもないことになり、その日から、眠れず・食
べれず・話そうとしても言葉さえ出ず、壊れたロ
ボット状態になりました。断薬はあきらめ、同級
生の３倍も５倍も時間をかけて暗記をしました。
鬼気迫る顔で勉強していたと思います。これ
は、向上心ではなく「恨み」の力です。ひたすら
主治医の指示に従い、副作用に耐え症状が落ち着
いたことを繰り返し伝え、減薬をしてもらいまし
た。
薬が減るということは嬉しいことで１錠減るご
とに顔を上げて街を歩くことができました。ある
日「じゃあ、今日から薬やめてみましょうか。」と
言われた日のことが忘れられません。通勤中のバ
スの窓から見える景色が、昨日とは違って見えま
した。だから、今もずっと薬を飲まなくてはなら
ない辛さは、本当に計り知れないと思います。
「いつまで飲むのか」とゴールの見えない薬物療法
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を延々と続けるというのはとてつもなく辛いこと
です。「本当は薬など飲みたくない」けど服薬せざ
るを得ない患者さんの葛藤を理解した上で、処方
しましょうと、日本中の精神科医へ伝えたいで
す。今、自分自身にも言い聞かせています。
第三の保護因子は医療職ではない「普通の人た

ち」が私に関わってくれたことです。例えば、絶
縁していた母と10年ぶりに再会させてくれた知人
です。彼女は一人っ子だった私に本物の姉のよう
に接してくれ、茶碗の洗い方・味噌汁の作り方・
掃除の仕方まで教えてくれました。「女の子はお
しゃれをすると元気になるから、おしゃれをしな
さい」など今まで知らなかった生きるための知恵
を彼女から教えて貰いました。その彼女から「あ
なたはお母さんと会わないと幸せになろうとさえ
思えないから、お母さんに会いに行こう」と言わ
れ、彼女の立会いで母に会うことが出来ました。
ただ．その日彼女から「相談料」として100万円を
請求され、私は支払いました。なぜなら今彼女の
手を離したら、自分はきっとまた死を考えてしま
う、私にとって彼女の手は芥川龍之介著「蜘蛛の
糸」の中のお釈迦さんの垂らす糸だったんです。
今でも彼女には感謝しています。お金の請求を

されてから、彼女に電話で相談しようとすると
「電話１回５万円払うくらいなら自分の頭で考え
てみよう」と思うようになりました。彼女のおか
げで依存せずに済んだ、丸ごとの善意は、決して
治療にならないと学びました。
もう一人は在日韓国人だった親友で、彼女も

「日曜日が寂しい女」でした。彼女の本当に「男性
を愛する」という姿が私の胸を打ちました。自暴
自棄のような恋愛を続ける私を見て怒らず「寂し
いからそんなことするんだよ、何をやってもいい
から這ってでも生きていけ」と言ってくれたので
す。実際に、這ってでも生きようとした彼女の真
摯な生き方が私を変えました。そんな彼女の生き
様から「自分を大切にした恋愛・結婚をしよう」
と真面目に生き始めた私を見ていたのが今の主人
です。結婚したとき自分に約束したことは、どん
なことがあっても我慢して「家庭を大切にするん
だ」ということ。今でも守っています。

私の最も身近なサポーターは夫かもしれませ
ん。結婚したときも今も夫は母のことも、私の過
去も何一つ聞きませんでした。それでいて私と母
がケンカすると、夫はいつも母の味方をしてくれ
ました。私は、夫の対応を善意ある無関心と言っ
ています。マザー・テレサは「人に対して一番冷
たい仕打ちは無関心である」と言っています。そ
の通りだと思います。ただもう一つ、善意ある無
関心ってあると思います。なぜかというと自分の
気持ちがまだ精算できていない時に関心を持たれ
て、色々聞かれると後で後悔するような言葉を
言ってしまうかもしれない、聞かれなかったから
言わなくて済む、口から出た言葉は引き返せない
「言葉は怖い」両親の罵詈雑言を聞いて育った私の
実感です。傍にいてくれて何気ない会話をしてく
れたこと、これが私が言う善意ある無関心で本当
に感謝しています。人が回復するには難しい技法
や心理学の理論より「具体的な生活支援＋善意あ
る無関心」が一番だと思います。
この頃の私は、処方される薬の量もわずかに
なっていましたが、慢性的な希死念慮は消えてい
ませんでした。いつも死にたいと思っていた私は
不謹慎にも「死の近くにいたい」と思っていまし
た。
教授から「おまえ、日本のキューブラー・ロス

（「死ぬ瞬間」の著者）になれ」と無理難題を言わ
れて、日本のホスピス第一号である聖隷三方原病
院を訪れました。若い臨床心理士と二人でなす術
もなく呆然と立っていたそんな心細さを患者さん
は気の毒に思ってくれたのか、患者さんの方から
声をかけてくれました。貴重な限られた時間の中
で私に話をしてくれたことは、私に人間らしい感
情と意欲を取り戻させてくれました。
私の医師としての原点は日本の終末期医療の草
分け的存在の柏木哲夫先生だと思っています。
精神科医が運営しているホスピスがあると聞い
て、35年前のことですが、柏木先生に手紙を書き
ました。柏木先生は手紙を読んで会ってくださ
り、私を病人でなく普通に扱ってくださいました。
そして私は精神科病院に勤務しながら２年半、
先生の回診につきました。柏木先生はいつも「あ
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なたのために、私は何ができますか？」と患者に
聞くのです。それともう一つ「あなた死ぬ人、私
生きる人」ではなく「あなた死ぬ人、私もいつか
死ぬ人」という姿勢を持っておられまして、命と
死、健常と病は連続性があるんだと思いました。
こうしたホスピスを経験して「あなた、病気の人」
「私、治す人」として患者さんとの間に線を引いて
いた私の診療姿勢が、少しずつ変わっていきまし
た。この変化はその後の人との出会いにより、私
が大きく変わる「下地」となりました。
2,500人を看取った柏木哲夫先生の言葉で「人が

安らかに死ぬためには３つの和解が必要だ、自分
自身との和解・親や身近な人との和解・超越者
（人間を超えた存在）との和解」、私はこれを聞い
て、そうか私が母と自身のことを公表したのは和
解のプロセスだったのか、と思いました。
第四の保護因子は母と自分のことを公表後全国

を回り、「私と家族の物語」を何百回と聞いても
らったことです。「語ることは、治療になる」。で
も、「聞いてくれる人がいるから、語れる」という
ことで聞いてくれた方々へ感謝します。
「人は、人を浴びて人になる」という演題です
が、これは草柳大蔵さんの「午前８時のメッセー
ジ99話」に出てくる言葉なんです。私は長い間「人
の言葉は人を殺す」「人は人を浴びて壊れていく」
と思っていました。そんな私を出会った人たちの
言葉が変えてくれ、人が放つ言葉の多くは温かい
ことを教えられ、私は「まっとうな」人間になれ
たと思っています。
「母との和解」、私は講演でいつも母が作り、母
が着ていた服を着て話します。母は売血までした
生活苦の中で、自分にできることで家を守ろうと
洋裁の腕を活かし、服を作っていました。病人と
してではなく、そんな「母の生き様」を見て欲し
くて、母の服を着て講演しています。またコロナ
が落ち着いたら母が作った服を着て講演に伺いた
いです。
ある作業療法士の方から「夏苅さんのお母さん

の服を見て僕は、作業療法の原点を見た思いで
す。なぜならお母さんは亡くなっても、作品は残
り、夏苅さんや多くの人の回復に寄与し続けてい

るから。」と言っていただいたことも私を支えてく
れています。

ここからは、過去の講演でいただいた質問の中
から２つ紹介します。
ひとつめは、息子さんが自殺未遂をしたお父さ
んからの質問です。
「親としてはもう済んだことだから、生きてい
てくれたらそれでいいと思っているのだが…息子
は何度も謝ってばかりいる。」「夏苅さんは自殺を
２回図ったと伺いましたが、失敗したときに何を
考えましたか？助かって良かったと思えるのか、
それとも悔やむのか？その後の人生にはどう影響
しましたか？」と聞かれました。
私の答えは「失敗の後、少なくとも私は助かっ
て良かった」とはそのときは思えなかった。なぜ
なら何も解決していないからです。自殺を図るこ
とは、どれだけ周囲へ心配と迷惑をかけるかわ
かったので、すぐまた実行する気にはなれなかっ
たけれど、何年も腑抜けのような状態で前向きに
はなれなかった。「早く忘れて、前を向いて欲し
い」ではなく「何度も謝りたければ、謝らせてあ
げて欲しい。謝っていくうちに、その人の時間の
中で治まりがついていくのでは？」と思います。
ふたつめは、「夏苅さんが病気から回復できた
きっかけを教えて下さい。」
研修医になって２年目に外来診療をすっぽかし
て自殺未遂をし、長期療養を言い渡され父の後妻
さんと連れ子さんが住む家に身を寄せていました
が、身の置き所がありませんでした。もう１回自
殺を図りたくても、直前に自死した同僚の姿とご
両親を見て、それもできませんでした。部屋にこ
もりタバコ一日40本、大量の酒と眠剤を浴びるよ
うに飲み、寝るだけの毎日…こんな日々が何ヶ月
も続き、家の中でも孤立していました。同級性の
一人が「お父さんは、あなたが良い医者になるこ
とを望んでいるのではなくて、あなたが幸せにな
ることを望んでいるんだよ」と声をかけてくれま
したが、そのときは心には響きませんでした。あ
る日、久しぶりに外を眺めたらコンビニが目に入
り、そこまで歩いてみようと思いました。それか
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らなんとなく毎日、少しずつ歩く距離を伸ばし
て、帰り道に小さな神社で鈴を鳴らして柏手をう
つようになりました。何に対して拝んだのかわか
らないし、前向きに生きる気になったのか、とい
うとそうでもなかったのですが、ただ、今考える
とひたすら歩いたことがすごく良かったように思
えます。神頼みの願掛けも頼るところがない私に
は希望となったのです。なぜ歩こうという気に
なったのかは、今でもわかりません。強いて言え
ばそこにコンビニがあったからだと思います。長
い時間と休息の間に、自分でも気づかない変化が
起きたのかもしれない。その後の人との出会いで
私は回復したけれどその根底にあるのは、決して
何か「特別なきっかけ」ではないのです。目的が
なくても、当てがなくてもただただ一日、一日の
生活を続けた自分でも気づかない「強さ」だった
のかな、と。
「当てはないけれど待つ」回復にはこうした強さ
も必要だと思います。躓いた人を支える方は、ど
うか人薬・時間薬をあげてください。人薬とは信
頼できる人に相談出来る、孤立させない・仲間が
いるということ。時間薬とはその人が回復するま
で、周囲は焦らず待つことだと思います。待つと
いうのは最大の支援かもしれません。

ここからは支援者に向けたメッセージを伝えた
いと思います。誰かから「私は生きていてもいい
のかな？」と聞かれたら…皆さんは、なんと答え
ますか？
ある少年の例をあげたいと思います（あくまで

これは架空事例になります）
母親は未婚の10代で本児を出生、出産後児の父

親となる男性と結婚したが生後３か月の本児を置
いて家出し、以後行方不明。児は父方の祖父宅に
預けられ生育。父との再婚に伴い遠方にある父の
家で、父・継母・腹違いの妹と暮らし始めるが、
継母とは対立を繰り返す。結局、祖父宅に戻り地
元の中学に転校、祖父からは「突然転がり込んで
きて、迷惑だ」と言われる。転校先の中学でいじ
めを受け不登校となり、当院を受診。延々と継母
への憎しみを語る。「中学を卒業したら遺書を書い

て自殺します」と彼は言った。中学の担任はびっ
くりして「生きたくても生きられない人もいるん
だぞ」と彼を諭すが「それなら死ぬとき臓器移植
のドナーになる。生きたい人の役に立つから」。
児童相談所も介入はしているが、虐待の事実に
ついての証拠ははっきりせず、継母に対して法的
措置は何もされていない。ただ、本児は継母と同
世代の女性を病的に怖がり、医師から見ると被虐
待が推定された。ただ、親権は実父にあるため、
入院などの思い切った対応ができなかったので
す。
彼は病気なのか？彼の訴えを聞いて、自分の子
ども時代を思い出しました。精神科は「病気」を
治すところであって「人生」を治す力はない。Ｔ
ＡＬＫ（文科省の自殺対策）の原則を用いたくて
も、常時寄り添う人がいないし、児相の一時保護
も要請したが、「死にたいという子は保護できな
い」と断られました。精神科への入院は本人が同
意していないし強制入院はかえって悪化する可能
性があります。
今、できることは児相と綿密な連絡を取り合い
ながら、全く応じようとしない実父に根気強く協
力を求めること。毎回「今度も待っているから、
必ず来てね」と本人に声がけをすること。現在は
継母への恨みがある意味生きる支えになっている
ので、虐待の事実関係を聞き続けることです。
99／100になっている彼に、最後の１が訪れな
いように関わっているそれぞれが、今できること
をやる。時には「先生の診療代を払うなら、自分
の好きなものを買った方がまし」と言われます。
だけど、祈るような気持ちで、綱渡りのような毎
日を続けていくしかない、魔法はないのです。コ
ツコツと他者の関わりを積み重ねていくしかな
い、それが正しい方法なのだと思います。
誰かが一生懸命に支えようとしても先が見えな
い中を不安いっぱいで進み、気づけば失敗に終
わっていることもあるかもしれない。どんな結果
であっても、自分の支援が無駄にみえたり、合理
的ではないと思えたりしても、へこたれないでく
ださい。
人間一人を健康にするには、個人の努力だけで
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は、どうにもならないことが多いと思います。回
復は、人と時間がバトンリレーのように繋がり、
成り立つもの。支援者はささやかで大切なバトン
の一つだと思います。20年間、子ども達と関わっ
て思うことは成人後にその子が「幸せ」と思える
かどうかは、重症度とは
比例しない、社会適応のスキルを教えても、本

当の自分を押し殺して「スキルを使う」ことは、
自尊感情を壊してしまう。時には歩みを止めて
「その子らしさ」を認める関わり、何より「その子
を愛しむ」関わりが「自尊感情」を育てることに
なると思います。自分がやってきた療育プログラ
ムが「社会適応」への技術を教えるだけではなく、
１人の子にこれだけの人と時間をかけ「親子を孤
立させずに」長期経過を追ったことにも役割があ
るのだと腑に落ちました。これは発達障害に限ら
ず、すべての親子支援に言えることだと思いま
す。遺伝要因・環境要因・偶然要因（運因）、これ
らの前では人間は無力だけれど「自分を認めてく
れる人」の関わりは何よりの「保護因子」だと思
います。

最後に、先生から最近の活動の紹介がありまし
た。

１ 家族会「みんなねっと」の理事にさせてい
ただきました。
２ 日本精神神経学会の代議員に当選しました。
117年の学会の歴史で、当事者・家族が代議員
になったのは初めてで、当事者・家族と医療者
の橋渡しをさせていただこうと思います。
３ 夏苅アンケート「当事者・家族は精神科担
当医をどのように評価しているのか」の自由
記述の解析をしました。日本中の精神科医・
当事者・家族に見てもらえるよう冊子を作る
予定です。
４ 新刊を出版しました。「精神科医療の７つの
不思議 病院では聞けない話、診察室では見
えない姿」公表から10年間、全国を廻って感じ
た日本の精神科医療の実態を書いています。

ご静聴ありがとうございました。

（御講演の後、会場からの質問に丁寧に回答して
いただきました。）

（紙面の都合上、講演内容は一部割愛していま
す。）
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私たち一般社団法人道北地方物質使用障害研究
会（以下：略称の「ポラ研」と表記）の設立経緯
から紹介します。
ポラ研は、更生保護関係者の呼びかけにより、

地域の医療、保健、福祉機関の有志が集まり、薬
物やアルコールなど物質使用障害の当事者が、適
切な回復支援を受けられる地域支援を目的に、平
成26年11月27日に任意組織として設立された団体
です。その後、平成29年２月22日に一般社団法人
として組織変更し、次の事業を中心として地域内
外の関係機関・団体と連携・交流することで、新
しい支援者の育成や啓発、地域のネットワークづ
くりにも貢献する活動を展開してきました。

主な事業
焔道北地域の物質使用障害者の回復支援セミ
ナー「PolarBears（ポーラーベアーズ）」
の開催

焔物質使用障害者支援の地域への普及・啓発
のための学習会・記念フォーラムの開催

焔物質使用障害者のサポート技術を高める支
援、支援者の情報共有の場の提供

焔医療・保健・福祉・司法機関・民間支援団
体との連携

設立の翌年11月、国では違法薬物等の使用を原
因とした物質使用障害への対応と、国及び地方公
共団体、民間団体とが連携して総合的に再犯防止
施策を講じる必要性が示され、物質使用障害者の
回復支援等について地域の医療機関と有効かつ緊
密に連携し、お互いの責務や役割、機能に応じた
効果的支援の実施を図る目的で、「地域連携ガイ
ドライン」を制定し、支援体制の充実等について

の方向性が示されました。
平成28年12月、国では「再犯の防止等の推進に
関する法律」を制定し、平成29年12月に「地域再
犯防止推進計画」が閣議決定されました。
その後、平成30年度には、国及び地方公共団体
と連携して再犯防止に関する施策を推進するた
め、「地域再犯防止推進モデル事業」がスタートと
なりました。
旭川市では、これに即応して「物質使用障害者
の立ち直りと回復を地域で支援すること」を目的
に、国からの委託を受け、このモデル事業に取り
組むこととなりました。
このような中、旭川市の実施するモデル事業と
私たちポラ研の活動との取組み方向が一致してい
たことから、平成30年11月からの３ヵ年間受託事
業として実施してきたところです。ポラ研を取り
巻く環境変化のスピードが速い中、それに対応し
た事業展開を行い、令和３年11月で満７歳の誕生
日を迎えたところです。
次に 活動している事業の２本柱について紹介
します。

《道北リカバリーセミナーPolarBears
（ポーラーベアーズ）の開催（直接的な支援）》
覚せい剤、シンナー、大麻危険ドラッグなどの
違法薬物をはじめ、アルコール、処方薬などの依
存で悩み苦しんでいる当事者の人たちのためのリ
カバリーセミナーです。毎月第２、第４木曜日の
午後６時30分から１時間、ＳＭＡＲＰＰ（せりが
や覚せい剤再使用防止プログラム／Serigaya
MethamphetamineRelapsePreventionProgram）
の教材として開発されたワークブックをもとにグ
ループミーティングを行いながら、薬物などの依

第64回精神保健北海道大会 旭川精神衛生協会長表彰受賞団体

一般社団法人道北地方物質使用障害研究会（略：ポラ研）

アディクションに優しいまち旭川に
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存症からの回復のキッカケをつかんでもらうこと
を目的として開催しています。
メンバーもスタッフも“アノニマスネーム”を

使用するので、基本的にはお互いの本名やどこに
住んでいるのかもわかりません。刑務所を出所し
てきた人、更生保護施設に入所中の人、家庭のあ
る人、家族から見放された人など様々な人が、安
心して憩える場所として参加しに来てくれます。
旭川更生保護女性連合会から提供いただく飲み

物やお菓子をつまみながら、和やかな雰囲気で始
まり、スマープ24を使用して、その日のテーマに
沿った過去の振り返りや、薬物を使用しない方法
を参加者とともに話し合っています。依存症から
回復したいという同じ目的を持った仲間の中で、
使いたい気持ちを素直に話しても、誰も非難しま
せん。自分の気持ちを素直に話してくれたことに
対して称賛の拍手を送ります。そして最後に「来
て良かった」という声が聞けたときは、メンバー・
スタッフの皆が素直に嬉しい気持ちが心に広がり
ます。
この２年間のコロナ禍で生きづらさを感じてい

る中、こんな時こそ“居場所づくり”が大切との
思いから、手指消毒・マスク着用・検温・飛沫防
止アクリル板の設置などの感染防止に努めながら
継続して開催しています。

《物質障害者支援の地域への普及・啓発のための学
習会・記念フォーラムの開催（地域住民の理解度
の啓発による、住み心地の良い居場所づくり：間
接的な支援）》
依存症当事者への支援の輪を地域に拡げていく

ため、依存症の本質を理解していただき地域住民
の偏見や差別をなくすことを狙いとして開催して
います。その結果として、依存症当事者の住み心
地の良い居場所づくりが出来ればと願っています。
一方で、依存症当時者への支援スキルの向上

で、依存症当事者の回復テンポを確かなものへと
支援できるスタッフの育成を目指しています。
その学習会等で講師の方から優しく語りかけら

れた「依存症は病気です。治療しないと直りませ
ん。」などの内容を紹介します。

松本 俊彦 講師
（国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所薬物依存研究部部長）

人を依存症にするのは孤独。苦痛を抱えている
人の方が依存症になりやすく、回復しにくい。人
は何かに依存しており、悪いことではない。
大部分の人は、人に依存しています。安心して
人に依存できないため物に依存します。物にしか
依存できない。回復のために、強くなるより賢く
なろう。何より援助者が嫌がってちゃダメです。
楽観的かつ肯定的な態度の援助者は、治療成績が
良い。「多重構造のザルでつなげると効果はあ
る。」と分かり易く話されました。
佐々木 広 講師

（一般社団法人山梨ダルク本部代表）

住民の理解度が高ければ、回復度合いは高くな
る。ダルクは差別をしない。周りの社会も差別が
無ければと思う。自分が回復出来たのは、人や地
域が優しくしてくれたから。優しいまち旭川。温
かいまち旭川。守ってくれるまち旭川。リサイク
ル社会を作ってください。
差別のない優しく見守るまちづくりを聴衆の皆
さんにお願いするとともに、依存症の方の居場所
づくりを提起されました。
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山家 研司 講師
（医療法人北仁会旭山病院 理事長）

「援助・支援の主役は当事者であり、本人の望む
援助・支援から始める。依存症患者さんに必要な
のは居場所づくりであり、患者さんは“場”で治
る。」と支援の基本を優しく話され、最後に「依存
症は人間関係の問題であり、回復とは、人間関係
を築いていくことです。」と成瀬暢也先生の言葉を
引用し、出席者の心に語りかけられました。
高橋 郁絵 講師
（原宿カウンセリングセンターカウンセラー）
アディクションの影響は、家族全体を巻き込む

ことになり、長期的・世代を跨ぐ問題となってい
ます。「動機づけ面接を応用したコミュニケー
ション改善のためのトレーニング」として、「間違
い指摘反射の抑制」「アドバイスの仕方」「共感の
上達」などについて、理解を深めるため、ロール
プレイを行い、参加者の共感を得ていました。自
分（自分の人生）を大切にするために、声出しや
書き出しを参加者に勧められました。
次に、記念フォーラムでのメンバーからのコメ

ントを抜粋した内容を紹介します。
５周年フォーラムでは
・いろいろな出来事に振り回されて薬物等を再
使用することもあったが、ポーラーベアーズ
が自分たちの居場所であり、メンバーとス
タッフが「つながり」を持っているポーラー
ベアーズで回復を目指していきたい。

６周年記念フォーラムでは
・「回復には仲間が必要だ」、「こういった場が
欲しかった」、「ここでは誰にも怒られない」、
「正直な思いが伝えられる」、「メンバーの意見

が役立つ。参考になる」、「相談しやすい」、「続
けることが大事」、「これからも参加したい」
・「正直に話す人もいるが、その逆の人もいる。
イライラすることがある。」「上辺だけの更生
を求めている気がする。今いる仲間を大切に
したい。」
私共スタッフにとって、喜ばしいコメントがあ
る一方で、「上滑りの部分がある」との厳しいコメ
ントもありました。賛否交々の声を出しあえる
場、これが成果だと感じています。
スタッフ一同、これらの声もしっかりと心にと
どめ、改めて取り組み姿勢を自身に問いかけ、メン
バーと向き合って歩んで行きたいと考えています。
更生保護で言う「再犯防止」や「社会を明るく
する運動（社明運動）」とポラ研が目指している地
域社会は同じように思えます。
「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域
のチカラ」で出来ることの一つは、偏見や差別を
無くし、普通に人と人が向き合える地域社会の実
現ではないかと思います。簡単なようで、なかな
か難しいことだとも思います。
依存症からの回復のためには、「依存症は人で
はなく、モノに依存する病気です。」「生き辛さ社
会を除いてあげること。」「人との信頼関係を築い
ていくこと。」「人を信じられるようになると、人
に癒されるようになります。人に癒されるように
なると、依存する物が不要になります。」と学習会
では、講師が一様に優しく語りかけてくれます。
今、ネットで旭川と検索すると悲しい事ばかり出
てきます。
これからの旭川は、地域のチカラで、「犯罪や非
行をした人の立ち直り」「依存症からの回復」に向
き合えるマチ「何処よりも優しい旭川」となれる
よう更生保護関係を始め医療、保健、福祉機関の
皆様と一緒になって、ポラ研の活動を進めて行き
ます。今後共、皆さまの深いご理解と温かいご支
援をお願い申し上げます。
今回、旭川精神衛生協会長表彰をいただき、メ
ンバー及びスタッフの更なる励みとなりました。
心よりお礼申し上げます。
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１ はじめに
精神療法には、認知行動療法、精神分析療法、

森田療法、芸術療法、などのさまざまな治療法が
ある。
筆者の勤務する総合病院のように大勢の大人の

患者を短時間で診るなかで、思春期患者を併せて
診察しなくてはいけない診療体制のもとでは、特
定の技法による治療はどうしても馴染まない。ま
た、思春期患者といってもさまざまな病態の疾患
が背景に存在するため、彼らに対する精神療法を
ひとまとめにして示すことは相当困難な作業であ
る。
そこで、本稿では総合病院のように時間的にも

人的にも制約が多い精神科外来でも行うことが可
能で、どのような思春期患者であっても侵襲的に
ならずに適応できるようなごく当たり前の精神療
法的な関わりについて述べてみたい。

２ 敬遠される思春期患者
思春期患者に向き合うことを苦手とする精神科

医は決して少なくないが、それはなぜであろう
か。診察室でどんな声かけをしても、子どもたち
がふてくされ、投げやりで、時に反抗的な態度を
示すためであろうか、それともわれわれ自身の思
春期の苦い記憶やいまだ未解決の葛藤に再び向き
合わなくてはいけないことに関係しているのであ
ろうか。
しかし何よりも、思春期の子どもたちが精神科

医の白衣の中身を問おうとする態度に由来してい
るのではないかと考えられる。大人の患者であれ
ば白衣を着た精神科医の専門性やある種の権威を
信じ、自分の悩みを自ら語ってくれる。一方、思
春期の子どもたちはそのような「白衣信仰」に惑
わされず、白衣の下に隠されている人間が何者で

あるのかを自分で直に吟味したうえで話し出すよ
うに思えてならない。そのため、思春期の子ども
たちを診るには医学的な知識や技術だけでは太刀
打ちできない。治療者自身のこれまでの人生経験
を駆使して懸命に関わらなくてはならず、診察に
膨大なエネルギーを必要とし、時にはこちら側が
疲弊してしまうことさえある。しかし一方で、こ
の大変さが思春期精神科臨床のやりがいやおもし
ろさにつながっているようにも思える。

３ 思春期の子どもたちの悩み方
思春期の子どもたちの大きな特徴は、悩みや精
神的な苦痛を言葉によって相手に伝えることが上
手にできないことであろう。大人であれば、その
苦しくて複雑な気持ちを言葉によって表現し、相
手に自分の気持ちを理解してもらうことができ
る。その結果、とりたてて何か解決策が見つから
なくても、不安、孤独感、絶望感といった気持ち
が軽くなる。
一方、思春期の子どもたちは、複雑な気持ちを
言葉によって表現し、上手に相手に伝えることが
できないことから、心の問題が身体、行動、精神
といった３つの領域にまたがった症状として多彩
な表れ方をするのが特徴であるとされている。
ここで問題になるのは、思春期の子どもたちが
本当に自分の気持ちを表現することができないの
かということである。実際に思春期患者を診てい
ると、確かに彼らは他者に対して心を開いて、自
分の気持ちを語ることは苦手ではあるが、心の中
ではあれこれと自分なりに精一杯思いをめぐらせ
ている印象を受ける。ただそれは、社会生活や人
間関係における経験不足のために視野狭窄に陥っ
て、結論を出すことを急ぎ過ぎる傾向があるよう
だ。その結果、子どもたちは答えの出ない問題で

第64回精神保健北海道大会 北海道精神保健協会長表彰受賞者

思春期の支持的精神療法

市立旭川病院精神科 武 井 明
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とことん悩み、多くの場合、行き着く先は絶望で
あり、「消えたい」「死にたい」という答えにたど
り着いてしまう。
思春期の子どもたちの言語能力が大人と比べて

未熟といわれているが、それは真剣にかかわって
くれる大人が少ないからではないだろうか。大人
との確かな信頼関係の中で安心が得られたなら、
豊かな表現が十分に可能である。彼らの常識にと
らわれない研ぎ澄まされた感性によって表現され
る言葉は、大人が数多くの言葉を用いても上手に
説明し尽くせないものを、数少ない言葉で端的に
表現しており、時折発せられる彼らのそのような
言葉を大切に受けとめたいと思う。

４ 診察で大切にしたいこと
（１）ねぎらう
思春期患者に対する精神療法の第一歩は、思春

期患者がどのような経緯で受診したのかにかかわ
らず、まず外来を受診できたことを大いにねぎら
うことである。ほとんどの子どもたちは、無理や
り連れられて来たり、ありったけの勇気を振り
絞って外来に訪れたりしている。そのため、自分
を守ろうとして必死で身構えたり、すでに憔悴し
きっていたりするかもしれない。そんな彼らに
「こんなに大変だったのに、よく受診できたね」と
その苦労をねぎらうことが大切ではないだろうか。

（２）つながる
思春期患者に対する精神療法の成否は、子ども

たちがまたこの診察室に来てみようと思える体験
が面接を通してできるかどうかということにか
かっていると思う。まずは、そこから始まり、面
接が繰り返されて子どもたちと治療者とつながり
を深めていくことが精神療法の過程ということに
なるであろう。
精神科外来において、子どもたちは精神科医と

いう得体の知れない治療者と初めて出会うことに
なる。診察室の中でどんなことがなされ、何を聞
かれるのかということについて、全く見当がつか
ないままに受診しているので、不安感、緊張感、
警戒感は計り知れないであろう。そこで出会った
治療者は子どもたちに対して、批判してくること
なく、一般常識や型にはまった正論を押しつけよ

うとすることもない。子どもたちにとって、これ
までに出会った大人とは一味違う存在に映るであ
ろう。「この人なら少しは話をわかってくれそう
だ」といった期待を子どもたちが多少なりとも
持ってくれるかもしれない。その結果が次の受診
につながっていく。
従来から言われているように初回の面接は単に
症状をとらえて診断を下すだけではなく、診療行
為それ自体にすでに子どもたちと治療者とのつな
がりを育む過程が組み込まれている。子どもと治
療者とがつながりを持ち続け、子どもたちの話に
耳を傾けて時間をかけて関わることで、子どもた
ちの精神的な成長が期待できるのではないだろう
か。思春期患者における治療のゴールとは、症状
そのものを取り除くことよりも、彼らの精神的な
成長を目指すことにあると考えられる。

（３）助けを求めることが苦手
思春期患者は、精神的苦痛を抱えてどうしたら
よいのかわからず、一人でひたすら悩み続けてい
る者が多い。精神科で相談することが、精神的苦
痛の解決のためのひとつの手段であることを知ら
ないでいる。そんな彼らに対して、困難に直面し
たらその場から逃げずに頑張ることを教えるので
はなく、自分の手に負えない問題を抱えたら、誰
かに相談することが正しい選択であり、決して卑
怯ではないことを教えなくてはいけない。親たち
は自分の子どもに対して、「他人に迷惑をかけな
い大人になってほしい」と願うことが多いが、そ
んな生き方は大人になってからもなかなか難しい
ものである。まわりを困らせ、心配させて生きて
いくことこそ、思春期の子どもらしい生き方なの
ではないだろうか。そんな思いを子どもたちに伝
え、大人の誤った呪縛から解放してあげたい。
以上、思春期の精神療法について述べてきた
が、この年代の子どもたちに対する精神療法は、
明確に定型化されたものはなく、それぞれの治療
者の経験年数や個性、また勤務している医療機関
の特徴によってかなりの幅があるように思える。
そんなさまざまな治療者の態度に思春期の子ども
たちが柔軟に合わせて付き合ってくれることで診
察室での医師側からみた精神療法が成立している
のかもしれない。
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社会福祉法人鷹栖共生会は、旭川手をつなぐ親

の会（現旭川手をつなぐ育成会）が集めた一億円

の募金を基金として、平成２年に法人を設立しま

した。「とわ北斗」は、平成14年に閉校した鷹栖町

内の小学校（旧北斗小学校）を改修し、法人７番

目の事業所として平成24年に開所しました。

当事業所は、主に知的障がい・精神障がいのあ

る方を対象とする生活介護20名、就労継続支援Ｂ

型20名の多機能型事業所として運営し、「農業」

「食生活」「再生工房」「リサイクル」の４つの授産

活動を中心に事業展開しています。施設は一般開

放しており、誰でも気軽に訪れることのできる地

域のスポットとして多くの方々に利用していただ

いています。

「農業」では、施設近くにある約12haの圃場を整

備し、「オオカミの桃」の原料トマトや農産物の生

産をしています。原料トマトは加工事業者に出荷

する他、町内の加工施設で自家製トマトジュース

の製造もしています。

平成25年からはワイン用ブドウの試験栽培を開

始し、平成28年に約1,000本のブドウ苗を定植する

ことで本格的なブドウ栽培がスタートしました。

現在まで約12,000本を栽培しており、今後は

30,000本の栽培を目指し圃場を拡大していく予定

です。平成30年に念願の初収穫を迎え、収穫した

ブドウを岩見沢市のワイナリーに持ち込み、醸造

設備をお借りして発酵管理を行ない、翌年（令和

元年）180本の白ワインができ上がりました。現状

では収穫量が少なく、一般販売できるほどの生産

量はありませんが、将来は圃場内にワイナリーを

建設し、ワインを地域の特産品に育て、多くの人

が集う観光農園になることを目指して整備を進め

ています。

利用者の方々は、春先の育苗用の土づくりやビ

ニールハウス建てに始まり、育苗や定植、除草や

水遣りなど農産物の栽培管理から収穫まで幅広く

携わり、広大な圃場のなかでのびのびと作業に取

り組んでいます。冬場は収穫した大豆の選別や栽

培に使用した農業資材のメンテナンス、圃場内の

除雪を中心に作業をしています。

「食生活」では、レストランと道の駅風売店を運

営、法人内グループホームの配食、独居高齢者の

配食、学校給食の米飯製造など「食」に関わる事

業を行なっています。利用者や職員も食事をする

レストランは一般のお客様もご利用いただけま

す。お昼時は多くの人が食事をするため、とても

賑やかです。お客様にご迷惑をお掛けすることも

ありますが、ありがたいことに多くの常連の方々

は、当事業所を理解して受け入れてくださってい

ます。レストランでは、豊富な種類とボリューム

のあるメニューを提供しています。ワンコイン

500円メニューが中心ですが、調理師の考案した

オリジナルメニューや期間限定メニュー、栄養士

がカロリー計算した日替わり定食、セットメ

ニューなども好評をいただいています。

道の駅をイメージした売店では、他ではなかな

か手に入らない地元の特産品や工芸品、法人内事

業所の授産製品を取り揃え、地域の魅力を発信し

ています。生活雑貨や菓子・ジュース類も充実し

ており、利用者の方々や地域の方々にも広く利用

していただいています。また、売店には専属のス

タッフがいるため、普段買い物をする機会の少な

い利用者の方も安心して利用できます。

利用者の方々はレストランの清掃、弁当ケース

第64回精神保健北海道大会 成果発表団体

人の集う場所を目指して

社会福祉法人鷹栖共生会 障がい福祉サービス事業所 とわ北斗
サービス管理責任者 川 西 俊 嗣
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の洗浄・仕分け、食材の仕分け、野菜や副菜のカッ

ト・盛り付け、調理補助やカウンター業務など行

なっています。利用者、支援員、調理師、調理

パートがそれぞれ協力し、関わり合いながら作業

に取り組んでいます。自分達の手がけた食材が、

レストランでの昼食やグループホームの食事で提

供された時などは、喜んだり、誇らしそうにした

り笑顔が多くみられており、その様子から「食」に

携わることを通じた働く喜びや充実感が窺えます。

「再生工房」では、本来は捨てられるはずの家

具・古民具を無償で引き取り、再塗装や修繕を施

し甦らせて、体育館を活用した展示場で販売して

います。展示場では、再生されたテーブル・イス

等の家具を含め約800点の家具を展示しています。

掘り出し物の家具が手ごろな価格で手に入るた

め、リピーターのお客様や法人内の事業所やグ

ループホームなど多く方々に利用していただいて

います。鷹栖町近郊の市町村であれば、購入して

いただいた再生家具の無料配送もしています。

修理・販売ができない家具は、コースターや

バードテーブルなど端材を利用した再生オリジナ

ル商品や、解体して薪ストーブで使いやすい長さ

にカットし「薪」として販売しています。この他、

夏休み・冬休みに子供向け木工教室の開催、イベ

ント販売、地域からの家具修理の請け負いなど家

具づくりの専門性を生かして幅広く活動していま

す。

利用者の方々は、個人の適性や能力に応じて、

専門職の作業支援員の技術指導のもと、家具の解

体、組み立て、塗装、研磨、家具の引き取り・配

達、展示場や展示家具の清掃などの作業に取り組

んでいます。家具の組み立て、塗装、研磨は、細

かな技能や感覚も必要となりますが、作業支援員

が利用者個々の特徴に合わせて丁寧に指導、助言

を行ないますので、安心できる環境で不安なく、

無理のないペースで作業をすることができます。

「リサイクル」では、鷹栖町のごみ処理施設内に

あるリサイクルセンターで、空き缶・空き瓶・ペッ

トボトル・発泡スチロールの再資源化事業の委託

作業を行なっています。

利用者の方々は、手作業で資源ごみをリサイク

ル可能な状態に選別・分別をします。比較的障が

いの重たい、自閉症傾向の利用者が多く所属する

部署ですが、年間を通して安定した作業量がある

こと、広い作業空間のなか構造化された手順で行

なう作業であること、作業成果が目に見えて実感

できることから、見通しを持って安心して取り組

むことができ、働く喜びや充実感を感じながら

日々励んでいます。

「とわ北斗」は、施設を一般開放しているので、

一般のお客様や地域の方々と利用者の方々が触れ

合う機会の多い場所です。このような環境のも

と、社会や地域との関わりや交流といった「つな

がり」は大切にしていきたいと感じています。ま

た、これからも、多くの方に気軽に来ていただき、

鷹栖町や北斗地域を知ってもらえる場としても運

営を続けていければと考えています。

新型コロナウイルス感染予防対策のため、現在

レストラン営業は休業しております。また、

土・日のみ売店・再生家具展示場の営業をして

おります。（11：00～15：00）

レストランの営業再開、売店・再生家具展示場

の平日の営業再開については未定となっており

ます。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致

します。

とわ北斗

上川郡鷹栖町14線17号 ℡ 0166-87-5630
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社会福祉法人当麻かたるべの森（以下かたるべ
の森）では、当麻町内の６万６千坪の森の中に、
木工房、織物工房、陶芸工房などの作業棟があり。
知的障がい者が日中活動で作業をしています。森
の間伐材を使った木工作品や織物、陶芸品などの
製品を作っています。また、100人程が入れるコ
ンサートホールもあります。
市街地にある当麻中学校の向かいには本部施設

である「ギャラリ－かたるべプラス」があり、事
務部門と「森のぱんやさん凜香」という名のパン
工房もあります。また、木育施設である「くるみ
なの木遊館」があり、障がい者が働く工房や子供
たちの遊ぶ広場、喫茶コーナーがあり、入場は無
料です。
町内には障がい者が地域で暮らすための住居グ

ループホームが５棟あり、20人の人が暮らしてい
ます。さらには児童が通う児童デイサービスの施
設、また、伊香牛地区には絵画作品などを展示す
る美術館「かたるべの森美術館」があります。当
麻町を拠点として自分の好きな事を選んで生活や
仕事ができる拠点を多く設置している社会福祉法
人です。
かたるべの森では多くの仕事があります、少し

細かく活動の内容をお伝えいたします。
まず、かたるべの森で所有している森林を整備

し、薪や丸太などの無垢材を中心に制作する「農
林業科」と木工製品をつくる「木工房」がありま
す。
農林業科ではチェンソーで玉切りにされた丸太

を運ぶ人、斧で割り薪を作る人、割った薪を積む
人などそれぞれの役割のもと活動しています。夏
場は炎天下の中大忙しです。１つの作業を一丸と
なって活動できるのも魅力のひとつです。また、
倒木や枝などの整備も行い、他のメンバーが過ご
しやすい空間作りも行っている工房になります。
メンバーは30歳～65歳までの男性です。皆障がい
の度合は違いますが、自分の出来る事を日々一生

懸命頑張って働いています。
かたるべの森には「天衣無縫」という名の「さ
をり織」の工房もあります。
メンバーが自由に織り糸を選び、自由に糸を紡
ぐことで誰にも真似できない世界に一つだけの作
品が生まれます。現在は反物をメンバーが作成
し、保護者の協力もあり沢山の織物製品が生まれ
ています。
本部施設ギャラリーかたるべプラスの建物内に
あるのが「森のぱんやさん凜香」です。「凜香」で
は酵母パン「凜香スペシャル」を中心に美味しい
パンを作っています。特にパン工房では就労を目
的とした工房なので、メンバーの方々は自分の仕
事を一生懸命こなしています。どのパンもどこか
温かみがあって身体にいいパンとなっています。
木育施設【くるみなの木遊館】では、施設の目
的は、障がい者の就労の場所としての活動、お年
寄りや子供たちに木に親しむ木育教育を推進する
活動、高度な木工製品を作成することなどです。
主な活動として、木製品の注文品を受け職員とメ
ンバーが納期までに間に合うように作業を行い、
納品しています。注文品の件数も多く、特にコロ
ナ禍では飛沫防止板の注文が多くありました。他
にも当麻町からの依頼で、当麻ダムの木製ガード
レールも作成しまた。町民対象に年に10回程木工
体験教室も開催しています。地域の子供や高齢者
を対象とした木工教室を開催しています。また、
メンバーが活動している場所の横に木製品の遊具
で遊べる木育広場があります。地域の親子に無料
開放しているので小さい子供達が楽しそうに遊ん
でいます。
少し離れて当麻町伊香牛地区にあるのが【かた
るべの森美術館】です。この建物は閉校になった
伊香牛小学校を町から借用し日本財団の助成を得
て、平成22年に障がい者専用の美術館としてオー
プンした建物です。二階建てで、一階には「喫茶
かたるーむ」があります。軽食の提供と各作業科

社会福祉法人当麻かたるべの森

社会福祉法人 当麻かたるべの森
文 責 事務局長 横 井 寿 之
サービス管理責任者 渡 辺 勝 利

第64回精神保健北海道大会 成果発表団体
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の作品も販売しており、注文を受け調理し、会計
など一連の工程はメンバーが行っています。難し
い場合等は職員が自分で出来る様に声をかけてい
ます。現在はコロナウイルスの影響で商品の販売
のみとなっています。
一階には「陶芸工房」もあります。陶芸は、第

一陶芸、第二陶芸に分かれています。メンバーの
相性や性格、仕事の内容によって作業を選べるよ
うにいくつかの作業に分かれています。
陶芸作業は、粘土をこねることで指先を使うこ

とによる器用さや触感や造形の発展などに良いと
されており、メンバーも自由で何にも縛られない
独特なオブジェを作り、作品によっては海外で取
引される事もあります。また、かたるベの森では
電動ろくろは使わず、自由成型を中心に行ってい
ます。主にメンバーが上絵の具で絵付けしたお皿
や、パンの形をしたお皿などあまり一般では見な
いお皿が並んでいます。以前、江別の陶芸市で作
品を販売していた時に、お客さんからかたるベの
作品は厚いから落としても割れないんだと言われ
た事を今でも覚えています。メンバーによっては
厚みがある特徴的なお皿を作る方もいます。そう
いった作品をどの様に伝えるかが大切だと思いま
す。また、陶芸の体験教室も開催しており、当麻
町の園児から旭川の園児まで色々な方が物作りの
楽しさに触れていただけています。
二階には利用者が絵画制作する「アトリエ」が

あり、画家の方が講師として支援に来てくれてい
ます。３教室を「展示室」として利用しています。
一般の方には障がいのある方は軽作業や掃除な

どをおこなっているイメージがあると聞いた事が
ありますが、彼らが表現する作品は生きた芸術だ
と思います。人によって物の見え方は千差万別で
すが、そこからさらに彼らの見える世界があるよ
うに思います。そして表現の仕方もそれぞれで、
色鉛筆で書いたり墨を使ったりボンドを使ったり
と彼らの作品に隔たりはない。描きたい物を描
く。この一点は誰にも負けない強みだと私はメン
バーを尊敬しています。決められた事をただこな
す事は簡単ですが、彼らは新しい物を作り表現す
る力を持っています。活動は主に週２回ですが、
皆、創作の時間が大好きです。利用者の作品を展
示しているのが３教室を利用した「展示室」です。
かたるベの作品はもちろんですが、外部の創作活
動に携わっている方との合同展も多く開催してき
ました。毎年３～４回程展示室を入れ替え来館さ
れた方が楽しめる様に努めています。また、北海
道アールブリュットネット協議会に加わり、障が

い者アート活動の作品を広く展示してきました。
全ての工房にいえる事ですが、メンバーによっ
て出来る事と出来ないことがあります。私たち支
援者は、できる事は伸ばし、今出来ないことやメ
ンバーがやりたいという強い意思があれば、寄り
添い出来るようにする事が大切だと考えていま
す。今よりも明日がより良い明日であればいいな
と思い日々一緒に働いています。
当麻中学校との交流体験も行っており、地域に
障がいのある方が暮らしていることを認知する、
共に時間を過ごす事で少しでも障がい者について
理解してもらう目的で当麻中学校が20年にわたっ
て続けて実施しています。
当麻中学校の交流体験では、まず事前学習が行
われます。そこで学年によって学ぶ課題があり、
その後実際に工房に出向き体験をします。よく事
前学習で障がいのある方のイメージを聞くのです
が「怖い・変な人」という言葉を聞くことがあり
ます。確かにそう感じる人は多いかもしれませ
ん。何も知らなければ大きな声を出している、飛
び跳ねている等あまり理解されない行動をとる方
もいますが、それが何故そのような行動をとるの
か理解していれば、こんな事が苦手だから、こん
な場所が苦手だから、不安を感じて表現している
のだと分かるようになります。そういったことを
実際に中学校に職員とメンバーが出向き、障がい
を抱えている方の話をしていました。
昨今、メンバーが自分の声で中学生に話す事
で、緊張や失敗を積み重ねた結果、１つ上のス
テージで話ができるようになってきました。メン
バーにとってもいい経験だと感じています。当麻
中学校の取り組みは素晴らしいと思っています。
１年生は実際にメンバーが活動している工房を見
学する事でイメージをもってもらい、「障がいっ
て何だろう」というコンセプトのもと、理解を深
めていきます。
２年生は実際に工房体験を行い、日々メンバー
がどのような仕事を行っているのかを体験しても
らいます。実際に体験する事で仕事をする上で大
変なことや楽しいことを共に経験しています。３
年生ではかたるべの森の森林整備活動である芝拾
い薪割り体験などをメンバーと共に行ってもらい
ます。始めはお互い心に壁がありますが、一緒に
枝を切る・運ぶ・薪を割るなどの活動を通して話
をする機会ができました。この経験はかたるべの
森のメンバーにとって貴重な体験となっていま
す。当麻中学校の生徒にとっても地域に障がいの
ある方が住んでいる事の理解や、「怖い・変な人」
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という理解が少し変ったと感じています。人はそ
れぞれ個性があっていいと思うので、「障がい」も

１つの個性として見てもらえたら幸いだと思いま
す。
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創刊記念号（1965年）に掲載された、旭川精神衛生協会副会長大居平一郎による「精神的健康」

をここに紹介します。

旭川精神衛生
創 刊 記 念 号

１９６５

旭 川 精 神 衛 生 協 会

設立当初を振り返って
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精神衛生には凡そ二つの面があり、その一つは

精神的疾患の予防であり他の一つは精神的健康の

増進であるとは、よく言われることである。狭い

意味での精神疾患の治療や予防は専門家である精

神科のお医者さんの領域で親や教師も立入るとこ

ろではないが、精神的健康の増進とゆう領域では

お医者さんばかりではなく親兄弟、教師、友人其

の他の人々就中本人の果す役割は実に大きい。

精神的に健康であるとは一体どんなことを指し

て言うのだろうか。この原稿にとりかかろうとし

ていた四日前の早朝、長男の嫁が突然危篤状態に

陥いり、生死の境に彷遑すること何と十数時間、

奇蹟的に一命をとりとめた事件にぶつかった。精

神的健康とゆう原稿中断と、生命の危機と云う事

態とがこんがらがっていろいろと考えさせられ

た。平穏無事な場合にも肉体的に健康な人、虚弱

な人はある。精神的にも同様で何のこともないの

に狂っている人、僅かの挫折にもおかしくなる人

など様々である。突然医師に見放される様な場合

に陥った時、いち早く息のきれる人もあり、忰の

嫁の様にとうとう生きぬく人間もある。誰しも重

大な事件にぶつかると、程度の差こそあれショッ

クを受けて、平常ではあり得ないものであるが、

それが過ぎると正常に戻る。中には気の毒にも正

常にもどれない人もいるだろう。どの程度のこと

にショックを感じ、或は正常を保ち得るか、又常

に回復し得るかが、精神的健康のバロメーターで

ある。五味川純平の作品「人間の条件」の主人公

梶は、非常事態に際会して、夫々の条件でいち早

く人間崩壊を示す人々の中にあって、叡智面で

も、感情面でも余り歪を生せず、人格的生命力の

強じんさを示している人物として画かれている。

人間のもつ肉体的な回復力は、手術後の嫁にも申

し分なく見られ、あれから五日目の今日、病床の

上に坐って、西瓜をかぢり乍ら、苦しかったあの

日の思い出を、朗らかに語っている。

精神的回復力の素晴らしさも同様である。愛す

る人の死は残った人に対して耐え難い悲しみであ

るが、而も人々はよくこれに耐え、回復する。人

間のもつ耐忍力と回復力えの信頼が精神的健康増

進の途であり、同時に病的傾向えの防波堤であ

る。

この耐忍力は回復力と全く遺伝によるものであ

ろうか。遺伝を全く否定するわけにもいかないだ

ろうが、全く遺伝によるものとすれば、教育をは

じめ予防もさては治療そのものさえ無意味とゆう

ことになる。

家庭や学校での精神衛生上の任務は、子供や生

徒の精神的疾患を防止することよりも、健康の増

進に重点を置くべきである。併し之は算数を教え

たり、交通訓練や歯みがき訓練の様なやり方で行

えるものでない。家庭や学校でのすべての経験に

よって訓練される。親子の関係、兄弟の関係、友

人関係、師弟の関係、学習、教育課程、試験も競

技も一切の事柄が之に関係する。非常に際会して

一番役に立つものは、経験であり、次には経験に

組入られた思索や間接経験であって、頭のよいこ

と、単なる読書は役に立たない。他人の経験を目

撃していても深い人生的考察を加え、自らの経験

として組みいれておかねば、何の役にもたたぬ。

幼児は大きな物音におどろくとか、自己中心で何

でも自分に関係づけるなど講義している私が、ふ

だんの大きい声で娘を起し、すっかり孫をおびえ

させたことなどもこの例である。

精 神 的 健 康

旭川精神衛生協会
副会長 大 居 平一郎

設立当初を振り返って
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人間の条件の梶の精神的強じんさは、単なる知

識で培われたものでなく、自らの経験を深め、洞

察し、より高い価値に眼を向けての人生哲学によ

るものである。人間は危機に曝されてはじめて其

の真価をあらわすものである。

精神的健康とゆう観点から家庭と学校に一つ宛

注文をつけてこの稿を終にし度い。曾って私の家

の中へ鶯のひなが迷いこんだことがある。無慈悲

にも籠にとぢこめて風呂敷で籠を覆って暗くした

りしてねり餌をつくって与えたがどうしてもたべ

ない。そのうちふくれて死んでしまった。今嫁が

入院中であり、退院後も長期にわたり無理をさせ

てならぬとの配慮から、二才の女児を預かってい

るが、どうにか食事はとってくれるが、平素は抱

かれてくれた私に抱かれようともせず、母親を思

い出してかシクシク泣き出す。幼児は文字通り母

親の温い愛情にアトホームを感ずるものらしい。

泣きはじめると老妻は孫を背負ってあやしてい

る。間もなくアトホームを感じてくれるものと信

じている。この様な人間の情緒的安定は、かけが

えのない親の愛によって培われたものである。ル

ソーがエミールで、母よ家庭に帰れと叫んだのも

故ある哉である。但し、ルソーのさした母は乳呑

子を女中に托して社交にうつつをぬかしていた上

流婦人である。今は働かねば生活できぬ母もあろ

うし、又消費向上のため働く母もあろう。働くな

などとは云えないが、なるべく子供を離すなとの

注文は、母親にも社会にも大いにしたいところで

ある。

学校に対する注文としては、能力差を無視した

カリキュラムを組んで個人差無視の学習を強いた

り、競争々々ではげしくかりたてないでほしいと

ゆういささか長ったらしい注文である。靴に子供

の足を合わせようとする愚かさは誰もしないの

に、今の学校は子供の能力にカリキュラムを合わ

せるよりかカリキュラムに子供の能力を合わせる

ことに熱心なのではあるまいか。子供同志の会話

に耳を傾けると、その話題の九〇％以上が学業に

ついての失敗談である。

学校は勉強すべきところ彼等の生活上の責任は

学習にあることは、子供達も十分承知なわけであ

る。課業の失敗は大人の破産にもひとしい。教室

内の無制限の競争は劣敗者に、精神的健康の条件

たる自尊心、自信、安定感と到底両立しない自責

の念や屈辱感、不安の念を植付けずにはおかな

い。はげしい競争は失敗者だけでなく、成功者に

も屢々有害な結果をもたらすことがある。それは

いわゆる完全主義者となり、自分や自分の目下に

あまりにも完全を期待してたえず不満を感ずるこ

ととなる。努力すれば到達可能な目標に達しない

からと不満を感ずるのは好しいことであるが、完

全主義者の場合は到達不可能な目標に向かっての

努力を強いるのである。

また完全を目標とすれば誤りを恐れての活動停

止ともなる。子供の間違いをとがめたり、不成績

をなじったりすることが学業不振の大きな原因で

あり、ひいては社会的不適応を招くもととなる。

誤に気づいたこと誤りを改めるところに成績向上

を目撃させる機会がある。子供の間違いを失敗感

や屈辱感、自信喪失に終わらせることなく、それ

を気づいたところに成功感や自尊心を高める扱い

をしてほしいものと思う。意志が強いとは、到達

可能な目標に対して、自信をもって成功するまで

追求する習慣、意欲、態度の身についたことに外

ならぬ。

大いそぎに、本稿にペンを走らせたのも、誰か

が読んでくれるだろう、多少は人様のお役にも立

ちたいとささやかな成功を信じ、生きる喜びを感

じてのことであった。
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平成17年４月に発達障害者支援法が施行され、

当センターは同年８月に開所しました。発達障害

者支援センターは北海道内に４か所（札幌市、函

館市、帯広市、旭川市）あります。

当センターは道北地域を管轄とするセンター

で、上川総合振興局、宗谷総合振興局、留萌振興

局の地域が圏域となります。

発達障害者支援法の施行から現在に至るまでに

「発達障害」という言葉も広く知られるようになり

ました。広く知られるようになった分、誤った理

解や差別的な対応もあり、発達障害をお持ちの当

事者の方が胸を痛めていることもあると聞きま

す。

発達障害について普及・啓発活動をすることは

当センターの役割のひとつです。発達障害と一括

りの言葉で表現されることが多いですが、当事者

の方がお困りのことはそれぞれ異なっています。

その多様性について正しく周知していくことが、

当センターの役割のひとつであると考えています。

センター事業の中核として、支援者支援や支援

体制整備があります。教育・福祉・保健・医療・

労働・司法等の発達障害児者支援に関わる機関や、

市町村の担当部局に対して、機関全体の発達障害

理解の推進を図ることや、支援力の向上・地域の

支援体制強化を目指し、それぞれの取り組みを

バックアップするように働きかけます。そのため

に各機関を訪問して助言を行なうことやケース会

議へ参加する等の方法で、関係機関へ働きかけを

行います。

全ての相談にお応えすることが難しい状況では

ありますが、個別の発達相談・就労相談もお受け

しており、匿名でご相談いただくケースもありま

す。未診断の方からの相談をお受けすることも可

能です。

障害のある方の就労についてですが、雇用機会

の確保を目的とした「障害者雇用率制度」があり

ます。これは、事業主に対して障害のある方を一

定割合、雇用することを義務付ける仕組みです。

その割合のことを法定雇用率と言いますが、令和

３年３月から法定雇用率が引き上げられていま

す。従業員を43.5人以上雇っている民間企業に対

しては、全従業員数の2.3％の人数を雇うことが義

務付けられています。厚生労働省が発表する「令

和２年度の障害者雇用状況の集計結果」によると、

民間企業で雇用されている障害のある方の人数は

57万8,292人と報告されています。法定雇用率を

達成している民間企業の割合は48.6％で、前年度

よりも増加の傾向ではありますが、障害のある方

にとって雇用の機会がより広がっていくことが望

まれます。

厚生労働省の報告では、新規学卒者の就職後３

年以内の離職率は高卒就職者で39.5％、大卒就職

者で32.8％とあり、障害の有無によらず就労の継

続には課題があるものと考えられます。就労継続

には、職場との調整や支援が必要になると考えら

れますが、その機能は障害者就業・生活支援セン

ターが担っています。当センターと併設して、障

害者就業・生活支援センターが設置されています

ので、連携を取りながら就労相談をお受けしてお

ります。

発達障害をお持ちの当事者にとっての生活上の

困難さは、周囲からすると分かりにくいことが多

トピックス

センターの取り組み
～発達障害のある方に対する支援～

北海道発達障害者支援道北地域センター きたのまち
富士本 百合子
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くあります。それは発達に偏りがあることで、出

来ることと出来ないことに差がある場合も多いか

らです。また、なぜ困難であるのかが分かりにく

いといった側面もあります。

例えば、コミュニケーション面についての相談

として、他者の気持ちを考えられないといった状

態像についてご相談を受けることがあります。こ

のとき、他者の気持ちを考えられないというのは

どういったことを指すのか、よく考えてみる必要

があるかと思います。脳機能の発達上、表情を読

み解くのが苦手な特性をお持ちの場合もあります

し、言葉の概念を形成するのが苦手な特性をお持

ちの場合もあります。興味のある内容だと過集中

してしまい、周囲を気に掛けることが出来なくな

る場合もあります。それぞれお持ちである特性が

異なっているのに、同じような困難さを持ってい

るように見えることがあるということです。この

ように同じような困難さを持っているように見え

るのに、背景にある特性が異なるということも多

くあるため、周囲からすると困難さが分かりにく

い、という状況が生まれやすいとも考えられま

す。

さらに、特性が異なっているということは、そ

れに応じた支援も異なるものになると考えられま

す。そういった意味では、支援者にとっても発達

障害のある方を理解することが難しい、と思うよ

うになる要因であるのかもしれません。

それは支援者だけでなく、家族にも同じことが

言えます。周囲から理解されにくいところがある

ことも踏まえると、ご家族にもそれに応じた悩み

が増えると考えられますし、身近にいるのに分

かってあげられない、といった苦しみを抱える

ケースもあるかと思います。ご本人だけでなく家

族を支援していくことも発達障害児者支援の重要

な視点です。当センターでは「家族支援体制整備

事業」としてペアレントメンターの派遣調整を行

なっています。

ペアレントメンターとは、発達障害のあるお子

さんの子育てを経験した保護者の方で、メンター

として相談を受けるための研修を修了している方

を指します。

日頃お子さんと関わるなかで感じる不安や悩み

をペアレントメンターに相談することで、ご家族

がご家庭の中だけで抱え込まずに、外部に相談で

きるようにつなげていくことを目指しています。

発達障害の特性上、その生活上の困難さが理解

されにくいこともしばしばあります。また、特性

自体は誰しもが持っていると考えられていますの

で「それくらい我慢できる」「努力が足りない」な

どと言われてしまうこともあります。

しかし、忍耐不足や努力不足によって困難さが

生じているのではありません。誰もが暮らしやす

く多様性を認められる社会になるよう、発達障害

者支援センターとして出来ることを継続していき

ます。
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1997年11月の祭日に家族で札幌駅前のデパート
に行きました。新聞のチラシを見て、ここの上階
の催事会場で子犬の展示販売があるのを知ったか
らです。今でこそあちこちにペットショップがあ
りますが、このころはまだペットショップなどは
あまり見かけない時代でした。
犬の種類も今のように多くはありませんでした

が、生後１カ月半のコロコロ太った感じの、かわ
いいラブラドールを買うことにしました。そし
て、室内用のサークルを含めて必要な小物も一式
まとめて揃えて帰ってきました。
私が子供のころの田舎では、犬は番犬として外

で飼うのが当たり前でしたが、札幌の住宅街では
そうはいかないので室内飼いとなりました。名前
はウーリーとつけました。
ラブ用のサークルは大きいので廊下に置き、寝

るとき以外は居間などで遊ぶようにしました。パ
ピーのうちはなんでも良く噛みました。食堂のイ
スに細い横棒が付いていたのですがそれも噛んで
ガジガジになりました。どうしたらやめるだろ
う？といろいろ考えた末にそこにワサビを塗った
のです。これは効果があってそれからは噛むこと
がなくなりました。
当時、庭や花畑の方には仕切りを付けていな

かったのですが、庭でフリーに遊ばせるため、コ
ンクリート塀とフェンスで外周を囲いました。そ
してウーリーのために庭は芝生にしたのです。庭
の隅にオンコを植えてあったのですが、ウーリー
は決まってそこでオシッコをします。そのため芝
生はきれいなので、一緒に寝転がって遊んだりし
ていました。
犬の成長は早く、１歳前に成犬に近い状態にな

ります。私たちはしつけに関しては素人なので訓
練施設に預けることにしました。妻があちこちの
訓練所を調べました。大抵は預かっている間は会
いに来ないでという施設が多い中、「いつ会いに
来てもいいですよ」という訓練所を見つけたので
す。それも比較的近い場所なのでそこにお願いす
ることにしました。

担当になった先生は若い女の訓練士さんでし
た。そして私たちは週末ごとに会いに行ったので
す。その睦子先生の訓練で、ウーリーはＪＫＣの
訓練資格ＣＤ１に合格しました。
ある日、睦子先生から「ウーリーはお利口だか
らセラピー犬になったら？」と言われました。犬
を褒められればそれなりに嬉しいので、ちょっと
その気になりました。
睦子先生は、1996年９月に恵庭で設立された
北海道ボランティアドッグの会のメンバーだった
のです。それで1998年８月の第３回適性検査を酪
農学園大学で受けました。
受験時間になる前にも何度もしつけのチェッ
ク、待て・座れ・あとえ等完璧にできていました。
本番の試験は室内ですが、室内に入ったとたん
に言うことを聞かなくなってしまいました。
他の犬たちの匂いが残っているので、それがす
ごく気になったようでした。試験結果はＡ～Ｅの
５段階になっており、ウーリーの結果はＣラン
ク。ＡＢランクは合格ですが、Ｃランクは活動で
きるけど認定証はもらえないのです。悔しいので
次の試験まで活動はしませんでした。
そして、1999年２月の第４回ではＢランクで合
格しました。その後の更新からは活動をやめるま
でウーリーはＡランクでした。なお、今はランク
がなく合格・不合格だけです。
2000年は札幌市内５、他３の８施設しかありま
せん。まだ犬を部屋に入れるということに反感を
持つ施設が多かったのです。2001年ころからテレ
ビ・新聞等でセラピー活動が取り上げられること
が多くなり、それにつれて訪問依頼も増えてきま
した。この時のセラピー委員長は酪農学園大学の
当時助教授（後に教授）だった内田佳子先生でし
た。内田委員長にいろいろ注文をつけていたせい
か、次の年の委員長に私が指名されました。
まずはセラピー犬を増やすことが１番の目標で
す。なので、知り合いの道新の記者に適性検査の
ことを記事にしてもらったおかげで、過去最高の
受験数・合格数を得ることができました。また、

セラピードッグ

ＮＰＯ法人北海道ボランティアドッグの会
事務局長 高 瀬 忠 則
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私が委員長をする前の委員会の資料というのは何
も残っていなかったので、私はいろいろな資料を
作って全てを残し、誰でも委員長ができるような
体制にしました。
ウーリーと始めたセラピー活動でしたが、お年

寄りの中には「顔が大きいから怖い」と言う人も
いました。そんな時には正面ではなく、車イスの
横に犬をおいて顔を見えないようにして触っても
らったり工夫しました。お年寄りの中には手を伸
ばせない人もいます。それを見ていて、小さい犬
もいたら良いのではと思うようになりました。そ
れと、万が一ウーリーが死んだらどうしようと思
うこともありました。友人の中にはペットロスに
なる人も結構いるのを見ていますし。それで、
ウーリーが５歳になる前にキャバリアのごくうを
飼ったのです。
ごくうはペットショップで５カ月たった売れ残

りでした。妻と休みの日に見に行ったのですが、
かわいいのに売れ残り、売れなかったら処分され
るのではと思い、翌日行って残っていたら飼おう
かと話して帰宅。翌日再度行ったらまだ残ってい
たので引き取りました。
ウーリーの睦子先生はその時札幌にいなかった

ので、妻が別の先生を探して預けました。
これが大正解で、１歳前にＣＤ１・ＣＤ２を取

り、その後ＣＤ３・ＣＤＸも取ったのです。先生
は訓練競技会にもごくうを連れて本州方面の大会
にも参加していました。結果ポイントを溜めて訓
練のチャンピオン犬にもなりました。キャバリア
の訓練チャンピオン犬て、全国的にもあまりいな
いはず。テレビ取材でウーリーとごくうを６時か
らのニュース番組に出したこともあります。
私は画面に出ないで、ウーリーとごくうをキャ

スターに預けて30分、一度も吼えることもなく、
キャスターたちに懐いていました。後日これを見
ていた人が、たまたまドッグランで会って「ごく
うですよね」って言われてセラピー会員になって
活動に参加してくれました。
32㎏の大きいウーリーと７㎏の小さなごくう、

施設に行くとそれぞれ好きな犬を選んで触っても
らうことができます。毎月同じ施設でセラピー活
動をしていると、お年寄りの状態も結構見えてき
ます。最初行った頃は犬を見ると嬉しくて、一緒
に床に寝転んで喜んでいた人、そのうちに認知症
がだんだん進んできたのかあまり反応しなくな
り、最後はイスに座ったまま犬を見ることもなく
なりました。そういうのを見ているとなんか悲し
くなります。
100歳近いおばあちゃんは、犬に舐めてもらう

のが大好きで、言葉は出ないけどいつもニコニコ
と笑顔がいっぱいでした。私たちはそんな笑顔を
見るのがとても嬉しいのです。
私たちは月に１度の訪問なので、お年寄りの状
態というのは分かりません。でも犬が行くことに
よってお年寄りの表情が変わったり、普段動かな
い手を伸ばそうとしたり、職員さんには話もしな
いのに犬には話しかけようとしたりと普段とは違
う様子が職員さんにはよく分かるようなのです。
そういうことが多々あるので、職員さんからは
「犬にはかなわないなあ」と言われるのです。ごく
うを抱っこしていて「触っていいですよ」と言う
と私のほっぺを撫でたおばあちゃんもいました。
ただ、男の人で女性の会員におさわりする人も中
にはいます。認知症だからかもしれないのだけ
ど、そういうのは反省会で話して気を付けるよう
にします。
私はウーリーと12年、ごくうとは15年セラピー
活動をしてきました。2007年から11年間理事長・事
務局長を掛け持ちしていましたが、重任も長いと
会のためにも良くないかと思い、理事長を重信氏
に頼んで今は事務局長・編集局長をやっています。
2001年からの会の資料や各種データは全て管理
していて誰でも見られるようにしています。
コロナで2000年３月からセラピー活動が止まっ
ています。全道で病院や老人施設40以上の施設で
年間１万人以上のお年寄りを癒してきたセラピー
犬たち、早く復活したいです。
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１ はじめに
当協会は1960年創立から60年以上、働く人と組
織の健全な成長と発展のために活動しています。
高度成長期に全国各地から貴重な労働力として集
められた集団就職の若者の孤独や悩みに寄り添い、
良き相談相手として支え、職場定着を図るなど組
織と社会に貢献、その後も激動する産業社会の中
で悩み苦しむ人の心に寄り添い心身ともに健康に
働くことを支えています。「人間尊重の精神に立
ち、産業カウンセリングを通して、働く人をめぐる
組織と環境の調整、コミュニティの活性化に寄与
し、人びとが信頼と安心の絆で結ばれる社会づく
りに貢献する（産業カウンセラー倫理綱領・ＪＡＩ
ＣＯ憲章より）」という理念を持った約３万人の会
員が全国13の支部に所属し活動を行っています。

２ 北海道支部の成り立ちと主な活動
北海道支部は2004年３月に設立、それまで札幌

と旭川それぞれの地区での活動から、北海道全域
に活動範囲を拡げ、産業カウンセリングの普及に
努めています。表題に掲げた「生きることと働く
こと 豊かに生きる 豊かに働く」は支部設立の
前年、支部の前身である札幌部会と旭川分会が主
幹となって開催した、産業カウンセラー全国研究
大会テーマ「北の大地から考える 生きること・
働くこと」から派生し、現在も私たちの活動の源
流になっているテーマです。先輩達が繋いできて
くれた信頼や理念を引継ぎ、時代のニーズにも応
えられるよう新しい風を巻き込みながら活動を続
け、今日に至っています。
主な事業として、産業カウンセラーおよびキャ

リアコンサルタントの養成事業、企業等を対象と
する職場環境改善にむけた研修サービスやカウン
セリング事業、地域住民等を対象とした公開講座
や無料カウンセリング・電話相談などの社会貢献
活動を行っています。

【産業カウンセラーおよびキャリアコンサルタン
トの養成事業】
支援に必要な知識をe-learningで学び、「傾聴」

を土台としたカウンセリングスキルとマインドを
体験実習で学ぶ養成講座を開講しています。近
年、様々な場面で「傾聴」という言葉を耳にする
ことが多くなったと思います。この養成講座で
は、受講者自らがカウンセラー役、クライエント
役、観察者役を担い、身をもって話を聴くこと、
聴いてもらうことの体験を通して、人を理解する
ことが容易ではないことを知り、ひいては自分自
身と向き合うことの大切さやその意味を知り、そ
れがいかに大変なことなのかを知ることになりま
す。職業や年齢、役職や性別などに縛られず、同
じ志をもつ仲間と出会えるのもこの講座の特徴で
す。また国家資格キャリアコンサルタント養成講
習においても傾聴を土台とすることは変わらず、
産業カウンセラーの活動領域の一つであるキャリ
ア形成支援に必要となる専門的な学びを深めてい
ます。
資格取得後は、それぞれが所属する職場や地域
コミュニティで活かされたり、更に研鑽を積ん
で、道内各地の企業・組織でのカウンセリングや
研修を通して、メンタルヘルス活動の推進など、
幅広く活躍されています。

【企業等を対象とする職場環境改善にむけたサー
ビスについて】
メンタルヘルスの問題が働く人やその家族、職
場、社会に与える影響はますます大きくなってい
ます。ハラスメントやストレスチェックなど、法
律や制度改正が進むにつれ、より具体的な取り組
みについてのご相談も増えてきました。例えば
「ストレスチェック制度」は2015年12月から義務化
（50名未満の事業場は当面努力義務）され多くの企
業で実施されておりますが、制度の目的や仕組み
など導入にあたってのご相談から、実施後に具体
的な職場環境改善につなげるべく、労働者個人か
らの相談対応やカウンセリングの実施、組織とし
て集団分析を活用した研修の提供・助言などを通
して、働きやすい職場つくりをサポートさせてい
ただいております。

「生きることと働くこと 豊かに生きる 豊かに働く」
～誰もがその人らしく働き生きる社会の実現にむけて～

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会
北海道支部 支部長 林 美 幸

トピックス
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【社会貢献活動について】
公的機関との連携した活動について、いくつか

ご紹介します。2010年から５年間、北海道の自殺
予防対策における自殺予防ゲートキーパー研修を
実施、旭川、函館、釧路、帯広、北見、札幌の６
会場でおよそ2,500人の方に出席いただきました。
その後は若年者の自殺予防事業と連携、現在は

北海道労働局・北海道・札幌市・連合北海道の後
援をうけ「働く人の悩み相談室」として、毎週火
曜日、17：30～20：30まで、夜間のカウンセリン
グ、電話相談室を開設しています。そして昨年10
月からは、このコロナ禍においても道内どこから
でも気軽にアクセス出来るようにZoomによるオ
ンラインカウンセリングも開始しました。
電話相談「はたらく人のストレス・メンタルヘ

ルス」は、月・水・金の13時～17時まで、相談料
も通話料も無料の直通ダイヤルでつながります。
また常設の相談窓口のほかに、世界自殺予防デー
にあわせて全国無料電話相談など、期間を限定し
ての活動も行っており、誰も孤立させない、必要
な場所につなぐという役割も担っています。
厳しい雇用環境の中、解雇や転職、業務転換、

テレワークや在宅勤務によるストレスや、対面で
のコミュニケーション機会の減少による意思疎通
の問題など、新たな環境がもたらす相談も増えて
います。特に長期化するコロナ禍においては、ど
こにもぶつけようのない怒りや不安、閉塞感な
ど、これからどのようなことが起こるのか、未だ
見通しがたっていません。今後さらに厳しくなる
事も考えられます。様々な困難に直面し、戸惑
い、傷つき、不安な気持ちを一人で抱えている方
に、私たちの活動が届きますように、発信し続け
ていきたいと思います。

３ 最後に
2020年３月、対面による支援が中心となる私た

ちの活動は、命や健康を守るために、今何を優先
すべきか、大きな決断を迫られました。当初はエ
ビデンスのとれた情報も少ない中で、集合型研修
など延期できるものは延期し感染拡大のリスクを
徹底的に抑える一方、こうした状況だからこそ、
１対１でのカウンセリングは必要な支援と考え、
当支部相談室も含め訪問先でも換気が出来る広い
部屋への変更や感染予防対策へのご協力をいただ
きながら中止することなく継続的に実施してきま
した。現在、感染予防を徹底した中で、集合型の
研修も再開、一部オンラインを利用した研修も実
施、通常のカウンセリングの他、緊急時のカウン
セリングにも対応しております。
今後もめまぐるしく変化する社会の中で新たな

問題に直面する時、昭和・平成・令和と３つの時
代を通して、一貫して働く人と組織を支援し続け

てきたことが、皆さまの安心や信頼となり、「それ
だったら産業カウンセラーに相談してみるといい
よ」と言っていただけるような活動を続けてまい
りたいと思います。
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令和３年３月31日

令和２年度 旭川精神衛生協会決算
収入額 1,829,857円
支出額 832,593円
残 額 997,264円

備 考増減（B－A）決算額（B）予算額（A）科 目
△ 29,306108,694138,000１ 管 理 費

精神保健北海道大会関連費へ流用７/20（￥7,200）△ 13,25742,74356,000①消 耗 品 費
△6,39135,60942,000②通信運搬費
△9,65818,34228,000③手 数 料

いのちの電話新聞広告協賛金３/16（￥10,000）010,00010,000④広 告 料
000⑤使用料及び賃貸借
02,0002,000⑥負 担 金

△57,361639,639697,000２ 精神衛生普及啓発費
いのちの電話普及啓発費ライナー掲載料６/５（￥88,440）、他△ 19,891120,109140,000①普及啓発事業費
会報誌印刷製本代金３/10（￥330,000）△ 38,670431,330470,000②会報誌発行費

1,20088,20087,000③ボランティア養成費
△ 178,94077,060256,000３ 活動援助費

断酒会活動援助金９/28（￥44,200）△ 55,80044,200100,000①断酒会活動援助事業費
△ 100,0000100,000②精神障害者援助事業費

当事者研究ネットワーク全道交流集会１/14、理象学的トマト研究所３/31、ぴっぷひだまりの会３/31△ 20,00030,00050,000③精神衛生活動援助事業費
△ 3,1402,8606,000④振込手数料

北海道大会依頼に伴う旅費消耗品費から流用７/207,2007,2000４ 第64回精神保健北海道大会関連費
△ 10,000010,000５ 雑 費
△720,2530720,253６ 予 備 費
△988,660832,5931,821,253合 計

［支出の部］

備 考増減（B－A）決算額（B）予算額（A）科 目
0631,250631,250繰 越 金
Ａ会員 ＠10,000×17 170,000
Ｂ会員 ＠5,000×28 140,000
Ｃ会員 ＠1,000×53 53,000

△ 26,000363,000389,000会 費

第99号広告費（98号×２件含む）＠5,000×８ 40,000
第99号広告費（98号×０件） ＠10,000×２ 20,000
第99号広告費（98号×１件含む）＠20,000×８ 160,000

20,000220,000200,000会報誌広告掲載料

旭川精神医学研究会（協会運営）2/16 500,000
旭川精神医学研究会（ボランティア講座） 0
道精神保健協会（ボランティア講座）10/21 87,000
道精神保健協会（啓発事業）11/12 25,000

19,000612,000593,000寄付金及び交付金

預金利息 7
ボランティア講座参加料2/9 3,600△ 4,3963,6078,003雑 収 入

8,6041,829,8571,821,253合 計

［一般会計］
［収入の部］ （単位：円）

備 考利息相当分内 訳基本財産
2,500,000昭和55年９月 保健文化賞

475万円

令和２年度収入100,000昭和63年３月 松下 覚氏
普通預金残高200,000平成３年４月 古本 博氏

定期利息 408円（Ｒ３.３.31）300,000平成３年４月 相川正義氏
46,377円500,000平成６年12月 相川正義氏

決算利息 0円500,000平成13年11月 塚本隆三氏
100,000平成15年３月 相川正志氏
100,000平成18年11月 相川正志氏

計 408円300,000平成22年２月 塚本光子氏
50,000平成26年７月 松下玲子氏
100,000平成27年７月 相川正志氏

［特別会計］（資産）
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令和２年度 事業報告

（令和２年４月１日～令和３年３月31日）

１ 総 会
開催日：令和２年５月19日（火）

開催方法：書面方式

２ 普及啓発事業
旭川いのちの電話

「電話相談員養成公開講座」

フリーペーパーライナー掲載

パンフレット配布による普及啓発事業

３ 旭川精神保健ボランティア講座
「初心者のための精神保健基礎講座」
令和３年２月９日、２月16日

全２回（１回２時間）

第１回：「精神疾患の基礎理解」

講 師：長谷川 博亮氏（大学教授）

第２回：「精神障害者の生活について」

講 師：大高 祐輝氏（精神保健福祉士）

参加人数：９人（延べ数17人）

４ 会報誌発行
会報誌「旭川精神衛生」第99号

令和３年３月１日 500部発行

役員及び会員に送付するほか、全国166か所

の医療機関、公的研究機関等に寄贈した。

５ 精神衛生活動援助事業
茨 断酒会活動援助

（断酒活動への補助金交付）

例会開催日数 192日（271回）

酒害相談（旭川市保健所内） ９回

例会・講演会・研究大会等

・４月８日 旭川連合断酒会合同例会／総会

（末広公民館） 26名

・５月31日 北部地区連合総会（書面表決）

・６月７日 北海道断酒連合会総会

（書面表決）

・８月14日 旭川連合断酒例会

（いきいきセンター）

・10月12日 旭川連合断酒会合同例会

（末広公民会） 27名

・11月10日～16日 アルコール関連問題啓発

全国一斉街頭キャンペーン

（関係機関に配布）

芋 精神衛生活動援助（精神衛生にかかる自主活

動等への事業費補助）

ア ぴっぷひだまりの会

定例会の開催

イ 現象学的トマト観察研究所

定例会の開催

ウ 当事者研究全道交流会in旭川実行委員会

「当事者研究全道交流会in旭川」開催
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旭川連合断酒会例会・酒害相談（令和３年度版）
酒をやめたい人、酒でお悩みの方、一度御相談ください

旭川連合断酒会（会長：南 博）
事務局長 〒070-0034 旭川市４条通15丁目1208-1 佐渡屋ビル３階310

大山 典泰（☎090-1527-4489）
◎連合合同例会／１月・４月・６月・８月・10月・12月の各月第２週目の担当断酒会例会 19：00

（1）旭川断酒会（会長：石田 光昭）
事務局 〒070-8043 旭川市忠和３条５丁目9-6 石田 光昭方 （☎090-7056-4166）
◎例会 毎週（水）19：00 いきいきセンター新旭川 新富１条２丁目 （☎0166-27-2287）

（2）旭川断酒新生会（会長：舘小路 俊男）
事務局 〒071-0239 上川郡美瑛町字美瑛原野４線 大坪 浩方 （☎080-6093-5437）
◎例会 毎週（火）19：00 東光公民館 東光10条３丁目 （☎0166-35-1708）

第２（火）19：00 松原康夫宅 東旭川北１条６丁目 （☎0166-36-1147）

（3）旭川東雲断酒会（会長：浅田 敏光）
事務局 〒071-8102 旭川市東鷹栖２条３丁目 浅田 敏光方 （☎090-1648-2070）
◎例会 毎週（金）19：00 永山公民館 永山３条19丁目 （☎0166-48-1659）

（4）旭川北部断酒会（会長：南 博）
事務局 〒071-8144 旭川市春光台４条３丁目 今泉 英三方 （☎090-2875-0429）
◎例会 毎週（月）19：00 末広公民館 末広１条２丁目 （☎0166-23-9299）

（5）旭川中央断酒会（会長：熊谷 修）
事務局 〒070-0034 旭川市４条通15丁目1208-1 佐渡屋ビル３階310 大山 典泰方

（☎090-1527-4489）
◎例会 毎週（月）19：00 レンカルナ旭川 ９条通14丁目24番地 （☎0166-23-3386）

（6）旭川北斗断酒会（会長：木村 政行）

事務局 〒078-8303 旭川市緑が丘３条３丁目 篠尾 和浩方 （☎0166-66-0437）
◎例会 毎週（月）第１・３週 13：00 北星公民館 北門町８丁目 （☎0166-52-5545）
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○旭川精神衛生協会規約
第 １ 条 （名 称）

本会は旭川精神衛生協会と称する。
第 ２ 条 （事 務 局）

本会の事務局は旭川市保健所内に置く。
第 ３ 条 （目 的）

本会は地域住民の精神衛生に関する知識の普及につとめ、精神的健康の保持増進を
図ることを目的とする。

第 ４ 条 （事 業）
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
１．精神衛生に関する知識の普及啓蒙
２．精神衛生に関する調査研究
３．精神衛生に関する諸施策の促進
４．その他、本会の目的達成に必要な事業

第 ５ 条 （組 織）
本会はこの目的に賛同した関係機関、団体、個人を以て会員とする。

第 ６ 条 （役 員）
本会は次の役員を置く。
会長 １名、副会長 ２名、理事 若干名（内若干名は常任理事とする。）、監事 ２名

第 ７ 条 （役員選出）
会長、副会長及び常任理事は理事の互選とする。
理事及び監事は、会員の中から総会においてこれを選任する。

第 ８ 条 （役員の職務権限）
１．会長は、本会を代表して会務を統轄する。
２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
３．理事は本会の会務を処理する。
４．監事は会計を監査する。

第 ９ 条 （役員の任期）
１．役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。
２．補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３．役員は任期満了後でも後任者の決定するまで引続き、その職務を行う。

第 10 条 （名誉会長・顧問・名誉会員）
本会に名誉会長・顧問・名誉会員を置くことができる。名誉会長・顧問・名誉会員
は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

第 11 条 （表彰・感謝状の授与）
本会の事業推進の顕著な功績又は特に運営について尽力された団体又は個人に対し
て、理事会の決議を経て会長がこれを表彰又は感謝状を授与する。

第 12 条 （職 員）
本会の事務局には次の職員を置き、会長がこれを委嘱する。
事務局長１名、幹事３名、書記若干名

第 13 条 （会議の開催）
１．会議は総会、理事会とする。
２．総会は毎年４月又は５月開催し、必要のあるときは臨時に開催することができる。
３．会議は、会長が必要があると認めたときは、書面により行うことができる。

第 14 条 （職務権限）
総会には次の事項を附議する。
１．事業計画、歳入歳出、予算及び決算の承認
２．規約改正等の承認
３．役員の選任
４．その他重要な事項

第 15 条 （理事会）
理事会には、次の事項を附議する。
１．事業計画、歳入歳出予算の作成
２．その他会長が附議した事項

第 16 条 （経費の支弁及び会計年度）
１．本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入を以てこれにあてる。
２．本会の資金は、郵便貯金又は確実な金融機関に預け入れるものとする。
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３．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。
４．毎年４月１日から当年度予算成立までの間は、総会で承認を得た場合を除き、
前年度予算総額の６分の１以内の額で暫定予算を編成し執行することができる。
５．前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立し
た予算の収入支出とみなす。

第 17 条 （会 費）
１．本会の会費を次のとおりとする。

Ａ会員 年間 10,000円
Ｂ会員 年間 5,000円
Ｃ会員 年間 1,000円
特別会員 全額免除（本会の目的の達成のため、会長が必要と認めた者に限る。）

２．会費３ヵ年未納の場合は、脱会したものとみなす。

附 則
１．この規約は、昭和40年１月18日から施行する。
２．関係機関、団体代表の役員のうち任期中に欠員を生じた場合は理事会の承認を
得て後任者を役員に決定することができる。
３．規約の一部改正（昭和49年５月18日より施行）

（昭和52年４月１日より施行）
（昭和53年４月１日より施行）
（昭和54年４月21日より施行）
（昭和55年４月１日より施行）
（昭和58年４月１日より施行）
（昭和62年４月１日より施行）
（平成３年５月18日より施行）
（平成６年５月21日より施行）
（平成12年４月１日より施行）
（平成25年５月30日より施行。ただし、会費の変更については、
平成26年度会費から適用する。）
（平成28年５月19日より施行。ただし、会費の変更については、
平成29年度会費から適用する。）
（令和２年６月１日より施行。）

○旭川精神衛生協会表彰規程
（趣 旨）
第１条 本会の目的である地域住民の精神衛生に関する知識の啓発につとめ、精神的健康保持

増進のため、顕著な功績のあったものは、この規程の定めるところにより表彰する。
（表 彰）
第２条 表彰は、会長が次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なもの

に対して行う。
１ 精神衛生に関する知識の普及啓蒙に尽くしたもの。
２ 精神衛生に関する調査研究に尽力したもの。
３ 精神衛生に関する諸施策の促進に尽力したもの。
４ その他本会の目的達成に貢献したもの。

（表彰の方法）
第３条 表彰は、表彰状を授与して行う。

２ 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。
（公 表）
第４条 表彰を受けるものの氏名、名称等は会報に登載して公表する。
（感謝状等の授与）
第５条 会長が本会の運営に寄与し、その功績が著しく感謝するに足ると認めた、個人又は団

体に対して感謝状を授与する。
２ 前項の規定による感謝状の授与の基準その他感謝状の授与に関し必要な事項は、会

長が定める。
補 足 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は会長が定める。
附 則 この規程は、昭和54年４月21日より施行する。



―52―

旭川精神衛生 第100号 2022年３月

令和３年度旭川精神衛生協会役員名簿

岩 田 顕北海道上川保健所長顧 問

山 下 裕 久旭川市医師会会長〃

宮 岸 勉旭川医科大学名誉教授〃

直 江 寿一郎医療法人社団圭泉会
旭川圭泉会病院理事長・院長会 長

相 澤 裕 二医療法人順真会
メイプル病院院長副 会 長

谷 澄 江旭川市市民委員会連絡協議会
女性部会会長〃

青 山 弥 生社団法人旭川手をつなぐ育
成会会長常任理事

三 上 正 明社会福祉法人旭川いのちの
電話運営委員長〃

岡 田 政 勝社会福祉法人旭川市社会福
祉協議会常務理事〃

松 山 直旭川社会福祉施設協議会
会長〃

久 能 弘 道北海道教育大学旭川校教授〃

鈴 木 直 己旭川市保健所長〃

渡 辺 典 子北海道旭川児童相談所長〃

野 田 友 二北海道上川総合振興局
保健環境部保健行政室長〃

河 西 滋旭川家庭裁判所首席家庭裁
判所調査官〃

白 井 宏 之医療法人社団神楽神経科内
科医院長〃

中 條 拓医療法人社団志恩会
相川記念病院長〃

佐 藤 譲市立旭川病院
精神神経科診療部長〃

千 葉 茂旭川医科大学名誉教授〃

丸 谷 眞智子老人保健施設さくら館
施設長理 事

三 上 泰 久三上神経科内科クリニック
院長〃

太 田 充 子六条医院院長〃

直 江 裕 之医療法人社団直江クリニッ
ク院長〃

宗 岡 幸 広心療内科旭川メンタルクリ
ニック院長理 事

田 中 肇北海道立旭川子ども総合療
育センター院長〃

森 田 隆 行旭川中央警察署
生活安全課長〃

長谷川 祐旭川東警察署生活安全課長〃

山 口 曉旭川少年鑑別所長〃

猪 野 潤 一旭川保護観察所長〃

南 文 人旭川地方法務局
人権擁護課長〃

高 田 敏 和旭川市教育委員会
社会教育部長〃

真 坂 和 義旭川市小学校長会代表〃

武 田 聡旭川市中学校長会代表〃

諸 橋 宏 明旭川ブロック高校長会代表〃

田 口 貴 嗣旭川市学校保健会会長〃

平 岡 康 子北海道看護協会
上川南支部長〃

菅 野 淑 子旭川市赤十字奉仕団委員長〃

武 田 久 子旭川精神障害者家族連合会
会長〃

佐 川 徹旭川市民生委員児童委員連
絡協議会会長〃

廣 瀨 正 一旭川市職親会会長〃

南 博旭川連合断酒会会長〃

片 山 寛 美旭川自閉症児者親の会会長〃

神 戸 紀美子旭川認知症の人と家族を支
える会代表〃

佐 藤 剛ふくろうの会代表〃

堤 久 男特定非営利活動法人
旭川しらかば共同作業所理事長監 事

高 越 聡旭川市福祉保険部障害福祉
課長〃

令和３年度旭川精神衛生協会事務局

（旭川市保健所）渡 辺 顕 久事務局長

（北海道上川保健所）中 畑 佐和子幹 事

（北海道上川保健所）吉 本 孝 秀〃

（北海道上川保健所）伊 東 沙 希〃

（旭川市保健所）村 岡 弘 江書 記

（旭川市保健所）佐々木 直 哉〃

（旭川市保健所）押 切 朋 美〃

（旭川市保健所）日 浦 克 子〃
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Ａ 会 員
電 話住 所会 員 名

（官 公 署）
111126旭川市６条通９丁目旭 川 市 長
5111（01658）6上川郡愛別町本町字179愛 別 町 長
211182上川郡東川町東町１丁目16－１東 川 町 長
1211（01658）2上川郡上川町南町180上 川 町 長
111192上川郡美瑛町本町４丁目６－１美 瑛 町 長
211187上川郡鷹栖町南１条３丁目５－１鷹 栖 町 長
211185上川郡比布町北町１丁目２－１比 布 町 長
211183上川郡東神楽町南１条西１－３－２東 神 楽 町 長
211184上川郡当麻町３条東２丁目11－１当 麻 町 長
3090（0165）35雨竜郡幌加内町字親和4596番地３ 保健福祉総合センターアルク幌 加 内 町 長

（精神科医療機関）
342151旭川市大町２条14丁目医療法人社団志恩会相川記念病院長
155936旭川市東旭川町下兵村252医療法人社団旭川圭泉会病院理事長・院長
352283上川郡東神楽町東１線２号医療法人社団六樹会聖台病院長
331162旭川市神楽３条２丁目３－５医療法人社団神楽神経科内科医院長
812154旭川市旭町２条６丁目オークヒルズ２・６三上神経科内科クリニック院長
818922旭川市６条通７丁目31－１ アクア旭川ビル３F六条医院院長
686629旭川市１条通８丁目旭川１条ビル内心療内科旭川メンタルクリニック院長

Ｂ 会 員
電 話住 所会 員 名

（官 公 署）
251157旭川市東鷹栖３線20号620旭川刑務所長
546831旭川市豊岡１条１丁目３－24旭川少年鑑別所長
937651旭川市花咲町４丁目2272－15旭川保護観察所長

（学 校）
124651旭川市末広８条１丁目学校法人北海道立正学園旭川実業高等学校長
270039旭川市豊岡５条４丁目学校法人旭川龍谷学園旭川龍谷高等学校長
356682上川郡東川町進化台学校法人北工学園旭川福祉専門学校長

（団 体）
318124旭川市金星町１丁目 市立旭川病院内市立旭川病院精神科患者家族会長
724522旭川市曙１条８丁目 メイプル病院内メイプル病院患者家族会長
342151旭川市大町２条14丁目 相川記念病院内相川記念病院患者家族会長
155936旭川市東旭川町下兵村252 旭川圭泉会病院内旭川圭泉会病院患者家族会長
111126旭川市７条通10丁目 旭川市子育て相談課内旭川市母子福祉連合会長
901037旭川市宮前１条３丁目 旭川市障害者福祉センター一般社団法人旭川手をつなぐ育成会会長
511551旭川市末広８条６丁目5305社会福祉法人敬生会特別養護老人ホーム敬生園園長
180376旭川市宮前１条３丁目 旭川市障害者福祉センター旭川精神障害者家族連合会会長
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電 話住 所会 員 名
3633（0167）23富良野市中御料地2067の３社会福祉法人富良野あさひ郷知的障害者更生施設北の峯学園施設長
4489（090）1527旭川市４条通５丁目1208－1 佐渡屋ビル３階310旭川連合断酒会長
278035旭川市宮前１条３丁目 旭川市障害者福祉センター旭川自閉症児者親の会会長
2043（0167）22富良野市学田三区 ラベンダーの郷社会福祉法人 エクゥエート富良野理事長

（会 社・工 場）
314148旭川市流通団地１条２丁目株式会社キョクイチ旭

一

311148旭川市流通団地２条４丁目株式会社モロオ

（病院・研究所）
318124旭川市金星町１丁目市立旭川病院病院事業管理者
717133旭川市１条通24丁目111－３JA北海道厚生連旭川厚生病院長
811122旭川市曙１条１丁目日本赤十字社旭川赤十字病院長
014323旭川市１条通16丁目右７号医療法人社団はらだ病院理事長
336632旭川市豊岡４条３丁目２－２医療法人社団さとう内科医院長
421323旭川市４条通12丁目左１号菊池外科医院長
424223旭川市３条通９丁目松井眼科医院長
652451旭川市春光台４条10丁目１－３重症心身障害児施設北海道療育園施設長
724522旭川市曙１条８丁目２－29医療法人順真会メイプル病院長
236556旭川市８条通８丁目41－６オズのクリニック院長

（個 人）
318124旭川市金星町１丁目 市立旭川病院内市立旭川病院精神神経科 原 岡 陽 一
724522旭川市曙１条８丁目２番地の29 メイプル病院内医療法人順真会メイプル病院院長 相 澤 裕 二
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Ｃ 会 員 （順不同）

Ｃ会員名簿は氏名のみ掲載させていただきます。

〔ア〕
赤 石 久美子
秋 山 祐梨子
浅 田 敏 光
阿 部 尚 人
阿 部 正 明
天 池 功

〔イ〕
石 川 冨美雄
石 田 光 昭
伊 東 隆 雄
伊 藤 優 美
猪 俣 光 孝
今 泉 英 三
今 川 民 雄

〔ウ〕
内 海 千 枝

〔エ〕
江 頭 彰 子

〔オ〕
大久保 洋 子
大 坪 浩
大 沼 みちよ
大 山 典 泰
大 山 秀 貴
岡 哲 夫
岡 崎 きよ美
小 野 町 子

〔カ〕
片 野 テ ル
加 藤 浩 一
亀 渕 興 紀

〔キ〕
木 村 政 行

〔ク〕
窪 田 貞 子
熊 谷 修

〔コ〕
小 杉 静 江
小 林 暉 親

〔サ〕
歳 桃 芳 美
齋 藤 将 子
酒 木 保
佐 藤 幸
佐 藤 武 司
澤 谷 和 幸

〔シ〕
塩 田 惇
柴 田 志津子
白 井 恵理子

〔ス〕
鈴 木 俊 子

〔タ〕
高 木 清 忠
高 澤 悟
髙 島 真 一
高 田 成 治
髙 橋 吉 美
武 井 明
竹 内 千香子
舘小路 俊 男
田 辺 和 憲

〔チ〕
乳 井 雅 子
千 葉 茂

〔ツ〕
堤 久 男

〔ナ〕
中 居 健
中 島 邦 宏

〔ノ〕
野 中 智佐子

〔ハ〕
濵 澤 勝 治
畠 山 慶 一
原 勝

〔ホ〕
本 多 広 志
本 間 潤

〔マ〕
牧 野 隆
松 島 正 道

〔ミ〕
南 聡
南 博

〔ヤ〕
山 口 史 朗
山 田 直 行
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特 別 会 員

会 員 名会 員 名

真 坂 和 義旭川市小学校長会代表谷 澄 江旭川市市民委員会連絡協議会女性部会会長

武 田 聡旭川市中学校長会代表三 上 正 明社会福祉法人旭川いのちの電話運営委員長

諸 橋 宏 明旭川ブロック高校長会代表岡 田 政 勝社会福祉法人旭川市社会福祉協議会常務理事

田 口 貴 嗣旭川市学校保健会会長松 山 直旭川社会福祉施設協議会会長

平 岡 康 子北海道看護協会上川南支部長久 能 弘 道北海道教育大学旭川校教授

菅 野 淑 子旭川市赤十字奉仕団委員長鈴 木 直 己旭川市保健所長

佐 川 徹旭川市民生委員児童委員連絡協議会会長渡 辺 典 子北海道旭川児童相談所長

廣 瀨 正 一旭川市職親会会長野 田 友 二北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室長

神 戸 紀美子旭川認知症の人と家族を支える会代表河 西 滋旭川家庭裁判所首席家庭裁判所調査官

佐 藤 剛ふくろうの会代表佐 藤 譲市立旭川病院精神神経科診療部長

高 越 聡旭川市福祉保険部障害福祉課長丸 谷 眞智子老人保健施設さくら館施設長

旭川生命保険協会直 江 裕 之医療法人社団直江クリニック院長

道警旭川方面本部生活安全課長田 中 肇北海道立旭川子ども総合療育センター院長

旭川中央警察署長森 田 隆 行旭川中央警察署生活安全課長

旭川東警察署長長谷川 祐旭川東警察署生活安全課長

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会長南 文 人旭川地方法務局人権擁護課長

高 田 敏 和旭川市教育委員会社会教育部長
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編 集 後 記

「旭川精神衛生」の記念すべき第100号をお届け

します。ご寄稿くださった皆様、誠にありがとう

ございました。

「ステンドグラスとひび 美しきステンドグラ

スも一つの箇所が破損すれば最後に全てが落ちて

しまう。人の世も何かそれに似たところがあるよ

うに思われてならない。」と本誌の表紙絵の説明に

記されている。

２年を経過しようとしているコロナ禍は人の世

に何箇所の破損を生じさせたのであろうか。人に

は寿命がある。日本における年間の総死亡者数は

例年およそ130万人、１日あたり3,500人がバタバタ

と亡くなっている計算になる。日本の人口は約１

億2,000万人であるから、ざっと100年で国民総入

れ替えとなる。これが常態であり、自然の摂理と

いうものなのだろう。

一方で、国内におけるコロナによる年間死亡者

数は多少の過剰カウントも考慮しても２、３万人。

その２、３万人も、子ども・若者たちがバタバタと

命を奪われるというのであれば、憂慮すべき事態

であろうが、その多くは70、80代以上の高齢者で

あるというのが実態である。

このような中で、「自粛」が強いられ、そのド

ミノ倒しがおこり、あまりにも多くのものが破壊

されてきた。恐ろしいのはコロナウイルス感染症

そのものよりもむしろコロナウイルス騒動である

という異論は、封殺されてしまった。

一つの箇所の破損を防ごうとする過剰防衛がよ

り多くの箇所の破損を招いてしまったという皮肉

な結果に見えるのは私だけだろうか。（久能 記）

「旭川精神衛生」編集委員
編集長 久 能 弘 道
編集員 佐 藤 剛
編集員 内 海 千 枝
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