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◆ 東日本大震災下での現地経過報告（福島県相馬市から）
3 月 11 日の東 日本大 震災 の状況 は目 を覆い たく なるよ うな 災害を 引き 起こし まし たが、 早１ か月が 経過 し
ま した。 実現 会議の メン バーも さま ざまな 形で 現地に 入り ，活動 を始 めてい ます 。しか し、 被災地 の再 生に
向 けてた 営み は始ま った ばかり で、 高齢の 方、 障害を 持た れてい る方 、特に 私達 に関係 する 精神の 病を 抱え
て おられ る方 々およ びそ のご家 族が どのよ うな 日々を 送ら れてい るの か、と ても 気がか りで す。
被 災地の 厳し い状況 の中 、文字 通り 連日連 夜、 現地で 精神 障害者 のケ アを対 応さ れてお られ る福島 県南 相
馬市にあった小高赤坂病 院の臨床心理士の須藤さんか らご連絡をいただきました 。須藤さんは 1000 人委員
と してこ ころ の健康 政策 構想実 現会 議の取 り組 みにご 協力 いただ いて いる方 です 。福島 原子 力第一 発電 所の
関 係で小 高赤 坂病院 の患 者さん の多 くは都 内の 病院に 転院 されて いま す．須 藤さ んは現 在， ウイー クデ ィは
相 馬の仮 事務 所で寝 泊ま りし、 週末 実家に 戻る という 生活 をされ てお られる よう です。 原発 の避難 地域 がど
う なって いく のか不 透明 な中、 動き にくい 状況 とのこ とで す。地 元の 医師の お手 伝いを しつ つ、地 域の 相談
支援事業を立ち上げるべく準備中です。また民医連の人たちが精神科医療の確保に動き始めているようです。
4 月初 めに震 災時、 病院 からな にも 持ち出 せな かった ので 、中古の PC を送 っても らえな いか という 連絡 が
あ り、当 事者 ・家族 委員 の有志 から パソコ ン、 プリン ター など送 付し た経過 があ ります 。
そ のお礼 と共 に、現 地レ ポート を送 ってく ださ いまし た。 ここで は原 文をそ のま まご紹 介さ せてい ただ き
ま す。
増 田一世 様
お 世話に なっ ており ます 。小高 赤坂 病院の 須藤 です。 今ま でメー ルを 読むこ とが できま せん でした が、 中
通 り・石 川町 の実家 でや っとネ ット 環境が 整い ました 。こ の度は 、パ ソコン やプ リンタ ーを 提供し てい ただ
き 、本当 に有 難うご ざい ます。 ご協 力くだ さっ た皆さ まに 、くれ ぐれ もよろ しく お伝え くだ さい。 現在 、私
は 相馬市 で相 談支援 ボラ ンティ アと して動 いて います 。相 馬地区 の現 状につ いて ご報告 しま す。
原 発被害 によ り、浜 通り 北部か らは 精神科 がな くなり まし た。午 前中 は避難 所の 巡回、 午後 は公立 病院 で
臨 時精神 科外 来に立 ち会 ってい ます 。県立 医大 看護学 部の 協力も 得ら れるこ とに なり、 当初 と比べ ると 動き
や すくな りま した。 です が実際 のと ころは 、外 来がパ ンク すると 困る ため、 保健 所が受 診者 を統制 して いま
す 。しか も、 作業所 につ ながっ てい る当事 者の 方の受 診が 多く、 在宅 もしく は閉 鎖中の 作業 所に通 って いる
方 の来院 が大 変少な い状 況です 。相 馬市だ けで なく、 今後 は南相 馬市 の当事 者に も目を 向け る必要 があ りま
す 。また 、種 々のス トレ ス反応 が懸 念され るの もこれ から です。 精神 科フォ ロー の体制 を今 まで以 上に 充足
さ せるこ とが 急務だ と思 われま す。 週末し かＰ Ｃメー ルを 読むこ とが できま せん が、皆 さま に力を お貸 しい
た だき、 この 事態を 乗り 切りた いと 思って おり ます。 よろ しくお 願い 申し上 げま す。
小 高赤坂 病院 臨床心 理士

須藤 康宏

◆ 第２次署名集約日
先 日もメ ール で連絡 しま したが 、下 記の要 領で 署名集 約作 業を行 いま す。何 しろ 人手が 必要 です。 お声 か
け いただ き大 勢の方 にご 参加い ただ けます よう お願い いた します 。何 人くら いの 方が参 加い ただけ るか 、メ
ー ルでお 知ら せくだ さい 。
・ 日時： ４月 １６日 午 後１時 ３０ 分～５ 時３ ０分
・ 場所： やど かり情 報館 （さい たま 市見沼 区染 谷１１ ７７ －４）
・ メール ： 100 万人 署名推 進委員 会 <cocoro-syomei@mbf.nifty.com>

