ＫＳＫＲ（きずな）第三種郵便物承認通巻７３７１号

KSKR
№２３２
2017
Nov.

11

２０１７年１１月２４日発行 （ 1 )

奈良県自閉症協会 NEWS

き ずな

http://www.eonet.ne.jp/~asn/

The Kizuna

発行人：
関西障害者定期刊行物協会
編集人：奈良県自閉症協会
支部長＆事務局：河村舟二
〒 639-1005
大和郡山市矢田山町 84-10
購読料１部

１００円

会員は会費に含まれています。

一九九六年五月一日発行第三種郵便物承認

台

風 21 号 が 接 近 す る 中、2017

省行政評価局による「発達障害者支

について」の辻川副会長のお話があ

年 10 月 21 日 と 22 日、 東 京

援に関する行政評価・監視の結果に

りました。続いて、講演：
「自閉症

都千代田区一ツ橋 2 丁目にある日本

基づく勧告が平成 29 年 1 月 20 日付

スペクトラム症のある人たちへの切

教育会館で一般社団法人日本自閉症

で文部科学省と厚生労働省に出され

れ目のない支援の創造～北摂杉の子

協会平成 29 年度加盟団体役員連絡

ており、発達障害の早期発見、適切

会の支援を通して～」講師

会が行われました。

な支援と情報の引継ぎ、専門的医療

自閉症支援者協会

日目には、行政説明として①

１

機関の確保について、国として取り

法人北摂杉の子会理事長

厚生労働省「厚生労働省にお

組むことがうたわれています。よう

男氏がありました。午後は、ブロッ

ける発達障害施策について」社会・

やく、これまで私たちが要求し続け

ク討議があり、テーマとして「今後

援護局障害保健福祉部障害福祉課障

ていたことに国が腰をあげました。 の全国大会について」（担当：岡田

害児・発達障害支援室企画調整係長

今後は、自閉症など発達障害児の教

（併）発達障害支援係長当新卓也氏

会長

全日本
社会福祉
松上

利

副会）が行われました。その結果全

育、および、福祉的支援について、 国大会に関しては 2018 年度は広島

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

②文部科学省「平成 29 年～ 30 年度

奈良県など地方の行政当局が今回の

県が 2030 年度は山梨県が立候補さ

発達障害教育をめぐる諸課題」初等

国の施策を受け、実際どう反映し動

れました。以前みなさまにお願いし

中等教育局特別支援教育課支援総括

いていくか注目していきたいと思い

たように、いつかは奈良県も全国大

係係長松下雄一郎氏③総務省「発達

ます。たくさんの資料を預かってい

会を引き受けなければなりません。

障害者支援に関する行政評価・監視

ますので必要な方はご連絡くださ

その節はみなさまのご協力をよろし

の結果に基づく勧告（概要）
」行政

い。その後、午後 7 時から辻川副会

くお願いします。なお、22 日、私

評価局上席評価監視調査官右田哲夫

長の司会のもと、懇親会が行われ全

は無事新幹線を利用して奈良まで

氏外がありました。平成 28 年 5 月

国からの参加者との情報交換と熱気

帰ってきましたが、飛行機の欠航等

超党派の議員立法により「発達障害

にあふれた交流が行われました。

で帰郷に難儀をされた全国からの参

支援法の一部を改正する法律」が成
立しての各省の支援体制の変更や強

2

加者がおられたようでした。（河村）

化が行われています。今回特に総務

のお話と、「自閉症をとりまく現状

日目午前中は、「自閉症をとり
まく現状について」の市川会長

族が豊かに暮らせる環境整備だと考

記

えています。奈良県においては自閉

１発達障害支援センター「でぃあー」

症・発達障害に関わる学校・行政・

平成１４年に「自閉症・発達障害

福祉・医療とが連携し、そして県民

支援センター」事業がスタートし、

平素は、特定非営利活動法人奈

の皆様の正しい障害理解と対応のた

現在では全国各地に「発達障害支援

良県自閉症協会の活動についてご理

めに日々努力していただいているこ

センター」が設置されるに至ってい

解ご支援をいただき、厚くお礼申し

とには心から感謝しています。さら

ます。奈良県の財政上、でいあーが

上げます。私どもは現在の奈良県に

なる施策の充実のため以下の要望を

支援事業をこれまで以上に発展させ

必要なものとして自閉症当事者と家

いたします。

ていくことはなかなか難しいとは

2018 年度奈良県の発達障害支
援体制への要望と意見
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伺ってはおりますが、奈良県でも支

イプ等の重度障害といわれる当事

訂に役立ててください。

援を必要としている人が非常に多い

者・家族が置き去りにされているの

４、近年、特別支援教育の充実を実

ことに鑑み、発達支援の核（人財育

を感じます。支援の基盤作りに早急

感しています。一方、学校教育で培っ

成・事業発展）を担っていけるよう

に取り組んでください。

た能力を生かせる、地域の就労基盤

な民間事業所育成などの施策を展開

３．インクルーシブ教育構築のため

が薄く、学校卒業の不安が募ります。

してください。

に、自閉症をはじめとする発達障害

奈良県内での就労支援の拡充をお願

２ . 早 期 発 見・ 早 期 療 育

の理解、教育、支援の充実に関連し

いします。

早期発見・早期療育は自閉症スペ

て、小中学校及び高等学校の校長を

５. 発達障害の可能性のある児童生

クトラムや発達障害の特性のある子

含む全ての教職員に研修事業を推進

徒等に対する早期・継続支援事業に

どもの成長を図るために極めて重要

していただきたい。また、児童生徒

ついて、発達障害早期支援研究事業、

です。奈良県でも早期発見・早期療

が発達障害について適切な理解がで

各学校段階移行期の引継に関する系

育という言葉がよく聞かれるように

きるような授業を実施してくださ

統性のある支援研究事業、放課後デ

なり、早期発見は進んできたように

い。

イサービス事業者との連携支援に関

思いますが、そこから、療育開始ま

〇自閉症をはじめとする発達障害の

する放課後等福祉連携事業の調査研

でにはかなりの時間を要するという

ある児童生徒に対する各教科等にお

究が行われていますが、その結果に

不満が多いです。早期発見された子

ける指導内容、方法等や、ICT 活用

基づいて、奈良県においてもなるべ

どもとその家族に対して、本当に早

を含む合理的配慮事項を十分検討

く早くこれらが実施されるよう取り

期に介入（相談も含め）できるよう

し、インクルーシブ教育システム構

組んでください。

な体制を確実に整えて頂きたいと思

築の推進に向けた実践を奈良県内の

○児童デイサービス事業所の急増と

います。

小中学校、高等学校及び特別支援学

比して、学齢期以降の福祉サービス、

○奈良県では発達障害児・者を取り

校で取り組んでいただき、その成果

ホームヘルプ事業の伸び悩み。通学

巻く支援整備の方向性に、カナ一夕

を文科省に伝え、学習指導要領の改

困難児・適応障害・引きこもり者の

療育・教育・居場所支援について奈

共に、青いライトアップを通し、す

良県の具体的施策を示してくださ

べての発達障害児者・家族の生きづ

い。とくに、お金となかなか結びつ

らさを払しょくできる社会を願う取

かない福祉事業や制度のはざまで、 組に奈良県も繋がってください。な

ＮＨＫ
障害者キャスターに女性２人
採用

悩み苦しむ発達障害児者・家族に、 お H29 年 4 月 2 日には大和郡山市が
具体的にはどのような救済窓口を設

県内で初めてライトアップを実施し

けられていくのか示してください。

ました。

を取材する障害者キャスター・リ

６. 自閉症をはじめとする発達障害
に関する国民の理解を深めるため、 奈良県知事

ＮＨＫは２３日、障害者スポーツ

2017 年 11 月 6 日
荒井

正吾

様

平成 19 年 12 月に国連が定めた「世

ポーターに、北海道出身の千葉絵里
菜さん（２２）と岐阜県出身の後藤
佑季さん（２１）の女性２人を選ん

界自閉症啓発デー」及び、平成 24

特定非営利活動法人

だと発表した。脳性まひのある千葉

年 12 月の第 67 回国連総会で採択さ

奈良県自閉症協会

さんは、記者会見で「障害があるか

れた「自閉症スペクトラム障害、発

理事長

らあきらめるのではなく、チャレン

河村舟二

達障害」決議（略記）の趣旨を学校

ジすることの大切さを伝えたい」と

教育において周知させ、さらに積極

話した。

的な啓発活動を行ってください。ま

２０２０年東京パラリンピックに

た、他府県の取り組みを参考にし

向け、ＮＨＫが初の試みとして６月

て、4 月 2 日世界自閉症啓発デーの

から募集。計１５９人の中から選ば

奈良県としてのイベント開催を検討

れた。初級障がい者スポーツ指導員

し、「世界自閉症啓発デー in 奈良」

の資格を持つ千葉さんは「電動車い

（仮称）を奈良県として予算化をし

すサッカーなどの経験を生かしたリ

てください。日本各地・世界各国と

ポートを笑顔でできれば」と抱負を

2
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第 58 回日本児童青年精神
医学学会総会に参加して

「さまざまな障害のある人とない人
の橋渡し役になりたい」とコメント
した。
２人はまず、２４日放送の福祉情

る。私自身も、また同様な障害を持
つ子の友人も我が子に服薬させてい
る話は自然と会話の中に組み込まれ

10 月 5 日 か ら 7 日 ま で の 3 日

ることに何の違和感を持つ事がなく

間、春日大社近くにある春日野国際

なった。服薬に対してためらいがな

フォーラムにて第 58 回日本児童青

いわけではないが家や学校における

年精神医学学会を聴講しに出向い 「問題行動」に手を焼く毎日に、少

報番組「ハートネットＴＶ」
（Ｅテレ）

た。あいにくの雨模様であったが全

しでも本人や家族が穏やかになれ

に出演する。その後、障害者スポー

国各地から児童精神科医はもとよ

る時間を求めての選択であること。

ツの関連番組で起用される予定。Ｎ

り、心理、看護、教育、福祉と多職

セッションでは専門用語が飛び交う

ＨＫは今後、さらに若干名のキャス

種が一同に会し、ケースに取り組む

中、少しでも納得できるストーリー

ター・リポーターを採用する予定と

今を反映した講演やセッションが数

を探してプログラムに参加した。

いう。

多くあり熱心にメモを取る姿がそこ

その中で「子どもの人権と法に関す

毎日新聞

かしこにあった。そんな中で「発達

るパネルディスカッション・障害者

2017 年 10 月 23 日 19 時 28 分

障害」はほぼこの会議の中核を占め

の施設処遇をめぐって～相模原事件

るといっても過言ではなく最前線の

から考える～」に袖ケ浦のびろ学園

医療の対応や治療も発表された。特

の柳先生のお話が非常に印象に残っ

に幼児期、児童期における薬物治療

た。

【屋代尚則】

は 10 年前と比べるとずいぶんハー

ここでは最重度、重度のお子さ

ドルも下がり特に ADHD 者について

んが多く強度行動障害判定基準が高

コンサータ、ストラテラの薬物療法

スコアの児童が 8 割以上で入所して

はもう珍しいものではなくなってい

いる。元自閉症協会会長の石井先生

が事業設立された。

り園というお話の中で「再生基本構

り出していくことであろう。汗して、

近年の入所施設の相次ぐ不祥事から

想策定に関する部会」の中では利用

その人と共に生きる支援の今を知る

入所施設不要論や障害者も地域生活

者をなるべく地域という決着になる

事がこの総会に参加して強く感じら

すべしという流れに異論はないが

であろうという報告がなされて、関

れた。

「誰もがその潮流に乗れるか」とい

東医療少年院の精神科医の方が「職

うとそうではない。地域支援サービ

員のメンタルヘルスの保持はどう対

スだけでは限界もある。親と子の体

応されているか？」の質問もあった

力が逆転する思春期辺りになってき

がまだ具体的な施策はなく現在、試

て「高齢化」していることと「両親

行錯誤のところであるという事で

の別居、離婚」「養護性の欠如」「児

あった。

童行動障害の対応に苦慮しての虐

障害者自立法から障害者総合支

待」といった家庭自体の養護機能の

援法と変化する中で、支援の幅は広

低下により措置入所となるケースが

がっていったもののいまだ当事者や

増加してきている事を上げられた。

その家族を置き去りにしてはいない

奈良県自閉症協会高機能・
アスペルガー部会

飯田和代

そんな中で施設入所を通して「人」 か。哲学者ニーチェの言葉に「不合
「環境」
「医療」
「家族」の支援の『バ

理というのは何かの存在がありえな

ランス』を日々整えてきた蓄積の中

いことではなく、状況がありえない

での今ののびろ学園の現在があると

ことを言う」とある。総会のタイト

いう話に 30 分やそこらで語りつく

ル「普遍性と個別性のバランス」は

せぬ誠実さと責務の重さを感じた。

医療、福祉、教育の職種が様々な形

同じ登壇者に津久井やまゆり園

で協働し、その人、その人の本質を

の保護者会の方からその後のやまゆ

理解しながら「ありえる状況」を創
3
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確保の実現を目指した改革を行うこ

がいのある人たちの暮らしの継続に

ととしており、財務省からは社会保

支障を招くものにならないよう要望

障費の抑制策が示されるなど、障害

いたします。…

福祉を取り巻く環境は厳しい状況に 【賛同団体】
あります。

一般財団法人全日本ろうあ連盟／一

2 日（木）15 時 ~16 時 30 分、参議

弘たちは、この状況に危機感を抱

般社団法人全国肢体不自由児者父母

院議員会館 1 階講堂で行われまし

き、障がいのある人が将来に渡って

の会連合会／一般社団法人全国児童

た。以下はその際手渡された要望書

安心して暮らすことができるよう、 発達支援協議会／一般社団法人日本

の内容です。

障害福祉サービスの維持・向上のた

自閉症協会／一般社団法人

めに、来年度の報酬改定に閲し、次

神科看護協会／一般社団法人精神保

のとおり要望いたします。

健福祉事業連合／一般社団法人日本

平成 30 年度障害福祉サービス
等報酬改定に向けた要望書
日頃から障害福祉の推進にご尽力

日本精

つきましては、障がいのある人の

発達障害ネットワーク／公益財団法

生活を守るため、以下の内容につい

人日本ダウン症協会／公益財団法人

て、何卒ご高配を賜りますようお願

日本知的障害者福祉協会／公益社団

ビス等報酬改定検討チーム」におい

い申し上げます。

法人全国精神保健福祉会連合会／公

て、平成 30 年度に実施される障害

…わが国が目指してきた共生社会の

益社団法人全国脊髄損傷者連合会／

福祉サービス等報酬改定に向けた議

実現と、障がいのある人たちの生活

公益社団法人日本重症心身障害福祉

論が行われており、本年 12 月の予

の質の向上のため、平成 30 年度障

協会／社会福祉法人全国重症心身障

算編成過程で報酬の改定率が決定さ

害福祉サービス等報酬改定の改定率

害児（者）を守る会／社会福祉法人

れます。

については少なくとも前回改定を下

日本肢体不自由児協会／社会福祉法

一方で、政府においては、財政健

回らない水準を確保し、改定の結果

人日本身体障害者団体連合会／社会

全化と社会保障制度の持続可能性の

が障害福祉サービスの基盤低下と障

福祉法人日本盲人会連合／障害のあ

をいただき御礼申し上げます。
現在、厚生労働省の「障害福祉サー

る人と援助者でつくる日本グループ

社会保障

ホーム学会／全国肢体不自由児施設
運営協議会／全国社会就労センター
協議会／全国社会福祉法人経営者協

◆持続可能な制度を設計せよ◆

への転換」を促した。
衆院選で自民党が公約に「全世
代型社会保障」を掲げたのは、この

戦後のベビーブーム期に生まれ、 延長線上にある。少子化の克服に向

議会／全国身体障害者施設協議会／

人数の多い団塊世代が全員７５歳以

け子育て支援を充実させる方向性は

全国手をつなぐ育成会連合会／特定

上となるのが２０２５年だ。超高齢

妥当だろう。だが、その手段が「幼

非営利活動法人 DPl 日本会議／特定

化で医療と介護の費用が激増する一

児教育・保育の無償化」というのは

非営利活動法人全国地域生活支援

方、税や保険料で費用負担を支える

問題がある。

ネットワーク／特定非営利活動法人

現役世代の人口は少子化の進行で

日本相談支援専門員協会

細っていく。膨張するサービス給付

幼稚園や保育所の利用料は現在

に負担が追い付かず、社会保障制度

でも所得に応じた負担減免の仕組み

音順

50

の持続可能性に危険信号がともる。 があり、無償化すれば高所得世帯ほ
この「２０２５年問題」への対処策

ど恩恵を受け格差が広がることにな

について衆院選での真剣な議論を期

る。「ばらまき」と批判された民主

待したい。

党政権時代の子ども手当との違い
を、各党は論理的に説明できるのだ

次代に借金残す懸念

ろうか。子育て支援で最優先すべき

政府は社会保障給付の効率化を

は待機児童の解消だ。保育所を増や

図って国民負担の在り方を見直す

し、保育士の待遇改善を着実に実行

「社会保障と税の一体改革」を打ち

することが喫緊の課題といえる。

出し、高齢者に偏った給付を是正し
て若い世代に振り向ける「全世代型
4

子育て支援拡充に充てる財源に
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も不安がある。与党は消費税率を

消費税率についても、１０％で将

１０％に引き上げた際に国の借金減

来的に財政運営が可能なのか議論が

らしに使う予定の分を回すと主張す

不可欠だ。１９６０～７０年代に消

るが、現在の赤ちゃんや子どもたち

費税に相当する付加価値税を導入し

世界自閉症啓発デー 2018
作品展募集要項
世界自閉症啓発デー２０１８
日本実行委員会

が将来の借金を背負いこむだけだ。 た欧州各国の場合、増税とセットで
野党各党に至っては消費税増税を

社会保障給付を充実させることで国

「凍結」「中止」として安定的な財源

民の納得を得ることが可能だった。

を示していない。

残念ながら、給付充実を先行させて
きた日本が同じ道を歩むのは難し

財源調達に「痛み」も

い。しかし、「痛み」から目を背け

衆院選では与野党いずれもがサー

ていては、安心できる医療や介護な

ビス給付の競争合戦に走っている観

どを守ることはできない。有権者に

があるが、これで本当に国民は安心

は、まだ投票権のない次世代に借金

できるだろうか。急激な高齢化と人

まみれの国を残すのではなく、セー

口減少の中、医療は、介護は、年金

フティーネットとしての社会保障制

は、今後も大丈夫なのかと疑問に感

度を引き継いでゆく責任がある。

じているはずだ。既に不足している

2017 年 10 月 21 日

介護人材など労働力の確保と安定財

会場委員
1

陳野

功

世界自閉症啓発デー 2018 作品展

募集について
世界自閉症啓発デー日本実行委員
会では、毎年４月の世界自閉症啓発
デーや発達障害啓発週間に、
国民の皆様に正しい理解を深めてい
ただくために、自閉症や発達障害の
方の作成した絵画等の作品展
（東京タワーにおけるライト・イッ

宮崎日日新聞

ト・アップ・ブルーの会場、世界自
社説

閉症啓発デー・日本シンポジウムの
会場において実施）、公式ウェブサ

源の調達は欠かせない。「全世代型」

イトへの掲載等を予定しておりま

への転換を訴えるのであれば、高齢

す。

者の負担増と給付抑制にも踏み込ん

この度２０１８年４月に向けた作

で言及すべきだ。
品の募集を行うこととしましたの

い。送付の際は、送付者名とご住所、 への展示、公式サイトへの掲載など

で、ご協力をお願いします。

連絡のつくご連絡先、作品タイトル

に使用します。また、「世界自閉症

２

と作者名を添付して下さい。

啓発デー 2018」等の文字

（１）応募作品は、自閉症をはじめ

＊カメラの画素数は 800 万画素以

挿入等の補作等、ポスターやリーフ

とする発達障害の方の作品として下

上、設定を最高の記録画素数、画像

レットへの転載をする場合がありま

さい。

圧縮率として下さい。

す。

募集概要

（画素数）
「14M」
「10M」
「5M」
「3M」
「2M」 ＊写真パネルやウェブページの色調
（ ２） 応 募 作 品 の 提 出 期 限 は 平 成 「1024」「640」→「14M」、「Ｌ」「Ｍ」 は、印刷等の関係で実物と異なる場
３０年１月２４日（日）、送付先は、 「Ｓ」→「Ｌ」
下記の通りです。
〒 104-0044
町 6-22

合があります。

（ 画 像 圧 縮 率 ）「 ★ ★ ★ 」「 ★ ★ 」

東京都中央区明石 「★」の３種類→「★★★」、「FINE」 （６）応募作品が、自閉症や発達障

築地ニッコンビル 6F

日本自閉症協会事務局

陳野

「NORMAL」
「BASIC」の３種類→「FINE」 害の啓発という趣旨に沿わない場合
功

＊平面作品はゆがまないように、立

など、応募頂いた作品は必ず

体作品は特徴がよくわかるように撮

展示や掲載されるわけではないので

お問い合わせ

影してください。

予めご承知おき下さい。

tel:03-3545-3380

＊保存のファイル形式は JPEG（推

宛

mail:asj@autism.or.jp

奨 ），BMP，PNG 等 と し て 下 さ い。 （７）応募作品データは返却しませ
PDF は不可とします。

ん。

（３）作品は、絵画，版画，切り絵，
陶芸，工作等、形式は問いませんが、 （４）応募された作品データの著作
実物ではなく写真データを

権は主催者側に帰属し、写真パネル

ＣＤ－Ｒに保存して送付して下さ

に加工してシンポジウム会場等
5
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14:00 ～ 14:45

津波に強い地域づ

くり／阪本准教授（兵庫県立大学）
14:45 ～ 14:55

日 時：2017 年 11 月 5 日（ 日 ） 14:55 ～ 15:40

休憩
ビ ル ド・ バ ッ ク・

)

「佐々木正美先生お別れの会」
の
ご案内

13:00 ～ 16:30

ベター／加藤准教授（東京大学）

会場：伊藤謝恩ホール（〒 113-0033

15:40 ～ 16:25

東京都文京区本郷 7-3-1）

発言他、教授・准教授講評

生のご逝去の報せを、全国の多くの

参加費：無料

16:25 ～ 16:30

方々が大きな衝撃と深い悲しみとと

情報保障：手話通訳

授）による終わりの言葉

もに受け止められたことと思いま

17:00 ～

す。先生のご遺志により、ご家族だ

学生による発表・
副校長（加藤准教

希望者による懇親会

アクセス：地下鉄丸の内線「本郷三

2017 年 6 月 28 日、佐々木正美先

けで行われた告別式の直後からの、

丁目駅」より徒歩 8 分

お申込み、詳細につきましては、下

お別れの会を望む方々の数多くの声

地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」よ

記アドレスと連絡先にてご確認を

を私たちは受け止め、有志による

り徒歩 6 分

よろしくお願い申し上げます。

「佐々木正美先生

地下鉄千代田線「湯島駅」より徒歩
15 分

お別れの会」を

開催させていただくことといたしま
http://tsunamibousai.jp/

した。
多くの皆さまがご承知のとおり、

プログラム：13:00 ～ 13:15

津波防災の日

啓発イベント運営事

あまり晴れがましく派手なことはお

務局

好みになられない佐々木先生でし

内閣府の挨拶・校長 ( 今村教授）の
趣旨説明

TEL：03-5777-1137

た。このお別れの会には、組織や法

FAX：03-5777-1145

人としてではなく個人として佐々木

／今村教授（東北大学）

Emai：info@tsunamibousai.email

先生への思いのある方々にお集まり

いただき、先生の思い出を語り、そ

市ヶ谷駅徒歩 3 分

ション）

れぞれの中で振り返り、心に刻むこ

東京都新宿区市谷本村町 4-1

藤森昇治（元横浜やまびこの里）

とのできるひと時にしていただけれ

お花代

八島敏昭（横浜やまびこの里）

ばと思っております。

※

13:15 ～ 14:00

津波のメカニズム

「お別れの会」では、自閉症の人の

お一人 2 千円

お香典などは辞退いたします。

中野美奈子（横浜市自閉症児・者親

お別れの会当日は、平服でお越しい

の会）

ただきますようお願いいたします。

金子ゑい子（元横浜市公立保育園）

支援にかかわる方々や保育関連で、

お申し込み

佐々木先生から直接、間接にご指導

○事前にメールか FAX で、以下を事

末光

を受けられた方々に思い出を語って

務局あてお送りください。

岡田喜篤（北海道療育園）

いただくセレモニーと、皆さまに献

①お名前

花いただくシンプルなものを考えて

所属先などお立場

原

仁（小児療育相談センター）

おります。なお、お食事の用意はご

メール：

門

眞一郎（西陣麦酒計画）

ざいません。

②住所

③電話番号

長岡蕙樹（明星こども園）

④

papakocya ＠ yahoo.co.jp

大場公孝（侑愛会）

鈴木

敦（福音館書店）

ご参会いただく方は事前にお申し込

FAX

みください。

発起人 （順不同、敬称は省略させ

藤村

ていただきます）

福田年之（朝日新聞厚生文化事業団）

「佐々木正美先生
と

き

お別れの会」

045-942-1099

茂（旭川荘）

2017 年 12 月 9 日（ 土 ） 《代表》 内山登紀夫（よこはま発達

11 時～ 12 時半
ところ

ホテル

市ヶ谷

瑠璃

クリニック）
グランドヒル 《代表》 市川宏伸（日本自閉症協会）
江崎康子（神奈川県自閉症児・者親

JR、東京メトロ（地下鉄）有楽町線、 の会連合会）
南北線・都営新宿線
6

望 月 節 子（NPO 法 人 ワ ー ク ス テ ー

志賀利一（国立のぞみの園）
出（NPO 法人 SUN）
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態を出し合い、交流し合うととも

プロフィール：

に、医療的ケアネット理事長の杉本

ＮＰＯ法人医療的ケアネット理事長

健郎先生をおよびして、全国的な情

関西医科大学病院小児科勤務の後、

勢を中心に、今、障害者医療で課題

関西医科大学大学院修了。医学博士。

となっていること。また、地域でど

1985 年、6 歳の長男が脳死状態とな

んな運動が求められるか、近畿など

り、心停止での腎臓摘出に同意す

テーマ：「障害のある人たちが安心

で成果を上げている取り組みなど大

る。関西医科大学男山病院小児科部

して奈良で医療を受けられるために

きな視点で学び合う場として、障害

長（1987 年〜）関西医科大学助教

～奈良県の医療政策に障害者医療は

者週間の幕開けにシンポジウムを開

授（1996 年〜）となり、1996 年よ

どう位置付けられているか」

催する。

り 1997 年まで、カナダのトロント

開催のご案内

開催要項

奈良障害フォーラム

（ＮＤＦ）医療シンポジウム

目的

：

奈良県では、新奈良県総

合医療センター建設に向けて障害者

小児病院神経科勤務。びわこ学園医
日時：2017 年 12 月 3 日（日）

団体がいろいろ要望活動を行ってき

療福祉センター統括施設長、すぎも

13: 時～ 16 時（12:30 開場） とボーンクリニーク所長、2015 年

た。この間、奈良県育成会が医療問

会場：奈良教育大

次世代教員養成

題アンケートに取り組んだり、重心

センター 2 号館、多目的ホール

守る会も実態調査を行っており、障

内容：基調講演 「障害者医療をめ

害のある人たちが安心して奈良で医

ぐる最新動向、地域の運動で大切に

特別報告 「奈良県の障害児・者、

療を受けたい要望は大変強い。しか

したいこと。

家族が願う医療」

し、国や県がすすめる地域医療構想

～近畿における先進自治体の取り組

をはじめ、奈良県の医療政策に障害

みから～」（仮題）

きたもの

者医療がどう位置付けられているの

講師

奈良県手をつなぐ育成会

か、課題は山積している。奈良の実

トワーク

：ＮＰＯ法人医療的ケアネッ
理事長

杉本健郎氏

まで日本小児神経学会理事・社会活
動委員会委員長なども歴任。

１医療問題アンケートからみえて
阪口貴子

氏

２奈良県重症心身障害児・者の生活
実態調査から
奈良県肢体不自由児父母の会連合会
松本倫子氏
フロアトーク
参加規模
主催

150 名

ＮＤＦ（奈良障害フォーラム）

連絡先：事務局

〒 630-8424

奈良市古市町 529-4
奈良支部内（担当

きょうされん
小針）

℡０８０－１４４５－７８９４
fax ０７４２－６３－６７６６
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定
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