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名古屋で勉強会＆交流会を開催しました！
つばめの会　東海交流会レポートと主催者インタビュー

　つばめの会の会員の交流はメーリ
ングリストでの情報交換が主です。
これまで首都圏では勉強会などで会
員の集う機会がありましたが、首都
圏以外の地域でも会員が交流できる
場を設けたい！と、東海地方在住の
会員、兼田美幸さんが主催者となり
名古屋で交流会が開かれました。

はじめての東海交流会

　2018年6月9日(土)につばめの会東海
交流会を実施しました。第１回とな
る東海交流会は、愛知学院大学歯学
部病院で摂食外来を行っている野村
佳世先生をお招きし、ご講演をいた
だきました。
　野村先生のご講演は、子どもが食
事を口で食べられるようになるため
に必要な口腔の機能などの発達段階
と、それに伴う食事の形態（見た目
なども含めて）についてのお話でし
た。
　食事の形態と子どもの集中力の関
係については、もう高校生になった
娘にも心当たりがある話でした。
　食事のスピードが遅い、とムダに
注意ばかりしないで、彼女の食事へ
の集中が持続できる時間内で食べら
れるように食べやすい形態をまだま

だ心がけてあげれば良かった、と反
省。また明日への活力となりまし
た。野村先生にはご講演の上に会員
からの質問にも丁寧にお答えいただ
き、さらに参加者の満足度が高まり
ました。　
―兼田

おしゃべりメインの第２回

　2018年11月24日（土）、第２回東
海交流会を開催しました。
　第1回は先生をお招きしての講演で
したが、今回は会員同士の交流を軸
に、ゆっくり語り合える場としまし
た。参加したメンバーの声をお届け
します。

会員の感想１
　勉強会がメインだった前回と一
変、今回は交流をメインに、心ゆく
までみんなで自己紹介をしました。
大変だった頃の思い出から現在進行
中の悩み、果ては夫婦関係の問題ま
で、時間が許すかぎり話し尽くしま
した。
　お昼には、京都から手伝いにきて
くれた賛助会員が買ってきてくれた
京都駅の駅弁を堪能。 名古屋ではな
かなか食べられない味に話もまた弾
みました。

TOPICS
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　全国の自治体で「医療的ケア児支援のための協議の場」が設置され、国の施策も動き出しました。これまで医療的ケア
児の中で想定されにくかった「動ける歩ける経管栄養の子ども」についても認識が広がりつつあるのを感じます。
　つばめの会では今後も様々な摂食嚥下障害児に関する情報を、必要な親子へ、必要な医療福祉関係者へ、届けていきま
す。今年はホームページを大幅リニューアル予定！より多くの方にわかりやすく情報が届くよう、プロボノさんのお力を
いただきながら作成中です。詳しくは活動報告をご覧ください。また、各地の勉強会、交流会も開催拡大中です！

♥楽天のお買い物で応援 を
お願いいたします！
　リンク先の　Rakuten　ボ
タンをクリックして楽天でお
買い物をすると、購入額に応
じた支援金が「つばめの会」
に届けられます（購入者様の
ご負担はありません）。
http://gooddo.jp/gd/group/
tsubamenokai/
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　会場には子どもたちの遊び場も
設置。高校生になった元経管栄養
の子どもから、患児のきょうだ
い、まだ就園前の元経管栄養児た
ちまで、みんなで楽しく遊ぶこと
ができました。
　経管栄養の子どもたちは、経管
栄養の間はもちろん、その後も大
変なこともあるけれど、こうやっ
て近くに一緒に頑張っている仲間
がいるんだ、ということを再確認
できた、素敵な時間でした。
―スタッフ Ｍ

会員の感想２
　東海交流会、スタッフ兼患者家
族で参加させていただきました。
　今回は、前回と違い交流の場と
いうことで、みなさんの話を聞
き、日頃なかなか他人に話さない
我が家のチューブ事情などの話を
させていただきました。
　街角で出会った方に「お子様何
歳ですか？」と聞かれた時の話
は、相手は悪気はないのでしょう
けど、実際の年齢を答えても理解
してもらえないから、あやふやに
答えたりすることは、私もあるあ
る、と思いながら聞いておりまし
た。
　物を食べない、食べにくい子供
を知っている方でないと話してい
ても中々理解が得られず、普段か
ら話すことをしてなかったので、
個人的には新鮮な気持ちでした。
もちろん医療関係、リハビリ関係
の方には相談を含めて話はしてお
りますが、当事者間での会話はま
た違い、気持ちが楽になりまし
た。
　メーリスで日本全国の方と繋が
れる環境ですが、やはり顔を合わ
せて話すのが良いなと感じまし
た。 勿論、外出をするのが大変
だったり、周りの目が気になると
いう方もいらっしゃるかもしれま

せん。たしかに大変です。注入の
管理、準備品、バギーなどはバリ
アフリーがあるか確認するなど、
様々な日常とは違う手間が増える
かと思います。
　それでも新たな発見があるかも
しれませんし、まわりにチューブ
っ子がいて、食べられる子、飲む
ことはできる子もいる中で、子供
自身も色々な場面や食べる風景を
みたら、何かが変わるかもしれま
せん。
　今後も、東海、関西限らず全国
色々な場所で交流の場が出来れば
よいですね。微力ながら、お手伝
いできればと思います。
―患者家族・スタッフ Ａ

東海交流会主催者の想い

交流会企画のきっかけ
　自分が我が子の摂食障害で悩ん
でいた頃には、つばめの会もなか
ったし、近くに診てもらえる医師
もいませんでした。昭和大のこと
も知らなかったんです。その時は
主治医が一緒に悩んでくれて、そ
の医師も摂食のことが専門ではな
いけれど、ずっと寄り添ってくれ
ました。寄り添ってくれる医師っ
て、今でも、そんなにいないです
よね。ただ、やっぱり専門にわか
る人がすぐ通えるところに居てほ
しかったし、仲間がそばにいてほ
しかったという思いもありまし
た。そういうのもあってつばめの
会でお手伝いをはじめて、今回、
東海で交流会を開きました。
　初回は勉強会という形にして野
村先生に来ていただきました。患
者サイドとしては、地域に相談で
きる先生がいるとわかるだけでも
選択肢がふえるので…そういう手
助けが何かできればいいなと思っ
ていました。
　たとえ参加者が実際には居なく

ても、「本当は行きたかったな」
と思ってくれる人が一人でもいれ
ばいいな、「そういう集まりがあ
るんだ、やってるんだ」って思っ
てもらえたらいいな、とそんな気
持ちでした。

交流会をやってみて感じたこと
　SNSが発達しても、会って話す
こと、「いるんだ」と実感するこ
と、って大事だなと感じました。
交流会で知り合ったあとに病院で
再会した方もいたそうです。そう
いうのも嬉しい。一緒にがんばっ
てきて、仲間がここにいるんだな
って思えること、そういうふうに
嬉しそうにされている姿をみて、
交流会をやってよかったなと思い
ました。

今後の抱負など
　理想は、今、食べない飲まない
ことで悩んでいるその状態の親子
と、そのちょっと先輩くらいの人
とが繋がるのがいいのかなと思っ
ています。私は子どもが大きくな
ってしまっているので、適した人
に一部引き継ぎつつ開催していき
たいです。交流会をきっかけにつ
ながったご縁が、広がっていくと
いいなと思います。あとは、交流
メインだけじゃなく、勉強会を基
本にした方が参加者の裾野がひろ
がる気がしています。とにかく繋
がってくれないと、助けたくても
助けられないので… 会員以外の
当事者や支援者にも来てもらえる
場を作れたらと思っています。

　　野村先生のご講演の様子　
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◎活動報告
2018年4月～2019年3月

会員数（2019年3月現在）　　　　
正会員　２３０組
ニュースレター配信登録者　７９名
スタッフ　８名

主な活動実績
2018/4/20-22　第121回 日本小児科
学会学術集会に出展

2018/4/28　世界髄膜炎デー呼応イ
ベント「知ることで守れる子どもの
命と笑顔」にパネル展示

2018/5/31-6/2　第60回 日本小児神
経科学会学術集会に出展

2018/6/9　第1回つばめの会東海交
流会開催

2018/7/7　VHO-net　第12回北海道
学習会に参加、体験発表

2018/7/8-10　第54回日本周産期新
生児医学会学術集会 に出展

2018/8/25-26　第28回日本外来小児
科学会の年次集会に出展

2018/9/8-9　第24回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会に出展

2018/9/28-29　第44回日本重症心身
障害学会学術集会に出展

2018/10/21-22　VHO-net　第18回
ヘルスケア関連団体ワークショップ
に参加

2018/11/4　つばめの会主催相談会
を開催
　当会顧問の田角勝先生（小児科）
と、歯科医の綾野理加先生にご協力
をいただき、会員の個別相談に応じ
ていただきました。

2018/11/24　第２回つばめの会東
海交流会開催

メディア掲載
2019/2/26の読売新聞「医療ルネサ
ンス」に当会顧問の弘中祥司先生
（昭和大学歯科病院スペシャルニー
ズ歯科センター長）による摂食・嚥
下の子供の歯科診療の記事が掲載さ
れました。

ウェブサイトリニューアルが
進行中　
～サービスグラント採択決定～

　つばめの会のウェブサイトが、
サービスグラントのプロジェクトと
して採択が決定しました。サービス
グラントとは、非営利組織と、技術
をもったボランティア活動をするプ
ロボノワーカーを結ぶ、プロジェク
ト型助成を提供する団体です。
　つばめの会はこれまで、よりわか
りやすく、より適切に、必要な情報
が必要な方へ届くサイトを目指して
自力で改変を続けてまいりました。
しかしながら素人の限界を感じ、
2018年度のサービスグラントのウェ
ブサイト構築プロジェクトに応募
し、このたび採択されました。
　既に、審査のほかにもキックオフ
会議で打ち合わせも済ませておりま
す。さらに会員のアンケートを実施
していただき、その他の聞き取り調
査などが進んでおります。また展示
会にも足をお運びいただき、啓発現
場をご覧いただきました。
　このような熱心な活動をご提供い
ただけるプロフェッショナルの方々
に担当スタッフは驚きと尊敬を強く
感じております。
　新しいウェブサイトの公開は2019
年中を予定しています。

＊学会の展示では、当会のパンフレ
ット、ニュースレターの配布や、関
連文献の展示などをしています。お
見かけの際はぜひお立ち寄りくださ
い。

【2019年度出展検討中の学会】
・4/19-21 日本小児科学会（金沢）
・5/31-6/2 日本小児神経学会（名
古屋）
・6/20-22 小児保健協会（東京）
・7/13-15 日本周産期新生児医学科
学会（長野）
・8/31-9/1 日本外来小児科学会
（福岡）
・9/6-7 日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会（新潟）
・9/20-21 日本重症心身障害学会
（岡山）
・11/22-24 日本障害者歯科学会
（岐阜）

＊パンフレット「食べない・飲まな
い小さなお子さんについて」をご希
望の方は、つばめの会サイトの請求
フォームからご請求いただけます。

http://tsubamenokai.org/works/
publication

＊Facebookのつばめの会ページでも
情報を発信しています。

https://ja-jp.facebook.com/
tsubamenokai/
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◉　東海交流会　参加者のお話　◉
つばめの会スタッフが、交流会参加者のお話をイラストに
しました。掲載をご快諾くださった方のお話をご紹介します。

＊つばめの会サイトのご案内＊
http://tsubamenokai.org

つばめの会サイトには、専門医による摂食嚥下障
害児へのケアの方法や、体験談、地域別の受診施
設リンク、活動報告となるブログ、会で発行した
資料等、摂食嚥下障害の子どもに関する情報を掲
載しています。つばめの会のこと、その他のお問
い合わせにつきましては、つばめの会サイトの問
い合わせフォームからご質問ください。（注：会
員が育児の合間にお返事しますので、返信が届く
まで、少しお時間をいただきます。）　　　　　

 会員の声東海交流会に参加された
ある会員さんのお話
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