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ＳＯ夏季世界大会：日本選手団ら１１８人がロスへ向け出発
毎日新聞 2015 年 07 月 21 日
知的障害者のスポーツの祭典「２０１５年スペシャルオリンピックス（ＳＯ）夏季世界
大会」が米ロサンゼルスで開催されるのを前に、日本選手団・役員ら計１１８人が２１日、
成田空港を出発した。
４年に１度の世界的な大会で、現地時間の２５日から８月２日まで開かれ、日本は水泳、
陸上など１１競技に出場する。障害者と健常者がチームを組む「ユニファイドスポーツ」
のうちバスケットボールなど３競技にも参加する。サッカーの児島琢也選手（４４）＝熊
本県＝は出発セレモニーで「ゴールキーパーとしてシュートを一つでも多く止める」と決
意を述べた。
【早川健人】

夫にびくびく、要注意

被害者も気づきにくいモラハラ

京都新聞 2015 年 07 月 21 日

精神的ＤＶに悩む女性たちとグループワークに取り組んできた長谷川さん。
「夫
を怒らせないことばかり考えてきた人も、まず自分の状態を確かめ、自分を取
り戻してほしい」
（京都市中京区）

言葉の暴力や行動の監視などの精神的ＤＶ（ドメスティックバイ
オレンス）に関心が高まっている。身体的暴力のような分かりやす
さがなく、当事者でも気づきにくいのが難点だ。亭主関白とＤＶは
どう違うのか、一緒に暮らす子どものケアはどうすればいいのか―。
悩んでいる人たちに向けてガイドブック「新 気づいて乗りこえる」
を出版した心理カウンセラーの長谷川七重さんに聞いた。
精神的ＤＶは、モラルハラスメントとも表現される。身体的暴力
はないが、きつい言葉をあびせたり、行動の監視、性的な強要、生
活費を渡さないなど、複合的な要素が絡んでおり、マインドコントロールされている例が
目立つ。長谷川さんは「加害者には、精神を痛めつけて自分が優位に立とうという意識が
ある」と解説する。
長谷川さんは２０年前から被害者らと一緒に、話を聞いてアドバイスし合うグループワ
ークに取り組んできた。ガイドブックはそうした取り組みを基にまとめた。「夫に対してび
くびくしたり、自分を責めるようであれば、要注意。まずは、ＤＶを受けているかもしれ
ないと気づくことが大切」と話す。
精神的ＤＶの難しさは、
「うちだって、そういうことある」と言われるレベルのことが幾
つも積み重なっている点だ。ガイドブックには、「友達や親族に、夫の許しがないときに会
ってはいけないと思う」「必要なものも夫の許可がないと買えない」など、状態を知るため
の項目を列挙。夫が妻の意見を受け入れなかったり、従わないと怒り、聞く耳を持たない
などの特徴や傾向も紹介している。
夫の精神的ＤＶは、子どもへの影響も大きく、ケアが重要になる。夫と同居中はおとな

しく、別居して反抗的になる例も多いという。
「大切なのは、暴力を受けたときの気持ちを
子どもに話し、子どもも気持ちを打ち明けられる信頼関係を築くこと」と長谷川さん。
その際、夫の人格を否定せず、
「お父さんのあの言葉は傷ついたね」などと、行為につい
て話すこと。
「子どもは、自分が父親のようにならないか不安。『行為』が人を傷つけるこ
とを確認し、
『必ずしも暴力は連鎖しない』という安心感を与えることが大切」と強調する。
ガイドブックでは、子どもの面前ＤＶのケアについても詳しく解説している。
「精神的ＤＶは、屈折した支配の表れ。同居でも別居中でも、自分をケアし、夫と自分
の考えを切り離して、自分の意見を持つ権利があることを認識してほしい」と話す。
「新 気づいて乗りこえる」はメディアイランド刊。１４０４円。

社説[アルコール依存症]問われる「飲酒文化」
沖縄タイムス 2015 年 7 月 22 日
県民の飲酒行動の実態を明らかにしようと、県が実施した大規模な飲酒アンケートの結
果がまとまった。そこから読み取れるのは、一言でいうと「アルコールに寛容な社会」で
ある。
２０歳から６９歳までを対象にした調査で、アルコール依存症が疑われる人が全体の１
割に近い約８万５千人と推計された。男性は１４・０％を占め、女性は４・６％に上って
いる。類似の全国調査と比較して男性が２・３倍、女性が５・８倍も高く、極めて深刻な
状況だ。
「大切にしていた家族、仕事、趣味などよりも飲酒をはるかに優先させる状態」が、ア
ルコール依存症といわれる。自分の意志でお酒をコントロールできなくなる病気で、その
影響が心や体に表れ、仕事に支障を来したり、人間関係が壊れたりする。飲酒運転や犯罪、
自殺、虐待など社会問題へとつながるリスクも高い。
依存症が疑われる男性は１４・０％だが、依存症に至っていないものの問題飲酒が認め
られる人までを含めると半数におよぶ。１回の飲酒量が全国平均の３倍近くと多いのも特
徴で、年を重ねても頻度や量に大きな変化は見られないという。
調査は健康長寿の復活に向けて、適正飲酒の推進を目的に実施された。沖縄県はアルコ
ール性肝疾患の死亡率などが高く、それが長寿を脅かす要因にもなっているからだ。
依存症が疑われる８万５千人は警告に十分な数字だ。沖縄独特の「飲酒文化」に本気に
なって向き合わなければならない。
若い世代や女性に関するデータにも注目したい。
酒を飲み始めた年齢を聞いたところ、未成年での飲酒が３４・０％に上り、１５歳以下
も２・８％いた。
沖縄の少年非行の背景に、子連れで居酒屋を利用することを含め、未成年者に対する飲
酒認識の甘さが挙げられる。飲酒は非行の入り口ともいわれ、そこから悪質な犯罪へとエ
スカレートしていくことが少なくないからだ。
若い時から飲み始めた人ほど健康への影響も大きく、依存症になりやすい。大人たちは
肝に銘じる必要がある。
依存症の疑いがある女性の割合が、全国と比べ目立って高いことも気になる。
女性の社会進出にともなうストレスなどが想定されるが、アルコールに頼らなければな
らない生きづらさの原因は何なのか。詳細な分析が必要だ。
昨年６月に施行された「アルコール健康障害対策基本法」は、アルコールによる健康障
害を防止する対策の実施をうたう。県の健康づくりの指針「健康おきなわ２１」も適正飲
酒を重点項目の一つに掲げている。
「否認の病」といわれるだけに、アルコール依存症は早期発見と専門医療への紹介とい
った対応が重要となる。飲酒運転や非行、虐待、自殺などとの関連を考えると、教育、警
察、司法などさまざまなアプローチが必要だ。
調査結果を今後の対策に生かしてほしい。

社説：改正臓器移植法５年

提供者の家族を支える仕組みを

愛媛新聞 2015 年 07 月 22 日
脳死での臓器提供が家族の承諾でできるようになり、１５歳未満からの提供も可能にし
た改正臓器移植法の施行から、５年を迎えた。
多くても年１３例だった臓器提供は施行後に急増したが年４０～５０例からは横ばいで
推移。中でも１５歳未満での提供は５年間で７例。うち６歳未満は３例に限られる。その
結果、重い心臓病の子らが海外での移植に頼らざるを得ない状況が続いている。
再生医療など臓器提供に頼らない医療への期待は大きい。実現に向け環境整備に力を注
ぎたい。一方で、臓器提供を受けなければ命を失う子どもたちがいる現実から目を背ける
ことはできない。脳死になった子に誰かの体の中で生き続けてほしいと望む家族もいる。
その意思を生かすためにも、命をつなぐ体制の整備は欠かせない。
まずは国があらためて移植現場の実情を把握し、課題を徹底検証しなければならない。
できる限りの情報公開が不可欠だ。
臓器移植そのものへの社会の理解は十分ではない。今年になって、移植をあっせんする
日本臓器移植ネットワークが、娘の臓器提供への思いを述べた両親のコメントの一部を削
除して発表。さらには組織のずさん運営による患者選定のミスも相次いだ。第三者委員会
は、業務手順の問題や職員の研修不足に加え組織内の風通しの悪さも厳しく指摘している。
組織の抜本改革を求めたい。移植経緯を透明にし、信頼に基づいた情報共有がない限り「命
のリレー」はできないことを忘れてはならない。
移植現場での負担の重さは、これまでにも指摘されている。１８歳未満からの提供に際
しては病院が児童虐待がないことを確認することが前提。虐待の事実が隠蔽（いんぺい）
されるようなことはあってはならず、極めて慎重に判断しなければならない。
だが、虐待がないことの証明の難しさに医療現場は苦悩している。第三者の目撃がない
不慮の事故で子どもが脳死になったケースは、提供対象から一律除外する病院もある。移
植を進めるには、限られた人員、時間の中でも丁寧に判断できるよう、連携して対応する
公的機関の検討も必要になろう。
また、子が脳死状態になり悲嘆に暮れる親に選択肢提示をためらう医師は多い。救急体
制を充実させるなど十分な医療を尽くすことを第一に、それでも助からないとなった場合、
家族が臓器提供を一つの「みとり」の形として考えられるよう、家族を支える体制を求め
たい。
例えば臨床心理士らが早くから家族の相談に乗り悲しみに向き合う。医師や看護師、医
療ソーシャルワーカーらがチームで情報共有し、対応に当たることも大切だ。死を受け止
めて初めて臓器提供という選択肢についても考えられる。死生観は人それぞれ。いずれも
尊重できるよう、そこからも生き続ける家族の思いを大切に、支援を続けなければならな
い。

社説：無戸籍の子ども／実態を把握し支援を急げ
神戸新聞 2015 年 7 月 21 日
何らかの事情で出生届が出されずに無戸籍となった子どもたちの厳しい生活状況が、文
部科学省の就学実態調査で明らかになった。
義務教育段階にある１４２人を対象に初めて実施した調査で、３４・８％が財政的な就
学援助を受けていた。１人を除き１４１人が就学していたが、うち６人は１カ月～７年６
カ月の未就学期間があった。
文科省も「ほかにも無戸籍の子どもがいる可能性が高い」としている。早急に実態把握
に努め、支援の手を差し伸べる必要がある。
３月時点で法務省が把握した無戸籍者のうち小、中学生に相当する子どもたちを調べた。

支援団体は無戸籍者は１万人いるとしているが、法務省で把握できているのは自治体など
に相談に来た人に限られ、６月時点でも６００人余りだ。
「氷山の一角」の調査とはいえ、子どもたちの状況が深刻であることは確かだ。
「漢字が
書けない」
「身体的虐待やネグレクト（育児放棄）の疑い」「予防接種も受けられていない」
などの問題が浮かび上がった。困難を抱えていても、スクールソーシャルワーカーらの支
援を受けている子どもは少なかった。
無戸籍になる原因の多くは「離婚後３００日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法
の規定だ。３００日以内に別の男性との間に子どもが生まれても、戸籍上は前夫の子にな
ってしまう。それを避けるために出生届を出さない母親がいる。
戸籍がなくても就学できるが、通知などが来ずに就学機会を逸する恐れがある。保護者
が行政への相談を避ける傾向があるほか、役所の不十分な対応によって無戸籍では就学で
きないと思い込む保護者もいるという。就学できていない子どもはほかにもいる可能性が
ある。
文科省は、全国の教育委員会などに、無戸籍の子どもを把握した場合は児童相談所など
と連携し、きめ細かに支援するよう通知した。
明石市は昨年１０月に無戸籍者向けの相談窓口を設置し、希望があれば教育支援も行っ
ている。ただ、こうした取り組みはまだまだ少ない。
子どもの視点に立って人権を守る支援を手厚くしていきたい。同時に根本的な問題解決
を考える必要がある。無戸籍者を支援する議員連盟も発足した。民法の規定見直しについ
て国会での議論を急ぐべきだ。

発達障害、就労期まで支援へ

データベースで情報共有

那須塩原市が着手
下野新聞 2015 年 7 月 22 日
那須塩原市は 21 日までに、発達障害のある子どもが出生から 20 歳まで一貫した支援が
受けられる体制づくりに着手した。乳幼児期から学齢期、就労まで個別の支援計画をつく
り、内容をデータベース（ＤＢ）化することで支援者が情報共有しやすい環境を整備する。
２０１６年４月から始動する方針。こうした一貫した支援体制は従来課題とされてきた。
県障害福祉課は「県内市町では把握していない」としており、実現すれば県内で初めてと
なりそうだ。
市の５歳児発達相談の結果などから推計すると、支援の対象となるのは 20 歳までの市民
で約４千人に上る。これまでは保育園や幼稚園、小中学校、一部高校に発達支援の「個別
指導計画」内容を文書で引き継ぐことで連携を取ってきた。
新たな支援体制は、子どもの成長に伴って家庭から保育園・幼稚園、小中学校、高校、
大学、就労などに進むごとに「個別支援計画」を引き継いで連携をより強化していくとい
う。さらに引き継ぎで重要事項などをＤＢ化することで各支援段階での情報共有を円滑に
する考え。
「幼児期から手厚い支援を受けられる体制を整備することで、本人がつまずきを感じた
ときに、自発的に支援を求め、社会参加もスムーズになる」（市子ども未来部）とする。

氷見に障害児通所施設 なないろ 「交流の中で成長を」 中日新聞 2015 年 7 月 22 日
放課後に障害児を預かる障害児通所支援事業所「キッズサポート なないろ」が二十一
日、氷見市北大町の旧若葉保育園に開所した。県指定事業所としては市内で初めて。園庭
や遊戯室は地域に開放する。運営する社団法人「おひさま」の田口聡子理事は「人との交
流の中で、子どもに成長してほしい」と願う。
事業所は知的障害や発達障害のある小中高校生の生活力向上や社会との交流が目的。学
校から施設への送迎や、障害児が個性に応じて時間を過ごすことができる。一日の定員は

十人。
訓練室を見学する参加者＝氷見市北大町で
保育園は昨年三月に閉園し、昨年から市内の障害
児の親が集まる「手をつなぐ育成会」のサロンとし
て活用されてきた。会で「放課後に子どもを預かっ
てほしい」との声があり、福祉関係者でつくる「お
ひさま」が開所。すでに十三人から申し込みがある
という。
開所式には関係者ら三十人が参加。恵光学園（富
山市）の橋本伸子園長の記念講演もあった。田口さ
んは「お年寄りから子どもまで、気軽に立ち寄れる場所にしたい」と話した。（高島碧）

戦災孤児包んだ“家庭” あすから児童施設「百道松風園」展 生活取り戻す様子も [福岡
県]
西日本新聞 2015 年 07 月 21 日
開設当時の百道松風園＝１９４８年ごろ

戦争のしわ寄せは小さい者、弱い者へと向
かう。それを如実に物語る「百道松風（しょ
うふう）園－終戦と子どもたち」展が２２日
から、福岡県筑紫野市上古賀の福岡共同公文
書館で始まる。空襲や海外からの引き揚げで
親を亡くした戦災孤児の収容所として始ま
った県立児童養護施設「百道松風園」（２０
０３年閉園）の半世紀の足跡を振り返る。路
上で暮らしていた子どもたちが、少しずつ人
間らしい生活や教育を取り戻していく様子が伝わってくる。
松風園は福岡市早良区百道３丁目にあった。旧満州（中国東北部）などから博多港への
引き揚げが活発化した１９４６年７月、
「恩賜財団同胞援護会」がかつての軍の建物を活用
し、引き揚げ孤児を一時的に滞在させ、肉親捜しをする施設を開設したのが始まりだ。旧
厚生省博多引揚援護局史によると、４７年２月までに引き揚げ孤児約７５０人が入所、う
ち約５００人は親戚に引き取られた。国の「浮浪児対策」を受け、物乞いなどをしていた
路上の孤児や家出少年も対象になり、一時は１８歳までの２００～３００人が共に暮らし
た。
展示するのは、県の行政改革による閉園を受け公文書館に移された資料のうち、名簿や
日誌、写真など戦後を中心とした約３０点。
孤児台帳には入所児童の厳しい環境がうかがえる。
〈満州からの７歳女児。父は行方不明、
母は病死。４６年７月の入園直後に死亡〉。〈１３歳少女。父母死亡、きょうだいは東京と
宮崎。鹿児島の親戚宅で虐待され家出。博多駅で保護〉。博多駅で野宿中に鹿児島の業者に
“身売り”され、逃げてきた少年もいた。
「入脱園状況」によると、４６年１２月は１２６人が脱走していたのに対し、翌年は４
人に減少。日誌には、当初〈子どもたちはなぜ街に出るのか〉と思い悩んでいた職員が、
〈自
発的に清掃。自分の家という感覚が出てきたようだ。温かい気持ちで育てていこう〉と徐々
に安定していく子どもの様子を喜ぶ記述があった。
児童福祉法の施行で、松風園は４８年４月から養護施設に。園内には小学校分校や、和
傘作りや家具作りの職業訓練所もできた。６０年代は炭鉱閉山で職を失った親が増え、入
所者が急増。近年は、親の病気や虐待による入所が多く、様変わりしていた。
公文書館職員の荻野寛美さん（４２）は「資料には『家庭的なぬくもりを』という職員
の記述が頻繁に登場する。戦争がいかに子どもたちの心や生活を狂わせるかを知ってほし
い」と来場を呼び掛けている。

展示は９月２７日まで、無料。今月２５日午後２時から、引き揚げ孤児に詳しい高杉志
緒・下関短期大准教授の講演がある。申し込みは公文書館＝０９２（９１９）６１６６。

横領容疑弁護士：大阪地検特捜が２億円超横領など追起訴 毎日新聞 2015 年 07 月 21 日
大阪地検特捜部は２１日、大阪弁護士会所属の弁護士、久保田昇容疑者（６２）＝約２
億４８００万円の業務上横領罪で既に起訴＝について、約２億１９００万円の業務上横領
と２７００万円の詐欺などの罪で追起訴した。これで被害総額は計５億円近くに上る。
起訴状によると、顧客の預かり金や交通事故の示談金計約２億１９００万円を着服。２
０１４年９月〜今年１月には、隣接地の購入交渉を依頼された大阪市の私立幼稚園から、
実際は交渉をしなかったのに購入代金として計２７００万円をだまし取ったなどとしてい
る。特捜部は認否を明らかにしていない。【高瀬浩平、藤顕一郎】
久保田被告に長女の交通事故の示談金約５４００万円を着服されたという母親＝大阪府
＝が大阪市内で記者会見し、
「娘の命をつなぐ大切なお金。弁護士だから信用していたのに
裏切られた。許せない」と声を震わせた。
母親によると、２０代の長女は２００６年１月の１０代の学生の時、大阪府内の交差点
で自転車に乗っていてトラックにはねられ、一時意識不明になった。高次脳機能障害の重
い後遺症が残り、記憶障害などに今も苦しんでいる。就職が内定していたが断念、母親も
娘の身の回りの世話をするため、仕事を辞めた。
同年、知人の紹介で久保田被告に事故の示談交渉を依頼した。
「示談に向けた一時金」と
一部を受け取ったが、その後、
「示談は成立しなかった」と言われ、信じていた。しかし、
実際には示談が成立し、保険会社から約９２９０万円が支払われていたことを、今年に入
って特捜部検事に告げられて知った。
長女は障害者の作業所に通っている。母親は「悔しい。弱い人を助けるために弁護士に
なったのではないのか」と唇をかんだ。
【高瀬浩平】

＜カルテ不正閲覧＞病院とニチイ学館を提訴へ

河北新報 2015 年 7 月 22 日

大崎市民病院の新本院＝２０１４年１２月

大崎市民病院（宮城県大崎市）で入院患者の電子カ
ルテが不正閲覧されプライバシーを侵害されたとし
て、被害者の姉妹と母親が、病院と医療事務を請け負
っていたニチイ学館（東京）に９００万円の損害賠償
を求める訴えを、２３日にも仙台地裁古川支部に起こ
す。
母子の代理人弁護士によると、昨年１０月、姉妹の
父親の家庭内暴力（ＤＶ）が原因で１０代の次女が脚
にけがをし、診療した医師の判断で２０代の長女と共
に同病院に保護入院させた。
ニチイ学館の従業員として同病院に勤務していた母親が「次女が階段から落ちてけがを
した」と上司に休暇の取得を申請したところ、
「あなたの家庭内の事情は分かっている。な
ぜうそをつくのか」となじられ、不正閲覧が分かった。
病院側の調査で、看護師ら病院職員とニチイ学館の社員の計２４人が不正閲覧していた
ことが判明。社員の一部は「興味本位で見た」と打ち明けて謝罪したが、職場の人間関係
は修復できず、母親はことし２月末に退職した。
代理人は「虐待、ＤＶという特に他人に知られたくない個人情報が、病院の中で漏れて
いたのは極めて遺憾だ」と主張している。

宮崎発音声変換システム

聴覚障害の区議、議会で使用

読売新聞 2015 年 07 月 22 日

発言を文字に変換するタブレット端末（ＭＪＣ提供）

聴覚障害を抱えながら４月の統一地方選で当選した東
京都北区の斉藤里恵区議（３１）が、議場で使った音声
変換システムが注目されている。システムを構築し、納
入した宮崎市の情報技術会社「ＭＪＣ」によると、区議
会で運用が始まった５月２６日以降、他の自治体や特別
支援学校などから問い合わせが２５件ほどあった。講演
会や授業への転用が検討されているという。（小林隼）
発言者がマイクに向かって話すと、パソコンに内蔵し
た文字変換ソフトを介して、タブレット端末に発言内容が文字で表示される。発言から文
字表示までは０・３秒程度。聴覚障害者はタブレットを見ながら、議論に参加する仕組み
だ。
斉藤区議は、幼い頃に髄膜炎の後遺症で聴力を失った後、東京・銀座の高級クラブで働
いていた時に、筆談による接客が人気となった。同区議の初当選を受け、議会事務局など
が対応を検討。情報量を減らさず、円滑な意思疎通が図れる音声変換システムを導入する
ことにした。
ＭＪＣは１０年ほど前から北区と防災関連事業などで取引があった。富士通の子会社な
どが開発した文字変換ソフトを利用し、全体のシステムを構築した。
スムーズに変換できるよう、地名や人名、議会の専門用語など３１０の言葉を事前登録
した。ヤジを拾わないようマイクも調整。議場での発言のうち、９割以上を正しく変換で
きるようになったという。
５月の北区議会の臨時会で実際に使った斉藤区議は「普通の会話についていけることに
感動した。声が文字に変わるまでの時差も気にならなかった」と振り返る。
１セット約２００万円。北区議会は本会議用と委員会用に計２セット購入した。同区で
の導入を受け、他の自治体や教育関係者から問い合わせが相次ぎ、導入に向けた協議が進
んでいるという。
まだ、細かい変換ミスがあるなど課題は残るが、ＭＪＣの川崎友裕社長は「様々な用途
に応じた改良を進めていきたい」と意気込む。

脚光浴びる仙台「福住町方式」 東京新聞 2015 年 7 月 22 日
防災とは、支え合いです－。東日本大震災当時を振り返り、仙台市
宮城野区の福住町（ふくずみまち）町内会長、菅原康雄さん（６７）
は、そう確信している。いかに被害を少なくできるかに傾注して、お
年寄りや障害者の支援者リストを作り、市内外の住民組織と協力協定
を結んできた「減災」の備えが震災時に奏功。こうした取り組みは、
地域の防災モデル「福住町方式」として脚光を浴びている。 （石川
修巳）
菅原さんは、東京新聞と河北新報社（仙台市）が二十六日に文京区
で開催する「東日本大震災を忘れない～被災体験を聞く会」で講演。
翌二十七日には、木造住宅密集地域のある文京区大塚の住民と被災者
たちが語り合う「東京むすび塾」にも参加する。
福住町町内会には約四百世帯、一千人余が加入している。菅原さんは「減災の第一歩」
として、住民の名簿作りを重視。震度６強の揺れが襲った震災当日も、支援者リストにあ
る約五十人全員の安否確認は約一時間で完了した。
備蓄食料が底をつく四日目には、二〇一〇年に町内会レベルで「災害時相互協力協定」
防災とは支え合いです

を結んだ山形県尾花沢市・鶴子地区の人たちが、トラックにコメや野菜などを積んで駆け
つけてくれた。現在は、茨城県日立市の「塙山（はなやま）学区住みよいまちをつくる会」
など八団体と協定を結んでいるという。
こうした町内会の取り組みは、
「仙台・福住町方式 減災の処方箋（せん）」（新評論）と
して今年四月に発行された。二百十四ページ、千八百円（税別）
。
菅原さんは「震災後の対応は、日ごろの備えの延長でした。私たちの取り組みは特殊な
事例ではなく、どこでもできうることです」と話している。
◆２６日 震災体験を聞く会 文京シビックホールで
東京新聞は二十六日、東北地方のブロック紙・河北新報社（仙台市）と共催で、「東日本
大震災を忘れない～被災体験を聞く会」を文京区の文京シビックホール多目的室で開く。
午後六時半～同八時、入場無料。
震災の教訓を東京でも共有し、首都直下地震から命と地域を守るための備えに生かす。
津波火災の現場に出動した元消防官、地域と連携して乳幼児七十一人の命を守った元保育
所長ら、宮城県で被災した四人が自らの体験を語る。
事前申し込み不要。問い合わせは、東京新聞社会部「東京むすび塾」事務局＝電０３（６
９１０）２２６０。

難病治療、成人後も支援 厚生省検討会が基本方針
共同通信 2015 年 7 月 21 日
厚生労働省の専門家による検討会は子供の難病「小児慢性特定疾病」について、成人し
ても切れ目のない医療を受けられるよう手引書を作成することなどを盛り込んだ基本方針
案を 21 日までに大筋でまとめた。意見公募を経て９月をめどに厚労相が告示する見込み。
基本方針は、今年１月に施行された改正児童福祉法に基づき策定する。国や地方自治体
が取り組む施策として医療費の支給、自立支援、患者の健全な成長のための調査、研究な
どを挙げた。
対象患者が成人した後の支援では、国がモデル事業を実施し、移行に必要な手引書を作
成する。指定難病の要件を満たす疾病の場合は医療費助成の対象となるよう検討するとし
た。国には成人後の就労状況や生活実態を把握するよう求める。
医療費助成を申請する患者の情報を定期的に収集してデータベースに登録し調査、研究
に活用できる態勢を整備することも盛り込んだ。一方で、子供の医療費全額を補助する自
治体も多いため登録が進まず、十分なデータが集まらないとの懸念もある。申請手続きの
簡素化などの対策を取ることになった。
厚労省によると、小児慢性特定疾病は、慢性の疾患で生命を脅かし、長期に高額な医療
費がかかることなどが要件で、704 疾病、約 15 万人が対象となっている。〔共同〕

「障害年金入門」刊行 精神疾患の障害年金を解説
産経新聞 2015 年 7 月 22 日
精神疾患がある当事者や家族向けに、障害年金に関する手続きを詳しく解説した「精神
障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門～申請から更新まで～」が刊行された。
著者は大阪府高槻市の社会保険労務士、井坂武史さん。
障害年金は重要なセーフティーネットだが、制度の分かりにくさや手
続きの煩雑さなどから、申請や不服申し立てを諦める人が少なくない。
本書はそんな人々に「諦めないで」と呼び掛け、具体的な対処例を紹介
する。Ｂ５判、176 ページ、1944 円。書店販売はしておらず、発行元の
ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構（略称コンボ）に直接申し込む。（電）
047・320・3870。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

