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私たちが年をとった り︑
障害を持ったり︑病気をし
たりしても︑住み慣れた地
域で安心して暮らしたい︒
そのため には 医療と 福祉
がそれぞ れの 垣根を 越え
て地域住 民を 支える 必要
がある︒そのために︑地域
の住民︑医療関係者︑福祉
関係者が とも に知恵 を出
し合う場 を作 ろうと いう
目的で︑去る十月二十二日
に第一回目の﹁福祉と医療
の学習会﹂を開催した︒
この日は︑岬町にある外房
こどもク リニ ックか ら星
山氏をア ドバ イザー に迎
え︑二つの事例をもとにし
ょうがい を持 った方 を地
域でどう 支え ていく かを
考えた︒
ここでは︑そのうちの一
事例を検 討し たとき の模
様をお伝えする︒

ヘルパーさんがいつも違う

人だと子が不安になるので︑

︵支援者の方からの助言

で︶一人の方にお願いして

ある部分の能力が欠けてし

お金の計算が出来ない等︑

話のつじつまが合わない︑

障害︵物忘れがひどいとか︑

身マヒ︶と︑軽度の高次機能

血を起こし︑身体障害︵右半

んを育てている母親が脳出

重度知的障害を持つお子さ

護の必要な人を介護者が見

おくことが大切である︒介

見てどう備えるかを考えて

と付き合いながら長い目で

段から施設やヘルパーさん

困ったときにではなく︑普

うのは︑ヘルパーも困る︒

困ったときに急に頼むとい

子どもの介護についてだが︑

まう傾向にある︒

らなくてはと思いつつ︑で

切だと思う︒日ごろからや

いするようにすることが大

顔見知りになってからお願

ルパーさんと本人があって

さんの写真を見せたり︑ヘ

ので︑順を踏んでヘルパー

お互いの関係作りが大切な

ようにしたい︒それには︑

ので︑他の人とでも出来る

ってもらえるとは限らない

いるが︑ずっとその方にや

まう状態︶を持ってしまっ

られないことは︑誰にでも

事例

た︒
に困ったことなどが寄せら

母親の入院中の︑子供の世話

さないと同じことの繰り返

は自分の病気をきちんと治

起こりうる︒また︑介護者

めに週一回とか預けるよう

星山氏：社会生活になじむた

きないこともある︒

れていた︒

にすると︑子どももそうい

うものだと思ってくること

しになってしまう︒

事例検討

Ａさん：自分は共働きをして

子である︒一人病人が出る

ことを切り盛りしていた様

段お母さんが大黒柱で家の

星山氏：この事例の家庭は普

の人にも慣れるために支援

くするためと︑家の人以外

いるが︑祖母の負担を少な

あり︑祖母の助けを借りて

迎えなどができないことが

思う︒預けると本人も我慢

して預けることは大切だと

のかかわりを広げるためと

る場のひとつとして︑人と

思う人もいるが︑子が行け

Ａさん：親が楽するため︑と

もある︒

と介護に負担のかかる人が

費を使ってヘルパーさんに

するところもあるが︑でき

いるので︑障害の子の送り

また病気となり︑そして︑

送り迎えを頼むことがある︒

日ごろの備えが大切

次々に家族全体が病んでし

なかったことができたり︑
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人の生活状況やかかりつけ

我が家だけでなく︑近所の

つながりが大切だと思う︒

かないので︑近所の人との

いっても︑そう簡単にはい

もがき︑あがき苦しんだ︒

が︑そこに行き着くまでは︑

仲間も笑っている人が多い

に寄り添うことが足りない︒

いる︒そういう人たちの心

けている人は不安を抱えて

入院や入居︑サービスを受

だろう︒

ないと地域医療は育たない

力︑地域の中で支える力が

と生活を支えるサービスの

したい︒そこには医療の力

思う︒

次につながっていくように

場からヒントをもらえると

がいると思うが︑プロの立

に課題意識を持っている方

ていきたい︒

係︑ネットワーク作りをし

力をしてもらえるような関

き込んで︑できることの協

作りが大切︒

や︑地域とのネットワーク

何かメリットがある︒

医なども︑日常会話の中で

医療介護の技術の提供だけ

︵星山氏に︶最後にこの件に

司会者：地域の中には︑個々

話ができてもいいのではな

でなく︑専門職の幅を広げ
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いか︒まずは予防が大切な

センター

ついて一言いただきたい︒

１月９日（祝）午後２時から

たり地域の力がその部分を

東金市ふれあい

ので︑地域やお隣同士でも

ものはないが︑家にいて医

１２月２３日（祝）１０時から

支えることも大事だと思う︒ 星山氏：地域医療の定義的な
司会者：不安を取り除くため

療がどう絡んでいくかが大

（NPO 法人ちば生活支援舎 鴇嶺の家代表）

予防の芽を育てることが大

にやっていることや︑今後

発題者：太齋寛 氏

地域のネットワークが必要
司会者：
︵Ｃさんに対して︶地

事だと思う︒医師に助けを

テーマ：地域で支える福祉 地域が求める医療

切だと思う︒
医療関係者に助けてもらお

取り組みたいと思うことは︒

求めるのは︑急性期の疾患

域の中でそういう方を支え

Ｃさん：利用者さんにだけで

うと思うのではなく︑予防

ていこうとしていると思う

方がいつもと違う様子だと

を心がけていきたい︒自分

ように考えている︒悩みを

かというような場合は︑医

または慢性病の増悪がほと

Ｃさん：今︑自分の事業所で︑

聞いたり︑相談相手になっ

師でなくても訪問看護師や

なく︑その家族を支えて︵フ

隣にも頼めないとの理由で

介護保険のデイサービスと

たり︑サービスの情報や知

リハビリの理学療法士でも

が︑その経験からどう思う

送迎を頼んできた︒周りと

障害者のデイサービスをし

恵を与えられるようにして

対応できる︒週一回でも訪

はボランティアで送迎して

の関係作りができていない

ている︒子どもも高齢者も

いる︒

問してもらうと︑家の中で

んどで︑たとえば︑障害の

と感じた︒世の中︑利己主

障害者も生活圏域での支援

今は生活圏タウンミーティ

の様子がわかり︑支援や助

ァミリーサポート︶いける

義になっていると感じた︒

を目指している︒

ングを開いていけるよう準

か︒

自分も脳梗塞経験者であり︑

予防が大切とわかっている

いずれも

地域医療を育てる会 定例会

場所は

日時：１月２１日 午後２時から

いるが︑ある方が家族や近

そういう仲間達との付き合

ながる︒いろんな専門の人

防いだり発症の予防にもつ

言できることがより見えて

が︑それでもなかなかでき

いがあるが︑みんな共通し

くる︒それが疾病の増悪を
考えていきたい︒地域を巻

をどう解決していけるかを

備している︒︵注 十:一月十九
日実施︶地域の中で︑課題
ないのが現実なので︑どん
で安心して暮らせるように

な状態になってもその地域

て言えるのは︑わが身に降
りかからないと気づかない
ということだ︒今は︑その

福祉と医療の学習会３

Ｂさん：困ったときに頼むと
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