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はじめに―自己紹介と今日のお話
　スライド 1 は今日の話の流れです。私から「オ

ストメイト」についてお話しします。オストメイ
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トとはどういう障害なのか、どういう悩みを抱え

ているかについて簡単にご説明します。本題であ

る「プロジェクトの軌跡」については神戸から話

してもらい、最後にまた簡単に私がまとめをする

という流れです。

　自己紹介ですが、2 人の非常に簡単なプロ

フィールをスライド 2 に出しています。2 人と

も慶應義塾大学の大学院生ですが、専門はまった

く違います。私の専門は数理最適化で、説明が難

しいのですが数学と工学を足して 2 で割ったよ

うな学問です。大学ではガチガチの数学をやる人

たちと同じ学科に所属しています。したがって医

療とか福祉を研究しているわけではなく、いわゆ

る理系中の理系という雰囲気です。一方、神戸の

方は医療政策や病院経営の質に関する研究といっ

たことをしています。

　私はがん経験者です。7 年半前の 21 歳の時に

横紋筋肉腫という小児がんに罹患し、それがきっ

かけでオストメイトになりました。患者会活動と

して日本オストミー協会や STAND　UP ！ ! と

いう若いがん患者団体で活動しています。一方、

神戸はおもに医療に関する活動をしてきました。

　この 2 人は出会ってしまえば、何か面白いこ

とが起こるのかなと思われる方も多いかもしれま

せんが、この 2 人がどこで出会うことができた

のか。数学をやっている人間と医療に関わる研究

をしている人間が何をきっかけに出会うのか、2

人の接点を想像しながら今後の話を聴いていって

ください。

　今、2 人でやっていることですが、今日の主題

である「オストメイトなび」というアプリをつくっ

ています。そのアプリの開発元が NPO 法人エム

アクトです。この法人が「オストメイトなび」と

いうスマートフォンアプリをつくっています。後

ほどまた説明がありますが、簡単に言うならアプ

リの開発とクラウドファンディングを使って資金

集めに成功しました（スライド 3）。

　そもそも 2 人はいつ出会ったかという話はあ

とで神戸の方からおこないますが、このような貴

重な場でお時間をいただいたのでまずはオストメ

イトについて簡単にお話しします。

オストメイトについて

　オストメイトに関する基礎知識を知ってもらい

たいと思いスライドを用意しました。本日の参加

者は、オストメイトいう言葉を知らない方の方が

少ないと思いますが、いわゆる腹部にストーマと

言われる人工の排泄口をつけた人です。みなさん

の聞き慣れた言葉で言えば、いわゆる人工肛門、

人工膀胱をつけた人のことです。

　日本には、約 20 万人ほどいると言われていま

す。ただ現役世代である 60 歳未満のオストメイ

トに限るととても少なく、正確なところは不明で

すが全オストメイトの 10％未満であることは間

違いないです。

　高齢の方の大半は大腸がんが原因で人工肛門、

あるいは膀胱がんが原因で人工膀胱になるという

パターンです。婦人科系のがんの浸潤で人工膀胱

になる方もいらっしゃいます。若い人に多いのは

IBD と言われる炎症性腸疾患で、潰瘍性大腸炎や

クローン病などが悪化すると人工肛門をつけなけ

ればならないことがあります。その他、先天性の

病気や事故などでつけることも当然あります（ス

スライド 3　2人のプロフィール
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ライド 4）。

　ただこう説明しても「なんのこっちゃ！？」と

いう感じですね。なんとなく頭でわかっているだ

けですから、一度見ていただいた方がいいと思い

ます。（実際の写真を見せながら）このように腸

管がお腹から出てつながっているような感じで

す。人工膀胱は左右に 2 つです。人の腎臓は 2

つあり、そこから尿管が出ています。その 2 つ

の尿管をそのまま外に出しているため 2 つあり

ます。ただこれは非常に珍しいタイプです。こう

いうタイプではなくて腸の一部を使って尿管を体

の中で腸につなげ、腸をそのまま出す回腸導管と

いうタイプの方が圧倒的に多いです。

　ストーマの種類は、私がつけている大腸ストー

マと尿路ストーマ以外に小腸のストーマでイレオ

ストミーと呼ばれるものがあり、最近はかなり増

えてきています。また、大腸がんの治療で一時的

に人工肛門をつけるという方もけっこう多いです

（スライド 5）。

　人工肛門とか人工膀胱と言うと機械的なものが

ついているイメージですが、基本的にはただ腸を

お腹の中から外に出しているだけです。したがっ

て排泄をコントロールすることが基本的にはでき

ません。100 人に 1 人ぐらい出るタイミングが

わかるという人がいるという話も聞いたことはあ

りますが、原則的に排泄コントロールはできませ

ん。排泄物が自分の意思に反して外に出てしまう

ので、それを受け止めるために袋（ストーマ装具：

通称パウチと呼ぶ）を貼っているのです。先ほど

言いましたように一時的な造設も多いです。

　今日ここに来られている方でオストメイトの方

はそう多くはないと思いますが、情報としてお伝

えすると、永久ストーマの人には障害者手帳が交

付されます。私は手帳の等級としては 3 級に該

スライド 4　オストメイトとは？
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当しています。また、障害年金の対象になること

もあります。より正確にはストーマの造設時に厚

生年金に加入していれば障害厚生年金の等級で 3

級、ダブルストーマであれば障害年金の等級で 2

級になるはずです（スライド 6）。

オストメイトの持つ悩み

　ここまででオストメイトとはどのような人たち

かという説明をしてきました。ここからはオスト

メイトにどういう悩みがあるのかをお話ししま

す。

　われわれは装具を貼って生活しているので貼っ

たところがかゆくなったり、かぶれたりとするこ

とがけっこうな頻度で発生します。テープや絆創

膏などを貼ってかぶれる方もいらっしゃると思い

ますが、それと同じことが起きます。その他、装

具がはがれるとそこから排泄物が漏れ出してしま

うので大変なことになったり、においが出てきた

りすることもあります。またそういうことがある

がゆえに周りとどう関わるか、社会とどう関わる

かという点に関して悩む人は非常に多いと思いま

す（スライド 7）。

　そもそもオストメイトになる原因の病気は、そ

うよくある病気ではありません。私の場合は小児

がんでしたが、それだけでも告知の瞬間に「ドー

ン」ときました。それに加え、ああいう装具をつ

けなければいけない生活が続くので、そもそもそ

の受容が大変だという話もあります。また排泄に

かかわる障害なので非常に話しにくいことがあり

ます。とくに食事の場でこういう話をするのは、

通常はあり得ません。こう話すと「そうでもない

んじゃない」と言われることもあるのですが、や

はり排泄にかかわる障害なのでカミングアウトし

づらいということはあります。

　そもそもトラブルがいつ起こるかわからないの

で外出したくないという話にもなります。若い人

になるとそもそも仕事が見つからない。面接すら

受けさせてもらえないという話も私の周りでは

けっこう聞きます。さらに学生の場合、学生生活

を送るのはある意味で仕事をするよりも大変かも

しれません。思春期特有の人間関係で悩む方は

けっこう多いようです。

　私は今、「オストメイトです」と言っているの

で「ああオストメイトなんだな」とわかります

が、何も言わなければ、私が 3 つも装具を身体

につけていて、がん経験者だとはわからないと思

うのです。わからないということは、普通の人と

同じように扱ってもらえるということで、ある意

味、気を遣わないですむという良い面もあります

が、逆に外から見えないがゆえに配慮してほしい

ところで配慮をしてもらえない。「元気そうじゃ

ん」と思われてしまう。そういうところで悩む方

もいます。

　このようなオストメイトが抱える様々な悩みを

踏まえて、今日の話の主題であるオストメイトな

びはどこをカバーするのか？と言いますと、「装

具にまつわる悩み」に関しては「なび」の役割で

はありません。漏れるとか剝がれる、皮膚が炎

症を起こしてかゆいということを解決するのは、

医療者の役割だと私は思います。 特に、WOCN

（Wound Ostomy and Continence Nursing：

皮膚・排泄ケア認定看護師）と呼ばれるストーマ

排泄に関する専門の看護師さんの位置づけは重要

スライド 7　オストメイトのもつ悩み
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です。

　われわれの「なび」がカバーできる範囲は、ス

ライド中央の「人や社会との関わり」の部分です。

ここがひとつ大きなところだと思っています。

　悩みを解消するツールは「なび」だけではなく、

たとえばピアサポートなどがあり、がん患者など

ではよく話題にのぼります。日本オストミー協会

はいま全国で 8,500 人ほどいる患者団体・障害

者団体であり、非常に大きな組織です。実際にピ

アサポートの先駆的団体で、そういう点では進ん

でいます。ただ先述したように高齢者が非常に多

いのが特徴で、私が所属する横浜市支部の平均年

齢は、なんと 76 歳です。私が今まで生きてきた

一生をもう 1 回生きてもまだ 20 年ぐらい足り

ない。そういう点で若い人はなかなかその輪に入

りづらいということがあります。そこで「20/40

フォーカスグループ」と言って、協会内の若い人

だけが集まるグループで何かやろうという活動を

しています（スライド 8）。

　ここでは話が大変盛りあがります。そこで他の

参加者の方が非常に活躍しているのを見るとそれ

が刺激にもなり、自分も頑張ろうという気持ちに

なります。ただ実際にはけっこう雑談めいたこと

を話していることも多いです。それでもそのこと

が非常に重要だと思っています。やはりふだんは

オストメイトであったり、病気を抱えているとい

うことで、自分からベールを被っているような状

況なのです。そのベールが必要のない世界に来て

いろいろとしゃべるという経験は、やはり必要だ

と思います。

　そして、今日のテーマとして、取り上げるべき

は「周りの環境を整える」です。最近は非常に増

えてきていますが、オストメイト対応トイレを増

やしていこうということに取り組んでいます。「汚

物流し」という特殊な便器があるトイレがあると、

緊急時でも安心です。そういう対応トイレを増や

していきたい、それからオストメイトへの理解者

を増やしていきたいということを考えています。

ここが今日説明するオストメイトなびの役割だと

思います。

　対応トイレを増やすことはアプリそのものでは

できませんが、アプリを通して対応トイレの認知

を上げる、オストメイトの認知度を上げるという

ことにより、結果的にオストメイトが安心して使

えるトイレが増えていくのではないかと思いま

す。

　そういうわけで「なび」の役割はオストメイト

個々の悩みの軽減はもちろんですが、「周りの環

境を整える」こと、つまりは社会へ働きかけるこ

とだと思います。

　それではここから先はアプリの話に行きたいと

思いますので神戸の方にバトンタッチします。

< スピーカー＞　神戸　　翼

オストメイトなびの現状

　先ほど関口君から他己紹介してもらいました神

戸翼と申します。私自身は慶應義塾大学の大学院

に通ってはいますが、今は社会人学生というかた

ちで日々を過ごしています。もともとは医薬品開

発をずっと行っていました。父を胃がんで亡くし

たことがきっかけで医療業界に入り、がんに関す

るもので患者サポートについて何かできないかと

スライド 8　悩みを解消するためには？
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ずっと思っていました。

　大学院に入り、あるイベントが契機になり、オ

ストメイトなびプロジェクトを立ち上げ、今は関

口君と一緒にこの活動を盛り上げようと活動して

います。

　われわれが行っているのは、スマホのアプリ

ケーションを使って患者さんをサポートする仕組

みがつくれないかということです。みなさんの多

くはスマホをお持ちだとは思いますが、高齢者の

方々はスマホをお持ちでない、持っていても電話

機能しか使っていないという現状が多く、そこが

われわれの克服しなければいけないバリアのひと

つであると考えています。ただ今後の時代の流れ

を考えてみても、やはり IT をうまく活用すれば

課題に直結した解決策が生まれると考えていま

す。

　さて、今、開発しているのはオストメイトなび

というアプリケーションです。すでにアップルス

トアとグーグルプレイにてダウンロードができま

す。もしまだダウンロードされていない方がい

らっしゃいましたらぜひ一度ダウンロードして中

身を確認いただければと思います。ただアンドロ

イド版はリリースしたばかりでエラーが出ていま

す。開発してすぐはやはり何かしらのエラーが出

てくることがあり、地図がうまく動かないという

ような報告も受けています。まずは、長い目で見

ていただき、今後の改訂で少しずつ直していきた

いと思っています。どうぞ、よろしくお願いしま

す。

　また、オストメイトなびの専用フェイスブック

ページも作っていて、オストメイトなびの情報を

リアルタイムで発信しています。

　ではここで、実際に少し中身を見てみたいと思

います。現在「いいね！」数は 630 件です。今

日ご参加のみなさんもオストメイトなびプロジェ

クトが本当に意義のあるものだと思われたらぜひ

「いいね !」を押してください。今日のこの会の終

わりの時間にもう一度この数をチェックしてみよ

うと思っています。先ほどは 630 でしたから、

それがせめて 634、635 ぐらいまでは上がって

いるのではないかと思っています。自分たちの戒

めにもなるので、忌憚なき「いいね！」をよろし

くお願いします。

オストメイトなびプロジェクトの軌跡・
0 日（2014 年 8 月 24 日）〜

　われわれのプロジェクトは 2014 年 8 月 24

日からスタートしています。この日を 0 日と考

えています。この日は、あるイベントの最終発表

会の日でした。

　この活動は学生のみで行われた、医療や介護・

福祉の課題を IT を使って解決しようというイベ

ントから発進しています。この発表会の時のメン

バーは 6 名で、すべて学生でした。そして、各

自がそのバックグランドに関係した担当を持つこ

とで、アプリを開発してきました。例えば、ディ

レクター、エンジニア、ビジネス、デザイナー、

メディカル担当といった具合です。

　イベント中はけっこうたいへんなスケジュール

でした。およそ 2 ヵ月で開発します。最初の 1 ヵ

月間は主にアイデア出しです。そして、中間地点

である 8 月 1 日には、千葉の亀田総合病院にみ

んなで合宿に行き、そこで、アイデアを確定しま

す。われわれのチームでは、最終的にオストメイ
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トの方のためのアプリをつくろうということにな

りました。

　そもそものオストメイトなびの開発経緯です

が、われわれのメンバーの身近に人工肛門を造設

した方がいたからです。身近にオストメイトの方

がいて実際にヒアリングを行い、本当に困ってい

るのだというところから、われわれで何かできる

のではないかというところから始まりました。

　また少し開発の話に戻りますが、メンバーはい

ろいろなバックグランドを持っていて学生ながら

なかなかの能力を持っていたメンバーの集まりで

した。営業部隊と開発部隊に分け、営業部隊は情

報収集やデータベース構築、患者会、メーカー、

医療機関にヒアリングに行く、開発部隊は、アプ

リケーションの UI（ユーザーインターフェイス）

のデザイン、プログラミングなど行うというかた

ちで進めていきました。今もそうなのですが決

まった拠点を設けていないので、それこそカフェ

などで集まって黙々とパソコンに向かうというか

たちでした。

　情報収集というのはとても重要になります。わ

れわれは自分たちの足で公共トイレなどに行き、

「汚物流し」と言われるオストメイトの方々が使

われるトイレを探しに行く活動も行いました。

　私はもともとプログラマーではないのであまり

詳しくは説明できませんが、すごく簡単に説明す

ると、アルファベットと数字の羅列で 1 つのア

プリケーションがつくられます。とてもおもしろ

いと思いながら一緒に協力して作っていきまし

た。

　デザインについては、最初は紙に起こしていき

ます。こういうかたちにしようとか、どのような

情報を載せていこうかということを描き、ボタン

はここ、写真はここ、ここにはメーカー広告、バー

ナー広告を載せればマネタイズができるのではな

いかというようなかたちで、モック版と呼ばれる

最初のものをつくっていきました。

　そのような形で、このオストメイトなびという

アプリケーションは、マイクロソフト社で開催さ

れたアプリケア 2015 の発表会で準優勝をいた

だきました。そして、ここで終わらせてはいけな

いと、われわれのチームはそのままひとつのプロ

ジェクトとして社会に貢献すべく、新たなステッ

プをのぼり始めたのです。

プロジェクトの軌跡・
56 日目（2014 年 10 月 19 日）〜

　0 日から約 2 ヵ月後の 56 日目にようやくわれ

われは、オストメイトなびの任意団体の組織をつ

くりました。

　最初に行ったのがフェイスブックページの立ち

上げです。先ほどは「いいね !」の数を見ていた

だきましたが、このページではリアルタイムなオ

ストメイトなびに関係する情報が掲載されていま

す。「いいね !」をされている方もオストメイトの

方が多く、リアルな声がこのページに投稿されま

す。オストメイトなびに対する批判もあるでしょ

うし、こういうところを改善したらもっと良くな

るという意見も抽出できるので、このページに訪

れるオストメイトの方たちとの間でとても良いコ

ミュニケーションの場が作られています。そして、
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この体制がアプリの開発に活かされています。

　ここまでけっこう長く話してきましたがいっこ

うに関口君の話が出てきません。実はこの団体を

立ち上げた段階では関口君はまだプロジェクトの

メンバーではありませんでした。われわれは当時、

メンバーの中に当事者がいないという問題を抱え

ていました。NPO 法人としてやっていく時に当

事者のことが何もわからない者がそのまま続けて

大丈夫かという立場に立たされていたのです。

　それではやはりだめなのではないかと思い、い

ろいろな患者団体の方たちとお会いしました。オ

ストミー協会の神奈川支部の方に誰かオストメイ

トの方を紹介いただけませんか、実際にメンバー

として活動でき一緒に頑張れる方がいいというこ

とで相談をしたところ、横浜に非常に活動的なオ

ストメイトの方がいるとお聞きし、ご紹介いただ

きました。しかもたまたま同じ慶應義塾大学に

通っているというので、これはチャンスだと思い、

直ぐにメールを送り、返事をもらったことを今で

も覚えています。そのようにして、繋がりが生ま

れたのです。

　このようにして、オストメイトなびプロジェク

トをまた一つステップアップさせるための体制が

できあがりました。そして、このプロジェクトは、

この後、私と関口君との 2 人の共同代表という

かたちで回していくことになります。

プロジェクトの軌跡・
365 日後（2015 年 8 月 23 日）〜

　0 日 か ら 数 え て 約 1 年 後 の 8 月 23 日、

「READYFOR?（レディーフォー）」を使ってク

ラウドファンディングを始めました。

　もともとマネタイズのところは非常に難しいと

思っていたこともあり、まずはオストメイトなび

というアプリケーションの充実化、さらにアンド

ロイド版をつくりたいということで、この新しい

仕組み、クラウドファンディングを使いました。

　目標金額を 100 万円に設定し、様々な働きか

けを行ってきた結果、138 人の支援者の方々か

ら目標を大きく超える 1,440,000 円という額が

集まりました。もちろん、この働きかけの際には、

何に使うかも明示しています。「iPhone 版アプ

リの機能追加費用：30 万円、クラウドサーバー

のバージョンアップ費用：20万円、データの入力・

編集等：15 万円、iPad mini(5 台中古 )：20 万円、

諸経費：15 万円」などです。クラウドファンディ

ングでは、このように、集まったお金で何をやる

かを発信し、それに同調してくれる人が実際にお

金を出すという仕組みになっています。

　本日掲示のポスターやパンフレットは全部こう

いうところからつくられています。アンドロイド

版の開発に係る費用の一部もです。

　このようにして行われたクラウドファンディン

グですが、実情は非常に大変でした。オストメイ
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トの方々が困っている、なので寄付してください

と言ってお金を出してくれるような人はなかなか

いません。結局のところ、蓋をあけてみると、身

近な方々や思いを共有できる方で、賛同してお金

を出してくれた 138 人の 7、8 割は私や関口君

と日ごろから仲良くお付き合いしている方々だっ

たという内情もあります。やはり日本という国で、

寄付を募って何かを行うということは、大変難し

いことなのだということがやってみて実感しまし

た。

　そのような実感を得られたことに加えて、クラ

ウドファンディングを行って良かったのが、ご支

援してくれた一人ひとりの想いも、メッセージと

して受け取ることができたことです。そのいただ

いたコメントを見てこれをやってきた意味が本当

にあるのだと、感じることができました。

プロジェクト開始から 544 日後
―アンドロイド版の紹介

　そういうことでなんとかかんとかここまで来ま

した。プロジェクト開始から 544 日後に、つい

にできたのがアンドロイド版です。

　現状のアプリの内容を少しご紹介します。ベー

スは地図です。

　（アプリの動画を見せながら）地図の上にアイ

コンが載っているというかたちです。トイレやお

店、病院というかたちで検索が可能です。アイコ

ンを 1 個押すと簡易情報、もう 1 個押すと詳細

な情報が確認できます。

　トイレの詳細情報には写真があり、イメージで

きるかたちで載せています。写真はもう 1 回押

すと拡大できますし、さらに写真は順次追加もで

きるので、近くにトイレを見つけてここを追加し

たいと思えば自由に追加できます。

　コメント機能等、評価機能をつけています。ト

イレを星で評価する、いわゆる食べログのトイレ

版のようなかたちです。この機能がうまく働けば

トイレの質、つまりトイレの環境も変わるのでは

ないかと思っています。

　またグーグルのナビゲーションとリンクしてい

て「ここに行く !」というボタンを押せば現在の

位置から実際のトイレの場所までナビゲーション

をしてくれます。
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　病院についても中の情報は、それほど詳しいも

のは載せていませんが、確認が可能です。

　またカードというところを押すとオストメイト

マークが出てきて、私はオストメイトであるとい

うことが表示されます。またストーマのオペをい

つしたか、ストーマにはいろいろな装具がありま

すが、どういうものを使っているかなども各自で

登録することができ、電子情報として持ち歩ける

かたちになっています。

　以上がオストメイトなびの現状です。ここから

さらにステップアップしたいと思っています。そ

の手始めとして、先日、クラウドファンディング

でご支援いただいた方に数名集まっていただき

ワークショップを行いました。アプリとして今後

どうしていくべきか。さらにどういう機能を載せ

ていくべきか、患者に寄り添った機能を載せるべ

きではないかというところでディスカッションを

　最後に今動いているの

が新たなトイレを登録す

るという機能です。この

「なび」のコンセプトの

ひとつに、みんなでオス

トメイトのためのマップ

をつくりましょうという

ものがあります。各自が、

ボランティア精神を発揮

して、身近な場所でトイ

レを見つけたら登録をし

ます。最終的にみんなで

トイレのマップをつくり

あげましょうということ

を今進めています。

　よく巷では、クラウド

化と言われますが、デー

タは全部サーバーに飛

び、それから各個人のモ

バイルに配信される仕組

みです。そのため、みん

なが同じ情報を持ち歩け

る、情報を共有できると

いう特徴をもっていま

す。

オストメイトなびの
今後の発展
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行いいろいろな意見が出てきました。

　新しいオストメイトなびには何を載せたらいい

のか、たとえば掲示板、SNS などはよく出てく

るアイデアですが、もっとオープンなものにした

い、あるいは逆にクローズなものをつくったらど

うかという声などが出ました。また情報として

は、生活の質、求人情報、福祉制度の情報という

ようなものが出ました。地図機能としては温泉や

旅館などが挙がっています。オストメイトの方々

にとって、お風呂はけっこう難しい問題です。特

に、安心して行ける温泉施設などがあったら非常

に助かると思います。

　このように、IT を使うことで、いろいろなこ

とができるという再確認をした場にもなりまし

た。今後はこのアイデアのいくつかを選んで、実

際に実装できるものかということを考えながらア

プリを進化させていきたいと考えています。

　私からは以上で、続けて関口君に代わります。

＜スピーカー＞　関口　陽介

オストメイトなびプロジェクトの強みと
今後の展望

　簡単に最後のまとめをして後のグループワーク

につなげたいと思います。

　このプロジェクトの強みですが、大変個人的な

見解ですが、いろいろなバックグラウンドの方が

関わっているということです（スライド 9）。私

は当事者ですし、神戸君は元医療従事者で医療系

のコンサルタント。医学生や看護師さんもいて、

エンジニアさんもいる。こういう組織はつくれそ

うでなかなかつくれません。ここは非常に強みで

あると思っています。

　オストメイトが悩んでいることは何ですかとい

う話ですが、案外、当事者ではない人が新しい視

点を提供してくれたりすることがあります。最近

は Diversity から Inclusion という言葉になって

いますが、やはり Diversity というのは大変重要

だと思います。今申しあげたように立場が異なる

と視点も異なります。これは言うのは簡単ですが、

これを強みにしていくのはけっこう大変です。

　クラウドファンディングは、7、8 割はわれわ

れの知り合いだという話をしましたが、それでも

これは 2 人でやらなければたぶん 100 万円には

届かなかったと思います。私の知り合いだけでも

無理だし、神戸君の知り合いだけでも 100 万円

を集めるのはなかなか難しかったと感じていま

す。ここは 2 人合わさることの相乗効果がうま

いこと働いて 3 週間足らずで 100 万円までいっ

た。2 人でやった相乗効果は非常に大きかったと

思っています。

　これからの展望ですが、われわれのアプリは東

スライド 9　プロジェクトの強み（個人的見解）

 いろんな の る
◦ ト
◦ 生
◦ （オストメイト）
◦

 なると なる
◦ けでは てこないような も多い

 の
◦ で行うことによる
◦ にも にもなる！！

Diversit 多
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京オリンピック・パラリンピックへ向けて新たな

バリアフリーへの試みとして発信していく予定で

す。当面の目標は 4 年後の東京オリンピックに

向けて、決定的に不足しているトイレ情報をある

程度整備してちゃんと使えるアプリにしようとい

うのがひとつの目標です。それをすることによっ

て地域差がなく、どこに住んでいてもオストメイ

トが使えるツールになると思っています（スライ
ド 10）。

　スマートフォンとオストメイトというのは大変

なミスマッチだということは何人かの方に言われ

ているのですが、これは 4 年、5 年たてば時代

が解決してくれるのではないかなと私は思ってい

ます。実際に私の両親はともにスマホを使ってい

ます。5 年後は、それなりの高齢の方もスマート

フォンを使う時代が来ると思います。そうなる前

から整備することはけっこう重要だと思っていま

す。

　直近では、先ほど話に出ましたが、どういう機

能を新たに載せていくかというようなことを考え

ていければと思います。

　このプロジェクトは「医療× IT ×患者本意

の実現に向けて !!」と言っているので、IT と

いうのがひとつのキーワードになっています。

最 近 は IT で は な く ICT（Information and 

Communication Technology）と言い、コミュ

ニケーションも重要だとされています。そのへん

の技術は非常に進歩しています。医療の現場にも

ずいぶん取り入れられていると思いますが、まだ

まだ IT の最先端を走っているところは、医療や

福祉の世界が取り切れているとは言い難いです。

そこをうまくつないでいければと思っています。

そうすることで良い方向に社会が進むのではない

かと思っています。

さいごに

　最後のまとめですが、とりあえずオストメイト

の方には「できないことは少ない」ということを

言いたいと思います（スライド 11）。たしかに

オストメイトになると生活する上で障壁となるこ

とはたくさんあります。しかし工夫次第で何とか

なることもたくさんある。実際にはスポーツをさ

れている方も多いですし、高齢の方でも旅行を楽

しんでいるオストメイトの方は多い。「できない

ことは少ないですよ」ということはひとつのメッ

セージです。

　それをよりよくするためにはやはり「周囲の理

解（オストメイトを知ってもらう）」がひとつの

ポイントになってくると思います。オストメイト

なびプロジェクトに関わっているひとつの理由

に、もちろんアプリの開発がオストメイトのため

になるということもありますが、こういう活動を

知ってもらうことによってオストメイトという存

スライド 10　将来を見据えて（今後の展望）

 オ へ向けて
◦ たな ーへの
◦ す てのオストメイトにとって かるツー に
◦ の方でもス ート を う を える

 では
◦ トイ の充実
◦ たな の （ ）

 と の を な きっかけを る
◦ （ ） の進 はめ ましい
◦ 社会を良い方向へ いてくれるのでは

スライド 11　さいごに

 オストメイトになってできないことは少ない
◦ 工夫次第でなんとかなることも多い
◦ スポーツもできるし、旅行も行ける

 生活の充実のために
◦ 周囲の理解（オストメイトを知ってもらう）
◦ 社会で活躍するオストメイトを増やす

 オストメイトなび
◦ オストメイトに対する認識を変えるきっかけになれば
◦ ゆっくりではあるけれど、良い方向へ進むはず！

今後も応援よろしくお願いいたします。
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在が、最初に説明したように、より身近になると

いうことがあります。「オストメイトです」と言っ

た瞬間に、多くの人がああこういう障害なのだ

な、こういうところに悩んでいるかもしれないな

と思ってくれれば、ずいぶん変わるのではないか

と私は思っています。

　社会で活躍するオストメイトを増やすというこ

とも、新たな理解につながっていきます。そうい

う良いサイクルを回せていければいいと思ってい

ます。

　オストメイトなびの方向性として、アプリの機

能の充実もそうですが、オストメイトに対する認

識を変えるきっかけのひとつとしても使っていけ

ればいいと考えています。

　まだアンドロイド版が「ウーン、これ使えるの

かな ?」という状態ですが、今後とも応援いただ

ければと思います。ICT の活用は医療の世界だけ

ではなくまだまだ大きな可能性があると思いま

す。

　ありがとうございました。
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質 疑 応 答

■ 高橋　ありがとうござ

いました。せっかくなので

2、3 質問をお受けします。

■ 参加者 A　メンバーを

見ると首都圏の方が多いよ

うですが、全国のトイレの

場所などの情報収集はどのようにされているので

しょうか。

■ 神戸　現状のトイレ情

報の収集方法は 2 つです。

ひとつはボランティアさん

です。全国にいらっしゃる

ボランティアさん経由で情

報が登録されます。しかし

ながら、現状では、なかな

か積極的にトイレ情報を集めてくれるボランティ

アさんはいません。そこで今後はオストメイトな

びサポーターというものをつくり、このプロジェ

クトをサポートして情報を集めてくれる人を募集

していく予定です。

　もうひとつの方法は、自治体に直接働きかける

ということです。これは今すでにやっています。

南の九州地区から始めています。沖縄、長崎あた

りから直接、自治体の県庁福祉部などに連絡をし

ています。多くの自治体ではバリアフリーマップ

をつくり、情報をオープン化しているところが大

半です。そこに働きかけてオストメイトなびでも

情報を共有させてくださいというお願いをしてい

ます。九州地区については、大半の自治体から「ど

うぞ」ということでエクセルデータで情報をいた

だいています。それを今、反映させてきている状

況で、順次、日本地図を北に上っていく予定です。

■ 参加者 A　確認ですが、「なび」をダウンロー

ドしていれば、トイレを見つけた時にアップロー

ドはできるということですね。あるいはサポー

ターにならないとアップできないという仕組みな

のでしょうか。

■ 神戸　誰でもできます。したがって自由にで

きますが、iPhone 版はうまくいくのですが、ア

ンドロイド版は今はちょっと調子が悪い状況で

す。

■ 高橋　私の方からの基本的な確認ですが、コ

ンテストに出る時点で、いろいろな、それこそ

diverse な人々が集まっていたのですが、その

方たちはお互いにお友だちだったのですか、それ

ともこういうプロジェクトをやるからこういう背

景の人たちに来てほしいという感じで集めたので

しょうか。

■ 神戸　アプリケアという学生団体が主催する

イベントでメンバーは知り合いました。そのイベ
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ントでは、関東地区の医学部生が代々代表をして

いるみたいです。参加者規程があり、エンジニア

枠、デザイナー枠、医学枠、ビジネス枠という

ようなかたちで参加者を募り、応募した 40、50

人の中から主催者側が各グループにメンバーを割

り振るかたちです。

■ 高橋　そうすると最初のチームは知り合い同

士で始めたのではなくて、イベントの事務局に割

り振られた人々が集まってやったら準優勝した、

これはいけるぞという感じだったのですね。

■ 神戸　おっしゃる通りです。やはりそこが課

題でもあって多くのチームはイベントが終わると

崩れます。われわれのチームも最初は 6 人でし

たが 2 人抜けました。抜けた状態で新たにやり

たいという人を追加し今の状態になりました。

■ 高橋　このあたりは非常におもしろいですね。

他にいかがですか。

■ 参加者 B　第一印象は、志は非常に素晴らし

いということです。ただ問題はこのアプリが実質

的にどこまで有効性があるかということです。た

とえばトイレまでの道案内ができるということで

したが、トイレの場所は、ほとんど屋外ではあり

ません。しかもこうした先進的なトイレはかなり

立派な建物の中にあり、GPS の位置機能関係は

かなり使いづらいだろうなと思われます。ナビ

ゲーションシステムは非常に使いづらいという気

がしました。使いやすいナビに至るにはまだまだ

時間がかかるだろうというのがひとつの課題だと

思います。

　もうひとつ私の個人的な経験から何に困るかと

言いますと「トイレを見つけました、いっぱいでし

た、入れません」ということです。これがいちばん

困ります。この話は出てきませんでしたが、たとえ

ば食べログなどにも、今空いていますとか、今は△、

○というものがあります。そういうサービスまで

いけたら有効性はかなり上がると思います。

　志は非常に高い。しかし実際に使い勝手が良く

なるまでにはまだまだ時間が必要だろうなという

のが正直な感想です。

■ 神戸　最初の GPS の問題はわれわれも同じ

ように思っています。それこそ地下鉄などに入っ

てしまうと GPS がうまく作動しません。ただ東

京都は新しい仕組みで、GPS だけではなくビー

コン（Beacon）などを使って自分の位置を特定

するシステムができてきています。その仕組みを

入れている東京都の駅はまだ少ないのですがゆく

ゆくそれがうま

くいけばどこの

地下鉄の駅奥深

く で も 電 波 が

届 く、GPS が

うまく働く環境

ができてくると

思っているとい

うのがひとつめ

のお答です。

　2 つめのご質

問の「空いてい
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るか、空いていないか」ですが、そこも実は考え

ていて今、プロジェクトとしてセンサーをつくっ

ています。先日も大手企業さんが持ちビルでトイ

レの空き状況をセンサーを使って調べてみたとい

う記事が新聞に載っていました。それをそのまま

公共のトイレでやろうと思い、現在、神奈川県の

特区などに働きかけをする手はずをとっていま

す。

　現状ではオストメイト対応のトイレだけですが

それがうまくいくとオストメイトという広がりか

ら障害者のトイレという大きな広がりに行くので

はないかと思っています。

■ 高橋　それで思い出したのですが、実は前回

の公民館カフェは NPO 法人 Check の金子健二

さんに来ていただいたのですが、似たような質問

がありました。多機能トイレに入っている時に外

で人を待たせているのではないかと思うと非常に

気になるので、外で人が待っているかどうかを中

で見られる仕組みをつくってほしいというリクエ

ストです。金子さんはそれに似ているものはつく

ろうとしていると言われていました。今のお話も

ニーズがあればきっと何か答えは出てくると思い

ました。それでは最後の質問どうぞ。

■ 参加者 C　最初に聞かなければいけない非常

に素朴な質問ですが、なぜ NPO 法人の名前が「エ

ムアクト」なのでしょう。

■ 関口　なんとお答えす

ればいいのでしょうか、私

が関わっていないことが如

実に表れている名前です。

メンバーの名前の頭文字を

並べてうまく組み合わせた

ら「エムアクト」になり、

NPO 法人化する時に別の名前も考えたのです

が、任意団体時代はエムアクトでやっていたから、

NPO 法人化に当ってもエムアクトでいいのでは

ないかということでエムアクトになりました。最

初のメンバーの名前の頭文字のアルファベットを

とってうまく並べたらこうなったという話です。

■ 高橋　名前はけっこう悩みますよね。それで

はグループ討議をお願いします。
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■ 高橋　そろそろどういう話が出たかシェアし

たいと思います。1 班からお願いします。

＜グループ発表 1（1 班）＞
　高齢者に IT をどう使っていただくかというと

ころで話がけっこう出ました。私自身は患者の立

場で患者会をやっていて思うのですが、たまにパ

ソコンがない、どうやって申し込めばいいのかと

いうクレームをいただきます。最近は SNS やパ

ソコンがないといろいろな情報が得られません。

ご意見として出たのが、まず高齢者に IT を使っ

てもらう時のネックとして、機能が多いと使いづ

らいという指摘、また目が見えにくくなっている

ので文字が小さいと見えづらいので、スマホでや

るのはとても大変だという話が出ました。実際に

はアプリを使うという前提でスマホだと思います

し、とくにオストメイトなびの場合は今すぐトイ

レの場所が知りたいということでパソコンを開い

ている状況ではなく、紙なども持っている状況で

はないのでアプリがとても便利なことはわかりま

す。ただそれなら高齢者向けアプリを別途開発す

るということもひとつあるのではないかというこ

とが出ました。

　また高齢者の方はご家族の同伴も多いので、ご

本人が使うことを考えるよりもご家族の若い方に

周知していく方法もあるということでした。また

目が見えづらく文字を読むのがつらいのであれ

ば、音声認識機能がついていると便利だという意

見も出ました。さらに Web 版の要望も多いとい

うことでしたが、iPad ぐらいの大きさであれば

見やすいということでした。予め旅行に行くこと

が決っていれば Web 版で見てプリントアウトし

て旅行に携帯できればいいという意見が出まし

た。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。なるほど、

かなり重複するところはあると思いますが、それ

はかまいませんので次の班お願いします。

＜グループ発表２（2 班）＞
　「高齢者にやさしい IT」が話題になりました。

1 班と同じように音声認識ということが出されま

した。ただ音声認識と言っても高齢化すると滑舌

も悪くなってくるし、日本全国を考えると方言に

も対応してほしいということで、音声認識も今よ

りよりフレキシブルな感じのものであってほしい

ということです。方言と滑舌に対応してくれるよ

うなソフトで、さらにオストメイトなびも音声認

識で「この近くでオストメイトが使えるトイレ

は ?」と言うと、すぐに出てくるものがあるとい

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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いという話が出ました。

　今はもう開発されているものもあるけれども

「高齢者にやさしい IT」では見守ってくれる機能

ということで、電化製品にセットされていたりす

るといいという意見が出ていました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。見守り機能に

ついては、一般的に高齢者にやさしい IT という

文脈で出されたもので、オストメイトなびに見守

り機能がほしいという意見ではないですね？はい

わかりました。それでは 3 班お願いします。

＜グループ発表３（3 班）＞
　「どんなアプリがいい ?」は時間がなく出てき

ませんでしたが、「オストメイトなびの追加機能」

では、自分がオストメイトなびを使ってトイレ

に入った時に、「今トラブルが起こっているので

15 分ぐらいかかります」「5 分で出られそうです」

ということを入力して、それを他の使いたい人が

見て、ここはあと 15 分かかるのかとわかるよう

なものがあるといいという意見が出ました。

　それから「高齢者にやさしい IT」について、

高齢者の方は 1 人暮らしだったり、生活保護を

受けている方も多いので、自分でスマホを買うこ

とは難しいことがあるかもしれません。それほど

機能はいらないので自治体が貸し出しをしてくれ

るようなものがあるといいという意見が出まし

た。Wi － Fi でつなげればランニングコストもか

からないのでそうなればいいということでした。

あとは同じように音声、声でできるもの、シンプ

ルにできるものということでした。それからたと

えば腕に着けておくと脈拍などいろいろなものを

測ってくれて何かあるとスマートフォンなどにお

知らせしてくれるものや、家族が入力した情報を

スマートフォンでお知らせしてくれたり、薬の時

間もお知らせしてくれるというもの、これらは現

在開発途中という感じもしますが、そういうもの

も高齢者にはやさしい IT だと思います。

　高齢者の方はなかなか使いこなせないので地区

で高齢者の方を集め勉強会などをやってコミュニ

ティをつくり、その中で簡単な SNS のようなも

のをつくればコミュニティづくりにも役立つので

はないかという意見も出ました。以上です。

■ 高橋　なるほど、ありがとうございます。貸

し出し、しかもそれを地域で使い方を覚えるクラ

ブをつくって SNS をつくり、みんなで仲良くな

るということですね。「この使い方がわからない」

というようなメッセージがオンラインで飛び交う

のでしょうね。4 班さんお願いします。

＜グループ発表４（4 班）＞
　今までの発表と重複するころが多いのですが、

高齢者の方はなかなか IT になじまないとは言う

ものの、動機づけさえあれば高齢者の方でもけっ

こうパソコンは使っています、たとえば孫の写真

を見たいのでがんがんパソコンを使う方もおられ

ますから、初めから除外をせずにやればできるの

ではないかという意見が出ました。ただスマート

フォンは、やはり小さくて、お年寄りの方にはき

つそうなので、Web 版のようなものがあり、出

かける時にそれをプリントアウトする。旅行の時

には、「オストメイトなびの使い方」にもあるよ

うに予め、ストーマ装具取扱店に電話をして予備

があるかどうか問い合わせることもできるので、

やはり Web 展開は見やすさとかとっつきやすさ

の点からも必要なのではないかと思われました。

　トイレはオストメイト以外にも、たとえばつわ

り中などに突然必要になることがあります。だい

たいそういう時は吐きそうになりながらスマホを

いじるよりも、ありそうなところをさまようのが

先になりそうな気がします。そこで意外に必要な

のはリアルタイムで「空いているか・空いていな

いか」の情報です。そこはリアルに調べたいが場

どんなアプリがあるといい？�
・オストメイトなびの追加機能・高齢者にやさしい ITとは
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所そのものについてはそう緊急性はないだろうと

いう意見がありました。

　オストメイトの方で時々着替えをされたいとい

う声を聞きます。男性方は、ご存じないようなの

ですが百貨店のお手洗いなどには着替えボードと

言って、壁から床の上に倒してその上で着替えを

するボードがついています。ただそれとオストメ

イト用のものが同じ場所にあるトイレを私は残念

ながら見たことがないので、そういうものもあっ

たらいいということでした。

　それからエムアクトには女性のスタッフがいらっ

しゃらないということなので、女性の当事者にもっ

とヒアリングをされた方がより充実した情報が出て

くるのではないかということになりました。

　やはりなんと言ってもスマホはリアルタイムで

使えることが強みですので、これをこのまま進め

ていってほしいと思います。それからオストメイ

トそのものを知らない一般人がとても多い。公園

にあるオストメイトのトイレでいきなり犬を洗っ

たりする人もいますから、まずそこから周知をし

ていかなければいけないという意見が出ました。

■ 高橋　エムアクトさんは今のところスタッフ

が全員男性だそうで、ここでも diversity は大事

かもしれないね、という話が出ました。

　あの壁から床にパタンと出る着替えボードは男

性トイレにはないのですか。

■ 参加者 A　一部あります。

■ 高橋　一部はあるそうですが、女性トイレの

方に多いのかもしれませんね。

■ 参加者 B　赤ちゃんのおむつ替えなどのもの

とは違うのですね。

■ 高橋　赤ちゃんを置くのではなくて自分が着

替えるために使うので、トイレの個室の壁の下の

方にあって、パタンと出して靴も脱いで上がるの

です。そうすると着替えが楽にできます。

■ 参加者 B　へぇー。

■ 高橋　それでは 5 番さんお願いします。

＜グループ発表５（5 班）＞
　私たちはオストメイトとは何かという情報収集

や勉強することに時間を費やしてしまい、「オス

トメイトなびの追加機能」について議論する予定

だったのですが、あまりまとめられずに終わりま

した。広く一般的に何が今必要かということを話

し合ったのですが、ひとつにはみなさん言われて

いるようにあまりにもオストメイトという存在が

まだ広く知られていません。中には嫌がる人もい

るかもしれませんが、ご本人がオストメイトマー

クをつけることで、電車の中などで見かけるマタ

ニティマークのように、いざという時にケアして

いただくことがいいのではないかという意見があ

りました。

　また海外などに行くとそういうマークもない

し、このトイレがオストメイト用なのかというこ

ともわからないので日本のマークの特許をとり世

界的に発信していったらどうかということをひと

つ考えました。

　もうひとつはトイレのことです。実際に水で

洗ったりして交換することはあまりないかもしれ

ないのですが、ある程度広い場所は必要だと話さ

れていました。それから同じ障害を持つ人同士で

語り合う場があるととても心強いというように話

されていました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。交流の場と

いうことでは、たとえばアプリの中での交流も含

めてということですね。

どんなアプリがあるといい？�
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■ 参加者 B　オストメイトについては現在進行

形の方だけではなく、手術をしてこれからオスト

メイトになるけれども不安だという人が、俺はオ

ストメイトだけれども柔道 5 段だよとか、私は

オストメイトでプールに入っていますよとか、そ

ういうことがあると少し気持ちが楽になってくる

のではないかと思います。

■ 高橋　そうですよね、実際にストーマを持っ

た暮らしがどうなっているのかという実体験談

や、これもあれもできますよという話を体験者か

ら聞けると大変励みになると思います。ありがと

うございます。

　いろいろ出ました。高齢者にやさしい IT の話

題が多くて少しびっくりしましたが、追加機能に

ついても、やはりスマホという特殊性、特徴を最

大限活かすのはやはりリアルタイムの情報提供だ

と思いました。お 2 人からコメントをいただけ

ますか。もっとここを聞きたい、ここはやってみ

ますというようなことでもかまいませんので何で

もどうぞ。あるいは素朴な感想でも。

ハード面よりもソフト面により大きな
課題が

■ 関口　高齢者にやさしいということですが、

ふだんオストメイト同士が集まるとどうしても私

の両親よりも歳が上の方たちばかりの中で 1 人

ぽつんといて、「おまえは何しに来たんだ？」と

いうような状況が多いので、よく考えることでも

あります。IT も、使える方はやはり使えるのです。

使えない人に向けて何をするかと言いますと音声

認識であったり、iPad のようにスマホよりも大

きいものなどは、可能性はあると思います。それ

でもやはり時代が解決するような気がしていま

す。たぶんオストメイト対応トイレは法令である

程度は入れなければいけないということがあるの

で、けっこういろいろなところにできてきて、こ

ういう「なび」そのものがいらなくなるという気

もしますし、今すぐには高齢者にやさしい IT は

なかなか難しいように思います。

　それからオストメイトという言葉について、オ

ストメイトと言われても何だかわからないという

人がけっこう多いというのも、われわれにとって

悩みどころのひとつでもあります。「オストメイ

トです」と言って、すべてが解決すればずいぶん

楽になるという実感はあります。「オストメイト

です。お腹に袋を貼って、排泄の時に少し苦労を

します」ぐらいの話では、それだけでわかる人は

わかるのですが、わからない人、知らない人はそ

れではまったくイメージができないので、そうい

うギャップは埋めていく必要はあると思います。

　ただ個人的な話ですが、われわれがいちばん怒

りを感じるのは、ハード面よりもどちらかといえ

ばソフト面です。たとえば周りにオストメイトト

イレの整備率が低いと嘆いても、そこは明日すぐ

に解決する問題ではありません。それより問題だ

と思うのは、たとえばオストメイト対応トイレを

使わなくてもいい人が使っていたりすることで

す。最近よくありますが、駅のトイレで個室を待っ

ていて出てきたところで入るとすごいタバコの臭

いがしたりすることがあります。トイレでタバコ

を吸ってはいけないのですから目的外使用で、そ

のこと自体がそもそも問題外なのですが、けっこ

うそういう場面に出遭います。そういうことの方

が、対応トイレがないということよりもより怒り

を感じるところであります。それでもそれはオス
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トメイトや何らかの障害を抱えている人に理解が

ない、認識がないことに起因した問題なので、そ

ういうところを解決するためには、やはり理解度

を上げることは重要な問題だと思っています。

関係者を糾合した組織体をつくり
社会デザインの大きな流れを

■ 神戸　そうですねいろいろな問題が出されま

したね。どれも技術的には不可能ではないという

のが私の印象です。エンジニアさんとは、よく、

どれを実装させるかという話をするのですが、時

間だけの問題で、多くのことができてしまいます。

今回出てきたアイデアも絶対無理というものはな

く、時間はかかるかもしれませんが、いずれもで

きるというのがひとつめの私の感想です。

　われわれもやはり高齢者というところは課題に

しています。いちおうアプリですからユーザー数

にはひとつ着目しています。高齢者が実際に使っ

ていただけるようなものをつくりたいという目線

とさらにその周りの方にも使ってもらうものをつ

くる。プラスして、そのケアに関わっている医療

従事者も使えるようなものができないかなという

目線でやっています。そこで全部を 1 つのアプ

リでつくるのはなかなか難しいという結論に今は

到っています。それは多角化するという戦略です。

そのような形でオストメイトの認知度に少しでも

つながるような広げ方を行っていきたいと思って

いるところです。

　今後ということでは、先ほどのプレゼンではお

話ししていませんが、大きな流れをつくりたいと

思っています。そのためにはいろいろなところを

巻き込まなければいけないと思っていて、すでに

働きかけをしています。医療関係の学術団体の上

層の方はもちろん、障害者団体の取りまとめをさ

れている方、自治体の方などを含めて 1 つの組

織体をつくり、そこを経由してオストメイトとい

うのはこういう人たちです、こういう制度は必要

ですという発信するものを近々つくることにして

います。

　そこを経由して今出されたようなアイデアを

もっとブラッシュアップしていき、みなさんの思

いをかたちにすることをどんどんしていきたいと

思っています。ぜひ今後も、こういうものがあっ

たらいいなということがあれば私個人宛でかまい

ませんのでいただければうれしいです。ありがと

うございました。

■ 高橋　新しくつくろうと思っておられる組織

は、たとえばオストミー協会など既存の団体とは

違って、まったく異なる立場の方が集まるという

ものですか。

■ 神戸　そうですね、ただ既存の力を持ってい

る団体はいくつもあるのでそこにはもちろん絡ん

でいただくかたちを考えています。医療者側から

この人たち、患者側からこの人たち、メーカー側

からこの人たち、自治体からこの人たちというか

たちで集めて、社会をデザインする組織体をつく

りたいと思っています。これで新しいバリアフ

リーのかたちを IT を使って何かできないかなと

いうことです。これを政策提言にまでつなげるこ

とを目的にやろうと考えています。

■ 高橋　「メーカー、行政、医療者、オストメイ

ト× IT ＝政策提言」ということですか。慶應義

塾大学っぽくていいですね＜会場笑＞。アプリか

らとてもいろいろなことが広がると思います。ひ
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とつのアプリコンテストの準優勝から始まったこ

とかもしれませんが、本当にいろいろな可能性が

あるのだと思いました。

まとめ―海外のオストメイト事情

■ 高橋　コメントや確認しておきたいことなど

はありませんか。

■ 参加者 C　単純な質問です。アプリのダウン

ロード数と言いますか、どのくらい普及している

かはわかりますか。

■ 神戸　iPhone 版は 500 ぐらいです。アンド

ロイド版はそれこそ 1、2 週間前に出たばかりな

のですが、今日確認した限りでは 60 ぐらいです。

とりあえずの目標を設定しています。半年以内に

3,000 は行きたいと思っています。ユーザー数

を獲得することでいろいろなところを巻き込みや

すくなると思っています。ユーザーさんイコール

患者さんではないのですが、ユーザー数が増えれ

ば、それだけ注目されている人がいるということ

になるので、われわれの力になると思っています。

そういう方向性で今は考えています。

■ 高橋　実はサバイバーシップ支援部ではがん

と就労のプロジェクトをずっと続けていまして、

『症状別対応のヒント集』というものがもう少し

でできます。その中に頻便・頻尿というものがあ

ります。これは働く時にとても大変なことです。

通勤も大変ですし、それがデスクであれ、工場で

あれ、何であれ、しょっちゅうトイレに行くのは

とても大変なことなのです。そこで体験談を集め

ると、とくに通勤中のどこにトイレがあるかは

みなさん本気で調べています。もしかしたらこれ

はオストメイト以外にもニーズはあるかもしれま

せん。ただ一方で多機能すぎるとわけがわからな

くなるので、そのへんのバランスもきっと大事で

しょうね。

　本日はわずかな時間でしたがこれほどアイデア

が出ました。「女性にもっとヒアリングを」「海外

の状況もヒアリングを」などいろいろ出ていまし

たね。海外の多機能トイレの状況というのは私も

聞いたことがなかったのですが、どうなのでしょ

うか。

■ 関口　そもそも海外の人たちはトイレに関す

る考え方が違うのです。ウォシュレットは徐々に

普及していますが、日本なみに普及している国は

ありません。オストメイト対応設備もそうで、マー

クも日本固有のものです。設備も日本固有のもの

というイメージがあります。実際に欧米ではク

ローン病の発症率が日本の数倍でオストメイトは

多いのです。アメリカのオストミー協会は、トッ

プは歳はいっていますが、若い潰瘍性大腸炎のメ

ンバーが多く、日本以上に若い患者は多いのです。

それでもトイレの話はあまり出てきません。

■ 高橋　ぜひ海外学会でも発表してください。

これは非常に大事で、アピールする内容だと思い

ます。

　話は尽きませんが大変いい話をうかがえたと

思っています。エムアクトという団体がこれから

どういうように育っていくのか、このアプリがど

のように社会に浸透していくのか、みんなで見守

りつつアイデアをどんどんお届けしましょう。今

日は本当にどうもありがとうございました。お二

人に大きな拍手をお願いします。＜拍手＞。
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「第11回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　30名
平成28年 3月 3日（木）実施 回答者  15名（回答率　50％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

オストメイトを知ってもらうことからが大事ですね。

オストメイトをよりよくしることができました！！アプリの可能性は無限大ですね。
他の同じような団体と協力して、特化した形にしてシェアし合う方が一般や使う人には便利だと思います。
オストメイトについての情報を積極的に普及していきたいと感じた。

オストメイトを詳しく知らなかったので、大変勉強になりました。早速アプリを使ってみようと思います。

オストメイトを知る事ができました。これからの活動にきたいいたします。

オストメイトは訪問看護師で働いている時、利用者さんが使用していたので知っていましたが、アプリで使えると誰でもリアルタイム
で利用でき、便利であると思いました。

参加者の感想（自由記述）

ＩＴの可能性は大きいと感じた。２０年後くらいには高齢者の多くがＩＴを活用できると思う。現在の高齢者にどう使っていもらうか考
えてみたい。

トイレ探しの新しい手段を見つけました。

オストメイトについて色々と知ることができた。

カフェはいつも、いろんな方とお話ができるので、元気をいただけます。

オストメイトについて理解できた。

今後勉強させて下さい
症状別にどんな対応しているか等

これからも長く続けてください。

開催に関する希望（自由記述）

いろんなテーマに挑戦していただきたい。
「ＴＰＰによって医療はかわるのか？」というテーマで話し合ってみたい。（ディスカッションは楽しいです）

就労世代のがんサバイバーのお金と保険に関するカフェを希望します。現状と対応策の紹介 ・企業向け　ＧＬＴＤ（団体長期所得
補償保険）の紹介。あいおいニッセイｅｔｃ ・個人向け　所得補償保険の紹介。Ｓｏｎｙ生命ｅｔｃ

47.1% 23.5% 2.0% 15.7% 31.4%

受付登録者（51名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

16.0% 84.0%
性別 男性 女性

9.0% 22.0% 38.0% 24.0%

3.0%

4.0%

3.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

86.7% 13.3%

0.0%0.0%カフェの感想（複数回答） とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった

86.7%
33.3%

0.0%
0.0%

20.0%
13.3%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

73.3%

13.3%

13.3%

6.7%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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