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「動く重症心身障害児者」に関して佐賀。福岡両県に対する陳情
肥前精神医療センター重症児病棟は、昭和47年全国に先駆けて動く重症心身障害児者の
吊入所施設として開設された。現在全国の国立病院の9カ所が動く重心の施設として機能して
いる。平成24年4月1日から制度が変わり、18歳未満は児童福祉法、以上は自立支援法が
適用されることになった。これまで（24．3．31）は、児童福祉法の付帯決議により動く重症

児も重症心身障害児者として入所していたが、4月1日から18歳以上の新規の入所者は、
重度の肢体不自由と重度の知的障害を併せ持つ重症心身障害者

墨

でなければならないとなった。

ただし、平成24年3月31日までに入所していた患者に
ついては、経過措置としてそのままの入所が認められ、新し

（

い療養介護を継続して受けることができるようになった。
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現在、「動く重症児者」という法的な言葉は存在しないし、
その定義も存在しない。
そこで、このままでは新規の入所希望者の多くの方の入所に応えられないと判断された肥
前精神医療センターの杜院長と西原療育指導室長は、24年3月に佐賀県障害福祉課に赴きこ
の課題について再度確認していただくよう要請された。県の反応を見られた西原室長は、親
が積極的に声を挙げ動くことがより効果的であるということを、親の会役員に話された。重

要なことだと判断した県守る会は、佐賀・福岡両県への陳情を計画した。

6月1日（金）佐賀県健康福祉本部長、障害福祉課長に面接・陳情を行う
陳情者 県守る会野崎秀輝会長、杉原潔副会長、山部幸子事務局長
新地豊作肥前親の会長、西原礼子肥前療育指導室長

7月5日（木）福岡県障害者福祉課長、課長補佐に面接、陳情を行う
陳情者 野崎会長、杉原副会長、山部事務局長、西原室長
渕上福岡県守る会長、坂本副会長

肥前精神医療センター重症児病棟の6割は福岡県の患者で占められている。4月以降福岡
県の待機者の一人が入所を希望したところ、重度の肢体不自由の資格がなかったため市町が認
めず、入所できず行き先がなく困っているという事態が起こった。これは肥前の待機者30名
の方々に関係することであり、これから全国的にも問題視されることであるので、福岡県の

会長に相談して福岡県庁への陳情と言うことになったわけである。
両県とも話はよく聞いてもらったが、「法律で定義していないものはどうしようもない」
という回答であった。法律を変えることは簡単なことではないが、とにかく待機している動
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く重症心身障害児者にとっては大変な問題であるので、両県から国へ親の要望を上げて欲し
いと陳情を行った。それと同時に、守る会を通じて親の要望を厚労省にあげてもらうこと
と共通する全国9施設がスクラムを組んで活動できるように中央で発信してもらうよう二人
の会長にお願いした。

「動く重症心身障害」の新体系に関する要望書
これまで「動く重症心身障害児者」につきましては、法的な定義はなく児童福祉法の付帯
決議において重症心身障害病棟で処遇して頂いた経緯がありました。それにより多動や他害、
自傷行為、パニックなどといった激しい行動障害や難治性のてんかんを持つ子ども達や兄弟
姉妹が、医療体制や看護体制に整った病院や施設に重症心身障害児として入所できるように
なり、安心して生活が送れるようになりました。しかし、今回も障害者自立支援法や児童福
祉法の見直しの中で「動く重症心身障害児者」に関する障害者自立支援法の具体的な法的定
義も文書もなく、「重症心身障害」と判定されるためには、重度の知的障害と重度の肢体不自
由が重複している必要があるといった現状です。医療を必要とする強度行動障害やてんかん
などがある重度・最重度知的障害児者や自閉症児者は、肢体不自由のない者が多いため以下
のことが懸念されます。重ねてご配慮ご高配頂きますようお願い致します。

1，18歳以上入所（療養介護）に関して
1）新規に入所希望する人が強度行動障害やてんかんなどがあり、処遇困難であっても
重複障害でないために「重症心身障害者」ではないと判定され、療養介護の対象外と
ならないようにご配慮をお願い致します。
現在、入所している者はそのまま重症心身障害児者として「療養介護」に移行できま
すが、新規の入所希望者は判定されるのでしょうか？ また、現在入所している者でも、
見直し時にスムーズに判定されるのでしょうか？
2）移動能力や身辺処理能力が高いために、障害程度区分が低く出やすいといったこと

のないように適切な評価に対するご配慮をお願い致します。

強度行動障害があり、常時見守りや入浴・外出に複数の介護の手が必要なのに評価さ
れない現状があります。
2．18歳未満適所（放課後等デイサービス）に関して
肢体不自由のない適所希望者に関しては、本人の行動障害等の特性に合わせた評価を
加鴫した認定をお願い致します。
強度行動障害やてんかんを持つ「動く重症心身障害児者」にとっては、精神科的医療体
制の整う肥前精神医療センターの適所が親にとって安心・安全な施設でした。しかし、
就学児童が長期休暇中に利用する放課後デイサービスにおいて、肥前精神医療センター
の指定事業における主たる対象児が、「重症心身障害」ということで、療育手帳しか持
たない児童が市町村によって「重症心身障害として認定できない」とされています。こ
こに児童福祉法の未見直しにおける「スムーズな移行」ができていない現実があります。
3，国に対する要望
今後、「動く重症心身障害」に関してどのような施策で行くのかお示し下さい。現在の
医療 看護体制の整った安心・安全なサービスが低下することのないような体制を望
みます。
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佐賀県守る会〃福岡県守る会の陳情に同行させていただいて
独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 療育指導室長 西原 礼子
H

去る6月1日に佐賀県守る会、また7月5日には福岡県守る会の会長さ
んや副会長さん他役員の方々とそれぞれの県の障害福祉課への陳情に同行さ
せていただきました。

陳情の内容は、今年度平成24年4月1日からいよいよ実施された障害者

自立支援法による療養介護と改正児童福祉法が「動く」重症心身障害児（者）
と言われてきた専門的医療の必要な強度行動障害やてんかんを持つ自閉症や重度・最重度知
的障害児（者）に対して「重症心身障害」と認定できないので改善を求めるという1件でした。
本来の重症心身障害児（者）は、「重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している者」と
いうことですが、この「動く」重症心身障害児（者）は重度の肢体不自由のない人が多く、
対象者から外れているということで「重症心身障害」と認定できないというものです。
しかし、法的に規定されてはいませんでしたが、この3月まで昭和45年の中央児童福祉

審議会の「動く重症心身障害児（者）」対策で重症心身障害児（者）施設に入所させることを
認めてきた経緯があります。
現在入所されておられる方は、対象者としての規定があり入所継続できますが、新規希望
の方は、法的な根拠がないために入所できない事態になっています。在宅や知的障害施設、
精神科病院などで当院の入所希望をされている方は、30数名にも上ります。知的障害者施設
や作業所などでは適応できず、在宅で家族への他害や昼夜逆転、近隣への迷惑行為などがあ
り家族が疲弊されておられ緊急性を要するのにそのような方の行き場がない状況です。また、
行動障害が強すぎて施設ではこれ以上処遇できないので入所させてほしいといった事例も多
くあります。

また、当院が実施している適所でも（主な対象を「重症心身障害」としている）新規18歳

未満の「児童発達支援」を利用希望の人で行動障害があり専門的医療を必要としていても肢
体不自由がないと「重症心身障害児」としては認められない事態が起きています。こういっ
た専門医療を必要とする強度行動障害やてんかん等を持つ方への「重症心身障害」に代わる
処遇があるかといえば現在はまだ示されていません。両県ともに、法的規定がないので事
情はわかるが処遇できないといった回答でした。しかし、「もっともよわいものを守る」理念

を持つ両県の守る会の方々に陳情していただいたことが処遇改善の第一歩であると信じます。

同行させていただき、感謝申し上げます。

「平成24年度にあたり」佐賀県重症心身障害児（者）を守る会
会長 野崎

秀輝

昨年12月に制定された「つなぎ法」により、児童福祉法と障害者自立支
援法の一部が改正され、本年4月から施行されました。
このことにより、重症心身障害児（者）通園事業や重症心身障害児施設に

適所・入所している18歳以上の障害者は障害者自立支援法の対象となり、 、
また18歳未満の児童は児童福祉法の対象となります。このように制度は変
わりましたが、子供の生活に大きな変化がないのは、全国守る会が要望し続けてきた「児
者一貫した支援」が確保されたからです。改正法も、「重症心身障害児者に対しては成
長した後でも本人をよく知る職員が関わることが望ましい」と明記されています。

［軸
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大きく変わったことは、適所支援と18歳以上の重症児施設入所者に対する障害福祉
サービスの実施主体が都道府県から市町村に移管された事です。
「つなぎ法」の施行にあたっては、県及び市町村の関係機関、さらに病院の適切なご指
導により特に混乱もなく諸手続きを終えることができました。
新しい法律として、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講ずるための関係法律の整備に関する法律」が去る6月20日の参議院本会議で可決成立
しました。

この法律により、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律」（障害者総合支援法）に改正されるとともに、基本理念が新たに設
けられ平成25年4月1日から施行されます。
しかし、未だこの先も問題が山積しており予断を許さない状況であることには間違い

ありません。親として、守る会の基本理念である「最も弱いものを一人ももれなく守る」
を心に刻み努力を重ねてまいります。

最後に、平成20年4月以降4年間に亘り、九州・沖縄ブロック長として私達を指導し
ていただいた肥前精神医療センターの杉原潔氏が今期限りで退任されることになりまし
たのでご報告させていただきます。

杉原氏には、強い信念のもとに、重症心身障害児（者）の障害福祉及び生活向上等に
昼夜を問わず活動を展開し努力をしていただいたことに、敬意を表するとともに心から
感謝申し上げます。

「平成24年度 活動方針について」
前任者から引き続き、私なりに会長という重責を全うするためにひたすら奔走Ll期2年間
が過ぎました。この間の活動は、事実上知識も経験もないに等しく困難の連続でありました。

しかしながら、役員の皆さんが私を中心、に一致団結し、活動を展開するために役員会等を
通じ意見を出し合い、協力をしていただき組織的な活動を積み上げて参りました。その結果
素晴らしい成果を築きあげつつあります。
平成24年度は、今迄の諸活動の成果及びアンケート等の結果を踏まえつつ一歩一歩前進し
たいと思っています。

（基本的な活動計画）
1、「障害者総合支援法」の施行に向けた諸情報について正確な情報提供を心がげ、新たな

問題や疑問等に適切に対応していきます。
2、本年1月閣議決定の「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づいて、
国立病院機構も見直されることになりました。
新しい法人制度に関する検討会が第3回まで開催され、平成25年通常国会に改正
法案の提出が予定されています。
これらに関する情報の収集・整理・分析・周知に努めます。
以下基本的な活動等について、他に4項目（省略）掲げている。（詳細には、第14回総会資料を参照）

（全国守る会の補助事業計画）
1、きょうだいデイキャンプ事業

重症児（者）を兄弟姉妹に持っていることによるいじめ等様々な悩みがあり、きょ
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うたいに対する様々な側面からの支援が求められている。このため、ぎょうだいデイ

キャンプを実施することにより、障害への理解、重症児（者）を持つきょうたいの悩
みへの理解を図ることを目的とする。
・開催日時

平成24年10月21日（日）AMlO：00−12：30

・開催場所 国立病院機構束佐賀病院 地域医療研修センター
2、成年後見人の研修会事業

重症心身障害児施設及び国立病院重症児病棟の入所・入院者のうち8割の者が、在
宅会員にあっては1割の者がそれぞれ成年後見人を選任しており、保護者が大半を占
めている。

しかしながら、長年、措置制度になじんできた保護者にとっては、成年後見制度の
意義や成年後見人の果たすべき役割などについて十分に理解が進んでいるとは言えな
い状況が散見されることから、成年後見人に選任された保護者等を対象に研修を行う。
・開催日時

平成24年11月18日（日）AMlO：00−15：00

・開催場所 国立病院機構束佐賀病院 地域医療研修センター

上記のように活動を展開していきます。今年度も、皆様のご支援ご協力お願い申し上げます。

『全国大会（千葉）に参加して』

事務局長

昨年、東日本大震災で中止となった全国大会が千葉県で7月16日・17日
におこなわれ、佐賀県からは9名が参加した。

第1日目は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉
施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が6月20日の参議院本
会議で可決成立。この法律により、「障害者自立支援法」が「障害者の日常
生活及び社会生活を総括的に支援するための法律」（障害者総合支援法）が改正されるととも
に、基本理念が新たに設けられ平成25年4月1日から施行される。このことについて、厚

生労働省障害福祉課長 上生 栄二氏より行政説明がなされた。法律名の通り、脱施設、地
域移行が進んで行くのだろうと感じたが、正直よくわからなかったというのが本音である。

その後、第4分科会（母親部会）に参加した。有馬 真喜子氏（元朝日新聞記者・NPO法
人女性人権機構理事長）が守る会創設当時の活動の様子を話された。 この子らに生きる場を
の一心から議員一人ひとりに文書を手渡すなどの地道な活動の下に今があることを改めて

実感した。その後、各施設の職員15名と保護者127名が6つのグループに分かれてのデイ
」 L im 」
スカッション。全体的には、新入会者の減少化・高齢 L∴∴

者問題・県外の成年後見人問題等が上がった。私は、

荘重電柵甲）三輩・ 勺霊夢

肥前精神医療センターで問題になっている動く重症心

◆

身障害者の事を知ってもらいたくて話をした。この問

●−．− 重工 ● ● 、）ii寵或

題についてはもっとアピールが必要だと感じた。
〃〃

観光なしだったが、スカイツリーは空から見えたし、
ホテル44階からの夜景はとても素敵でした。
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中原支援学校だより

「思いの詰まった体育祭」

中路 徹先生

今回は、紙面の都合上、分校舎の体育祭にスポットをあてて紹介します。今年度は3回に
分けて行いました。1回につき、人数は多くても選手10名、それに先生やギャラリーが加わり、

総勢30名程度。種目は「応用走」と「玉入れ」。「玉入れ」では、手に握った棒で落とした
り足で蹴ったり特製の装置を使ったり・・・。一人一人の得意な動きでビニールプールに小さな
ボー）レを入れました。時間も短く種目も少ないからこそ、一つ一つの種目が輝いていました。

分校舎の児童生徒数は49名。全員が参加できるとは限りませんが、「参加できなかった友達
の分も…」との思いをこめて行いました。学齢を超過された40歳代から70歳代までの方も

沢山おられます。「念願の学校に適えて本当に嬉しい。」と話しながら満面の笑みで参加され
ていました。それぞれの思いの詰まった体育祭。参加者全員、また一つ、大切な宝物が心に
刻まれました。

お ：

三相
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同軸問題

奮
トピックス①肥前

鳥類センターバスレク

肥前親の会 井上 政人

5月31日肥前精神医療センタ一束1棟は、久留米鳥類センターにJRバス、病院中型バス

2台にてバスレクに行きました。鳥類センターは緑豊かな園内に鳥類（キジ、クジャク等）、
罷：￣＼ 二二、議題寝室義 一蛍i− 書鶴＿．騰
ほ乳類（ウサギ、ヤギ等）が数多くいました。
昨年11月13

日、鳥類センターバスレクが計画されました

が雨天と寒さで鳥類センター迄ドライブに変更になり、ドライ

証早l十 言雪塙書。五・も

ブ途中車内から見る初冬の田んぼ（大豆）、遠く山の紅葉が今
でも思い出されます。
辛 割き∴it」
今回も梅雨入り後のバスレクでしたので職員の方も気苦労さ
れたと思います。私も子供とはいつもの通り中食をとり、車いすで公園を散策しました。い
つものパターン親子の小さな平和かなと思っています。

私もここ数年鳥類センター、動物園に行く機会がありませんでしたので、楽しみました。

親の会の皆さんも楽しまれたと思っています。子供のため五年十年先迄参加、面会出来るよ
う健康に気を付けようと思います。

トピックス

バスレク

肥前重心親の会

鵜丹谷

愛子

5月 24日、五月晴れのもとバスレクが行われました。今回は病棟からのご配慮で親子同
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伴で乗車できました。車内は以前に比べ落ち着いた様子で車
窓からの景色も楽しめました。目的地森林公園で現地集合の
家族と合流、新人看護師さんの紹介等の後、いよいよお弁当。
おやつも食べて嬉しそうな笑顔、親子共に幸せなひと時です。
最近は車椅子の数が増えお世話も一層大変な中で職員さんた
ちの愛情に支えられたバスレクでした。感謝いたします。
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佐賀県守る会会報

棚亡や

トピックス②東佐賀 『宇宙科学館へ院外療育』 事務局長 山部 幸子
手Tl

梅雨真っ只中の6月 27 日（水）院外療育で武雄の宇宙科学館に、スタッフの皆さんのお
かげで曇っていたが雨も降らず、絶好の療育日和。佳澄にとっては目的地にこだわりはなく、
食べることのみ！時前に予約していた『かばいハンバーグセット＆ドリンクバー＆アイスク

リーム』豪華3本立て！レストランの方が食べやすく刻んでくださったおかげで大満足。お

腹が満たされた親子は幻想的なプラネタリウムへ、音楽が流れると手を叩いて満面の笑顔…
とても楽しい一日でした。

トピックス

束佐賀病院「重心秋祭り」 牟田 和子

9月12日夕刻、今年も「秋祭り」が開催されました。これに先立ち、8月27日〜2週間を「お
！．」

祭り週間」として、旧訓練棟やベッドサイドでなるべく多くの入所児者が、お祭り気分を味
わえるよう、指導室スタッフのアイデアや努力で、御輿や提灯で
飾りつけた夜店コーナーや、ミニミニ水族館コーナーもあり、入

所児者は、わた菓子を食べながら幻憩的な明りに見入っていまし
た。祭り本番の日には、多久チンドン隊の皆様も駆けつけていた
だき、大人には大変懐かしく、若者には物珍しかったようです。

皆で花火音頭を踊ったり、上峰太鼓に手拍子を打ち、最後はとっ
てもきれいな花火の競演で盛り上がりました。たくさんのボラン
ティアの方々の御協力があって、多くの入所児者が、お祭りを楽
しめたと思ってます。
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療育指導室から

東佐賀病院 植村療育指導室長

平成24年4月より、束佐賀病院療育指導室長に着任した植村です。こちら
で5施設目となりますが、ほとんどの期間を神経筋疾患病棟で勤務しておりま
した。ですので、4月から移行した療養介護事業に関しては、平成18年10月
から業務として対応しておりましたので一通りのことは理解しているつもり ．

です。病棟への配属ではありませんので大抵療育指導室に居ります。福祉に関することな
ど何かありましたらお固い合せください。あと、重症心身障害病棟での勤務が少ないので
病棟の方へもできるだけ顔を出したいと思っております。

当院の療養介護事業への移行に関しては、まだ完全な状況ではありませんが、順次整える
ことができればと思っております。同時に利用者の方の障害程度区分認定調査も9月から本
格的になってくる様相を呈しており、管轄の市区町より区分認定の日程について連絡がある
と思います。同席をご希望の方はどうぞご参加ください。

私事ですが、前任地の長崎より一家で引っ越し、今鳥栖市役所の北側に住んでおります。
地元宮崎を含め、今まで住んだ中では一番商業施設が多く、買い物に不便を感じません。歩
いて飲みにも行けます。久留米や博多も近いので家族で遊びに行きたいと思っております。
楽しく暮らして、楽しく仕事ができればと思っております。今後ともよろしくお願いします。

東佐賀病院

「今、楽しい」

三好

五郎

皆様、初めまして。僕は今から六年前に、永年住み慣れた「県立佐賀コロニー」から、
皆さんが楽しく生活されている「束佐賀病院の十一病棟」にお世話になりました。それまでは、
僕は五体満足で走り回っていました。ところが、年のせいか大やけどをしたり、足を骨折し
たりして家族には大変迷惑をかけたりしました。それからは、困ったことに歩けなくなり、
車椅子を使うことになりました。

束佐賀病院にお世話になって一番成長したのは「学校」へ行けたことです。日常の生活で
は看護師さんに入浴、食事、衣類等のお世話をしてもらいながら、「学校」へ行って勉強がで

きるようになったことです。特別支援学校で、小学校、中学校を卒業し、現在は「高等部」です。
今は亡き両親に見せてやりたいです。高等部では、僕の音楽センスを先生方が素早く見抜き、
「木琴の奏者」と任命されました。先生はもとより、看護師さん達、友達の皆んなから、「上手」
とはめられます。僕はもっともっと努力して、上手になりたいと思っています。友達のお父

さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、僕の演奏をぜひ一度は見に来て下さいね。待ってま−す。

編集後記
2回の編集会議を経てようやく出来上がりました。今回は、動く重症児者を取り上げています。
どうか関心を持ってください。本号は、赤い羽根共同募金から応援してもらいましたので
カラーで作ることができました。これも。束佐賀・肥前の保護者会が募金をしてもらっている
お蔭かなと思っています。多くの募金者の方に感謝して隅々まで見てください（Y）
顧 問

若楠療育園園長野上 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

繊

▼

編集 佐賀県重症心身障害児（者）を守る会
事務局 野崎秀輝
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