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僅I2回　全国守る会九州・沖縄ブロック佐賀大会
第12回全国重症心身障害児（者）を守る会九州・

沖縄ブロック佐賀大会が、9月5，6の両日武雄

市文化会館で、古川康佐賀県知事をはじめ多数の

来賓、会員、福祉関係者など530名の参加を得て開

催された。

第1日目は式典のあと、四つの分科会に分かれて古川佐賀県知事

討議が行われた。夜の懇親会は地元の「よさこい

ソーラン踊り」で盛り上がり、予定外のカラオケ

も飛び出し、交流も活発に行われた。

2日目は東北ブロック長の田村輝雄氏による

「中央情勢報告」のあと、分科会の報告が行われた。

休憩のあと、厚生労働省の元障害福祉課長（佐賀

県出身）現大臣官房参事官の蒲原基道氏による

「障害者自立支援法の見直しについて」という演題

留守県議会議長　　　樋渡武雄市長
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での講演を拝聴した。大会直前の総選挙により民主党が政権の座につき、自民党が国会に提出していた「障

害者自立支援法の見直しについて」という法案が廃案になってしまった。そのため氏の話は現実味が乏しく

なったきらいはあったが、今後のあり方を含め障害者への施策についてはこれからは親の方からどしどし要

望を出すことが大切だと力説された。閉会の前に来年の開催県である大分県の矢島一成支部長から、来年別

府で会いましょうの挨拶があり、全日程を終えた。

記念講演「暗室善言口支援法の貫直し」lこついて
厚生穏田富大富官房参事官（売時喜福祉躍轟）蒲原要道

〈講演の全文を載せる余裕がありませんので、後半に話された「今後のあり方」についての

部分を掲載することにします。〉

今回民主党のマニュフェストを見ていますと、障害者自立支援法の廃止という言葉が入

っております。これからどのようになるかということは正直今の私にははっきり分かりませ

んが、これからどうするのかというところをよく相談することになるだろうと思います。廃

止してどうなるのかというのがどこにも書いてありません。廃止して昔の支援費制度に戻ること

になると、おそらく皆さん方をはじめ当事者の方々、あるいは事業者・市町村・都道府県の各行政がそう簡単

ではないよと言われると思いますので、新しく来られる民主党の先生方に現場はこうなっているのですよとい

うことを我々としてはきちっと説明していかなければならないと思っています。そうは言っても単純な廃止で

は困るので、全く同じものを出すかどうかを含めて政府の中できちっと議論をするし、大きな問題は国家戦略

局というところで財政の配分も含めて考えると思います。正直、社会保障というのは必要なお金がかかってく
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るわけですし、障害者支援や子育て支援については必ずしも十分な財源配分がなされていなかったという感じ

をもっていますので、できれば国家戦略局の中で従来以上に手厚く配慮できるようになっていればいいと思い

ます。そうした中でシステムをどう考えていくかをこれから相談していくことになると思います。まったく個

人的に思っていることですが、例えば全ての障害児者個々人に対しての相談支援という形でのサービスの組み

合わせやその後のフォローアップといったシステムは絶対に必要なことで　またそれがないとサービスが宙に

浮いた形になる可能性があります。そういうことをきちっと説明していけば　こうした相談支援システムが大

事だと理解してもらえるのではないかと個人的には思っています。もう一つ障害児に対するサポートも非常に

大事だということも間違いなく理解してもらえるのではないかと思います。そういった意味ではお話した法案

の中身も頭において、もしよりよくなるものがあればよりよくしてもらえればよいと思います。実は法案に

盛り込まれているもの以外にも審議会なり検討会では、障害のあるお子さんを抱えた親御さんに対するサポー

トといったことも直接法律事項ではないけれども、親支援も大事だと考えています。例えば、ショートステイ

を増やすとか地域での親御さん同士の集まりで悩みを解消したりお互いにいろいろなやり方を勉強したり子供

に対する接し方を学んだり、あるいは行政に対していろいろな要望なり要請を一緒に協働しながら新しいもの

を作り上げていく親御さんの活動というのも非常に大事で、そういったこともサポートしていくこういったこ

ともあろうかと思います。

またこれも法律事項ではないのですが、いろいろな子どもについての情報を系統的に上につなげていくとい

うシステム、いろんな地域では試み的にされてありますが、例えばファイル方式で自分の子どもの小さいとき

からのことを持っていて、その一部を小学校に行くときにそのファイルを渡すことによって、同じ話を何度も

何度もしないですむようにする。あるいは関係機関でそういう一定の積み重なった情報を共有してもらってい

ることでお互いの連携がうまくいくとか、これはプライバシーに配慮しながら一方で必要な人には時報の共有

を図っていくことも非常に大事だと思っています。子どもに対する施策というのは、今回の法律に入っている

もののみならずいろいろ大事なものがあるので今後民主党の先生方にきちんとご理解をお願いしていこうと

思っています。私は残念ながら別の部局に移りましたが、私の後輩が一生懸命やっておりますので、会員の皆

様方の声を団体を通じて伝えてもらえばと思っております。

懇親会の折りに在宅部会の方々からでしたが、今後の通園事業はどうなるのですかといった質問を複数の方

から受けました。特に障害者自立支援法上の通園事業の位置づけ、あるいは法改正後の関係はどうなるのです

かとのお尋ねもありました。私はこのように思っています。できるだけ地域で暮らしたい、親御さんの側もで

きる範囲は自分のところで暮らしを支えていきたいといった要望がある。昔はその要望があってもなかなかか

なえられずにいたと思いますが、今は少しずつそういう基盤ができつつあると思います。そういった中で通園

事業は非常に大事な事業だと思います。今行われているA型B型という通園事業は、予算の枠内での事業になっ

ています。分かりやすく言えば厚労省の予算として行われている事業を財務省になるだけ増やしてくれと要

求しますが一定の枠がかかってきます。そうすると枠の範囲内でしか補助ができません。実は、各県各市町村

でこの事業を増やしたいという要望を持って厚労省に上げてさても、結局今やっている事業を辞めるわけには

いかないので、今やっている事業に加えて新しく箇所数を増やそうとしても予算の制約があります。その意味

では頑張りますけど今の予算事業のままだとなかなか増えにくいという構造があります。ではこの間題をどう

するかですが、一つは障害者自立支援法の中で生活介護事業という適所型の事業があります。生活介護事業は

看護師の配置が申し訳ないが、いればいいとなっていて看護師の配置が薄いのですけれども、現行法体系でい

えば生活介護事業をうまく活用しながら地方単独事業で何らかの補助をもらって、少し看護師を手厚くして

もらう。生活介護事業を使うことによってある程度の対応ができると思います。この生活介護事業は自立支援

法上の事業ですから、事業が増えていけば必ずお金をつけなければならない事業なので予算の制約がA型B型

にくらべて格段に少ないわけです。これを活用する方法が一つあろうかと思います。もう一つは、医療的ケア

を要する重症心身障害児者の方々が相当程度いるわけで先ほどの生活介護事業＋看護師だけではなかなか対
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応できないところもあるので、障害者自立支援法上の事業の中の医療型の適所事業といったことを何らかの形

で今後考えていくということが大事だと思います。そうなれば守る会九州・沖縄ブロックの方から全国の団体

を通じて要望を出してもらう、また、全国団体の会議の場でも必要だと要望を出してもらいます。こちらも予

算の制約は結構厳しいものがありますが頑張ります。できるだけ障害者自立支援法の法律上の生活介護事業に

することによって必ず予算がつきますので、この体系で要望していくことが大事ではないかと思います。今言

えることは、A型B型の事業として要望しつつも法律改正の中でうまく言い続けることです。この二つをこれ

から要望していかれたらいいのではないかと思います。我々もそうした問題意識を持って考えていくことにな

皆さん雪害輔憾　　　　　佐賀県守る会会長山口政幸

去る9月5－6日の九州・沖縄ブロック佐賀大会に、会員の皆さんには多数参加頂き感

謝致します。また、県の役員の方は前日から準備してもらいご苦労様でした。今大会の目

玉は、7年前の研修会と違いホテルに任せることができなかったので、多くの会員の応

援を受けて運営を致しました。まったくの素人ばかりの手作り大会を、各県から参加され

た方々の多くがほめてくださいました。二つ目の目玉となったのは、福祉に詳しい県知事

の来賓挨拶をいただくことでした。昨年の東国原知事を除けば知事が参加して挨拶されるのは

殆どありませんでした。実は2年前から直接お願いをして実現しました。それにしても原稿なしの挨拶は福

祉に詳しい知事の面目躍如といったところでした。佐賀県守る会の存在が上がると思います。三つめの目玉

は、蒲原厚労省元障害福祉課長（佐賀市出身）の講演です。障害者自立支援法が見直される時最高の講師だ

と考えました。本省の課長さんは全国大会には参加しても地方の大会には出席されないのが通常だったとい

うことですが、今回は我々の熱意をくんでいただき実現しました。大会直前国会に提案されていた「障害者

自立支援法の見直しについて」という法案が廃案となったのは皮肉なことでした。

今回も多くの会員の活動で無事終了することができましたが、参加申し込みが集中し始めた頃息子が亡く

なりました。休暇の間に申し込みの処理をすることができたのは、息子の応援たったのではないかと思いま

す。大会当日の懇親会の余興には娘や妻も踊り子として参加してくれて、家族ぐるみでこの大会に参加でき

ました。最後に、ご協力いただきました皆さん、本当に有難うございました。

「回田施設勘合」lご書棚して肥前精神医療センター親の会会長新地豊作

今回で現在の分科会方式は3回目を迎えました。前回まで小グループでの意見・討論は成

年後見人、認定区分、裁判所のチェック等々、親として子ども達の幸せを思い、現在入

所・入院の場で末永く生活できるよう願っていた討論だったと記憶しています。

ところが、今回は大グループなので意見・討論が違っていました。私は「1年しか過ぎ

ていないのになんで」と思いました。北浦会長の「児・者一貫」のお願いが会員の皆さん

に浸透したのか、質問は第三後見人と金銭管理に集中したようです。親の高齢化とともに、親

の将来・子の将来が心配になるのは当然でしょう。政権交代があり民主党は以前から障害者自立支援法は廃

止と公約に掲げていました。そのことも相まって皆さんの考え方が少し変わったのではないかと思いました。

金銭管理については福岡病院ですでに実施されているのは周知のとおりです。法的にまずいのではないか、

内容が難しい、福岡病院での取り組みなど質問がありました。何も難しいことはありません、通帳と印鑑を

預ければいいことです。難しいのは全員の賛同が必要なことです。これができなければ成立しません。各施

設の親の会で慎重に検討しての対応が望まれます。第三後見人とは、親の老齢化や親の死亡などにより近親
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者に後見人になり手がなければ、社会福祉士や弁護士などに後見人を依頼するもので有料となります。すで

に依頼している人がどこの病院にもおられるという実態がありますが、この第三後見人を守る会の正会員と

して認めるかどうかについては、これから守る会全体で検討していく課題になっています。各施設や県守る

鞠の高齢化lごついて　肥前精神医療センター親の会副会長阿部孝

本大会に参加して保護者の高齢化が現実のものとして目前に迫ってまいりました。私

ども国立施設部会の討論テーマは、「親の高齢化について」であり的を得たテーマだと

思いました。討論が始まって気づいたことは、事前に実態調査を行い、分析・把握して

いれば解明された事項が多く、討論内容も具体的・実践的なものとして会員の皆様に理

解されたと思います。全国の障害者団体の8割以上が「親亡き後」の取組みを具体的に

行っており、将来に対する障害者の暮らしをめぐる課題となっています。早急に実態調

査を実施し問題点に対する対策として、たとえば「会員相互の支援体制」「ボランティア団体・NPO法人等

との連携」「里親制度」「市民後見人」等を検討し、計画的な対応活動を進めることが急務です。

おわりに今回の大会を運営された山口支部長をはじめ皆様に感謝の意を捧げます。ご苦労さまでした。あ

佐嘗大台lこ善帥して　　NHO東佐賀病院療育指導室長中武孝二

約500名以上の盛大な参加人数で大会が成功のうちに終了されたことをお喜び申し

上げます。残念ながら所用があり、二日目だけの出席で申し訳なく思っています。障害

者自立支援法が、政権交代でどのように動きがかわってくるのか見えない中での大会では

ありましたが、保護者や守る会の関係の方々の熱い討論の報告や活発な発表に心強いもの

を感じました。分科会の報告においても時間が足りない状態で親としての思いや希望・

要望など熱く語られていたのが印象的でした。全国重症心身障害児（者）を守る会副会長

の田村輝雄氏の中央情勢報告はよく分かるように説明されており、守る会の問題意識や共通理解を深めていこ

うとする姿勢がよく伝わり、みんなでがんばることの大事さを改めて感じ取りました。

大会スローガンの「新しい役割と課題を発見し、運動に生かそう」にはっきりと守る会の今後の方向性が

うたわれているようで、守る会の益々の発展を祈念するところです。

佐賀大台の感媛　　　　　九州・沖縄ブ。ック事務局長外囲鉄哉

守る会全国大会は新型インフルエンザ問題のため延期となったが、九州・沖縄ブロック

佐賀大会は9月5－6の両日予定通り行われ、何事もなく成功裡に終了したことは喜ばし

いことであった。残念だったことは、大会前に国会の解散により、「障害者自立支援法の

一部改正について」の法案等が審議されることなく廃案になり、この間題について討議で

きなかったことである。

記念講演で佐賀県出身の厚労省の元福祉課長の蒲原基道民から「障害者自立支援法の見直し

について」講演がなされたが、この会のために多くの資料を準備され、また最初からこの改正案作成にご苦

労されたことが廃案になり、報われず聞くだけに終わったことは本当に残念であった。政権が変わっても、

安心・安全、子ども達への質の向上と支援が低下することのないよう願いたい。

大会には最初から参加しているが、保護者の老齢化の問題が近年多く聞かれるようになった。これに伴い
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役員選びも難しい。後見人亡き後は、金銭管理は、等々問題は尽きない。自分たちが元気なうちに問題を次

の代に残さぬようにしたいものである。

大会運営に労された佐賀県支部長はじめスタッフの皆さんご苦労様でした。メイン会場・懇親会場・宿泊

施設と分散ではあったが、内容としては良としたい。これからの担当県も参考になったと思う。

豊国董痘他身障害児（害）を守る会別口45同年記念大会
全国重症心身障害児（者）を守る会創立45周年全国重症心身障害児鰭）を守る会刷正純樹野

上I

出川1申子〉′「信　用II中ロ

予言帯川写、占i L巨星帥　出品用人佃樟高音用用言
…時言えIit在寮∴寝直十両日記訓i・∴筋i言1台

記念大会が9月23－24の両日、東京品川のグ主硝

ランドプリンスホテル新高輪・国際館パミールで純斑点諒墨

開催された。当日は重症心身障害児（者）を守る

会の保護者、行政、施設、学校関係者、ボランテ

ィアなど全国から、1100名にも及ぶ参加者が

あった。当初は6月の予定だったが新型インフル

エンザの影響で9月に変更になった。ところがそ

の後も流行は収まらず開催が危ぶまれたが、マス

クの配布や消毒液の配備、サーモグラフィー検査

II｛l I �∴慈擬、』千言、－ 
I 　　　　i 「　●　（ 

」＿＿▲　lr：一　言 な－ 

の実施、万一に備え重症児本人にも参加を控えてもらう等の対応により二日間無事に終わることができた。

第1日目は、まず「この子らを世の光に－医療・福祉・教育・親のあり方」のテーマでシンポジウムが行

われた。司会の岡田喜篤先生からは、まとめとして「重症児の問題というのは私達人間の生き方そのものを

問う運動である。弱いものを切り捨てる社会を選ぶのか、あるいはすべての人を大切な存在として認め合っ

ていく社会を作るのか－。守る会運動というのは、人間の尊厳や存在価値、人間以外の生命にまで及ぶ思想

として今日まできている。もう一度自らの誇りと責任を持って運動を続けて欲しい。」というメッセージを

いただいた。第2日目はみんなで語ろうと式典が行われた。

みんなで語ろうでは、①医師・看護師不足への対応、②親の姿勢・あり方・若い親の理解を求める工夫、

③在宅支援（通園・ショートステイ）の課題、などについて清流な意見が交わされた。

式典では、北浦会長が45年に亘りご支援いただいた方々に改めて感謝すると共に、ある小学生の作文か

ら「この子らを世の光に」ということに触れ、「子供達が輝いているのだから親自身も研鎖し、今後とも会

の三原則・親の憲章のもと重症児者を真剣に守り抜きたい」と挨拶された。来賓の祝辞の後、在宅・国立施

設・公法人立施設の親の立場から3人の方が代表で意見発表された。公法人立施設代表として、福岡支部の

青木民代さんが発表の予定だったが、出席が叶わなかったので同じ福岡支部の松山秀子さんが代読された。

なお、北浦会長の主催者挨拶は、「両親の集い」第631号（10月号）に掲載されているので是非読んで

別口45同年配忠犬elこ善mLで　東佐賀病院保護者の会副会長野崎秀輝

全国重症心身障害児（者）を守る会創立45周年記念大会が開催され、保護者及び関係機

関の参加者が全国から1，000名以上にものぼりました。佐賀県から4名の参加で、私

も束佐賀病院の保護者を代表する立場で参加させていただきました。

第1日目は、「この子らを世の光に～医療・福祉・教育・親のあり方」を課題としてシン

ポジウムが行われました。厚労省の障害福祉課長の中島誠氏から「障害者自立支援法の見

直し」について話がありましたが、九州・沖縄ブロック佐賀大会の講師蒲原基道民の話と
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同様な内容でした。次に国立病院機構管理担当理事中沢一隆氏から「重心病棟の運営につ
いて」の話がありました。まず国立病院機構は145病院の運営をしている。そのうち重

心病棟を持っている病院は73病院（181病棟）である。入院患者数が7，330人で、

年齢区分すると40歳以上が3，540人（48．3％）という年齢構成で今後の高齢化

は避けられない。このような話を聞き当然保護者も高齢化することを考えると、守る会の

組織及び構成（会則を含む）のあり方を研究する必要を感じております。次に南岡山医療

センターの新築病棟の説明がありました。竣工写真を見る限り居室等が個室の間取りとな

っています。今後の建替計画については保護者が懸念している「個室の計画では子供の生

活及び療育環境等に適していないという声もある」ので機会あるごとに提言をしていきた

いと思います。施設全体は近代的ですばらしい建物です。

次に、国立病院機構の第2期中期計画の説明で、重症心身障害者関連部分（3項目）を

抜粋して説明がありました。まず「長期療養者をはじめとするQOLの向上等」では、患者

のQOL（生活の質）に関してボランティアの積極的な受け入れや協働等に努め、療育環境

の向上及び障害者自立支援法　に基づく療養介護事業の体制強化に取り組むとしておりま

す。さらに、患者満足度調査におけるQOLに関する項目の評価を行い、評価値の向上に努

めたいとのことであります。また、「重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、

通園事業等の推進や在宅支援ネットワークへの協力を積極的に行う。」さらに「特に重症心

身障害、筋ジストロフィーなどの老朽化した病棟については、計画的に更新整備を行う。」

このことについては、第2期中期計画期間中に耐用年数（39年）が到来する老朽病棟に

ついて建替整備を行い、同時に耐震整備も行っていく方針であるとの説明がありました。

先般、東佐賀病院においても機構本部に建替計画の申請を提出していただいておりますの

で、一日も早く実施段階になることを期待したいと思います。

第2日目は、「みんなで語ろう」が行われ、会員が日常抱えている悩みや問題等について

意見交換がなされました。参加者の中からいろんな問題提起がありましたが、その中でも

在宅介護の支援についての問題が沢山出ていました。「ショートステイ利用」「医師・看護

師不足」「親のあり方・姿勢」等について活発な意見が交わされました。私自身経験したこ

とのないような実情及び問題を抱えて介護生活してあることを思うと心が痛んでたまりま

せんでした。参加者からはもっと時間がほしいという声が出ていました。私自身も抱えて

いる悩み・問題等を討論する時間については、今後検討する必要があると思います。保護者

はこのような機会に悩み・問題等を提起して討論することによって理解し、多少でも解消で

きることを期待して参加していることも、主催者側に理解していただきたいと希望するも

のです。

大会の概要について述べましたが、詳細については機会あるごとに会員の皆さんにご報告

させていただきたいと思います。この記念大会に参加の機会を与えていただいた保護者の

会の皆さんに心から感謝致します。

記念大会と出勤訪問　　　　束佐賀病院保護者の会村田浩

創立45周年記念大会が9月23－24の両日、東京グランドプリンスホテル新高輪にて行われ

ました。「この子らを世の光に－医療・福祉・教育・親の在り方－」のテーマでシンポジウムが行

われ、各部門のシンポジストのお話は勉強になることばかりでした。物事すべてが思い通りにな

るとは考えられません。しかしながら目的に向かって進むのみです。障害者自立支援法改正は政

権交代にて先行き不明とのことでした。（厚労省障害福祉課長談）
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2日目、みんなで語ろうが9時から10時までの時間で行われました。現場で会

員の肉声が聞ける貴重な時です。発表希望者は多いのですが何せ持ち時間が少な

く、皆さんの十分な意見を聞くことができませんでした。大会運営上問題もあり

ましょうが、セレモニー等々をやりくりしてでもせめて2時間の時間はとれなか

ったのでしょうか。みんなの声を前面に出して欲しいものです。

大会終了後、坦田谷区三宿にある守る会の本部を訪ねました。都内とは思われぬよ

うな閑静な住宅街にありました。事務局長さんからいろいろ説明を受け、改めて皆様方のおかげ

に支えられていることを思いました。ともすれば先達から連綿として続けてこられたことを忘れ
“薩摩守”を決め込む御方が増えている由、もう一度振り返り熟慮したいものです。この日本部の

3階の広間では、ボランテアの方々による「両親の集い」の封筒詰めの作業が行われていました。

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、ヽし 
一二二二一二二二二一こ≡＝≒二＿＿二＝＝＝ 

蹴刊盤l世pjh惑塙校図月軸の会甘利塵翼 11月5日に親の会主催の親子’〝　∴1、…－翳＿ 　　・．づ・－ バスハイクが催されました。前日師。，曙か覇韻・園縄圃堅強瑠 

までは季節を先取りしたような寒意i‾憾 ：：二二三：三三二三三「∴事輩∴∴　∴ 蒜莞誓器謂覿／∴蘭圏圏■ 

嵩誓霊能諾蒙1－閣脳髄謁綱幽証 　　　　　　で′－ 
市の森林公園は、バルーンの世界大会でおなじみの嘉瀬川のすぐ近くにある広々とし 

た気持ちのよい公園です。少々大きな声を出しても走り回っても大丈夫！わが子もき 

れいに色づいた葉っぱを拾いながら、楽しそうに大声で歌い園内を散策しました。親 

子、家族間、スタッフの皆様とコミュニケーションを図りながら楽しいひとときを過 

ごしました。空気も良くマスクをはずして思いっきり深呼吸した気持ちの良い一日で 

した。 

ニュース　重痘他身幅害施箕lこついて雪望

過日、厚生労働省において障害福祉施策に関するヒアリングが行われました。これは、

連立政権合意において、「障害者自立支援法」を廃止し「制度の谷間」がない総合的な制

度（仮称：障がい者総合福祉法）をつくるための検討に資するために行われたものです。

ヒアリングは、11月18、26日、12月8日の3日間行われ、32の障害関係団体・

学識経験者等が意見を述べました。守る会からは、11月26日に北浦会長及び秋山副会

長が出席し、児者一貫した療育の必要性等について意見を述べました。
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鮭師良さん紹分　東佐賀病院の。病棟師長さんです管馬

山田康代師長

（第11病棟）

横田研冶師長

（第12病棟）

花田藤子師長

（第13病棟）

井上邦子師長

（第14病棟）

平成20年10月、 小倉医療センターから転勤してま いりました。当初は不慣れ

でしたが、1年あまりの月日の中で皆様に支えられようやく慣れてまいりました。

日々患者さまの純粋な笑顔に触れることで、こちらが元気をいただいており、この

出会いに感謝致しております。今後とも患者さまの笑顔を引き出せるよう、そして

生活の質を上げられるような援助に、スタッフ共々努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

重症心身障害児・者病棟の看護師長として3年目になります。私の看護師としての

スタートは当院の13病棟でした。22年前、随分昔のことです。ここでの患者さ

んの生活を充実させるにはどうしたらよいか、20年前に考えていたことを今ぽち

ぽち実行に移しているところです。遅いと叱られそうですが、過去に引きづ

られることなく未来へ向けて、今できることに取り組むべく努力しています。今日

より明日が少しでも楽しい日になることを願っています。

私は平成20年4月に着任して今2年目の後半にさしかかっています。入院患者様

は入院生活が数年から何十年と長期の方々が殆どですが、毎日の行事や患者様の身

体の状態など、日々変化に富んだ楽しい毎日を過ごさせてもらっております。患者

様の笑顔と生命力に幸福感と元気を頂いております。今後も皆様方の療養が快適な

生活の場になるよう努めていきたいと思っております。今後ともよろしくお願い致

します。

重症心身障害児者の皆様とは、長崎病院で2年間病棟師長として触れあい、今年度4月に出

身地の佐賀に転勤となりました。希望する病棟に来れて「ほっ」とした思いと、いろいろな

問題や課題にも直面しこの先自分がやっていけるだろうかという不安もあります。歳はそれ

なりにとっていますが、未熟さを感じることばかりです。病棟スタッフをはじめ、同僚の師

長や上司の方々、他部門の関係者と連携を取り合い、少しでも皆様方の力になれればと努力

をしております。今後ともよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。「バルーン第25号」をお届けします。昨年は新型インフルエンザに翻 編集後記弄された1年でした。春には一掃されるといいですね。新政権による（仮称：陣がい者総合福祉法）作成が 

動き出しました。制度の谷間を作らない新法に期待しましょう。原稿の勝手な添削お話しください。（S） 

●顧　問● 

若楠療育回国長野上憲彦先生 

西九州大学教授古賀靖之先生 

佐賀県議会議員石丸　博先生 

編集佐賀県重症心身障害児（者）を守る会　事務局　山口政幸 
〒843－0232　武雄市西川登町大字神六23006－1 

TEL・ⅡⅨ　0954－28－3195 

発行　九州障害者定期刊行物協会 
〒812－0069　福岡市東区郷口町7－7 

TEL・FAX　092－629－3387　　　　　　　　定価150円 
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