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☆病院からの連絡・指導室より～桑原室長～ 

○今年度より、院外での行事におけるお小遣い等につきましても病院より支出し

ていただけることになりました。ただ、これは日用品費よりの支出ということ

になりますので、今後日用品費が少し上がることもありますのでご了承くださ

い。 

○今後も「秋のつどい」など行事を開催していく予定ですので、ご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

○現在、個別支援計画にもとづく面談を開始しております。ご協力ください。ま

た、ご質問・ご意見等お聞かせ願えればと思います。 

○小林先生のたいへんためになるお話を聞かせていただき、ありがとうございま

した。入所していただいている方々への支援はもちろんのこと、在宅でがんば

ってみえる方々への支援も微力ながらしていく必要をあらためて感じています。

国立病院機構としては耳の痛いお話もありましたが、入所してみえる方々、在

宅の方々に少しでも「よかったな」と思っていただけるような支援を模索して

いきたいと思います。 

○今後ともご理解ご協力いただけますようよろしくお願致します。 

 



 

 

 
＜療育研修会（２０１５年９月２７日）の所感＞ 
                                 小松 薫 
 
「障害者総合福祉法３年後の見直しに向けて」と銘打ったこの研修会は、今まで自分が考

えなかった観点からの講演内容で、参加して良かったと感じる有意義な研修会でした。 
 
講師の小林先生が今まで取り組んでいらした視点からの考え方は、入所・在宅両面を考慮

して、現実に即した最適なご提案のように思われました。『国立病院機構は「入所者中心

の活動」から、「入所者に加え在宅の重症児(者)を取り込んだ活動」に転換するべきであ

り、保護者会もその後押しをすべき』と言う考え方は、障害者総合福祉法の見直しや世界

全体の動向に沿っており、遠回りのように見えても結果として入所者を保護する方向のよ

うに思いましたが、いかがでしょうか。 
 
私たち施設入所者の保護者は、やはり入所者側の視点から、どうしたらよいか考えてしま

います。全体を見据えて何をなすべきか、視点を変えて考える必要性を痛切に感じた研修

会でした。もう一度原点に返って、この他の問題点を含め今後の対応について検討をして

いく必要がありそうです。 
                                     以上 



 

 

  

☆日用品費の収支報告  鈴木正光専門職 

二年連続の値上げとなりますが節減出来る箇所は軽減し、より一層の購買努力を 

致しますのでご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

別紙にて資料添付してありますので、内訳を今一度ご確認下さい。 

 

☆病棟報告 ☆ 

♪１病棟 松本副看護師長 ♪ 

患者数の変動はございません。年齢が若い患者様が増え、医療措置の方が増えてい

ます。９月より面談も開始致しました。８月より患者様との係わりを二人ペアでさせて頂

いております。療育と連携をとりながら、患者様のお世話をさせて頂いております。 

ショートステイが８月下旬よりスタートしました。ご協力宜しくお願い致します。 

 

♪２病棟 井出看護師長 ♪ 

入所者 50 名、１５歳以下の患者様が全体の２０％を占めており、小さなお子様が増え

ています。２名の方が今現在ショートステイをしております。今後もショートステイを受け

入れながら、患者様の笑顔が多く見られるように、ご家族と協力して支援していきたい

と思います。引き続き、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

        

☆療育及び行事活動報告  河合主任保育士 

『手作りおやつ会』をはじめました。『かき氷』の時は、氷を触ったりシロップをなめたり.

『ホットケーキ』の時は、粉を触ったり、粉を粘土みたいにしたり、ふれあい体験、味覚

体験をしています。果物を触ったり握ったり、においをかいだり、新たな試みを取り入

れています。また、スヌーズレン室の壁を利用して、映画鑑賞もしました。病棟のデイ

ルームにて、ミュージックファンタジーを行っています。たくさんの子供たちがュージッ

クファンタジーを聴いたり見たりしています。１０月からはお散歩に出かけたいと思いま

す。ご家族の皆様、いつでも療育に参加して頂いて構いませんので是非子供たちと一

緒に参加して下さい。今後も有意義に過ごせて楽しめる様に努めてまいります。ご協

力、ご支援、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

 

       

   

<総評 > 小泉日出男さん   

 

  小林先生より法律、制度、考え方の変化をわかりやすい言葉で説明して頂きました。 

  現場を通じてのいろいろな体験の話を聞き熱い思いを感じることが出来ました。 

  病院や社会に対し意見を述べることの大切さ、一人ではなかなか難しい事も皆で 

  声を合わせていくという大切さもよくわかりました。有意義な研修会となりました。 

   

 

 

<連絡事項> 

 

 11 月 7.8 日、守る会東海北陸ブロック会が伊豆長岡にて開催されます。 

 参加希望の方は、事務局川井までご連絡ください。 

 新規入所者 

   ２病棟  

    藤井博さん４３歳 6/9 

    澤畑雄さん６か月 6/16 

    深谷美穂さん１５歳 7/7 

    杉山愛琉斗さん１０歳 8/24 

   １病棟 

    羽根田忠貴さん３９歳 8/24 

 

☆朝夕と肌寒くなってきました。衣類や掛布のチェックをお願い致します。 

ノロウィルスのニュースもテレビ等で聞きます。病院へお越しの際には、手洗

い・マスクのご協力をよろしくお願い致します。マスクは病棟入口に置いてあ

のます。１１月８日のバザーへのご協力、ご参加を宜しくお願い致します。 

バザー品の事前納入がある方は、ご連絡下さい。 

季節の変わり目です、皆さま 十分にお体ご自愛ください。 

 

                        ～事務局  川井千代美 ～  

     

     



ホームページ：　http://tenryu-yamayuri.com/
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2015年9月27日

1 開会宣言 司会

2 来賓紹介 司会

3 会長挨拶 会長

4 来賓挨拶 病院来賓 来賓代表者、各ご来賓の方々

5 病院より 日用品費について 企画課専門職

6 来賓退出 司会

7 病院より １病棟の生活近況報告 看護師長

２病棟の生活近況報告 看護師長

療育および行事活動報告 主任保育士

質疑応答

8 休憩 ５分間

9 講演 講師紹介 会長

障害者総合支援法施行３年後の見直しに向けて インクルふじ　小林不二也様

質疑応答

10 総評 保護者会役員

11 指導室より 指導室長

12 事務局より 事務局

13 閉会宣言 15:00終了予定 司会

第３９回療育研修会プログラム



会 長 挨 拶 
 
 
 
本日は多数のご来賓の方々をお招きし、天竜やまゆり保護者会療育研修会を

開催することができますこと、感謝するとともに出席いただいたすべての方に

厚く御礼申し上げます。 
ありがとうございます。 
今年で３９回ということで、やまゆり保護者会のホームページにも過去の研

修会実績を一覧表にして掲載しておりますが、随分と勉強してきました。 
ここ２年ほどはグループディスカッションを行い、日頃皆さんが考えている

こと、思っていること、悩みや喜びなど、あるいは病院への要望などを話し合

っていただき大いに成果を出したと思っております。 
今年はインクルふじの小林不二也先生をお招きして、私自身が一番弱い、患

者をとりまく国の制度の最新情報をお話いただき、これからどのように制度の

変化に対応していけば良いのかを勉強させていただきたいと思い、講演を先生

にお願いした次第です。 
会長職にありながら勉強不足で申し訳ありませんが、私が悩んでいるくらい

だから会員の皆さんはもっと悩んでいることだろうと勝手に考えました。 
講演のサブタイトルに「病院から出される日がくるかも知れない」と先生に

お願いしたことは、天竜病院に対して大変失礼でお詫び申し上げます。そんな

ことは現実的には起きないと思いますが、事実、富士病院の廃止ということも

あり、ここで会員の皆さんには対岸の火事ではない現実を理解し、もっと患者

に寄り添ってほしい、保護者会活動にも参加して強くなって欲しいという想い

でありますのでご理解ください。 
今日はいつも申し上げている“楽しく真面目な保護者会”の真面目な日です。 

大いに勉強していってください。 
 
 

2015 年 9 月 27 日 
会長 藤田明宏 

 
 
保護者会ホームページ http://tenryu-yamayuri.com/  



社会福祉法人インクルふじにおける在宅重症心身障害児(者)支援の取り組みと今後の展望 

はじめに 

 私が重症心身障害児（者）<以下重症児(者)と略す>の支援の仕事に就いてから、36 年が

経ちました。養護学校訪問教員から国立療養所重症児（者）病棟の児童指導員として 23

年、そして現職の社会福祉法人インクルふじにて施設長として 11 年。私が今考える重症

児（者）支援について、これまでの経過をたどりながらまとめました。 

障害者福祉は入所から地域へと大きくその方針を転換しています。どうしたらより良い

重症児（者）福祉が実現できるかをともに考えてもらえる提起となり、守る会の皆様が住

まわれている地域でより充実した在宅サービスが展開されることを願います。 

国立療養所重症心身障害児（者）病棟の措置入所(入院) 

 昭和 50年代に児童指導員として赴任して、はじめに驚いたことが、病棟の窓を開けて看

護師から叱られたことでした。「風邪をひかせたらどうするの?」「私たちの仕事を増やさ

ないで」と言われました。このことに象徴されるように当時は重症児（者）の命を守るこ

と以外の事はあまり重要視されていなかったと思います。国が結核療養所の後医療として、

国療の病棟を活用した政策医療では保護することに全力が注がれていたのだと思います。

その環境下での福祉職の役割は…、同僚の保育士たちと苦悶しました。児童指導員は家族

の窓口としての役割もありましたので、多くのご家族から入所に至るまでの経過などを聞

きながら、家族の苦悩も数多く聞かせていただいた国立時代でした。 

昭和40年代～50年代は国療重症児（者）病棟の増設が続きました。重症児（者）を抱

える家族が守る会を中心に運動してきた大きい成果でした。日本の障害者福祉は措置入所

が前提で、「障害≒不幸」は家族が解決する課題で、家族が白旗を上げた時初めて行政が

措置入所という形で手を差し伸べるという仕組みです。この背景には根強い障害者差別や

権利侵害の長い歴史があります。それは「座敷牢」という言葉に象徴されています。人里
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離れた山の中でひっそり暮らすことが障害者も健常者も共に幸せだと考えられていた価値

観があったからだと思います。ところが、家族から聞いた入所に至る経過で、家族はまだ

白旗を上げていなかったということです。病棟増設時に、児童相談所職員が在宅で介護を

する重症児（者）宅を訪問し、入所の意向調査に来ました。多くの家族がまだ、在宅でや

っていける状態でしたが、児童相談所の職員から「今は大丈夫でも将来入りたいと思って

もその時に入れる保証はないよ」と言われて、断腸の思いで入所を決めたという衝撃的な

供述でした。これが本当の福祉だろうかと疑問に思ったことを思い出します。この時、必

要な在宅サービスがあったら、大きく重症児(者)とその家族の生活は変わっていたと思わ

れます。丸抱えか丸投げの究極の選択を迫る福祉しか存在していなかったことが大きい問

題だと感じました。 

国療で在宅重症児(者)をどう支えるか? 

 指導員時代にこの命題に真剣に取り組み、微力ながら在宅訓練会を企画して、「さんざし

の会」という地域の重症児(者)母親の会を作りました。安定した入所者の親に働きかけ、

ベットシェアの提案をし、その空いた病床を体験利用のメニューを企画して、地域の在宅

重症児(者)に利用してもらい、病棟の中に外の風を吹き込んでもらうと同時に、国療のノ

ウハウを在宅に生かす道を必死に探っていました。しかし、一指導員という立場でやれる

ことに限界を感じ、在宅の皆さんと共に本格的に在宅重症児(者)を支えるため、退職の道

を選びました。 

社会福祉法人インクルふじの立ち上げ 

 地域の親とのつながりは、体験入所で利用してくれた方々が法人立ち上げの準備会を開

きそこに誘われる形で始まりました。準備会は１９時から深夜に及ぶこともあり、立ち上

げまでに７０回ほど重ねました。リーダーとなった親たち数名の固い信念が法人設立につ

ながったと思います。課題ははっきりしていました。資金・通所施設の土地確保です。ス

ポンサーが居るわけでもなく、自分達で出資する。寄付を集める。この話し合いで少しず
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つメンバーが減る時期もありました。土地も購入する資金は無く、幸い富士市が無償で提

供してくれるという合意を取り付け、市の土地交渉に入りましたが、これがまた難航しま

した。粘り強い交渉の結果、親達の望んだ現在のでら～とがある土地が決定しました。あ

きらめなければ必ず実現する

ことを痛感しました。 

法人理念  

組織にとって も大切な

ことは共通の理念です。インクルふじの基本理念は「どんなに重い障害があっても本人も

その家族も普通に生きていける社会をつくる」です。守る会の三原則に相通ずるものです

が、もう少し能動的だと自分なりに感じております。家族が丸抱えすることではなく、地

域でともに暮らすことができる社会を作っていくことでした。そのためには、重症児(者)

の魅力を多くの人に知ってもらう必要があります。なぜ重症児(者)の家族が苦難を乗り越

えてがんばれるのか?なぜ自分がここまでの思いで重症児(者)を支えようとしているのか

を考えたとき、それは彼らに言葉では言い表せない魅力があり、そこに引き込まれたから

だと悟りました。この魅力はかれらの社会での「はたらき」だと確信したとき、糸賀先生

の「この子らを世のひかりに」という教えにつながりました。彼らは誰かが抱え込んで介

護されるだけの存在にしてはいけない。彼らの魅力は関わることで感じることができ、多

くのことを彼らから学ぶことになるのだと。これが当法人の運営方針につながりました。

自然と活動の主体は、彼らが多くの人と関わることができる健康と社会性になりました。 

静岡県で初の重症児(者)通所施設でら～と 

困難な経営と職員の待遇はニーズに向き合って切り抜ける 

 でら～とは旧法の知的障害者通所更生施設での立ち上げでしたので、２０名定員の職員

配置基準は利用者 7.5 人に対して職員 1 人という、大変厳しいものでした。当然のことな

がら 3～4 名の職員では支援できるわけも無く、ほとんどの職員は非常勤での採用でした。

全国の先駆的な重症児(者)の通所施設は数箇所ありましたが、いずれも地元の自治体から
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の運営費補助頼みでした。でら～とは当初から自治体から施設整備の補助は受けても運営

費の補助はいただかないと決めていました。理由は利用者の生活は給付費でまかなえなけ

ればならないし、自治体の財布に委ねることは筋が違うと考えたからです。当然のことな

がら厳しい運営を強いられました。 

健全な親子関係 

 職員は厳しい処遇を覚悟して、就職してくれました。何とか利用者のニーズと職員の処

遇を両立させたいと、夜 22 時までの時間延長を行い、職員に残ってもらうことで別事業の

日中一時の給付を受け、職員の賃金確保に努めました。22 時にした理由は、重症児(者)の

主たる介護者である母親に社会との関係性を取り戻してほしいと考えたからでした。重症

児(者)の介護に専念するが由に、兄弟の PTA の会合や地域の会合には顔を出せないことが

当たり前で、いつの間にか母親は社会から隔絶され、母親自身の社会性が奪われてしまっ

ていました。必然的に視野が狭くなり、重症児(者)のわが子を守ることに執着させられる

日々となります。この関係が私は健全な親子関係を歪ませてしまっていると考え、わが子

を他の支援者に託しにくくしていると思いました。この問題を解決するためには母親から

信頼して託してもらえるようにならなければならないと同時に考えました。職員には 12

のスタッフ心得を掲げて、母親と本人からすべて教えを請うことからスタートしました。

いくつかを以下に記します。全文は当法人ホームページ http://incle.jp/を参照ください。 

［スタッフ心得］抜粋 

●利用者の権利や生活を守るためには、しっかりと意見を言う。  

●制服を持たない理由を認識し、利用者の支援にあたる。 

●「普通」という概念は時代とともに変化していく。 

   常に社会から学び、自分も成長していく姿勢を大切にする。 

●人は一人一人個性があり、能力にも差がある。その事を受け入れた者でなければ、 

   ハンディをもつ利用者の支援者としては失格である。 
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後編 

支援の充実 

 でら～と開所時から、申請を挙げていた重症児(者)Ｂ型通園事業が3年目にして、やっと認

可を受けられました。この時すでに20名定員の通所は登録者も含めて25名を超える状態で富

士市から補助をいただき増築し、25名に定員増をしました。重症児(者)の通所できる場所が近

隣市町にない、ということで引っ越してきたり、1時間以上かかっても通所してくる利用者が

出た結果でした。増築直後から第2の施設建設の計画がスタートしました。第2の通所施設は

でら～と開設から5年後、でら～とから車で20分の富士宮市にらぽ～と定員20名の生活介護

事業所がオープンしました。この立ち上げまでの経過は、ドキュメンタリー映画「普通に生き

る」～自立をめざして～に紹介され、全国の多くの方々に鑑賞していただいております。映画

のホームページをご覧ください。http://www.motherbird.net/~ikiru/ 詳しくは後述します。 

 重症児(者)が地域で生活していくためには、必要なときに必要なサービスを必要なだけ提供

できるような支援体制が必要です。当法人は通所をベースにし、利用者のニーズに向き合いな

がら、サービスを広げていきました。そのいくつかを紹介します。 

ヘルパー・ボランティア養成のテキスト ① 居宅事業 

 24時間体制の居宅事業は開所

から1年後に開設しましたが、障

害に特化したことから、支援でき

るヘルパーが居ないので、市内の

居宅事業者と共同で障害者ヘル

パーの入門書を編纂し、専門養成

研修を開き、約100名のヘルパー

の養成をして、各事業所の障害者

ヘルパーを強化しました。富士市が県内でも障害者対象の居宅が充実してきた所以だと自負し
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ております。また、重症児(者)との関わりで重症児(者)の魅力を知っていただくために独自の

「ボランティア受入れマニュアル」も作成してボランティアの養成に力を入れました。 

 ➁ナイトケア 

 重症児(者)の在宅サービスに欠かせないのが、ショートステイ(短期入所)です。重症児(者)

病棟を持つ、入所施設が行うことが一般的ですが、施設にとっては非常にリスクの高い事業で

す。長期入所であれば利用者の状況は把握しやすく、ご本人も生活環境に適応してきますから

安定した生活が担保されやすいのです。一方ショートの場合は日替わりで、突然不慣れな場所

での生活になります。ただでさえ、日ごろから

自宅以外の場所で過ごしたことが無い重症児

(者)がまったく馴染みの無い環境で宿泊しな

ければならないのですから当然です。らぽ～と

建設計画が持ち上がった頃、圏域で唯一のショ

ートステイを行っていた国療が、経営上の理由

でショートを休止してしまいました。当法人と

関わる利用者にとっては一大事です。らぽ～と建設計画を見直して、短期入所事業を通所とセ

ットで行えるように急遽、図面を作り変えて、県との話し合いに入りました。ところが、短期

入所の福祉型の単価が非常に安い上に、日中活動と短期入所を併用するとその日の日中活動は

算定できない(短期入所は24時間評価)仕組みでした。そこで静岡県と協議して県独自のライ

フサポート事業の短期入所に重症児(者)単価をつけていただき、通所施設でのナイトケアが実

現しました。定員は緊急枠も入れて6名で金曜日・土曜日の実施です。通所から自動的に夜間

の支援に移ることができるようになりました。 

ナイトケアとの併用 
「海」奥に個室が二つ 

③ グループホーム「Good Son」 

 でら～とから歩いて５分の場所に、平成２

４年に静岡県内初の重症児(者)５名のグル

ープホームを立ち上げました。賃貸で利用者

からの費用は様々なサービスの支出を除い

 6



て２万円程度お小遣いとして残るように設定した。でら～との近くということもあり、でら

～とが地域と良い関係づくりができていたことで、地域からの反対は一切ありませんでした。

利用者は家族が高齢で家庭介護ができなくなったという基準ではなく、居宅やナイトケアな

どのサービスを利用して、家族以外の支援者が介護できるようになったうえで、独立して入

居した。２０歳代の利用者が中心で、心配されていた睡眠も入居３日後には熟睡するという、

適応の早さでした。これは入居前に様々なサービスで多くの支援者の支援を受けてきた成果

(成長)と評価しており、かえって「親のほ

うが子離れできない」と入居者の親が語っ

ています。現在約３０名以上のスタッフで

毎日の入浴・食事・排せつなどの支援にあ

たっています。当法人では現在２棟目のグ

ループホームをでら～との近隣で計画中

です。経営的には厳しい運営ですが、外部

サービスを導入するなどの工夫でやりく

りしております。 

ホール 

元居酒屋の１階を柱だけ残して全面改修 

④ その他の支援 

基本理念に照らして、ご本人が家族から自立するためには、様々な支援を家族に依存してい

たのでは、在宅サービスの本来の目的は達成できません。これまで家族(特に母親)が行ってき

た様々な支援をひとつひとつ法人のサービスとして行うようにしてきました。具体的には、歯

科への受診と口腔衛生管理や理容院・美容院、風邪や皮膚疾患など日常的な医療との関わりの

支援など母親の負担を無くしていきました。そのことにより、母親に時間的な余裕が生まれ、

趣味の活動やパート労働などごく一般的な主婦に近づいてきております。想像ではありますが、

ご本人も、ご家族への過負担が軽減されていることを喜んでくれていると思います。今後一年

一年保護者も年を重ねていきます。利用者が成人に達した段階で家族としての直接介護の役割

が公的なサービスで賄えるようになることを目標に充実させていきたいと考えています。 
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静岡県の取り組みへの発展 

でら～と・らぽ～とが立ち上がり、多くの県内の親のグループが見学に訪れました。そのこ

とが刺激となり県内各地域の親の会や守る会が陳情した結果、静岡県は6年前から在宅重症心

身障害児(者)の施策を積極的に進めてきました。本誌で紹介させていただいたその後の取り組

みについて記します。これまでの取り組みは・全県の重症児(者)家族への実態調査・在宅重症

児(者)支援施策の勉強会と検討会・県知事への提言書・提言書に基づき看護師、介護職員の養

成研修・ライフサポート事業の充実・重症児(者)ケアマネジメント従事者の養成・全県のネッ

トワークの構築など多岐にわたっています。中でもライフサポート事業と全県にわたるネット

ワーク活動について取り上げて紹介します。 

① ライフサポート事業 

静岡県は自立支援法が施行される際に、法定給付を受けられない方やより地域特性に合

わせたサービスを充実したいと考える市町に、居宅やショーステイ・日中一時支援など

法定給付と同じようなメニューで給付基準を緩めたサービスを独自に考えました。当時

発達障害などでまだ手帳が交付されないけど支援の必要性がはっきりしているケースや

通所施設での宿泊を伴う支援など指定基準から外れるが、支援が必要なケースに県1/3

市町1/3本人1/3の負担で利用できる制度です。少し自己負担は高いが、使い勝手のよ

いサービスとして積極的に利用者ニーズに対応する市町や事業者に広く活用されて喜ば

れております。このライフサポート事業で重症児(者)の宿泊単価を高くつけてくれたこ

とにより、らぽ～とでのナイトケアが実現しました。また、呼吸器を使用している重症

児(者)や難病患者の介護者リフレッシュのために訪問看護を長時間使えるサービスなど

もこのライフサポート事業で取り上げています。 

② 重症児(者)支援ネットワーク 

静岡県知的障害者福祉協会と県内重症児(者)関係者の有志で立ち上がった全県ネットワ

ークが県の自立支援協議会の重症児(者)部会に発展的に移行し、県内各圏域もケアマネ
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ジメント従事者養成研修を受講した関係各機関のメンバーを中心に各圏域自立支援協議

会に重症児(者)部会を作って運営するようになりました。静岡県は東西に長い県で地域

特性があり、重症児(者)の資源も偏在しております。これらの圏域情報を集約すること

により、偏在が可視化して取り組みが加速しております。また、圏域ごとに事業者説明

会や公開ネットワークでグループワークを行うなど工夫した取り組みが展開されており

ます。 

今後の展望 

 重症児(者)福祉は、確実に在宅支援にシフトしてきました。しかし、入所施設が不用になっ

たわけではありません。日本独自の重症児(者)福祉は医療機関が福祉施設を兼ねることで大き

い成果を生み出しました。一方、病院という性質上、QOLという観点では在宅重症児(者)のニ

ーズから、かけ離れていると言わざるを得ません。このことは日本の障害者福祉の成り立ちか

ら仕方の無いことだとも思いますが、これからがとても大切だと思います。在宅サービスが一

層充実し、入所施設を増やさなくても生活していけるようになることで、入所希望者が減りこ

れまでの経験が蓄積された入所施設がショートステイや宿泊体験や医療支援を積極的に行う

ことによって、入所施設が在宅サービスの中核になることを望みます。重症児(者)福祉基幹セ

ンターとして、重症児(者)のグループホームのバックアップなども行えるようになることで、

入所施設のノウハウが多くの重症児(者)に役立つこととなるでしょう。新生児医療の発展で多

くの超重症児が在宅に送り出されています。入所施設が在宅とつながることで、通所施設での

要医療重症児(者)の受入れもハードルが下がることが望めます。これこそ守る会の三原則「

も弱いものをもれなく守る」に合致した社会といえるのではないでしょうか。 

最後に守る会の皆様へ 

 この写真は映画「普通に生きる」のテー

マとして取り上げたもので、在宅重症児

(者)を抱える親の切なる声です。この映画
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が封切られて6年になりますが、未だに全国の親の会や特別支援学校などで上映されています。

そして上映をきっかけにして、重症児(者)を支える地域の和が広がっています。この原動力は

映画で描かれている重症児(者)たちの笑顔です。この力を信じて一層運動を広げていきましょ

う。重症児(者)を守る会の運動は成熟した社会をつくる近道だと確信しております。本会の

益々のご発展をお祈りいたします。 

 天竜やまゆり保護者会研修会 

 

「障害者総合支援法3年後の見直しに向けて」 

～病院から出される日が来るかも知れない～ 

1. 自己紹介 

2. これまでの取り組み 国立療養所時代 

3. これまでの取り組み2 社会福祉法人インクルふじに移ってから 

4. 制度の変遷 

5. 障害者総合支援法見直し 

・常時介護を要する障害・移動支援・就労・支援区分・意思決定支

援と成年後見制度・意思疎通障害・精神・高齢障害者・障害児支援・

その他サービスのあり方など 

6. 国立病院機構がやろうとしていること「富士病院の統合移転政策か

ら見えてきたこと」 

7. まとめ いま重症心身障害児(者)の親として・・・ 
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