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“最初は状況を受け入れられなかったです。
でも同じ状況の人と話すことで、楽になりました”

“誰にでも話している訳ではなく、特に親しい家族や友達に
オストメイトだと伝えています”

　私が大腸がんが原因でコロ
ストミーを造ったのは1982年、
37歳の時でした。その当時、私
は運転の多い営業職に就いて
いました。偶然にも、私の父も
その後にコロストミーを造るこ
とになったのですが、特にその
ことについて話し合ったことは
ないです。
　最初は状況を受け入れられ
なかったですね。将来が見え
ず、不安になりました。私の身
体は変わってしまったんだと。
ですが、入院していた病院が、
他のオストメイトを紹介してく
れたんです。同じ状況の人と話
すことで、楽になりました。その
後、私も手術前の方たちにピア･
サポート*をするようになりまし
た。その病院では、特にそういう
プロセスが確立されていた訳
ではなかったと思います。今

ではもっと組織的にオストメイ
ト団体がそういう役割を果たし
ているのではないでしょうか。
　ストーマケアの方法は、看護
師から教えてもらい、すぐに覚
えました。正確に行うことは難
しかったですね。実地訓練を
重ねるしかありませんでした。
医師や看護師に会ったのは、ス
トーマを造って半年間だけで、
その後は外来もありませんでし
た。特に問題もないですしね。
販売店のスタッフがオストメイト
だったので、とても良いアドバイ
スをもらえました。今でも、時に
はストーマの周りの皮膚に湿り
気を感じることはあります。１年
に1･2度ほど、漏れることもあり
ます。そういう時は慌てずにトイ
レを探します。造った頃に比べ
れば、漏れもほとんどなくなりま
したから。私にとっての「漏れ」

は、排泄物が面板の外まで出て
しまうことでしょうか。大体はそ
うなる前に、皮膚に湿り気を感
じた時点で装具を交換していま
す。仕事に復帰したのは、手術か
ら数週間以内でした。国中を運
転していたので、どこで装具交
換ができるかも詳しくなりまし
た。家族には、トイレ検索アプリ
みたいだとよく笑われます。
20~30名のお客様を連れて工
場見学をしたり、時にはスキー
ツアーにお連れすることもあっ
たので、私が急に装具交換をし
なくてはならない時には同僚が
お客様のケアをしてくれました。
同僚や親しい友達は、みんな私
がオストメイトであることを知っ
ていました。私の職場は、お互い
に何でも知っている文化だった
ので。ストーマがあると、急に音
が出たりするので、音を出さな

　定年を迎えて、今は色々な
趣味を持っています。デンマー
クの家は庭が広いので、ガー
デニングも趣味のひとつです。
日本庭園のように植木の設計
も人気が出てきているんです
よ。サッカー観戦も好きです

し、週に2･3回はジムにも行き
ます。すぐそばの森の中を毎
日散歩してますし、泳ぐことも
あります。自転車にも乗ります
し、ストーマを造った翌年に
スキーも始めました。ノル
ウェーやアルプスで滑るのは

最高です。あの頃のバカンスの
プランを思い出すと、「1980年
はスペインに行って、翌年はポ
ルトガルで、次の年はストーマ
を造って、その次の年はス
キーを始めたんだな」という
感じなんです。

「人と人を結ぶ」をコンセプトに、
ご活躍されている皆さまを
バトン形式でご紹介していくコーナー
今回は、コロプラスト株式会社ステファン社長の
父親で、デンマーク在住のクワァート・リンデ･ヤコ
ブセンさんのインタビューをご紹介いたします。
実は後述のワールドオストミーデーでの講演の際
も、ステファン社長は父親のエピソードを紹介し
ています。日本のオストメイトの皆さまとの共通点
も多い半面、デンマークならではの食生活やス
ノースポーツなど、日本と全く違うライフスタイル
も垣間見えるクワァートさんのインタビュー、是非
ご感想をお寄せください。

いように気をつけるより、みんな
に言ってしまった方が簡単でし
たね。漏れた時にも助けてもら
えますし。
　2004年に、がんを含むポリー
プが大腸で発見されて、今度は
イレオストミーを造ったんで
す。デンマークでは、医師は治
療方法の選択を患者に委ねる
ので、私は再発を考慮して大腸
を全摘すると決断しました。イ
レオストミーになれば排泄物

の形状も変わりますし、皮膚ト
ラブルの心配もあったので、決
して楽な決断ではなかったん
です。私はそれまで洗腸もして
いたので、大腸を摘出すること
で洗腸できなくなることも、装
具が変わることも不安でした。
ですが2度目だったから決断で
きたのだと思います。医師は再
発の可能性がなくなったことを
喜んでくれました。
　オストメイトになっても、食

生活は変わっていません。た
だ、食べ過ぎないよう気を付け
ています。食べるとガスが溜ま
るキャベツや、辛い料理は食べ
ないようにしています。食事は
デンマーク式で、朝食はヨーグ
ルト、バナナ、コーヒーなど、昼
食はライ麦パンのオープンサン
ドとフルーツなどです。夕食は
ジャガイモ、肉料理、パスタ、サ
ラダなどで、ワインやビールも
欠かせませんね。

アルプスを背景にしたクワァートさん（左）とステファン社長（右）

左からイングェさん、ステファン社長、クワァートさん

クワァートさんの自宅と庭

*ピア・サポートは、同じ症状や悩みをもつ仲間（英語で Peer ピア）が、体験を語り合い 回復を目指す取り組み
 （ 朝日新聞掲載「キーワード」）
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ワールドオストミーデー（WOD）は、オストメイトを知ってもら
うために開催される3年に一度の世界的なイベントです。
今回のWODは、“Speaking Out Changes Lives（発言は人生
を変える）”を世界共通のテーマとして2018年10月6日（土）に
世界同時開催されました。

ワールドオストミーデーをご存知ですか？

海外でのイベント模様 ＊画像は全て、関連団体のFacebookより引用

アメリカ
United Ostomy Associations of America, Inc. (UOAA)

イギリス
Colostomy UK

【イベント２】 
有名モデルによるFacebookライブイベント
クローン病によってストーマを造り、モデルとして活躍している
Gaylyn Hendersonさんが、Facebook上で自身の経験や、視聴者か
ら送られてきた質問について話すライブイベントが開催されました。
「生きるための手術だからこそ、ストーマを造る前のように生きるこ
とも大切。私が手術を受ける前に、『ストーマを造っても大丈夫』と
言ってくれる人がいたらと思います。」

【イベント１】 
Run for Resilience Ostomy 5k チャリティラン
国内9箇所と、それ以外の地域で誰でも参加できる「バーチャルラ
ン」が開催されました。参加者が５キロメールを走る／歩くことで、協
会にサポーターが寄付するイベントです。目的は寄付を募るだけで
なく、イベントを開催することで世間の認知を高め、参加者の間で
希望や前向きな会話を生み出すことを意図しています。またこのイベ
ントをきっかけに、協会への入会者も募っています。

ロンドン名物の赤いダブル･デッカーが、1日限りの「ストー
マ・バス」になってロンドン市内を巡回しました。終着地で
はオストメイトによるスピーチが行われ、ストーマやオスト
メイトへの社会の認知向上を目指しました。

“装具は毎朝交換しています”

“身体は変化しても、自分自身であることに変わりはありません”

　アクティブな生活は送って
いますが、シャワーや着替え
は自宅でしています。ストーマ
があるので、ジムでの着替え

などは気が進まないですね。
自分がオストメイトだという
ことは、特に親しい家族や友
達には伝えていますが、誰に

でも話している訳ではないん
です。伝える人や、伝える方法
は、じっくりと考えた方が良い
と思います。

　装具は毎朝交換しています。
デンマークでは社会福祉制度
で装具が無償になるため、みん
なそうしているのではないで
しょうか。アクセサリー製品は自
己負担なのですが。全額自己負

担なら、毎日交換することはで
きないのでしょうけど。今回の旅
行でも、滞在日数分と多少の予
備分の装具を持ってきていま
す。私のポケットや、妻のバッグ
の中に入れてね。旅行する時は、

必ず妻と私のスーツケースに半
分ずつ入れて来るんです。荷物が
なくなることもありますからね。
毎日交換しないと、皮膚トラブル
が起きて、正常な状態になるま
でに時間がかかる気がします。

　またピアサポートをする機
会があれば、ストーマを造って
も、日常生活には全く支障がな
いということを強く言いたいで
すね。最初の頃は、他の人と会
う時にはどうしたらいいのかな
ど、色々と思い悩むと思います。

でもしばらくすると、手術前と
そんなに生活が変わらないと
気付くのではないでしょうか。
何が起きても、人生は続きま
す。身体が変化しても、自分自
身であることに変わりはあり
ません。状況を受け入れて、

オストメイトであることは普通
なんだと受け取るべきです。
ストーマを知らない人も多い
ですが、世界中に説明しなく
ても、とても身近な人には、知
らせてあげるべきなのではな
いでしょうか。

「クワァートさんが所属しているオストメイト団体は、ヨーロッ
パ・オストミー・アソシエーションのデンマーク支部、copaと
呼ばれる団体です。デンマークには12,000人のオストメイトが
いると言われており、その25%にあたる約3,000人の方が、
copaに所属しています。」

https://copa.dk/
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③

① 受付では若い運営スタッフが、240名の来場者の対応に大忙しでした。

② 開演時刻が近くなるにつれ、ご来場者が増え、イス席は追加されてどんどん長くなっていきました。

③～⑥ オストメイトマークの認知度調査と、オストメイト対応トイレの変遷をパネルで説明しました。

⑦～⑨ 日本オストミー協会・販売店・メーカー各社による展示ブースでは、多くのご来場者の質問や

ご相談にスタッフが対応していました。

【講演内容】日本
WORLD OSTOMY DAY 2018 in KOBE

東京と神戸、 2箇所で大きなイベントが開催された今回のWOD。

東京は100名、神戸は240名を越える来場者を迎えて大盛況となりま

した。今回は、結人の発行元コロプラスト（株）の社長も講演をさせて

いただいた、神戸のイベントをレポートさせていただきます。

【会場の様子】

④⑤ 二田浩さんのオストメイト体験談では、ナスの着ぐるみで富士山を登頂されたエピソード等が語られました。

⑥⑦ 自身の父親もコロストミー（後にイレオストミー）保有者であるコロプラスト（株）のステファン社長

は、海外オストメイトのライフスタイルや、海外と日本の制度の違いについて講演しました。

⑧⑨⑩ アナウンサーの中井美穂さん、声優・俳優の真山亜子さんによる対談では、会場の方とのかけ合

いもありました。愛読していた漫画でストーマについて「先に知識として知っていた」中井さん。緊急手術に

よってストーマを造られた真山さんと共に、事前の知識や周囲のポジティブな説明がご自身の置かれた状

況の受容につながることを示唆されていました。ストーマケアを「子育て」「思いのままにならない別人格」

と表現されたお2人。公共の場での装具交換に関しては、「後ろの方にドアをドンドンとされた」り、オスト

メイト対応トイレに入ろうとしたところ、通常トイレに並ぶよう言われた経験も披露されていました。

① ②

④

① ③②

④ ⑤

⑩⑧ ⑨

⑥ ⑦

⑤

⑦ ⑧ ⑨

⑥

① 日本オストミー協会 兵庫県支部 高橋宣光支部長による開会あいさつでは、ワールドオストミーデーの

主旨が説明されました。

②③ SIUP（Stoma Image Up Project）のメンバーでもある関西労災病院の渡邉光子皮膚・排泄ケア認定

看護師は、ストーマとは何か、装具や合併症について、そして外来でできること・得られる情報を説明されました。
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日本でWODが始まったの
は、いつですか？

工 藤さん： 日本での W O Dは、
20/40フォーカスグループがアジ
ア・南太平洋オストミー協会との
交流からWODの存在を知り、ブ
ログでメッセージを発信したのが
始まりです。今回は全年齢対象と
したこともあり、240名の参加者
の年齢層は平均されてバランスも
良かったのではと思います。

オストメイトについて、もっと
も周囲に理解してもらいた

いのはどういうことでしょうか？

工藤さん： オストメイトは普通って
こと。排泄の場所が違うけれど、そ
れでもみんな生きていますってこと
ですね。
中井さん： 「想像する」ということで
すかね。見た目でわからなくても、
障がいを持っている人もいるので。
真山さん： 私はオストメイトと伝
えたことで、体力的に難しいと思
われて来なくなった仕事もあるの
で、偏見を持たれないよう正しく
伝えることも大事ですね。

オストメイトだ（った）と伝
えた時、周囲からよくもらう

コメントは何ですか？

中井さん： 「知らなかった」ですね。
テレビ番組で話した時には、「昼間
に肛門という言葉があんなに爽
やかに聞こえるんだね」と言われ
ました（笑）。
工藤さん： こういう活動をしている
と、認定看護師から「自分もオスト
メイトなのにがんばってるよね」と
言われたことがあります。でも、好
きでやってるんですよね。がんばっ
てると思われてるのがこちらから
すると不思議。私は趣味みたいな
感じで、好きだから、楽しいから

やっているので。一般の人からは
「大変ね」とう言葉が返ってくるこ
とが多いけれど、大変じゃないん
ですけど、と思います。変にかわい
そうがられるのは違う気もします。

今回は海外についての講演
もありましたが、次回はどの

ようなイベントにしたいですか？

中井さん： 福祉制度を決める側の
方や、日本の福祉制度を向上させる
手段を医療ジャーナリストに語って
もらうのも良いかもしれませんね。
工藤さん： 今回はアクティブなオス
トメイトの体験談、渡邉WOCによ
る基礎知識、中井さんと真山さんの
対談。ステファン社長による海外の
オストメイト事情も目新しいという
か、驚きや関心することもあったの
ではないかと思います。来てくれた
友人が言っていたのですが、「当事
者ではない人たちにも理解してもら
いやすい内容」となったのではと思
います。2021年は、さらに楽しく、
もう少し大きい企画を考えたいで
す。メイン会場とサブ会場を設け
て、テーマごとに何かを学べたり、遊
びの場があったり、今回以上に一般
の人にも来てほしい。そして、オスト
メイトということを隠さなくても、恥
ずかしいと思わなくてもいいような
社会に一歩ずつでも近づくことが
できればと思います。

最後に、オストメイトの方に
メッセージをお願いします。

真山さん： オストメイトというくらい
ですから、仲間が多いですし、情報
も得られますし、楽しく過ごしてく
ださい。私はストーマを持ったこと
で、仲間を得られ、人生も役者とし
ても豊かになりました。
中井さん： 自分の身体をちゃんと
認めて、労わって、愛してあげるこ
とですね。大変なことがあっても

誰も私の代わりに私の人生を生き
てはくれないのですから。今日の
テーマの「発言は人生を変える」に
則って、外に出なくても、自分のヒ
ストリーやカルテを作るなんてどう
でしょう。良い言葉を出していくと、
そうなっていきますので。
ステファンさん： ストーマは慢性的
な身体の状態であって、病気では
ありません。私の父を始め、多くの
方がストーマを受け入れて手術前
と同じ生活を送っています。これを
読まれる皆さんも、そうなれるよう
良い製品でサポートしていきたいと
思います。
工藤さん： オストメイトになって
も自分自身は何も変わらない。ス
トーマを持ったことでつらいこと
もたくさんありましたが、私はス
トーマを持ったことで交流範囲が
広がって、楽しいこともいっぱい。
オストメイトにならなければ平凡
な人生だった気がしますし、それ
はそれでありがたいことですが、で
もオストメイトになったらその方向
で楽しいことがいっぱい増えて、
素敵な出会いもたくさんあって、オ
ストメイトになったけれど、それ以
上にプラスの人生になった気がし
ています。「発言は人生を変える」
皆さんもぜひ楽しい人生を送って
ください。

【今回のWODを振り返って】
中井 美穂さん、真山 亜子さん、ステファン社長
と共に、今回のイベントを共催された
ブーケ（若い女性オストメイトの会）代表の
工藤さんにもお話をうかがいました。

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

障がい者カヌーという競技を、そして東京パラリンピックに挑戦して
いるオストメイト・アスリートがいらっしゃることをご存知ですか？
TAKAを応援して、TOKYO2020を熱くしましょう！

日本障害者カヌー協会で活躍している、加藤隆典さん。（以下TAKA）
スノーボード中の事故で脊髄を損傷し、両下肢全廃。クローン病を
患っていたこともありストーマもその時に造設されました。社会復帰後
も仕事の傍らサーフィンやチェアスキーなど、アウトドアスポーツを趣
味としていたところ、2020年オリンピック・パラリンピックの日本開催
が決まり、競技者として挑戦することに。自分に合う競技を探すべく日
本パラリンピック委員会選手発掘事業に参加、日本障害者カヌー協会
の会長からスカウトされました。友人にはTAKAと呼ばれている加藤
さん。「ゆうじん｜結人」も親しみをこめてTAKAを応援していきます。

【障がい者カヌーとは】

2009年に国際カヌー連盟の働きを受け、障がいのある人々にハイレベルなスポーツの参加を促し、競える機会を
設けるために誕生しました。パラリンピックの種目となったのは2016年のリオからです。TAKAの種目はスプリント
と呼ばれ、競技者たちは、カヤックで200メートルのコースを完走するスピードを競います。

2016年12月に競技を開始してから2年弱ですが、2018年9月に行われたSUBARU日本カヌースプリント選
手権では、KL2（胴体と腕を使って漕ぐことができる選手のクラス）でチャンピオンに！また2020年のパ
ラリンピック出場を目指し、2018カヌースプリント世界選手権にも出場、7位となりました。

1時間の練習で、水分を摂取していても１キロ痩せて帰ってくるというカヌースプリントをTAKAが選んだ
理由は、「健常者でも障がい者でも、カヌーに乗ればすることは一緒だから」だそうです。半年ごとに10秒
タイムを縮めているTAKAと、世界トップとの差は19秒です。TOKYO2020まで約1年半。TAKAの挑戦を、
「ゆうじん｜結人」と共に追いかけましょう！

8 9

ゆうじん|結人 Volume 13 ゆうじん|結人 Volume 13

転載禁止



健幸華齢プログラム   運動編
前回に引き続き、田中教 授と共に活動され
ている健康運動指導士の大月直美先生に、
寒くなり始めの季節にぴったりな、血行を促
進し、体幹を鍛えるトレーニング方法を教え
ていただきました。モデルは次号の結人に
ご登場いただく、須田紗代子さんです。

【大月先生】今回は、お風呂の中で行うと効果が高まる運動をご紹介します。お風呂の中では
身体が温まり、血行が促進されますので、屈伸が苦手な人でも簡単にできます。水の抵抗を利
用しておこなう種目もご紹介しますので、実行しましょう。

【須田さん】自宅に戻って、お風呂の中で同じ動きをしてみたら、本当にやりやすかったです！

まずは身体をやわらかくしましょう

では、お風呂の中で運動をしてみましょう。

①両足の足首を掴み、少しずつお尻歩きで後ろへさがり、可能な範囲で膝を伸ばします。
30秒間静止しましょう。太ももの裏の筋肉が伸びるのを意識しましょう。

③足裏をつけて膝を開き、上下に軽く動かします。
左右の膝を合わせて、太ももとお腹を近づけ、背中を丸めます。

②足先を曲げたり反らしたり、足首をまわしたりしてやわらかくします。

①

①

③

②

②

④

①足を浴槽に当て、両手を身体の両脇に置き、徐々に前屈していきます。

②次に膝を立て、お腹に力を入れながら、浮力を利用して手足を浴槽から離します。
＊さらに余裕がある人は、両手を上下に動かして水をかいてください。

③両膝を横に倒します。この時、手は浴槽に付けても離しても大丈夫です。
しばらくしたら、反対側に足を倒します。

④両手を、肩の真下についてください。浮力を利用して足を浮かし、呼吸を続けましょう。
これも下腹と腕を鍛える運動になります。足を浴槽につけて、お尻を少し持ち上げ、
胸を張って顎を引き、正面を見ます。しばらくしたら、お尻を下ろします。

①浴槽の中で立ち、壁に手を当てます。片足を上げて、前後に振っていきましょう。
この時に、身体はぶれないよう、まっすぐにして水をかいてください。

②足で円を描くように回します。続いて反対側にも円を描きましょう。
＊水の抵抗を利用して、上体がぶれないよう安定させることで体幹部を鍛えることが
できます。左右10回ずつおこないます。
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