
�エロ本�を頼める関係づくり

鶴見 「性」の支援に関し，最初に出会ったのは，

デイケアの統合失調症の方でした．統合失調症は

若年期から発症するため，友人関係等の関係性構

築不足から，友だちと，いわゆるエロ話等をする

ことなく，ほとんど性知識をもっていなかったの

です．そこで，「性ゼミナール」という名称での性

の心理教育を開催し，男子は男性のスタッフと，

女子は女性のスタッフと，3〜5回，性についての

基本的な情報を共有し，「男性と女性の性差」，「性

と疾病や薬の影響」，「交際」等，テーマごとに話

し合いました．

熊篠さんが書かれているもの1)を拝見しても，

支援者に知ってもらうことの大切さがわかりま

す．私も統合失調症の方に「性ゼミナール」が必

要だということを「作業療法ジャーナル」で発表

しました2)．当初，その編集会議では，学術誌で

扱うテーマかという疑問が出たことを覚えていま

す．

山本 ホームヘルパーの学習では，セクシュア

リティに関わる項目は一切ありません．私は，あ

る脳性麻痺の男性の利用者さんを通して関心をも

ち，検索して熊篠さんの本1)にたどり着きました．

そして，こういう問題があるという確信をもちま

した．

やはり支援者本人が直接問題にぶつかって，は

じめて考えられる問題だと思います．そういう意

味では，障害者側からもっと発信してもらえると

問題視されやすいと……．一方，言えない現状が

あります．その利用者さんは親にも話せていない

だろうと思います．
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＊1やまもと しょう：訪問介護ヘルパー．身体障害者の性活動の援助（ボランティア，カウンセリング）を行っている
＊2くましの よしひこ：脳性麻痺による四肢の痙性麻痺がある．特定非営利活動法人ノアール理事長
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■第 1部：男性障害者と「性｣

山本 翔
＊1
熊篠慶彦

＊2
〔司会〕鶴見隆彦

＊3

更衣・食事等の ADL 動作にサポートが必要な方がいらっしゃるように，性活動への

支援が必要な方々もおられます．作業療法の視点からは，どのような支援が可能とな

るでしょうか．

弊社近刊『身体障害者の性活動』（編著：玉垣 努・熊篠慶彦）では，男女別に支援者

に知っておいてほしいこと，作業療法に求めること等が率直に語られた座談会を収載

しています．本誌では，そのダイジェスト版をご紹介いたします．詳細は 7 月刊行予

定の本書をご参照ください．（編集部)

「性」への支援と作業療法

Focus

（2012 年 1月 28 日，東京都港区・品川イーストワンタワー会議室にて収録)



鶴見 親には言いづらいですね．やはり，友だ

ちですか．

山本 1エロ友だちがいる2ということは大事

だと思います．

熊篠 ぼくは本1)を出す 2 年前に，ホームペー

ジをつくりました．インターネットが普及しはじ

めた 1998〜1999年のころでしたが，障害者を受

け入れてくれる風俗店の情報はまったくなかった

ので，自分でつくろうと思いました．それから 10

年，さまざまな活動をしてきました．

鶴見 今まで支援する側は性の問題がないかの

ように，また支援される側もそういうことを言わ

ないような関係性で成り立ってきました．そこを

破るきっかけのようなものはありましたか．

熊篠 中学 2年生のときに股関節の手術をし，

親元を離れて神奈川県立ゆうかり園（現在は神奈

川県立総合療育相談センターに統合）にいたので

すが，そこでは売店がありませんでした．そこで，

学校の先生に「エロ本，買ってきてほしい」と言

いました．

鶴見 思春期と親元を離れるタイミングが絶妙

だったのですね．

熊篠 そうですね．その入院から 3 年半〜4年

近く経って，運転免許を取り，PT の方に同行し

てもらい初体験をしました．担当ではない新卒

1，2 年目の若い PTで，その人も風俗好きで，う

まく波長が合ったのでしょうね．

山本 そこは大事な部分だと思います．支援す

る側がまじめすぎると，利用者さんは絶対言って

くれませんから．

支援者側，支援を受ける側に知っても

らいたいこと

鶴見 支援する側に知ってもらいたいこと，ま

た支援を受ける側に知ってもらいたいことはあり

ますか．

山本 支援する側には，性の問題の存在を知っ

てもらいたいです．教育に盛り込むのが一番いい

と思います．

鶴見 OT の教育でも，大学によっては盛りこ

んでいる先生もいます．

山本 現場に出る前に知ってもらうことが必要

ですね．

鶴見 支援を受ける側ではどうですか．

熊篠 ぼくは物心ついたときから障害があっ

て，何かにつけて人の手を借りなければならない

生活をしてきました．先ほどの養護学校では先生

も 20人くらいいます．その中で1エロ本を買っ

てきてほしい2ということを，受け入れてくれそ

うな先生を見きわめるわけです．見抜かれたほう

も，それにどう対応するか用意ができている．こ

れが制度やカリキュラムとなったときに，そうで

きるのか…．

たとえばヘルパーさんにそういうことを言った

とき，ヘルパーさんはそういう教育を受けてきて

いないから，びっくりしてどぎまぎしてしまう．

言ったほうも，ばつが悪く，気まずくなる．気ま

ずくなるのなら，言わないで聖人君子の障害者像

を装っていたほうがいい．介護する側，支援する

側が変わらないと，介護される側，支援される側

は身動きできないです．

鶴見 優秀な支援者であれば，上手に関係性を

もっていけるかもしれません．そこが，先ほどの

「エロ本を買ってほしい」の関係につながるのだ

と思います．1びっくりする出来事2が，どういう

ことを意味しているのか考える場がないと，それ

は1いやな体験2だけで終わってしまいます．そ

ういうことがあった場合に，それを考えるスタッ

フミーティングがないといけないわけです．

�エロ�はモチベーションの一つ

熊篠 よく「相手の立場に立って考えましょう」

と教わると思います．しかし「相手の立場に立っ

て」というのと「もし自分がこうなったら」とい

うのとでは，少しニュアンスが違うと思います．

医療関係，福祉関係を勉強してきた人なら「もし

自分がこうなったら」と想像できてほしい．性の

ことも，自分のこととして考えてみてほしいので

す．

鶴見 それは，一番わかっていなければならな

いことですが，また一番難しいことでもあります．

それができれば真の支援につながると思います．
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「性」をテーマに話をしてきていますが，支援その

ものの大切なところですね．

熊篠 支援される側からいえば，リハのモチ

ベーションをどれだけ高められるかが重要です．

そういう意味で，少なくとも，男性にとって，1エ

ロ2は大きなモチベーションではないかと．

山本 そうですね，僕個人もエロにかなう娯楽

はないなあと……．これを利用したら，リハでも

集中力を増しますね．

求められる支援―それは共に考える

支援

熊篠 米国，フランス，スペイン，オランダ，

ドイツ，どこでも障害者の性はタブーです．しか

し，それらの国ではどのような問題があるのか，

当事者も支援者もセックスワーカーも含めてやり

とりがあってのタブーです．日本ではそこまで

いっていません．共通の問題として表面化されて

いないのです．

鶴見 セラピストが病院の職員として就職すれ

ば，その時期だけの患者をみるので機能訓練だけ

行えばいいことになる．生活全体をみる ICFの

ような考え方が実践しづらい側面はあります．

熊篠 日本では当事者でセクシャリティの話を

している人は，本当にごくわずかです．障害者の

スポーツで速く走れる義足がつくられる．そうい

う面での技術は進んでいるのに，性のことになる

と止まってしまいます．どうしたらいいのか，一

緒に考えてほしいのです．

山本 海外のカタログに，下着に付けるバイブ

レーターが掲載されていて，すごいと思いました．

そこまでは考えが及ばない．やはり当事者による

ニーズの発信も重要です．

熊篠 性の問題はきわめて個別性が高い．そし

て相談相手に「あなたに，直接どうにかしてほし

い」ということでもない．この状態で，この箸で，

どうすればご飯を食べられるのか，考えてほしい

というのと同じです．

鶴見 専門職の視点で，一緒に考えることが一

番大事だということですね．

熊篠 身体のことについての相談は，まず医師

やセラピストなどの医療職になりますから，その

とき，どう応えてくれるか．よくセクシュアリ

ティのことにかかわらない理由として「きわめて

プライベートなことだから」といわれます．でも，

ご飯を食べることも，排泄することも，入浴する

ことも，きわめてプライベートなことではないで

しょうか．

鶴見 支援する側が無意識につくってしまって

いる枠を広げていく必要があります．それがプロ

ですね．まず，一緒に考えるところからはじめる

ことですね．

教育にも徐々に取り入れられていって，そうい

う土壌をつくっていき，日本からこういう自助具

があると，逆に発信できればいいですね．ありが

とうございました．

文献

1) 熊篠慶彦 :たった 5 センチのハードル―誰も語
らなかった身体障害者のセックス．ワニブック
ス，2001

2) 鶴見隆彦 :性行為・性生活への支援とその意義．
OTジャーナル 38 : 910-915，2004
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私の障害

竹内 私は 21 年目の OT です．急性期病院・

行政による在宅訪問等の地域ケアに従事し，今の

職場は 5年前からです．

大畑 私は脳性まひ者です．小学 2 年生のと

き，米国のドーマン法（米国の Glenn Doman氏

が提唱する手法）が有効であると聞いた両親は，

1日 13時間ドーマン法に取り組む決意をしまし

た．その後 6年間，学校には行かず，運動プログ

ラム中心の過酷なリハ生活を続けました．

高校受験をめざしましたが，6年間のブランク

は大きく，受験に失敗．学歴は捨て，いかにすれ

ば普通の幸せを味わって生きていけるかを模索す

ることに全力を注ぎました．運転免許を取った

り，海外留学したりする中で，20歳のときに主人

と出会いました．

竹内 学会の分科会でご主人と出会われたので

すね．

大畑 セラピスト等，専門職が集まる場でした

が，1当事者の意見も2と，私にマイクが回ってき

ました．主人がそれを聞いて「変わっているなあ」

と気になったらしいのです．2 年間付き合って結

婚，今年で 11歳になる息子がおります．

竹内 Misianさんは受傷されて 4年目になら

れるのでしたか．

Misian 4年前に交通事故で頸椎を損傷し，親

戚中が集まる状況だったようです．その後回復期

の病院に移り，1日 3時間のリハを半年間受けま

した．回復期を過ぎるとリハは月に 4 時間に減

り，動きはじめていた身体が止まってしまいまし

た．つきっきりの介護が必要となったため，私の

せいで母の人生を狂わせたという思いがあり，福

祉のことを調べまくりました．そして母と別世帯

なら，私の住む市では最高 1日 16 時間，ホームヘ

ルパーを入れてもらえることを知りました．昨年

（2011 年）の 3月から，ヘルパーを利用しながら

一人で生活をしています．

性を取り囲む環境

竹内 性の支援について，どういう支援が必要

なのか等，教えていただけますか．

大畑 小さいときから結婚願望がありました

が，「お嫁さんになりたい」と言っただけで，まわ

りが凍りつきました．小説やドラマでの恋・愛し

か知らず，空想しファンタジーをつくりあげてい

くのが関の山で，誰にも相談できませんでした．

生理がはじまったときに，母から一応，生理機

能については聞きました．はじめのうちは，（生

理用）ナプキンを自分では換えられなかったので，

母に手伝ってもらっていました．交換のたびに，

母から「あなたの卵巣をとってしまおうかと悩ん

だことがある」と聞かされ，みじめな気持ちや妊

娠への恐怖等の感情が絡み合いました．母は「男

に近寄ってはだめ」と言い，怖い話を聞かされて

成長しました．私の情報源は母しかなかったのだ
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大畑楽歩
＊4

Misian
＊5
〔司会〕竹内さをり

＊6

（2012 年 1月 15日，大阪市・ホテルグランヴィア大阪にて収録)

＊4おおはた らぶ：整理収納アドバイザー．1978年生まれ．脳性まひをもつ．理学療法士の夫と子どもの 3人暮らし．著書『三重苦

／／ ／楽―脳性まひで，母で妻』（アストラ）．Office 楽歩（URL：http:／／www.ohatarabu.com／)
＊5みーしゃん：4年前の交通事故で頸椎損傷に．著書『障害者だってキスさせて』（講談社出版サービスセンター）
＊6たけうち さをり：甲南女子大学，作業療法士 〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町 6-2-23

国立療養所近畿中央病院付属リハビリテーション学院を卒業．急性期病院に入職，1997年，兵庫県立但馬長寿の郷を経て 2007年

より現職



から，避妊方法等，役立つ知識を伝授してほしかっ

たですね．

竹内 1男性に会うと怖いことになる2だと，消

極的な人だったら結婚できなかったかもしれませ

んね．

大畑 「男を見たら逃げなさい」ですから，おか

げで私はセックスするとすぐに子どもができてし

まう，3人子どもがいる人は，3回セックスをした

のだと思っていました．

竹内 セックスの数＝子どもの数でないとわ

かったのはいつですか．

大畑 結婚してからです．初夜に避妊具の存在

を知るありさまでした．

竹内 避妊等の話を家族ですることは少ないで

すね．Misianさんはどうですか．

Misian 中学生のときに，たんすで（避妊具を）

見つけました．年子の兄に「これ，なんだと思う」

と聞いて，「これ，あれや」と言われて「はーん」

という感じでした．あとは 4，5歳年上の従兄弟

の部屋にあるエロ本やエロビデオで，情報を仕入

れました．

私には身体が麻痺してから1まだ子どもを産ん

でいない！2という思いがありました．頸椎損傷

の彼と付き合うことになり，子どもの話が出たと

き，私は「将来どうしよう」という意識でしたが，

彼は「今すぐにでも子どもがほしい」という感じ

で温度差がありました．

竹内 その時のMisianさんは受傷からまだ間

がなく，これからどう生きようかというときで，

子どもや結婚のことを考えてはいたけれど，まだ

現実的ではなかったのですね．

Misian 恋愛で止まっていれば楽しかったと

思います．彼も同じ苦しみをもっていて，2 人で

なら何でも話し合えたし，彼の存在は大きかった

です．

竹内 私は仕事を通して相談を受けたのは一度

だけです．結婚されたばかりの 30歳代前半，片

麻痺の方でした．「どうやってセックスしたらい

い？」と聞かれて，OTになりたての私は凍りつ

きました．養成教育の中で，専門的なアドバイス

ができるように学習できる機会があるとよかった

と思います．

性・障害への視点―みんな同じ人間

竹内 専門職や他の誰かに相談した経験はあり

ますか．

大畑 恋人だったら聞けますが，それ以外の人

にはどん引きされたらどうしようと思って，聞け

ないです．

Misian 専門職に聞く雰囲気はまったくない

です．聞いたら相手を困らせてしまうだろうと．

性の支援者って難しいですね．誰にしてもらうの

か．ボランティアならあり得そうですが，医療と

同じようにプロとして行うのは……．

竹内 その人が直接的に行うのか，動作レベル

の行為を支援してくれるのか．スウェーデンで

は，ヘルパーさんが服を脱がせ，ベッドに横たわ

らせてくれるようです．

Misian オランダでは性サービスを受けるに

あたって，国から助成があるようですが．

竹内 日本で，そういうものがあったら利用し

たいですか．

Misian 利用してみたいです．

大畑 私は主人に先立たれたら考えたいです．

大変おこがましいのですが，セラピストの人たち

には，せっぱ詰まった感がないといいますか……．

あたり前なのかもしれませんが，機能面に焦点を

当てて分析されるために，妙な溝ができてしまう．

竹内 退院するためには，まず食事や更衣のた

めの動作機能の回復が必要という意識が強いので

しょうね．

大畑 周りで関わってくださる人たちも同様で

す．障害はないに越したことはありませんが，

あったらあったで，どう幸せを築いていこうかと

いうことが大事です．それを周りがヘルプするの

が理想的だと思うのです．

竹内 共に考えていく姿勢ということですね．

大畑 幸せになるかどうかは，その人次第です．

人として分け隔てなくみてくれる社会ができれ

ば，このような問題を語らなくてもいいように思

います．
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「機能面」から「生活面」へ

竹内 Misian さんは著書の中で�見せパン�の

ことについて話されていましたが．

Misian 受傷前にはいていたジーンズがロー

ライズで紙おむつが見えてしまうので，やむを得

ず股上がしっかりあるものに買い直しました．有

名ブランドに，下着と同様，見せてもいい紙おむ

つがつくれないかと電話をしましたが，返答をも

らえていません．

竹内 性交渉の際，自分でパンツが脱ぎたい．

そのための自助具がほしいと聞いたことがありま

す．

大畑 靴下に自助具がいるのに，なぜパンツに

いらないと思うのでしょう．

竹内 基本的な生活面は考えられるけれど，奥

の部分については十分ではないということになる

かもしれません．

Misian 私が関わるセラピストは，結婚し，子

どもが生まれた折，私に気をつかっているのか，

自分のことではないような話し方をします．

大畑 私も，そういう感じわかります．

Misian 申しわけなさそうな感じで語られま

すが，よいことなのだから堂々と言ってくれれば

いいのにと．

竹内 よけいな気づかいなのですね．

大畑 セラピストも，ヘルパーさんも，社長を

立てながら仕事をする秘書のような感覚で接して

もらえたらと．障害者は人としての尊厳が薄く

なっている人が多いので，秘書のような方が情緒

豊かに接し，社会経験を堆積していくことが大切

なのではないでしょうか．性も含めて，障害者の

可能性を広げてくれると思います．

竹内 性も含めて障害者の尊厳という視点のお

話をいただきました．ありがとうございました．
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座談会を終えて

(左より）大畑氏，Misian 氏，竹内氏
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