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第８回

兵庫頸髄損傷者連絡会
日時：2018 年 4 月 15 日(日)

13：30～16：30

場所：西宮市立若竹生活文化会館

－２０１７年度

総会資料

第６会議室

活動総括－
会長

三戸呂克美

2017 年度、兵庫頸髄損傷者連絡会において大きく変わったことは、事務局体制を強化したことにある
と言える。中でも業務分掌を明確にした上で適当かつ適切に役員を増やし、行事においては担当制に切
り替えたことが大きい。各役員が自分の業務に責任を持って遂行するだけではなく、行事の担当になる
ことで目的や意義を理解し、積極的に従事したおかげで、行事がスムーズに進行し活性化された。この
成果が最も見られたのは、当会の目玉行事である「秋の大バーベキュー大会」においてである。9 月のバ
ーベキュー大会は残念ながら台風の影響により中止になった。しかし準備段階から担当者を中心に、中
止の判断をどの時点でおこなうか、中止の連絡をおこなう連絡網での役割分担まで練られていたため、
参加者への連絡も混乱なく短時間で終えることができた。どの役員も人任せにせず、各自の役割を適確
におこなっている様は、事務局体制の強化の帰結であると強く感じた。
セルフヘルプ活動においては、大阪頸髄損傷者連絡会と連携して急性期医療センターにおけるピアサ
ポートや個別の相談を、人工呼吸器を使用する高位頸髄損傷者を中心におこなえたことは、発足して 15
年が経つ中で「人工呼吸器使用者の自立生活の実現を目指した」当会の取り組みによる成果であると感
慨深いものがある。他府県に在住する頸損者からの訪問要請を受け、セルフヘルプを実施している。継
続的なセルフヘルプがおこなえていることに当会の存在意義が証明されていると考える。
2017 年度、多くの行事を開催し、多くの参加者を得ることができた一方で、頸髄損傷者連絡会に特化
した活動のひとつ「行政交渉」ができていないこともあえて挙げておきたい。会員の生活をよくすべく、
支援制度や助成制度の改善を求める交渉をおこなうことが当会の責務であるが、おおよそ満足いく行動
がとれなかった。
「頸損連絡会」の存在を周知していくことも目的であるが、それだけでなく、多くの人
たちのエネルギーを得て、県や国との交渉へと導く力に変えることが、イベントを開催する目的のひと
つである。2018 年度では。交渉活動を行っていくことで、重度頚損者の拠点として発展するような活動
を継続していきたい。
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－２０１７年度

活動報告－

支部活動
2017(平成 29 年)
.4.2
.4.2
.4.9
.4.16
.4.17
.4.19
.4.20~22
.5.6
.5.7
.5.8
.5.13
.5.27~28
.6.1
.6.8
.6.10
.6.10
.6.11
.6.11
.6.16~18
.6.17~18
.6.24
.6.29
.7.11
.7.10
.7.19
.8.9
.8.13
.8.18
.8.22~24
.8.26~27
.9.4
.9.10
.9.17
.9.23
.9.27~29
.9.30
.10.7
.10.8
.10.13
.10.15
.10.18
.10.29
.10.31
.11.5
.11.7
.11.11
.11.12
.11.17
.12.2

第 27 回人工呼吸器使用者交流会(大阪市) (米田・井上)
兵庫頸損連絡会・会計監査(坂上・宮野)
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(坂上)
兵庫頸損連絡会・支部総会(西宮市若竹生活文化会館)
神戸大学医学部保健学科「リハビリテーション工学福祉用具学」講義(宮野)
兵庫医療大学「私のリハビリテーション経験と生活」講義(島本卓)
バリアフリー2017・福祉機器展(インテックス大阪)
セルフヘルプ(加古川市）（米田）
バリアフリー調査(神戸市兵庫区)
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸実行委員会(神戸市)（土田・島本卓）
神戸リカバリー研究会シンポジウム(神戸市)
全国頸損連絡会総会・四国大会(香川県高松市)
関西学院大学・人権教育科目「障害と人権 A」講義(宮野)
関西学院大学・人権教育科目「障害と人権 A」講義(宮野・島本卓)
セルフヘルプ(大阪市東住吉区）
（米田）
リハ工学カンファレンス in 神戸オーガナイズドセッション打ち合わせ(西宮市)（島本卓）
セルフヘルプ(大阪府枚方市）（米田）
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(三戸呂・土田・島本卓)
第 16 回高知ふくし機器展(高知県高知市)（宮野）
兵庫頸損連絡会・しあわせの村宿泊体験合宿(神戸市)
みんなで一緒に考えるリハ工学デザイン頸髄損傷編(横浜市)（宮野・島本卓）
湊川短期大学講師(三田市)（土田）
明石市条例レクチャー(明石市役所)（米田)
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸実行委員会(神戸市)（土田・島本卓）
総合リハビリテーションセンター施設運営協議会(神戸市)（宮野）
都島区ヘルパー連絡会勉強会講師(大阪市都島区)（宮野）
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)（土田)
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸決起集会(神戸市)（土田・島本卓）
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸(神戸市)
車いす SIG 夏期講習会講師(神戸市)（宮野）
全国頸損連絡会・代表者会議(愛知県名古屋市)
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田)
兵庫頸損連絡会・秋の大バーベキュ～大会(明石市大蔵海岸)（台風のため中止）
第 21 回神戸リカバリー研究会(明石市)（宮野）
第 44 回国際福祉機器展 H.C.R.(東京ビッグサイト)（島本卓）
セルフヘルプ（大阪府立急性期医療センター）
（米田）
セルフヘルプ（大阪府立急性期医療センター）
（米田）
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田)
神戸学院大学「ユニバーサル概論」講義(有瀬キャンパス)（島本卓）
ふれあいリハフェスタ in 西播磨総合リハビリテーションセンター・ブース出展(たつの市)
都島区ヘルパー連絡会勉強会講師(大阪市都島区)（宮野）
日本褥瘡学会近畿地区床ずれセミナー(姫路市)（宮野）
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸打ち上げ(神戸市)（土田・島本卓・宮野）
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)（土田)
兵庫県立有馬高等学校講話(三田市)（土田）
東京頸損連絡会・勉強会ゲストスピーカー(東京都練馬区)（宮野）
兵庫頸損連絡会・定例会(西宮市中央公民館)
甲子園短期大学講演(西宮市) (宮野)
日本褥瘡学会鳥取県在宅褥瘡セミナー(鳥取県米子市)（宮野)
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.12.10
.12.17
.12.17
.12.23

セルフヘルプ(三重県四日市市）
（米田）
兵庫頸損連絡会・忘年会(明石市)
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)（木戸)
リフォームドクター2017 年研修会講師(佐賀県佐賀市)（宮野）

2018(平成 30 年)
.1.14
.1.20
.1.27
.2.11
.2.21
.3.3
.3.11
.3.24

大阪頸損連絡会・新年会(大阪市東住吉区)
第 19 回兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会(神戸市教育会館)
ピアサポート(大阪府立急性期医療センター）
（米田・土田）
全国頸損連絡会・代表者会議(CIL あるる)
都島区ヘルパー連絡会勉強会講師(大阪市都島区)（米田）
全国頸損連絡会・日本リハ工学協会・CRS 第 7 回合同シンポジウム(神奈川県厚木市)
大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)（米田)
兵庫頸損連絡会・会計会議(明石市)

役員会
2017.4.8
2017.5.14
2017.6.3
2017.7.8
2017.8.12
2017.9.2
2017.10.14
2017.11.4
2071.11.11
2017.12.9
2018.1.13
2018.2.10
2018.2.17
2018.3.17

兵庫頸損連絡会・役員会(ウィズあかし)
兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(ウィズあかし)
兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館)
兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館)
兵庫頸損連絡会・役員会(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(ウィズあかし)
兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館)
兵庫頸損連絡会・機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(NPO 法人ぽしぶる)
兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館)

全国総会大阪大会 実行委員会
2017.7.23
2017.8.20
2017.9.24
2017.10.1
2017.10.29
2017.11.19
2017.12.3
2017.12.26
2018.1.28
2018.2.25
2018.3.3
2018.3.11
2018.3.18
2018.3.25
2018.3.31

第 1 回 実行委員会(大阪市港区民センター）
第 2 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）
第 3 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）
第 4 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）
第 5 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）台風のため中止
第 6 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）
第 7 回 実行委員会 アクセス調査
ホテルアウィーナ大阪 打ち合わせ＆会場視察
第 8 回 実行委員会(大阪市大淀コミュニティーセンター）
第 9 回 実行委員会(大阪市福島区民センター）
シンポジウム打ち合わせ(西宮市若竹生活文化会館)
シンポジウム打ち合わせ(CIL あるる)
第 10 回 実行委員会(大阪市東成区民センター）
第 11 回 実行委員会(西宮市若竹生活文化会館）
シンポジウム打ち合わせ(西宮市総合福祉センター)

機関誌発行
兵庫支部機関誌

・縦横夢人 春 16 号 特集『あなたにとって自立とは？～より快適な生活に向かって
～』
・縦横夢人 夏 17 号 特集『今、生活の中で問題と感じていること～自分らしく地域
で暮らすには～』
・縦横夢人 秋 18 号 特集『頸食（けいしょく）～ひとり暮らしに彩りを～』
・縦横夢人 冬 19 号 特集『人工呼吸器使用者の自立について～10 年を振り返って～』
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