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佐賀県重症心身障害児 (者)を守る会

会長 野崎 秀輝

あけましておめでとうございます.

皆様には、穏やかな剰i年 をお迎えのことと存 じます。今年 も良い年であ りますよう心からお

祈 り申し上げます.

今日の障害福祉制度は、平成18年「障害者 自立支援法Jの 施行を一つの転換期 として現在に至っ

ていると言っても過言ではないと思っています。以来 8年間の長い年月は、障害を持つ子供の

保護者として身も細る思いで過ごされたことだと71il感 いたしてお ります。

さらに一昨年「障害者総合支援法Jが施行され、障害者支援区分・定義の改正等によりますま

す重症児者の生活等を脅かす事態を迎えてお ります.

なかでも、「動ける重症心身障害者」が「療養介護サービスJの 対象者から除外 (新規入所)さ れ

ていることであ ります.市1度 に怒 |,を 感 じているものの、ブ、所できる日を待ち望んでいる待機

家族があ り、なかには介護に限度を超えているもの もあると聞き及んでいます
=

県支部ではこの制度を不条理 と解 し、この数年行政をは じめ関係諸 l■J体 のご指導ご協力を1易

わ り活動を展開してまい りました.

昨年から、「障害者総合支援法Jの施行後 3年 を日途に見 1占 しを行 う旨の規定に基づいて検討
が進められてお ります。見直 しにあたっては、関係者や当事者の意見を聞きながら議論を進め

るとしてお り、守る会を通 じて意見募集がなされたところであ ります。

本支部では、 卜記のような支援施策を「意見Jと して守る会本部に提出を致 してお ります .

「第65回社会保障審議会障害者部会におけるヒアリング実施に伴う意見について」

1 常時介護を要する障害者等に対する支援について

Oどのような人が「常時介護を要する障害者Jであると考え囁れるか.

・いわゆる「動 く重症心身障害者」といわれてきた専門医療 を必要 とする強度行動障害を

持つ重度知的障害者 .

(そ の人の医療 と福祉を守る「精神科医療」「身体合併症治療 J「重度障害に対する発達支

援」「日中活動支援Jを 同時に行える特殊な環境が必要 )

O「常時介護を要する障害者」のニーズのうち、現行のサービスでは何が不足 してお り、ど

のように対応すべ きか。
・重症′亡、身障害児施設に昭和42年第1017i重 達により平成24年 3月 まで入所が認められて

きた.

しか し、平成25年 4月 以降「障害者総合支援法Jの施行 となり18歳 以 ヒで平成24年 3

月までに入所 していた人は継続できたが、新規利用希望者は対象外 とされ代替えの施

策もないまま療養介護事業の対象者から除外 されてしまった.
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平成25年度より福祉分野で強度行動障害支援が研修等で強化されてはいる中、医療

機関との連携や役割分担 も不可欠であるとされている。にも拘 らず、施設 (主 に生活介

護 :知的障害)や精神病院、在宅で対応できない特に医療度の高い症例で、重症′亡ヽ身障

害病棟の利用要請があって も必用な支援を必要な時に受けられず生活に支障をきた し

ている現状がある。 (特 に家庭内の危機感及び介護者の健康悪化 )

。そのために、医療や福布卜を守る支援施策 (法整備)が必要である。具体的には、「療養介

護の対象者として明示Jさ れることが望ましい。

ついては、平成28年 1月 開催の通常 |ヨ 会に障害福祉制度見直 し関連の議案が一部提案されて

いるとの情報 もあ ります。さらに、今後の障害福祉制度見直 しに係る協議が、私たちが期待す

るものであることを願 うものであ ります。

今 日の国政の動 きは、弱者に日を向けられているとは言い難いものがあ ります。今 日までの

活動を継続 しながら、さらなる訴えを大 きな輪 としてさまざまなところに届けていきたいと思っ

てお ります。そのためにも、皆様のご協力をお願い したいと思います .

『第 18回九州・沖縄ブロック宮崎大会』に参加 して

肥前親の会 佐藤 珠子

初めての九州

'中

縄ブロック大会の参加で、母親部会に出席 しました。

高田義正氏の講演 と各施設の母親部会の会員によるアンケー トの結果報告及び意見交換 を、

家族の皆さんとともに分かち合えました。多く

の母親が同じ思いでつながっていることを知 り

ました。会場全体を包んでいたのはわが子が重

症心身障害児 (考 )で あるという一人一人の思い

であ り、家族を含めて支援をしてくださる全て

の方々の熱い思いでした。私も患っている家族

と笑顔で生きることができるよう努力 したいと

思います。

私たちの前を走 り続けてこられた先達の皆様

の歩みへの感謝を忘れず、初心を忘れず一歩ず

つ歩んでいきたいと思います。

東佐賀保護者の会  池田 龍明

昨年10月 24～ 25日 宮崎市民 プラザ におい

て、来賓11名 、講師・助言者11名 、参加者345

名による守る会九州・

'||1縄

ブロック宮崎大会

が開催 された.1日 目に愛泉会理事長の西島

英利氏の基調講演、 2日 日にこころの相談室

代表あだちあきひこ氏の記念講演があ り、各

分科会では行政、識者、病院、施設、保護考

の意見が述べ られた。
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私が参加 した分科会では現状 と今後の取 り組

みが発表され、それに対する対策や具体的な対

応が発表 された。また、会の中では保護者の不

安に耳を傾け温かい意見を頂いた.こ れこそ保

護者会のあ り方だと実感 した.ま さに「思いを

形に」だ.

平成 5年 に「ノーマライゼーシヨンJ理念の浸

透が掲げられているが、まだまだ途中で-11的

ではない.今年は沖縄でこの大会が行われる予

定だ.皆 さん是非参加 して ください.

中朦寅緩学校だユ :つ

佐賀県守る会会報 ′《θL

佐賀県立中原特別支援学校

分校舎奔 命 二 宮  省 吾

「原点」としての分校舎

4年前、本校分校合に転勤してきましたが、実は、30数年前、新規採用教員として当時の中

原養護学校に赴任し、配憫されたのも分校舎 (当 時は「重心部J)で した.養護学校が義務化され

て間もなくの頃で、学齢の児童生徒が60名 近く在籍していました。右も左 も分からぬ若輩教員

でしたが、先輩の先上方も手探 |,lk態 で、共に「重心部」の体制を作 り上げようと試行錯誤して

いたように思います=そ して、私が高校 |こ 転出した年に分校合が竣工 し、平成20年 から学齢超

過の生徒を受け入れ、平成23年 には高等吉「もできました1そ の間、歴代の分校舎職員の手によっ

て、教育内容をはじめとする分校舎の体市」が幸備され、だ、が再び赴任してきた時には、隔世の

感がありました.本年度は、児童生徒数40名 1内 学齢児生13名 、12月 現在|で 、東佐賀病院の他に、

若Ini療 育同、希望の家に入1'iし ています。

最初の4年間を「重心部Jで過ごしたことは、とても大きな経験でした。重度の子供たちを前に、

「 Lか ら見 ドろすんじゃない.日 線を同じに |」 との厳 しい教えは、その後の教員生活での「原点」

となりました.転出した様々な校種の高校で、いわゆる「健常Jの生徒と向き合う中、ついつい

「指導する」という意識が肥大化した時、いつも立ち返っていたのが「同じH線でJ、 「生徒の視点

でJと いう教えでした.そ して「初心」に
'二

ろうと舞い戻った分校舎で、昔在籍していた懐かしい

生徒が、30数年ぶりに、過年度卒の生徒として目の前にいます.彼 らの笑顔に癒やされながら、

この縁を幸せに感じています.みんな、ありがとう。

体育祭 (6月 18日 ) 校外学習 (5月 28日 )小 郡イオン
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2015 クリスマス会 肥前親の会 杉原

12月 10日 (木 )肥前精神医療センター重心病棟のクリスマス会が行われた。私はこれまで10回

以上参加しているはずだが、今年が一番印象深かったように思う。

まず会場がすばらしい。十分に広いし明るい、クリスマスの飾

り付けも工夫されている。空調の効いた療育訓練棟の会場に親子

ともども椅子に座ってゆったり参加することができた。

子ども達の演し物もよかった。青山看護師とUFOを 踊ったA子

さん、いつもは表情の乏しいK子 さんの呼びかけに応える表情の

豊かさ、ドリフターズのひげダンスで笑わせてくれたM子さん、英

会話でがんばったN子さん、南 4の男性陣の中で愛矯たっぷりの

G君 もよかった。とにかく子ども達がすばらしかった。親として子

どもがステージに立って演技を見せてくれるのはこの上ない喜び

である。この子ども達の演技を企画し根気強く指導してくださった

スタッフの皆さんには心から敬意を表します。有難うございました。

今年のサンタさんには一工夫あり、赤黒サンタの対決は意表をついた企画で面白かった。ス

タッフ全員による知恵と工夫の伝わってくるクリスマス会であった。

TElコ iピL 秋のバスレクに参加して

Tピ邸]ピL

肥前親の会 西田 ツルヨ

晴天に恵まれた一日、佐賀の海浜公園に行きました.

車中は大好きなアニメソングがかかり大喜びでした。お弁当、お

やつと楽しく元気いっぱいです。親の私どもも活力をもらいました。

年間に数々の行事を計画し、楽しい思い出を沢山作ってくださる病

院のスタッフの皆様に心から感謝です。これからも参加できますよ

うに私どもも健康に気をつけて日々送 りたいと改めて感 じました。

本当にありがとうございました。

お天気もよくて… 東佐劉 鶏 業 の 会 だ 初ヽ「 敦 子

日頃離れ離れの親子がひと時一緒に過ごそうと計画されました。県

ス、レクダンス、どれも雲一つない真っ青な空の下で存分に楽 しめ
一［

ま

ヽ
　
）／

は

ダ悧
″

い
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佐賀県守る会会報 ′もθ「_・

二

妹 も力1齢 と共に残 り少な くなった白い歯を見

せて楽 しそうで した.コ スモスの演奏が流れた

日寺、 娘が嫁いだ目を思い出 し月匈が熱 くな りまし

た,空港まで迎えに来て くださったご両親の車

に流れていたのがこの曲だったのです。

素敵な一 日をあ りがとうございました.

Tビ邸]ピЪ 勉強と感謝 東佐賀保護者の会 森  由 利 子

兄が東佐賀病院に入院 して40年、私に役員の話が きました。迷 うことな く引 き受けました。

私が少 しでも役に立って喜んでもらえるならと思ったからです。

福岡での全卜1大会は娘 と二人で、宮崎大会は母 も一緒に 3人で参加 しました。中学生の娘は

幼い時から病院に連れてきて、同じくらいの女の

子に遊んでもらっていました。

成長 した娘に兄の病気についてもっと深 く学ん

で欲 しいと思い一緒に参加 しました。親や きょう

だいが どんな思いをかかえ共に時間を重ねてきた

か、知ってほしかったからです
=

世の中には同じ生命で もいろいろな形の生 き方

があること、同 じ病名でもさまざまな患者 さんが

いること、また法律 に守 られいろいろな職種の

方々にお世話になって今 回まで元気に過ごしてこれたこ とは難/Jンマ (_材っ 世 日向 に は つ て ′ 国 よ て ノしメ |ヽ― 班トー し ヽ 一ヽ ´し/_ヽ一 二  リ`ノ,ど 戸ィ」す 、 ||｀ 日几 ツ」ソ /‐l― し ,よ 大lL

しいので耳で沢山のことを学んで くれただろうと思います=私 も娘 も学び多き 1年で した.感

謝感謝です。

差月U角翠,肖 ,去に思う
療育指導室から

東佐賀病院 療育指導室長 植 村  安 浩

今年で私は51才 になりました.そ して、初めて人間 ドックを受けました。その結果、高脂血

症で治療が必要 といわれ落ち込んでいます=最近肩が凝るのもそのせいかな～と思った りしま

す=昔から近視なのにこの頃は手元が見えづ らくなった り、椅子から立ち上が り歩 き出したと

ころで、ふ と何でこっちに歩いて来たのか分からな くな り、また戻って椅子に座 り込む始末.

そうそう、細かい作業 も苦手になり、バソコンで文書を作っていると「よろしくおねがいしあm

す」とミスタッチが多くなりました.段 々と不使なことが多 くなってい くので しょうか 。・・.

今年 4月 から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Jが施行 されます。障害を理

由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否 した り、制限 した り、条件を付けた りする

ようなことを解消することと、障害のある方から何 らかの配慮を求められた時には、無到1の な

い範囲で社会的障壁を取 り除 くために必要で合理的な配慮を行うことを、行政や民間事業者が

考え実践 しなければなりません。
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社会的障壁とは、日常生活や社会生活を送る上で障

壁となるようなもので、例えば0利用しにくい施設、

設備、②利用しにくい制度、0障害のある方の存在を

意識していなしや慣習、文化、0障害のある方への偏見、

等です。

私は障害者手1限 を持っていません.で も生活では不

便を感じることが多々あります.で もそれを相手にい

うことなく我′
1曼 していることもあります。皆さんも我

慢 していることありませんでしょうかっ0障害のある   【12病棟ベランダの雪だるま】

方の存在を意識 していない慣習、文化って、自分たちの周 りにも沢山転がっていると感じます。

言いたいこと、聞きたいことを出せない状況、それを気づかない、気にもしない状況などなど

など・・・.そんなものがIHlり から消えるようイ可かしないといけないと思います。

癖育指導室から
平成27年を振り返つて～動く重症心身障害支援～

肥前精神医療センター 療育指導室長 叫コЛ票 僣こイt子

新年あけましておめでとうございます。平成28年 も患者様、ご家族様 ■|

にとって幸多い年 となられることをお祈 り申し上げます。        ■

現職の重要な役割の 1つ として、「動 く重症心身障害者の療養介護認定」 ‐

に向けて取 り組んでお ります。昨年、平成27年 は着実に前に進んだ 1年 |

だったと思い返 してお ります。取 り組みの概要を簡単にお伝えしたいと

思います。

5月 は、全国の国立病院機構精神科 9施設における療養介護事業の慨  |
況・入所者状況 ・待機者状況等の調査を行いました.6月 に|ま 当洗院長 と佐賀県障害福布L課 を

訪問 し、問題の共有や政策提案をお願いしました=佐賀県は、毎年「動 く重症′亡、身障害者を療養

介護の対象者 として認められる」よう働きかけを行われてお ります。また、上記国立病院機構精

神科 9施設 との勉強会も平成26年度より開催 し始め、今年度 6月 に第 2回 目を実施致 しました。

ここには国立病院機構本部からも参加 して頂 き、全国での問題共有 と今後の方向性が確認でき

ました。10月 には第 3回 目の勉強会を実施 し(国立病院機構本部、及び卜1立病院機構16施設参加 )、

回を増すごとに規模が大 きくなり国立病院機構全体での問題把握に繋がっていると思われます。

ここ数年は障害をもつ方々の「地域生活Jが声高に推進 されています。動 く重症′亡、身障害の方々

についても同様で、各県において『強度行動障害支援者養成研修』が実施されています.し か し

行動障害の状況では、どうしても地域生活が困難な方がいます。これは私見ですが、私は地域

生活だけが望ましい形ではないと考えます。ご本人が苦痛なく安心 して楽 しく生活できること、

が一番重要だと思います.地域生活でも良い し施設に入所 しての生活でも、ご本人(ご家族等 )

が選択 され自身の望む暮 らしができているのならそれが正 しい形なのではないかと思っていま

す。選択の中心には患者さんご本人がいること、これが原則です。今後も福祉の動向に日を向け、

患者さん方を支援 していきたいと考えています
`
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佐賀県守る会会報

第 17回佐賀県守る会学習会 佐賀県守る会副会長 杉 原 潔

平成28年 2月 28日 (日 )、 第17回佐賀県守る会学習会が東佐賀病院地域医療研修センターで行

われた。参加者は、東佐賀40名 、肥前16名 、計56名 。今年も昨年同様外部から講師を招いて話

を聞くというスタイルではなく、会員同士による意見交換会という形をとった。

野崎会長の挨拶 と報告

・全国守る会会費の値上げについて

20年 間にわたって値上げをせずに努力 してきたが、情勢の変イヒの速さをカバーするため

年 2回 だった全国支部長会を3日 に、「両親の集いJの作成費を法人の守る会に依存 してい

たがそれが叶わなくなった等々による理由から月額150円 の値上げが提案されている。東佐

賀 ・肥前の総会で会員への説明と承諾をお願い したい。

‐||‐‐
‐  ||‐ |||||‐

‐
|‐

|‐
||‐ |||‐ |||||‐  |||||‐ ‐ ‐

簾
一計
髪
・
．

親の高歯令化による諸 FHl題 について

障害者虐待防111法 について

暴力だけでなく、ことばによる精神的な虐待、

経済的な虐待、性的な虐待など■
~F聞

紙上にも取 |)

上げられた=も の言えぬ、訴えるすべのない子 ど

も達なので親・兄弟・後見人等で注意 して見守る

必要がある。

成年後見人について

成年後見人の不正が増えている.

在佐賀ではまだ耳にしていないが、

事態が発生 している
=

:撃
1爾鞭罐 繹嘲警

不正の中の 9割が親族であるというデータがある.現

他県では裁判所が成年後見人に監督人をつけるという

。年 1回 の後見事務定期報告書の提出について

事務定期報告書 と預金通帳の写 しを提出すればよい。

提出期 日は個人によつて異なる。裁判所から提示 された期 Hま でに提出する。

10万 円以上の支出については説明が必要。 したがって支出する前に裁判所に相談するこ

とが望 ましい。領収書については添付する必要はないが、説明を求められても応えられる

ように自宅に揃えて持ってお くことは必要である。

会長の挨拶 と報告の中に意見交換の材料がかなり入っていたので、時間の許す限 りで守る会

会費の値上げのこと、後見人の定期報告書提出のこと、第二者後見人の報酎‖のこと後見人の不

正による監督人のこと、臨時的支出のことなどについての意見交換がなされた。

-7-
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全国大会 0九州・沖縄ブロック大会のおしらせ

第53回 全国大会

日時 平成28年 6月 18日 (土)～ 19日 (日 )

場所  (全国大会)ホテル青森   ■L:017-775-4141

〒030-0812 青森市堤町1丁目1番23号

(分 科 会)青森市文化会館 ■L:017-773-7300

〒030-0812 青森市堤町 1丁目4番 1号

第 19回 九州・沖縄ブロック沖縄大会

日時 平成28年 10月 29日 (土 )～ 30日 (日 )

場所 バシフイックホテル沖縄 ■Li098 868 5162

〒900-O036沖縄県那覇市西3丁目6番 1号

たくさんのこ参カロお待ちしております!!

編‐集1後‐記

親の高齢化はどうしても避けて通れません.面会や行事に参加したいと思っても車の運転

ができない、足が不自由、耳がよく聞こえないなどにより後見人を第二者にとの考えの方もお

られることでしょう。親の会、総会、学習会などでみんなで話し合いましょう。10年前の総会

参加者は100人、今はその半分です。会員は減少していません.特に「動く重症心身障害児者」

を法的に認めてもらえるよう県守る会は、肥前の院長先生・ドクター・スタッフと力を合わせ

て国や県に働きかけています。親にできることは会に参力Iし てその熱意を示すことです。

親の力を結集するのは今です。 (編集長 杉原 潔)

編集 佐賀県重症心身障害児 (者)を守る会

事務局 野崎 秀輝

〒8471441佐賀県玄海町大字今村47183

TEL 090-8224-0993

写辣 育園園長 野 上 憲 彦 処

西九州大学教授 亡だ賀 靖 之 先生

佐賀県議会議員 石 丸   博 先生
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