全国難病センター研究会
心から設立総会開催される

県では県が運営する難病センタ

ーと患者会が運営する難病相談

ますが︑難病対策というのは患

室があります︒13年間続けてい

者が入ってこそ血の通った難病

相談が出来るのではないかと思

います︒患者会が力をつけて︑

国会議員や医師会が世話人会を

県では相談室を県の福祉相談室

とが必要だと考えます﹂︒﹁広島

主体的に運営に参加していくこ

構成し︑しっかり研究会をサポ

から広島大学に委託させようと

全国難病センター研究会の設

疾病団体が参加し︑１２０人を

ートし︑応援団として努力して

県担当課︑27地域難病団体︑30 きなものがあります︒超党派の

議員会館で開催されました︒

立総会が６月26日︑衆議院第一一

超す大きな盛り上がりのなか始

設立総会は13人の国会議員と

者の立場に立った相談センター

しています︒それでは私たち患

人会代表幹事の原田義昭衆議院

置かれている状

の患者・家族の

思います︒全国

より喜びたいと

病相談・支援センター事業の概

厚生労働省疾病対策課より難

︵世話人・運営委員は２面参照︶

糸山泰人氏が選出されました︒

木村格︵いたる︶氏︑副会長には

ていてよかったと︑言われるよ

地城で闘病している患者が生き

とは非常に喜ばしいことです︒

談事業に予算をつけてくれたこ

たいと思っています﹂︒﹁難病相

一緒に勉強し︑力をつけていき

が出来るとは思えません︒今

況はまだまだ不

要説明の後︑記念講演として︑

うな運動を患者団体が中心にな

綱を全会一致で採択し︑運営委

充分であると言

木村格先生から﹁特定疾患の地

って展開していきましょう﹂︒

議員は﹁全国難病センター設立

つづいて︑設立趣意書︑運営要

いきます﹂と︑述べました︒

一運営研究宍

開会のあいさつに立った匪話

まりました︒

働省︑７都道府

えます︒今年度

域支援体制整備から難病センタ

最後に糸山副会長が﹁今日の

後︑患者の立場に立った相談事

から難病相談・

ーに期待すること﹂︒中島孝先

設立総会で組織の形が整いまし

員会︑世話人会の役員を選出し

支援センター事

生から﹁難病におけるＱＯＬ研

た︒今後は研究会の内容の充実

総会の発足を皆

業が予算化され

究の現状と今後﹂の講演があり

が大事になってきます︒一歩一

業を創り出すために︑皆さんと

たことは大きな

ました︒

ました︒運営委員会の会長には︑

喜びです︒その

発足したこの研

体化するために

事業を全国で具

た発言が相次ぎました︒﹁兵庫

最後に︑出席者から期待を込め

況アンケート調査報告があり︑

また︑祁道府県の取り組み状

確認して閉会しました︒

研究会を札幌で開催することを

う﹂と︑あいさつをし︑10月に

歩着実に前進していきましよ

究会の役割は大

‑
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さんとともに心

原田義昭世話人会代表幹事による開会あいさつ

代理出席を含めて31人の衆参議
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員が出席しました︒また︑日本
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◆会

木

世話人
運営委員
長

格︵いたる︶

役員一覧
村

︵国立療養所西多賀病院院長︶
◆副会長糸山泰人

藤

たてお

︵束北大学大学院医学系神経内科学教授︶
伊

二

︵ 日本患者・家族団体協議会

◆事務局長

財・北海道難病連
津島雄

︵衆議院議員・自由民主党︶

◆代表世話人

田義昭

︵衆議院議貝・自由民主党︶

︶

池

部

晃

︵衆議院議員・自由党︶

子

孝

︵日本医師会常任理事︶

倫太郎

︵衆議院議員・社会民主党︶

知

︵参議院議輿・日本共産党︶

武山百合子

小

阿

潭

◆運営委員
中島

村
︵都立保健科学大学教授︶

佐和子

︵国立療養所犀潟病院神経内科医長︶
川

牛込三和子
︵群馬大学医学部保健学科教授︶

︵埼玉県障難協︶

︵秋田県難病連︶

一

洋

︵長野県難病連︶

喜代子

坂本秀央

全国難病団体連絡協議会

︵ 全国多発性硬化症友の会
︶

静岡県難病団体連絡協議会

特定疾患の地域支援体制の構築に閔す

■研究班等■

※当面佃人

財団法人全国精神障害者家族連合会

ＮＰＯ滋賀県難病連絡協議会

愛知県難病団体連合会
京都難病団体連絡協議会

る研究班主任研究者・国立療養所西

格

多賀病院院長

教授

川村佐和子

難病石護学会会長・都立保健科学大学

馬大学医学部保健学科教授

アの在り方に関する研究班班員・群

特定疾忠の生活の質の向上に資するケ

香川県難病忠者・家族団体連絡協議会

和子

牛込三

愛媛県難病等患者団体辿絡協議会

アの在り方に関する研究班主任研究

特定疾患の生活の質の向上に資するケ

者・国立療養所犀潟病院神経内科医

孝

長

中口

熊本県難病団体連絡協議会

班主任研究者・東北大学大学院医学

わる新規治療法の開発に関する研究

筋萎縮性側索硬化症の病因・病態に関

口本患者・家族団体協議会︵ＪＰＣ︶

系研究科神経科学講座神経内科学教

■疾病団体回

鹿児島県難病団体連絡協議会

宮崎県難病団体連絡協議会

佐賀県難病団体連絡協議会

福岡県難病団体連絡会

高知県難病団体連絡協議会

広島難病団体連絡協議会

木村

大阪難病者団体連絡協議会

子

兵庫県難病団体連絡協議会

静

端

小林信秋

河

︵難病のこども支援全国ネットワーク︶

奈良県難病辿絡協議会

︵日本リウマチ友の会︶

三枝子

国筋無力症友の会︶

全国膠原病友の会︶

︵日本ＡＬＳ協会︶

臓病の子どもを守る会︶

三

授

社団法人日本筋ジストロフィー協会

全国多発性硬化症友の会

ベーチェット病友の会

谷

︵津島雄一一会長・原田義昭幹事長他︶

自山民主党難病対策議員連盟

■議員等■

素人

全国難病団体連絡協議会

埼玉県

社団法人日本リウマチ友の会

糸山

難病のこども支援全国ネットワーク

栃木県

口根県

全国筋無力症友の会

群馬県難病団体連絡協議会

栃木県難病団体連絡協議会

福島県難病団体連絡協議会

山形県難病等団体連絡協議会

秋田県難病団体連絡協議会

宮城県難病団体連絡協議会

岩手県難病団体連絡協議会

財団法人北海道難病連

■地域難病連■

日本肝臓病患者団体協議会

日本ＡＳ友の会

全国脊柱籾帯骨化症患者家族辿絡協議会

財団法人がんの子供を守る会

拡張型心筋症患者会

トワーク

特定非営利活勁法人日本ＩＤＤＭネッ

全国パーキンソン病友の会

日本ＡＬＳ協会

全国心臓病の７ どもを守る会

ありのまま舎

沖繩県難病支援センター

■その他団体・機関■

悟議員︵衆︶

良主党難病対策作業部会︼

博之議員︵参︶

兵庫県

長崎県

社団法人埼玉県障害難病団体協議会

日本ムコ多糖症親の会

明るい福祉を考える会

罠主党薬事血液対策作業部会一

ＮＰＯ東京難病団体連絡協議会

日本網膜色素変性症協会

愛知県医師会・難病相談室

家西

神奈川県難治性疾患団体連絡協議会

ハタハタの会

社団法人日本医療社会事業協会

小池

知子議員︵衆︶

晃議貝︵参︶

一社民党厚生労働担当﹂

﹈共産党厚生労働担当一

阿部

百由党厚生労働部会﹂

武山百合子議員︵衆︶

一公明党厚生労働部会１１

佳織議員︵衆︶

山梨県患者・家族団体協議会

もやもや病の忠者家族の会

ぶ生労働省疾病対策課︵オブザーバ士

丸谷

長野県難病患者連絡協議会

屹廊の会

全国膠原病友の会

山口県

︵ありのまま舎︶

和歌山県難病団体連絡協議会

︵日本筋ジストロフィー協会︶

沢

長谷川

横尾
畠
斎藤
︵全国

幸

全国パーキンソン病友の会︶

浩

︵日本ＩＤＤＭネットワーク︶

＝加盟団体＝

江

︵福岡県難病連︶

白

・・八

ＳＳＰＥ青空の会

宮崎県

広島県

京都府

茨城県

■都逆府県■

北海道
千葉県
岡山県

枝＿子全宏

雄明
新潟県患者・家族団体協議会

大分県

保公心幸

◆代表幹事原

子

︵参議院議員・自由民主党︶
治
︵大阪難病連︶
︵兵庫県難病連︶

永＿徳沢

︵佐賀県難病連︶

︵和歌山県難病連︶

雄子夫恒子三登

◆世話人

村

︵参議院議貝・民主党︶

之

︵参議院議貝・自由民主党︶
博

悟

石三竹森米濤有佐山

︵釘ＵＨド︶

光睦隆良寛米

亀井郁夫

有

西

坂藤崎
井原内田田

清金
岩

岐阜県難病団体連絡協議会

２−

谷

家
︵衆議院議員・民主党︶

︵衆議院議員・公明党︶

研究大会
会
総

丸谷佳織

全国難病センター研究会組織図

ころ︑予想を上回る反響と理解︑

会﹂として発足をよびかけたと

発表していきたいと思います︒

れらの理由は︑今後の研究会で

るべきであろうと考えます︒そ

三者協議機関のようなものであ

の医師会及び行政が加わっての

者・家族がアクセスしやすいと

中立性を担保すると同時に︑患

中に置かれるよりも︑独立性︑

病院︑保健所などの相談機関の

設置場所も大学病院︑国公立

のあるところです︒

とについても︑いろいろと意見

師が一番適している﹂というこ

いし︑疾病対策課のいう﹁保健

集団や行政が独占すべきではな

み﹂の部分まで医療側の﹁専門﹂

き続いて﹁相談﹂や﹁苦情﹂﹁悩

療︑福祉に新しい風を吹かせる

私たちは︑ここから日本の医

切なことと考えられます︒

と定着させていくかは極めて大

どのように充実させ︑地域へ

と考えています︒

育成する事業の手がかりになる

体的支援を含めて︶や患者会を

や課題の整理︑アドバイス︑具

︵患者・家族の抱えている感情

おいて欠けている﹁相談﹂事業

は日本の医療の制度や仕組みに

私たちは︑この難病センター

協力を得るところとなりまし

第二に︑行政機関や医療機関

ことができるという期待があり

少なくとも医療の現場から引

た︒そこでまた考えたことは︑

にこのセンターを併設すること

ころに置かれるべきと思ってい

ます︒

事務局長伊藤 たてお

﹁今︑なぜ反響が大きいと感じた

の問題点についても今後検討を

ます︒

るために︑この事業に寄せての

また研究と学習の目標を決定す

そして議論を深めるために︑

せることが︑現代医療において︑

動︶を育成し︑社会的に成長さ

第三に︑患者団体︵とその活

にためらい︑逡巡するか︑どの

悩み︑相談することをどのよう

患者・家族が何をどのように

者団体の努力と奮起を望むもの

確立させるためにも︑各地の患

真に患者が主体となる医療を

活動を始めようと思います︒

これからその答を探すための

のか﹂ということでした︒

のか︑患者会は何を求めている

加えていきたいと思います︒

現代医療の中にあって難病相談
支援センターの意味するもの

難病相談・支援センターの整
備計画を聞いて︑いろいろなこ
とを考え︑想像を巡らせ︑様々
な状況を頭の中でシミュレーシ
ョンしてみました︒
これは︑何を意味するのか︑

です︒

体があって社会的に成り立って

難病対策そのものが︑患者団

の性質︑特徴からみて︑相談を

もあります︒患者・家族の相談

をいかに強めるかということで

連絡先変更のお知らせ
１

することが夢であっただけ

に︑さぞ無念であったことと

夫氏が八月二十二口吻透析後

ました皆様に感謝申し上げ︑

当誌創刊にご協力いただき

思います︒

自宅にて急逝いたしました︒

す︒

道難病連が編集を担当しま

編集部は当面閉鎖し︑北海

たします︒

慎んで故人のご冥福を祈念い

ＪＰＣ事務局時代より全都

絶筆となりました︒

た︒八頁の編集と編集後記が

社へ下稿寸前となっていまし

当創刊号を準備し︑印刷会

編集を担当していた山崎旦

道府県に難病センターが実現

ようにして決断するのかについ

第一に︑都道府県の難病相談

いるものだからであり︑また地

担当するのは︑まず患者か家族

ぎかなツ編集部閉讐

また地域社会の発達と充実にお

医療と福祉において︑どのよう

・支援センター︵以下︑難病セ

第四に︑課題として︑患者団

私の期待を述べます︒

な意義を持つのか︒医療︑とり

ンターと略す︶の運営は患者団

体の運営能力と継続性をいかに

難病対策において︑かつ地域の

わけ専門医療との関係は︑ある

体︑とりわけ都道府県難病連に

確保するか︑ということがあり

て想像しなければなりません︒

いは行政との関わりはどのよう

委託してこそ︑その存在意義が

ます︒それは専門職種との連携

いて必要なことについて今後発

にあることが望ましいのか︒そ

あると考えています︒

また全国の患者団体や行政︑

域医療との関わりからは︑患者

が一番適しており︑そこに福

言していきたいと思います︒

して患者団体に運営する力はあ

専門家の協力による相談のネッ

団体による運営が最適であると

祉︑行政の専門職との関わりが

るのか︑それは継続できるの

トワークが今欠けている事も感

考えるからです︒そうでない場

大切かと思います︒

か︑などなど︒

じています︒

合は患者団体を核として︑地域

﹁全国難病センター運営研究

−３

るとしたら︑いつ頃を予定さ

・検討中

・その他

・県立医大に委託

・県が直営

９件

２件

︱件

︱件

体連絡協議会／神奈川県難治性

害難病団体協議会／東京難病団

連絡協議会／社団法人埼玉県障

体連絡協議会／栃木県難病団体

ーク／ハタハタの会／もやもや

活動法人日本ＩＤＤＭネットワ

者家族連絡協議会／特定非営利

友の会／全国脊柱靭帯骨化症患

／武山百合子議員︵自由党︶／

主党︶／丸谷香織議員︵公明党︶

議員︵民主党︶／家西悟議員︵民

道俊哉議員︵自民党︶／谷博之

／田村憲久議員︵自民党︶／仲

民党︶／佐藤静雄議員︵自民党︶

議員︵自民党︶／左藤章議員︵自

郁夫議員︵自民党︶／有村治子

原田義昭議員︵自民党︶／亀井

◆国会議員

難病団体連絡協議会／宮城県難

財団法人北海道難病連／岩手県

◆患者団体

口県健康福祉部健康増進課

和歌山県福祉保健部健康局／山

京都府保健福祉部健康対策課／

滋賀県健康福祉部健康対策課／

埼玉県健康福祉部医療整備課／

栃木県保健福祉部健康増進課／

茨城県保健福祉部保健予防課／

◆都道府県担当課

山泰人︵東北大学大学院教授︶

︵国立犀潟病院内科医長︶／糸

︵国立西多賀病院長︶／中島孝

団法人日本リウマチ友の会／ベ

目本筋ジストロフィー協会／社

会／日本ＡＬＳ協会／社団法人

友の会／全国多発性硬化症友の

を守る会／全国パーキンソン病

病友の会／全国心臓病の子ども

全国筋無力症友の会／全国膠原

ネットワーク／ありのまま舎／

協議会／難病のこども支援全国

団体協議会／全国難病団体連絡

ネットワーク／日本患者・家族

支援センター／佐賀県難病支援

病団体連絡協議会／沖縄県難病

難病団体連絡協議会／鹿児島難

県難病団体連絡協議会／宮崎県

／福岡県難病団体連絡会／佐賀

員／堀内光雄議員／三ツ林隆志

自見庄三郎議員／西野あきら議

関谷勝嗣議員／若林正俊議員／

保岡興治議員／山口泰明議員／

森岡正宏議員／八代英太議員／

塩崎恭久議員／武藤嘉文議員／

河村建夫議員／河野太郎議員／

岩永峯一議員／尾身幸次議員／

津島雄二議員／伊達達也議員／

◆代理出席

ンサルティング

ンニングセンター／ジョイーコ

日本製薬工業協会／㈱日本プラ

報センター／ファイザー製薬／

厚生労働省疾病対策課／難病情

◆その他

働災害対策協議会

すか︵複数回答あり︶︒

小池晃議員︵共産党︶／阿部知

病団体連絡協議会／秋田県難病

ーチェット病友の会／財団法人

議員

‑

全国難病センター研究会の設

病の患者家族の会／明るい福祉

を考える会／拡張型心筋症患者

疾患団体連絡協議会／山梨県患

者・家族団体協議会／長野県難

会／日本網膜色素変性症協会／

34件

患者団体もしくは第三者機

病患者連絡協議会／新潟県患者

・未定・未記入

３件

関に委託する場合︑次のよう

れていますか︵複数回答あり︶︒
・03年度
12件

社団法人日本てんかん協会／社

立総会を控えた５月︑47都道府
県の難病対策関係課宛にアンケ
・04年度

・家族団体協議会／静岡県難病

４

ート調査を行いました︒

な法人格を必要と考えますか

友の会／ＩＢＤネットワーク／

６件

連絡協議会／大阪難病者団体連

宮城県神経難病医療連絡協議会

・05年度

その結果︑６月21日までに45

７件

絡協議会／兵庫県難病団体連絡

／つくしの会︵全国軟骨無形成

団法人全国腎臓病協議会／ザ・

・公益法人が望ましい

５件

協議会／和歌山県難病団体連絡

症患者・家族の会︶／スモンの

団体連絡協議会／京都難病団体

・ＮＰＯ法人が望ましい

５件

協議会／広島難病団体連絡協議

︵複数回答あり︶︒

・特に法人格は必要なし

５件

２件

・検討中

運営の委託を検討していま

４件

会全国連絡協議会／全国交通労

子議員︵社民党︶

団体連絡協議会／山形県難病等

がんの子供を守る会／日本ＡＳ

総会参加者一覧

◆医師会・研究者

団体連絡協議会／茨城県難病団

︵敬称略︶

日本医師会・滓倫太郎／木村格

３

・県難病連に委託

会／高知県難病団体連絡協議会

・検討中

30

27件

件の回答がありました︒

／
／
ｙ
／

・未定・未記入

23件

０

１件

・未定・未記入

ど

・患者会に委託

︻質問項目と回答結果一
貴県では︑難病相談・支援

27件

１
センターを設立する予定はあ

・検討中
１１件

●Ｚ「
検討中

４−

りますか︒

・まだ検討していない
６件
Ｏ件

・ある
・検討する予定はない
Ｉ件

件

１で︵ある︶︑︵検討中︶とお

Ｄ
まだ検討
していない ｜

20
10
０

・未記入
２

ａ
検討する
予定はない

二１６
ある 「

1
未記入 「

答えの県に伺います︒設立す

１
質問項目

全国難病センター研究会
第１回研究大会（札幌）
◆日

◆会

時:2003年10月11日出
15 : 00〜20 : 00

場:11日
北海道難病センター
札幌市中央区南４条西10丁目
TEL.01レ512 −3233
12日 札幌医科大学記念ホール
札幌市中央区南１条西18丁目

2003年10月12日(日)
9 :00〜15 : 30

TEL. oil −611 −2111
５。参加・発表申し込み

開催要項 (案)
１．目

的

2003年から概ね３ヵ年で整備される
予定の難病相談・支援センターの方

６。発表方法

９月30日㈹

①会場発表（１題13分以内）
②文書発表

向性を探り、運営・相談に従事する
者の知識、技術等の資質向上を目的
とします。また医療、福祉、行政関
係者、患者・家族団体とのネットワ

③口頭発表（参加者交流会）
７。発表要旨

発表①、②の方は発表要旨を郵送、
E ‑ nia目等でお送りください。

ークの構築を図ります。

表・写真込みでＡ４版２枚以内
２。共

催

９月30日(火)必着

・全国難病センター研究会
・厚生労働省特定疾患対策研究事業
特定疾患の地域支援体制の構築に

８。参加費

関する研究班

研究大会

3,000円

参加者交流会

4, 500円
800円

２日目昼食
３。後

援

1,000円

抄録のみ希望

・厚生労働省疾病対策課
・北海道

９．支払い等 詳細は事務局より送付
・宿泊・航空券等は
札通トラベル 担当・岡田

・札幌市
・社団法人北海道医師会

４。日

程

TEL.01ト251 −1166
FAX.01ト210 −6586

10月11日会場・北海道難病センター
13 : 00

受付開始

13 : 30

世話人会一巡営委員会

15 : 00

北海道難病センター見学

◆事務局

財団法人北海道難病連

会
18 : 00
10月12日

〒064 −8506

参加者交流会

9 :30
13 : 00

札幌市中央区南４条西10丁目
北海道難病センター

会場・札幌医科大学記念
TEL. on

ホール
9 :00

全国難病センター研究会

−512 −3233

FAX.01卜512

受付開始

E −maiじjimukyokU@do

発表会

URL:http://ＷＷｗ.do
−nanren. jp/

全体会
基調報告・特別講演
−

５

−nanren. jp

−4807

特定疾患の地域支援体制の構築に関する研究
班主任研究者
国立療養所西多賀病院院長

木

村

格先生

の質の向上に資するものでなけ

きめ細かく生かされ︒生活自体

者である障害者の方々の要望が

りません︒ここでも意識の改革

研修等もやっていかなければな

介護人派遣制度︑ボランティア

力の絶対的な不足です︒全身性

本当にこうして生きたいという

です︒難病を抱えている方々が

ればならないと考えています︒

現状の課題解決から

思いを表現でき︑伝える場が少

病気や障害が重度でも︑環境を

した︒今は違います︒どんなに

仕方のないことだと考えがちで

り︑社会活動ができないことは

ます︒地域特異性を尊重した支

重ねていく作業が大切だと思い

成果を難病センターに連携し︑

が実施されました︒これまでの

今までにもたくさん難病対策

の開発と平行して︑医療体制整

と整えることも重要です︒治療

いためには難病医療体制を一段

ンディキャップが重度にならな

す︒病気が重症化し︑障害やハ

るためには︑福祉施策が大切で

も︑地域で生き生きと生活でき

ます︒それぞれの方がどう生き

いることが︑現にたくさんあり

ために自分の思いをあきらめて

設がないという社会的な条件の

吸器の余裕がないとか︑入院施

ていくことが出来ます︒人工呼

っと自分の思いを表現して生き

人工呼吸器を使えばもっとも

ないと思います︒

整備し︑教育によって周囲の意

援ネットワークができれば良い

備とシステムの開発を一緒にや

たいかということを遠慮なく伝

どんな重い障害を持っていて

識を変えて行けば難病はけっし

と思っていますし︑一方では︒

っていかなければなりません︒

えられ︑実現できるような社会

今こそよく考え︑良いセンター

て特別な病気ではなくたくさん

全国隈無く難病センターができ

障害が重くてなかなか在宅で

が基盤にあって︑この難病セン

以前には︑重い病気では︒重

の支援者によって克服ができ︑

るのですから︑全国共通の問題

療養できないケースがたくさん

ンターをどのように運営してい

を作ることが決まりました︒セ

後３年間で全国に難病センター

厚生労働省難病対策費で︑今

場所を準備しよ

い自由な生活の

はめられていな

くない︑たがの

かも制限の厳し

自宅に近い状態で過ごせる病棟

ています︒ここではできるだけ

り︑現在それぞれに試行錯誤し

て全国の国立療養所の活用があ

ていますが︑選択肢の１つとし

長期療養の場が非常に限られ

を作り上げたいと思います︒

障害者が社会参加できるという

はネットワークの中で解決して

ターが活動できるのだと考えま

い障害とハンディキャップがあ

考えです︒難病センターの役割

あります︒在宅に替わり得る長

けばよいかを研究する研究会が

うということで

を運営し︑心掛けていますが容

メンタル・廿ポートが大切

す︒

いくことも大切でしょう︒利用

期の療養の場を

はこの社会参加のお手伝いだと
思います︒

きちんと提供し

ていかなければ

発足したことはとても時期を得

す︒そこでの一

易ではありません︒中でも一番

全国難病センター研究会

たものです︒私たちはちょうど

番の問題は介護

なりません︒し

そのチャンスに恵まれました︒

‑

一Ｉ・−ｉ：
一−一︱ＩＩ

皆でよく考え︑理想的な難病
センターを創造しましょう
一 一
一皿一

●
袴

﹂﹈｀﹄
Ｉ一
一一
こ皿一
１皿ＩＩ
ドりＩＩｆ

はじ応に．１１ｊ

私は現在︑厚生労働省﹁特定
疾患の地域支援体制の構築に関
する研究班﹂主任研究者をして
います︒研究班は個々の難病の
原因を解明して確実な治療法を
開発するのが主な目的ですが︑
私の班では難病の方の生活支援
と医療体制整備︑その効果の検
証と全国への普及も大切な役割
です︒ですから難病センターの
これからの勁きは研究活動とも
密接に関連しており︑注目して
います︒
さて今日は難病センターに何
を期待するかをご一緒に考えて
みたいと思います︒

６

砂
‑

を支援できる場︑そういう精神

を克服して生きる︑その強い魂

という心を導くことです︒難病

い病気を抱えながら生き続ける

問題となるのは︑難病という重

こういう問題もこの研究会の中

オートノミーをどう捉えるか︑

人のどうしたいかという意思︑

ないという事実があります︒本

ずしも良かったとは思ってはい

工呼吸器をつけて生きていて必

入院施設廓頗卸業から

重症囃届者

思います︒

て︑十分ご活用いただきたいと

１も国立病院と連絡を密にし

保︑拠点病院と協力病院との調

す︒拠点病院では入院施設確

所によって活動に特徴が出ま

かになるわけです︒

地域の支援体制の問題点が明ら

活動できる人を確保して︑その

システムを確立し︑核になって

物自体よりも今まで蓄禎された

う建物だけを作る作業をしてほ

県ではすぐに難病センターとい

す︒県庁に置きますと行政との

整︑在宅への介在がより有利で

最大限に尊重すること︑特定の

いと思います︒利用者の意見を

稼動させる作業から進めてほし

人を中心にネットワークを十分

しくないと思います︒予算を建

面での支援が今︑一番大切にな

で解決して行きたいと考えま

連携︑研修会︑講演会など企画

難病医療専門員はその配属場

っています︒病院でもそうです

す︒

の半分ずつを出資して︑重症難

病気だけに恩恵が偏重しないこ

病患者入院施設確保事業が始ま

と︑民間の自由さ︑個人の自由

神経系難病病棟を持っている

さを取り入れたものでなければ

平成Ｈ一年度には国と県が経費

が︑このことは地域でも同じ
で︑今後難病センターの重要な

するか︑どこに附属すべきか十

面での利点があります︒今後︑

の都道府県で実施しています︒

分検討が必要です︒

いけないと思います︒企画と実

りました︒現在迄全国で約半分

その中で入院を調整する難病専

専門医療スタッフとの連携も

践の両面で優れた職員の育成が

甲乙病院は各都道府県にほぼ一

が独立行政法人になるに際し

門員が配置されています︒難病

大切な役割です︒いつでも入院

大切です︒恒久的な事業とする

役割になるでしょう︒

人の方の満足度をみますと︑患

て︑それぞれの存在意義を求め

センターには難病相談支援員が

を引き受けてくれる病院の受け

難病センターをどういう組織に

者自身よりはご家族の満足度が

られています︒在宅療養を希望

置かれますが︑難病医療専門員

つなり二つあります︒国立病院

より高い結果と報告されていま

しながらも条件が揃わず︑病院

人工呼吸器を装着しているLn

す︒何パーセントの患者は︑人

たいと考えています︒

できる迄の間お世話をし

していき︑在宅の準備が

してほしいという直接的な相談

院させてほしい︑専門医を紹介

です︒相談を開始すると先ず入

難病相談はとても重要なこと

を補うためには地域医師会との

専門医も限られています︒これ

の都道府県でまだ未整備です︒

とです︒長期に関しては︑多く

す︒制度整備も併せて必要なこ

はなく︑センターを作る過程で

難病センターを作ることだけに

この研究会の目的は単に良い

経済的基盤も今後検討が必要で

例えばＡＬＳの患者さ

がたくさん来ます︒支援体制が

連携が必要です︒事業への協力

の利用者と行政︑福祉︑医療ス

入れ体制が完備していないとい

んは全国に約６千人いま

整ってくるにつれ︑治療の可能

をお願いしながら︑支援の仲間

タッフがどんなセンターが必要

との役割分担を十分検討したい

す︒６千人の中に入院が

性や︑ヘルパーを派辿してほし

として一緒にやって行く体制づ

で︑どんな運営をすべきかを十

で過ごされる方も少なく

必要な患者さんは約２千

いけどどうしたらよいか︑経済

くりが求められます︒

有りません︒国立病院の

人います︒その中の約６

的な相談や装具の問題などの問

す︒

百人が国立病院に入院し

い合わせが多くなってきていま

うことが一番の問題になりま

て︑生活をしています︒

す︒相談所を設けるということ

と思います︒

これからもいろいろな機

は︑ただ相談を受けるというこ

北海道には立派なセンターが

難病病棟を少しずつ整備

会を利用して︑国立病院

とではなく︑確実な回答と解決

できました︒しかし︑他の都府

を達成しましょう︒

す︒皆で力を合わせてその目的

して行くガイドになることで

をつくること︑センターを運営

分議論し︑ネットワークの基盤

最後に再び研究会の目的

に要望を出していただき

が求められます︒相談内容から

研究班からの提言

たい︒そして難病センタ

‑

７

療福祉従事者が行う介入や行為

が患者のＱＯＬを実際に高めた

かどうか︑量的に測定できれば

有効性が確かめられるように思

われます︒

難病領域において私たちはＱ

について最初に話をします︒

いうことがわかりました︒これ

法論は十分確立されていないと

この解決が優先的課題と考えら

死を望んでいる可能性があり︑

ケアの不備によって患者が尊厳

介護における低いＱＯＬや緩和

であるという理由以上に︑家庭

様です︒例として公衆衛生学的

や評価尺度の特徴に依存し︑多

ＱＯＬ評価結果は測定する目的

体が介入になるとも考えられ︑

とは難しい上に︑ＱＯＬ測定自

いう実態を完璧に測定できるこ

孝先生

ＯＬ向上のためにがんばってき

れるようになってきています︒

な発想から作られ︑対象集団の

島

たつもりですが︑今までは︑科

吸引問題などに象徴される家庭

アウトカム研究のための一般的

中

学的アプローチやスピリチュア

介護におけるＡＬＳ患者のＱＯ

な健康関連ＱＯＬ尺皮がありま

しかし︑患者固有のＱＯＬと

｀かったと
ルな﹂
アプローチは乏し

Ｌ向上についても︒米国やヨー

すが︑同一のＡＬＳ患者を測定

特定疾患の生活の質︵ＱＯＬ︶の向上に資するヶアの在り方
に関する研究班主任研究者国立療養所犀潟病院神経内科医長

厚 片〜丿こご
｀
八入

も言われています︒

ロッパ地域においても共通する

最初に述べますと︑現代の医療

難しい問題といえます︒結論を

うに評価すればよいかは非常に

患者さんのＱＯＬを︑どのよ

上について﹂話します︒

施要綱の柱である﹁ＱＯＬの向

を紹介させていただきます︒

班の主任研究者として研究内容

るヶアの在り方に関する研究﹂

itｙ ｏｆ life｡ ＱＯこの向上に資す

Ｓ︶において安楽死や医師幇助

ある筋萎縮性側索硬化症︵ＡＬ

由は︑近年重篤な難病の一つで

があるからです︒もう一つの理

する際の指標になり得る可能性

Ｌが費用対効果や効用を定量化

ないかと考えるからです︒ＱＯ

で管理指標として使えるのでは

は︑ＱＯＬが医療経済原理の中

てきています︒その理由の一つ

分野においても大変重要となっ

国際的研究テーマであり︑難病

ションを行えば患者のＱＯＬを

も︑患者と十分なコミュニケー

義されています︒多様であって

よって異なり︑多様であると定

も︑価値観や判断基準の相違に

ＱＯＬは同じ生活状況の個人で

の知覚﹂と定義されています︒

た︑生活状況に関する個人個人

準および心配事に関連付けられ

れ︑その個人の目標︑期待︑基

﹁文化や価値観により規定さ

悪化を止めることはできませ

け多く投入したとしても数値の

けであり︑看護や介護をどれだ

とともに︑一貫して悪化するだ

せん︒評価値は病気自体の進行

認することは残念ながらできま

のＱＯＬが向上したかどうか確

アもしくは介入によって︑患者

療・福祉従事者が自分たちのケ

者のＱＯＬを測定する場合︑医

を使ってＡＬＳのような難病患

現在︑科学的なＱＯＬ研究は

しても同じ傾向にはならないこ

では根治療法の未解明な難病ほ

自殺が世界の一部で行われ︑そ

評価したり改善したり︑患者の

ん︒このため︑身体機能の低下そ

﹁特定疾患の生活の質︵﹁３ｕal‑

普遍的な問題といえます︒

どＱＯＬの向上が必要と考えら

の割合が無視できない高いレベ

幸福を共感することが可能なよ

のものから独立しうる患者個人

一般的な健康関連ＱＯＬ尺度

とが証明されています︒

れている一方で︑患者個人のＱ

ルになっていることがわかった

うに思われます︒また︑保健医

ＷＨＯによるＱＯＬの定義は

ＯＬを実際にどのようにとら

からです︒ＡＬＳにおいて不治

厚生労働省の難病対策推進実

え︑評価すればよいかという方

８

‑DW︶が作成されています︒

︵心ｃ いＩｄｉｒｅｃｔ wｅｉａｈtｉｎｇ.ＳＥＩＱｏＬ

tｈｅ ｅｖalｕａtｉｏｎ ｏｆ ｉｎｄｖidｕal

めの評価尺度ヨｌｅ ｓｃｈｅｃｕle ｆｏｒ

ればなりません︒緩和ケアは人

ア概念であることを理解しなけ

まったく異なる原理に基づくケ

緩和ケアは安楽死や尊厳死とは

医療従事者も患者も︑最初に︑

要です︒緩和ケアの導入の際は

者がどの方向に個々の患者のＱ

決定権は保健・医療・福祉従事

ら発生する法的権利である自己

して深めました︒自律とそこか

自律におき︑人間道徳の原理と

もなく︑自分の内部から発する

属性である社会的身分や財産で

るような真摯さを持って︑患者

せ︑哲学者や宗教家が行ってい

ニケーションから始め発展さ

の会話を楽しむレベルのコミュ

るのではなく︑まず︑人間同士

し︑紋切り型の意思決定をせま

を表面的にとらえ︑患者と対峙

の主観的なＱＯＬを評価するた

この尺度は患者自身が評価項目

工呼吸器を装着した患者にも装

師が専門的に厳格に行った場合

を五つ決め︑患者がそれぞれを

会的問題のために自律が損なわ

は訴追されません︒王立オラン

の人問存在に接する必要があり

ｗＨＯの緩和ケアの定義にも

れているか喪失していると考え

ダ医学会では︑安楽死は規定さ

ＯＬ向上を図るかを考える原点

あるように︑﹁行為としての緩

るべきです︒このため︑患者が

れた用量のバルビタールと筋弛

着しない選択をした患者にも必

和ケアは根治療法のない患者へ

理解できるように情報を十分伝

緩薬の投与によるとされてお

数値評価し︑その５項目の割合

の身体的・精神的な苦痛のコン

えるだけでなく︑心理的・身体

り︑医師による自殺幇助は致死

ます︒

ＬＳの緩和ケアは英国のホスピ

トロール﹂であり︑一つ一つの

的にサポートすることで︑自律

量のバルビタールを医師が処方

ですが誤解されることもありま

スで1968年にはじめて開始

ケアは神経難病患者のＱＯＬの

の回復を試み︑育てることが緩

し︑患者自らが内服するものと

要なケアの本質です︒また︑初

されました︒日本では︑生命維

向上のためのケアそのもので

和ケアの中で必要となります︒

定めています︒このような方法

を重みづけることで︑ＱＯＬを

持療法と緩和ケアを対立する医

す︒その中心原理はオートノミ

また︑それ自体がＱＯＬ向上の

で︑オランダでは︑患者が自殺

オランダでは安楽死や自殺幇

療概念と理解されることがある

ー︵自律︶や人間尊厳の回復ま

試みといえます︒たとえば︑発

を決心し︑医師に処方を依頼す

す︒難病患者の多くは将来につ

ようですが誤解と思われます︒

たは完成を通した個人の﹁救

症前まで共同体主義的な規範の

ることが出来ますし︑事前指示

診時にもいかなる終末期にも必

緩和ケア専門家は︑生命を延長

い﹂でありスピリチュアルなも

下で生活している人間が︑ＡＬ

書により安楽死も選択し得ま

数値化する画期的なもので︑現

することも︑しないことも主目

のです︒そこでは︑神経難病ケ

Ｓと診断された直後から︑自律

す︒オランダでは英国と異なり

助は一般的には違法ですが︑医

標と考えず︑緩和ケアのなかで

アの一般的原則である﹁とりあ

により自らの生命について決定

医療保険におけるＡＬＳの人工

いて不安な上に︑身体障害や社

生命維持は対立概念になり得ま

えず死を免れる治療を行う﹂と

することが要求されてしまうの

呼吸器装着の明らかな制限はな

要なケアそのものです︒

せん︒人工呼吸器による生命維

か﹁可能な限り在宅ケアをすす

も大変です︒この場合も不安や

いにもかかわらず︑安楽死と医

在これで多少とも難病患者のＱ

持を選択しない場合の終末期ケ

める﹂などは絶対的な目標とは

社会的ハンディキャップ︑家族

ＯＬ評価ができるのではないか

アを﹁緩和ケア﹂と考えるのは

ならない特徴があります︒

を受け苦痛なく死を迎えること

決定した患者がオピオイド投与

ものです︒彼は人間尊厳の根拠

トが宗教から哲学に発展させた

自律の起源は︑ドイツのカン

いるといえます︒

のために︑真の自律は喪失して

・社会の介護負担に対する遠慮

り︑その理由が問題です︒

死亡の20％の高率になってお

師幇助自殺の合計はＡＬＳの全

ここで話はかわりますが︑Ａ

と試行錯誤しています︒

間違いです︒また︑﹁死を自己

が緩和ケアである﹂というのも

米国のオレゴン州は世界で初

を他律ではなく︑またその人の

医療従事者は自律や自己決定
誤解と思われ︑十分な注意が必

９一

らず︑医師幇助自殺のみが認め

ですが︑安楽死は認められてお

めて尊厳死法が制定された地域

人に告知されない時代があり︑

の告知が家族のみに行われ︒本

伝統的に日本おいては悪い情報

ことを推奨しています︒これは

と家族に対して同時に告知する

ナルコンピュータなどを利用し

のでたとえば︑早期からパーソ

い︑発話︑書字機能が低下する

ＡＬＳでは病状の進行に伴

を少し抜くだけで発声が可能に

中に気管カニューレのカフェア

話は可能です︒人工呼吸器装着

呼吸器療法を併用していても発

欧米の研究においても大変高い

ＡＬＳにおける家族の役割は

が最も重要です︒

コミュニケーション方法の確立

られます︒そのためにはまず︑

ものがＱＯＬ向上であると考え

なわち︑自律の回復︑維持その

尊厳を保ち続けるための援助す

すが︑Ｔｏｔallｙ ｌｏｃｋｅｄ︱in ｓtａｔｅ

は自律が損なわれやすい病気で

す︒ＡＬＳなどの重篤な難病で

すことは必要なことといえま

の結果を何らかの文書として残

アについて十分に話し合い︑そ

らなくても今後の医療処置やケ

た︑事前指示書という体裁をと

めに有効と考えられます︒ま

と患者との意思疎通を深めるた

ていくプロセスは︑医療チーム

切な時期に事前指示書を作成し

が︑法的必要性がなくても︑適

法的必要性があれば当然です

作成するのは尊厳死法などでの

失を前提として︑事前指示書を

事前指示書の件です︒自律の喪

います︒

たものとされ︑高く評価されて

る家族の役割と重要性を認識し

だけでなく︑ＡＬＳ患者におけ

それより進歩した方法と言える

いですが︑気管切開が行われて

では︑気管切開を行う割合は多

日本のＡＬＳ診療モデルの中

工夫し作成しています︒

患者の病態に合ったスイッチを

す︒犀潟病院では作業療法士が

法をできる限り確立すべきで

ンしたい時を職員に知らせる方

導権を持ち︑コミュニケーショ

を設定することです︒患者が主

する筋収縮により勤くスイッチ

とはナースコールとして︑残存

院した日に︑直ちに行うべきこ

されています︒ＡＬＳ患者が入

サポートをする方法も有意義と

の方法として︑患者同士でピア

す︒また︑心理カウンセリング

ュニケーション援助が必要で

です︒また︑多職種によるコミ

十分な時間と労力をかけること

り除き︑コミュニケーションに

病患者さんの心理的な障壁を取

本は機械にあるのではなく︑難

うに促しています︒しかし︑基

場合や効率よく多数の情報を人

正式発売が期待されています︒

装置の評価版が完成しており︒

に依存しないタイプの意思伝達

た︑安価で携帯性をもたせＰＣ

も利用可能な患者がいます︒ま

波など生体信号を拾うマクトス

ます︒ほかに眼電図︑筋電図︑脳

達装置がいくつか開発されてい

ています︒日本語専用の意思伝

び文章を完成させる方式をとっ

字を選ぶのではなく︑単語を選

器︵ＥＺ ｋｅｙ. Woｒｄｓよ呂 ︶は︑文

しているコミュニケーション機

しているホーキング教授が利用

リッジ大学で理論物理学を研究

はないことを説明します︒

自体が失声に至らしめるわけで

の説明する場合に︑気管切開術

になります︒患者に気管切開術

バルブを装着すると発声が可能

合一方向弁であるスピーキング

が低下する問題があり︑その場

なる場合がありますが︑換気量

亡のうちＯ・４％が医師幇助自
殺であることと比べてきわめて
高値です︒これらの高い数値は
米国でもオランダでもＡＬＳ患
者のＱＯＬレベルが予想以上に
低いことに起因すると考えられ
ています︒米国神経学会は医師
による自殺幇助や安楽死に反対
しており︑ＡＬＳ患者のＱＯＬ
を緩和ケアや根治療法の開発に
よって体系的に向上することを
急務と考えています︒
ＡＬＳなど難病患者が生命の

視線入力装置は麻蝉が高度な

‑

られています︒オレゴン州では

た意思疎通の方法を学習するよ

ことが明らかにされてきまし

という特殊な状態に至らなけれ

も球麻庫が軽度な場合︑声帯の

力する場合に大変有用です︒﹁特

ＡＬＳの全死亡のうち５％が医

た︒米国ガイドラインでは告知

ば援助によりコミュニケーショ

機能は保たれます︒その場合︒

定疾患患者の生活の質の向上に

師幇助自殺であり︑がんの全死

の際に本人に尋ねたうえで家族

ンが可能で︑随時内容の変更・

気管切開を行っても︑また人工

告知の次に重要なポイントは

への情報提供も可能ですが︑日

確認が可能です︒

この病気で闘病しつつケンブ

本の診療ガイドラインでは本人

１０

境は大変遅れています︒ＰＨＳ

で︑病棟の情報ネットワーク環

ネット利用がすすんでいる一方

行われていないようです︒

くくＡＬＳでの臨床的な評価は

離した製品がありますが使いに

でセンサーとディスプレイが分

止状態になっています︒米国製

の後︑部品調達の問題で生産休

着が容易です︒残念ながら︑そ

センサーは一体になっており装

たものがあり︑ディスプレイと

ことで︑平成12年に正式発売し

患者に評価してもらい有用との

関する研究班﹂で21名のＡＬＳ

両面への治療的有用性が高い﹂

期癌患者などに対し身体︑心理

が﹁心身症としての不眠症や末

が︑わが国では音楽療法研究班

して位置付けられてきました

ーション︑緩和ケアでの療法と

ります︒精神医療︑リハビリテ

人病院で制度化された歴史があ

プログラムの一つとして退役軍

戦争神経症や心身症などの治療

ア技術です︒音楽療法は米国で

ＱＯＬ向上を期待できる緩和ケ

が出来ます︒これは難病患者の

コミュニケーションを図ること

じて演奏し患者が楽しむことで

どのスタッフがリクエストに応

が困難な状況でも音楽療法士な

保険制度の差であるように思わ

わが国と欧米との差は主に医療

れています︒英国との差から︑

吸器療法患者は統計上ないとさ

では︑ＡＬＳの気管切開人工呼

す︒一方︑英国では医療保険の下

十分可能であるといわれていま

ンダでも保険で人工呼吸療法は

るといわれています︒また︑オラ

人工呼吸器療法もカバーしてい

法だけでなく︑気管切開による

Ｐなどの非侵襲的人工呼吸器療

が︑ＡＬＳに対してはＢＩＰＡ

ー範囲は契約に依存し様々です

現在︑米国の医療保険のカバ

すべきです︒

れてきており︑この矛盾を解決

で︑高いＥＢＭレベルが要求さ

間の尊厳や自律︵自治︶をしばし

人間にも利益がある一方で︑人

ンは金融資本のみならず個々の

ています︒グローバリゼーショ

制度・商習慣の標準化が行われ

し︑経済の自由化︑規制の撤廃︑

いようです︒金融原理を基盤と

通基盤から発生したものではな

の普遍性や人間の尊厳という共

ゼーションは生物種としての人

準化です︒どうも︑グローバリ

の流れの中での医療・福祉の標

の側面はグローバリゼーション

診療ガイドラインのもう一つ

一杯よい診療を行おうと努力し

れぞれの国の各種制度を使い精

実は︑全く同じ問題をかかえ︑そ

べきと考えられました︒

だけでなく他の病棟にも導人す

費も大変安く︑今後︑難病病棟

安全性︑有効性が高く︑４人経

トシステムを導入したところ︑

用した患者専用のインターネッ

ッツーＳＤＮと無線ＬＡＮを利

す︒このため︑犀潟病院でフレ

ＡＮを開放することは困難で

保護のために一般患者に院内Ｌ

が普及してきていますが︑情報

ルテなどの導入で院内のＬＡＮ

が届くことはまれです︒電子カ

ありません︒しかし︑医療保険

分出来ていないため︑十分では

い上︑ＱＯＬの定量的評価が十

が︑難病分野では治療薬に乏し

ラインの基礎は本来ＥＢＭです

容が保証されます︒診療ガイド

共有することで︑一定の診療内

く︑患者︑家族︑市民との間で

内容を医療従事者間だけでな

向上そのものです︒標準的診療

する第一の目的は患者のＱＯＬ

対して診療ガイドラインを作成

次に︑根治療法がない難病に

いの診療内容を紹介しあうと︑

必要です︒国際的な会合でお互

の交流により診療実態の交流が

差異はなく今後の現場レベルで

イドラインそのものには大きな

た︒現在の日米のＡＬＳ診療ガ

し標準的な診療となってきまし

法を最初に選択する患者が増加

年間で︑非侵襲的人工呼吸器療

択する患者はいますが︑この10

切開による人工呼吸器療法を選

とはいえません︒米国でも気管

の差は一概に保険医療制度の差

れがちですが︑日・米・オランダ

れるのではないかと思います︒

ションのもとでも自律が担保さ

流することで︑グローバリゼー

逆に諸外国に提案し︑相互に交

ＯＬ向上の試みや診療モデルを

で真に成功した難病におけるＱ

るのではなく︑たとえば︑日本

ガイドラインを一方的に導入す

分野でも︑米国の診療モデルや

き起こすと考えられます︒難病

ており︑今後︑様々な問題を引

の抑制は同一のベクトルをもっ

バリゼーションの流れと医療費

ば踏みにじるものです︒グロー

言語的なコミュニケーション

制度の管理医療化の流れの中

ていることがわかります︒

は院内でも許容されますが︑病

と報告書をまとめています︒

−

難病患者の在宅でのインター

室のベッドサイドまでよい電波

−１１

笑

障害者のキャリアアップを

一群務､SE､人事、

強力サポートします

経理､錫､諜、
相談･患者会交流支援・就労支援･パソコン支援・商品開発

一障害者専門人材紹介会社‑
｡http;//ｗｗｗ.joy‑c.ｃｏｍ
‑‑‑一一一一
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って働くって楽しい♪

顛ﾋﾞｼﾞﾈｽ糾卒の方も大制
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績討の諸者の方には、
一切費恥かかりません ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ambitious・ｎｐｏ．ｃｏｍ／

S７−77111●
ジョイコンサルティング
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより求嘔韻して下さい，

●首里城店舗０７０･5812‑8912

厚生労働省許認可番号13‑07‑ユー0398

ﾊﾟｿ]ﾝをお肪でなし防は,下記断に

〒151･0051東京都渋谷区千吐ヶ谷4･27･13ｼｬﾄﾚｰ代々木803

｢観胚割｢甑劃[暇渚鴇の

?包'しよ弓てんｽﾞﾓ
大店

E‑mail:
kimura@joy‑c.com
Ｔｅｌ:03‑3408‑2775
Faｘ: 03‑3408‑2775

]ﾋﾟｰ｣を勧下さい，

●事務局(098)951‑0567

沖縄県難病支援センター
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支えたいのは︑
気持ちです︒

鶏

ｊ中席

μ卜Ｊｔ４４い

nフランスベッドメディカルサービス株式会社
本社／〒169‑0073東京都新宿区百人町1‑25‑1
電話03 (3363) 2255 (大代表)
http:/7ＷＷＷ.homecare.ｎｅ,jp
◆御礼

ニュースレター編集部開設に

伴い︑ファイザー製薬株式会社

様よりパソコン一式２台寄贈︑

ありがとうございました︒

◆ニュースレターをご希望の方

はご一報下さい︒

連絡先翻北海道難病連○一一

−五二一−三三二三

口編集後記四回㈹剛印口

今年は児常気象に見舞われてい

る︒いろいろな職種に影轡が出てき

ているそうだ︒編槃部の作業も汗を

編集作業に気候とは関係なく︑汗が

拭き拭きなど無縁の世界︒于探りの

︵山︶

噴き出してくる・思いだ︒皆様のご意

見・ご要望をお寄せください︒今後

の糧にしたいと思います︒

※故山崎旦夫氏の原稿のままです
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