神戸での第三回研究大会過去最大規模！
始動した難病相談・支援センタ→支援員も参加
﹁災害時における難病患者支援﹂シンポジウム開催直前に新潟中越地国

安藤晴美

二〇〇四年十月二三日︵占︑
震災十周年記念事業として︑シ

養支援事業﹄の実践からみる

﹃生き生き在宅療

二四日︵日︶に神戸商工会議所

ンポジウム﹁災害時における難

岐阜県難病団体連絡協議会

会館において第三回研究大会を

二日目の午後は︑阪神・淡路大

開催致しました︒

﹃センター﹄像

プログラム︵以下敬称略︶

ター構築に関する提言﹄

野原正平

静岡県難病団体連絡協議会

本全国︑様々な分野から二五六

■一日目■

全国心臓病の子どもを守る会

今回も北海道から沖繩まで日

名の方にご参加いただきまし

研修講演Ｉ

﹃静岡県難病セン

た︒第一回︵札幌︶の一六四名︑

首藤正一

宮崎県難病センター実現へ向
曳引剥Ｌドパつ；

病センターのあり方一考察−

宮崎県支部

座長

運営委員・国立病院機構新潟

全国難病センター研究会

第二回︵川崎︶の一三四名と比
べると百名ほど多く︑規模の大

病院副院長

中島孝

きな大会となりました︒

兵庫大会会長・兵庫県難
研修講演汀

講師

病相談センター所長

座長

また︑各地で開設された難病
相談・支援センターのうち︑秋

﹃急性期型総合病院内に設置

会長・国立病院機構西多賀病

市川桂二

田︑福島︑群馬︑富山︒福井︑

された難病相談センターの特

木村格︵いたる︶

全国難病センター研究会

島根︑佐賀の難病相談支援員の

院院長

公立八鹿病院神経内科部
近藤清彦

マリンバ演奏

﹃難病と音楽療法﹄

長

講師

性と相談のあり方﹄

国立病院機構兵庫中央病

特別講演
座長

高橋桂一
国立病院機構南九州病院

院名誉院長
講師

マリンバ⁚山本敦子・丸若安紀

福永秀敏

院長

パーカッション⁚林和也

塘添誠次・中川みさこ

難病ネットワークとやま

参加者交流会︵ミニ発表︶

世話人会・運営委員会

﹃病む人に学ぶ﹄

神野進

国立病院機構刀根山病院

一般発表Ｉ
座長

副院長神経内科学
発表者
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病患者支援﹂を開催致しました︒

計256名

方にもご参加いただきました︒

・参加者内訳Ｉ
地域難病連等
21団体132名
全国疾病団体
14団体34名
医療関係
23機関30名
府･県･市･保健所等
18機関2了名
難病専門員･難病相談支援員
了施設10名
その他団体･企業
16機関23名

全国膠原病友の会岡山県支部

研修講演ｍ
全国難病センター研究会

幸原伸夫

神戸市立中央市民病院神経内
科部長

新潟中越地震カンパ

十一万円

病連の六十名もの方が企画・運

座長

大会一日目の十月二三日に新

繁田節子・織井藤枝
副会長・東北大学大学院医学

営にご尽力いただきました︒心

田洋英子

ＮＰＯ大阪難病連

潟中越地震が起こりました︒翌

より感謝申し上げます︒

系研究科神経科学講座神経内

日に﹁災害時における難病患者

全国多発性硬化症友の会
第三回研究大会に

高岡志帆

糸山泰人

科学教授

支援﹂と題したシンポジウムを

若林章
メッセージをいただいた方

予定しており︑会場内でカンパ

厚生労働技官

熊谷俊一

アラン・Ｂ・ブーツ様

ファイザー株式会社代表取締
役社長

ありがとうございました︒

付致しました︒ありがとうござ
いました︒

最後になりましたが︑第三回

研究大会実行委員会︑兵庫県難

た︒

のような返信をいただきまし

お見舞いメールに対して︑次

戻られました︒事務局からの

中越地震の直後に急速病院に

副院長の中島孝先生が︑新潟

を務めていただいた新潟病院

一日目に研修講演Ｉの座長

研究会世話人・参議院議員

を募ったところ一一五︑〇八六

神戸大学臨床検査医学講

座免疫内科教授
谷博之様︵民主党︶

講師

﹃膠原病−難病相談・支援セ

円集まりました︒神戸新聞厚生

厚生労働省健康局疾病対策課

■二日目■

研究会世話人・参議院議員

シンポジウム
災害時における難病患者支援

独立行政法人消防研究所

ご寄付をありがとうござ

事業団を通じて義援金として送

ンターに期待するもの﹄

和歌山県立医科大学教授
近藤智善

座長

小池晃様︵共産党︶

一般発表Ｕ
座長
神経内科学
発表者
難病ネットワークとやま・富

兵庫県難病連代表幹事

いました

国道、新幹線、高速道路が寸断されていますが、本日から、緊急用車
両のみ高速道路の使用が可能になり、当院から現地に１時間強で入る
ことが可能になっています。
まだまだ、被害状況が把握できていない部分があります。
外傷などが一段落した今、難病や慢性疾患の急性増悪や管理が問題と
なってきますので今後も対応をがんぱろうと思っています。
ｙ

理事長・神戸大学名誉教授

ター設置までの道のり﹄

高重靖

研究会世話人・衆議院議員

国立病院機構の複数の病院から応援部隊が派遣され、本日、国立病院
機構対策現地本部が当院に設置されました。

山県パーキンソン病友の会

社会福祉法人ありのまま舎・

神戸大学工学部助教授

丸谷佳織様より第二回研究大

お見舞いのメール大変ありがとうございました。
幸い当院の機能も半日で復1日(停電は九時問で復旧し、自家発電切り
替え時の医療機器や人工呼吸器のトラブルなどはなし)、現在地域の
支援と通常業務を忙しくこなしています。

室峙益輝

難病ホスピス太白ありのまま

大西 一嘉

会キャンセルのため参加費

ご挨拶も十分せず、研究会から帰らせていただき失礼いたしました。

中川みさこ

白江浩

静岡県健康福祉総室技監兼疾

四︑〇〇〇円分を寄付︒

−２−

シンポジスト

﹃難病ホスピスの取り組み﹄

病対策室長

河端静子様一〇︑〇〇〇円︒
福岡県難病連竹内隆夫様一︑
〇〇〇円︒神奈川県ＯＰＬＬ
友の会青沼三郎様一︑二〇〇
円︒ファイザー株式会社様よ
り第一回︑第二回︑第三回研
究大会にそれぞれ三〇〇︑〇
〇〇円ずつ計九〇〇︑〇〇〇
円︒

まずはお礼とご報告まで

﹃富山県難病相談・支援セン

ファイザー株式会社ペーシェ

兵庫県健康生活部健康局健康

林敬

ントーリレーションズ室

増進課長

中野則子

奥深徹

神戸市危機管理室主幹

﹃ファイザー︵株︶

ペーシェントーリレーション

岡田勇
コメンテーター

ズ室の活動﹄
橋本信一

滋賀医科大学医学部看護学科

社会福祉法人香南会
﹃支援費と介護保険﹄

助教授

三輪真知子

全国パーキンソン病友の会兵

総合ディスカッション
馬越洋一

庫県支部

司会

病相談センター所長市川桂二

兵庫大会会長・兵庫県難
﹃パーキンソン病患者から見
た﹁難病センター﹂﹄

中島孝先生からのメール
ノ10月26日（新潟中越地震の3日後）
…………
研究会運営委員･新潟病院副院長

第３回研究大会では時間を取ることができず、下記の宣言を採択することができませんでした。
この紙上掲載をもって、採択とさせていただきます。
匈朧●・・●朧●‐■匂●●麗皿囃朧間●圃囃御間皿●画■
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神

戸

宣

言

｢災害時における難病患者支援｣

地域社会における大災害時災害弱者対策の充実については、急速な高齢化等を背景にかねてより
その重要性が指摘されております。
1995年の兵庫県南部地震以降は各地で災害弱者対策への取り組みが進んできましたが、全国的に
見て未だ十分なレベルに達しているとは言えません。とりわけ、日常的に医療的なケアが不可欠な
難病患者にとって、大災害による医療福祉を始めとする様々な面での供給サービスカの低下は生命
にも直結しかねない深刻な問題をはらんでいます。しかし、難病医療への関心の高さに比べると、
難病患者の防災意識は一般市民とさほど変わりなく、まだまだ災害リスクに無関心な方々が多いよ
うに思います。従って、難病患者の安全を考えるには、福祉、医療、保健、防災など地域において
各分野と緊密に連携しつつ、難病団体など患者サイドでも必要な防災への取り組みを日頃から推進
しなければなりません。
さて、難病患者の中核的センター実現に向けての検討の中で、難病センターが目指すべき姿や果
たすべき機能、取り組むべきテーマ等をこれまでの大会で論議してきました。本シンポジウムでは
防災先進地である静岡県からの報告を踏まえて、大災害時の防災対応をスムーズに行うために必要
な、難病患者支援のあり方や難病センターに期待される役割、行政との連携体制強化について、被
災地兵庫から全国に向けて安全安心のメッセージを発信していきたいと思います。
避難所や仮設住宅での過酷な居住環境は、難病患者にとっても極めて厳しい状況です。防災計画
における災害弱者へのシェルター供給や対応のあり方を根本的に変えるべき、また難病そのものへ
の一般の理解もまだ低いのが現状であります。
地震以外にも、水害など各種の大災害時には、地域避難の状況が生まれます。避難勧告や避難指
示をいかに素早く周知し、かつ、これに適切に対応できるのか、行政と患者の双方にとっての課題
であります。
災害時の医療情報提供を行えるような、難病センター等に患者団体の活動を集約し、日常的に医
療情報、患者情報収集や支援ネットワークを構築して活動基盤を固めておく必要があります。難病
センターの危機管理体制の充実を期待し、神戸宣言といたします。

2004年10月24日

全国難病センター研究会
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第３回研究大会

愛する人は今世になき流れ星

川先生が︑アメリカから体外式

都府立医大教授になっている中

陰圧人工呼吸器をもってきてく

輝き消えた美しき母

この冨満君が残してくれた詩が

れました︒それを使用して︑氾一

時間胸押しの用手補助呼吸から

彫られています︒

轟木敏秀君︑35才で亡くなり

します︒また﹁共感﹂も必要と

うことで︑今があるような気が

と︑﹁偶然﹂と﹁きっかけ﹂とい

がありました︒また最近︑﹁わ

ていけばいいのかを考えた時代

う形で自分が受けとめて消化し

病気の受容や死のことをどうい

南九州病院へ行って︑当初は

たと言います︒人間の存在は︑

んな︑彼に生きる勇気をもらっ

ボランティアが集まります︒み

のですが︑毎年全国から当時の

灰は新燃岳の頂上に撒いている

ね︒亡くなってからも︑彼の遺

ティアが集まって来るものです

るところには︑いろんなボラン

発信をしました︒一生懸命生き

りながらも︑世界に向けて情報

た︒小川内さんは気管切開し

かばボランティアで行ってまし

アを行っていたわけでなく︑な

は病院として︑組織的な在宅ケ

いて教えてくれた人です︒当時

小川内さんは︑死のことにつ

す︒

すが︑実感がこもっておられま

していたように思うと話されま

ったけど当時が最も楽しく充実

を訪問してくれますが︑きつか

このお母さんが時々私の部屋

解放されたわけです︒

思います︒一方︑難病医療とい

がまま﹂ということをどう捉え

単なる命の長さではないことを

て︑切開部を塞ぎながら話をし

ましたが︒10数年寝たきりにな

うのは﹁システム化﹂と﹁人材の

ていけばいいのかを考えていま

教えてくれた男です︒

ていました︒もちろん経口摂取

ピールする﹁語り部的な役割﹂

んや家族の思いを世間の人にア

接する中で︑医師として患者さ

という詩では︑病気を振り落と

真な思い︑中島君の﹁走りたい﹂

ました︒ひとつは子供たちの純

んなカルチャーショックを受け

ていました︒﹁アメリカに行き

の試験を受けるんだ﹂と勉強し

す︒亡くなる数目前まで﹁英検

ったんじやなかろうかと思いま

たが︑彼こそ最も健康な少年だ

が︑僕が在宅呼吸管理をするき

ならないだろうか﹂という電話

保健所長さんからの﹁どうにか

押している﹂を読まれた管轄の

が苦しくなったお父さんの胸を

年間親子三人で三六五日︑呼吸

ありませんでした︒お母さんが

か感染症や肺炎を起こすことも

腔ケアはピカイチで︑そのため

おられました︒この娘さんの口

後で苦労します﹂とよく言って

護上手でしたね︒﹁手を抜けば

藤崎さんの娘さんは本当に介

‑

特別講演︵要旨︶

vｍ＾＜ｕｗ＾Ａ
国立病院機構南九州病院院長

養成や育成﹂が両輪になるかと

す︒これらの事柄に対する答え

僕が在宅とあるいは︑ＡＬＳ

敏

考えています︒結論から言いま

は︑それぞれの患者さんの生き

難病と関わりをもつようになっ

はできない訳で︑当時ののどか

秀

すと︑やはり﹁病む人に学ぶ﹂と

方の中で自分に教えてくれたよ

たきっかけは︒下小園さんで

永

いうことになるのでしょうか︒

うな気がします︒そういう患者

な在宅ケア風景で︑昼間からビ

福

病院の院是︑努力目標です︒本

ではまず︑私の歩みから始め

さんを何人か紹介させていただ

す︒当時︑小学校五年生だった

自分の人生を振り返ってみる

当の苦しみは実際に病気を経験

ることに致します︒昭和59年︑

きます︒

﹁病む人に学ぶ﹂︑これが私の

患者さんに学ぶことが一番大事

アメリカ留学から帰って南九州

した人しか分からないわけで︑

じやないかと思う次第です︒

もあるし︑患者さんからいろん

して元気な体を作ってみたいと

たい﹂といいながら彼は亡くな

っかけになりました︒当時は在

病気ということで大阪から帰っ

ールなど頂いています︒

なことを学ばせてもらったし︑

いうこの気持ち︑車イスが不要

ったわけです︒彼の墓には︑彼

宅で呼吸管理をするということ

てこられて介護して︑亡くなら

娘さんの書かれた作文で︑﹁二

生きる勇気をもらった︒最近︒

となって駆ける日を信じている

の詩が書いてあります︒お母さ

は難しいことでしたが︑現在京

病院へ行きました︒最初にいろ

﹁一生懸命﹂ということが︑お

という言葉が印象に残っていま

んも同じころに亡くなられ︑

また日頃︒難病の患者さんと

互いの共通の糸じやないかと感

す︒

富満君は16才で亡くなりまし

じています︒

４

‑

す︒

常に素晴らしい人だと思いま

ツと切り替えて仕事のできる非

る時にはやる︑と言う風にスパ

れた後はまた働いています︒や

いく時代にならなければ高齢社

でみんなで在宅ケアを構築して

なが介護を勉強して︑社会の中

壁やリスクもありますが︑みん

ことが求められます︒専門性の

進行で︑みんなが介護ができる

の問題︑入院や在宅の問題︑心

ったのが︑平成五年です︒告知

ことで︑﹁闘病のしおり﹂を作

構音障害とか呼吸障害という

親しくなれました︒

難病の︑特にＡＬＳの患者会と

ことがきっかけになって全国の

ビスを利用しながら︑ネットワ

なりましよう︒可能な公的サー

が︑時代的には必須ケア体制に

さて︑在宅ケアの問題です

平均在院日数が長くなると言う

一般病棟扱いにしていますが︑

含むことになります︒当院では

せん︒また研修事業は︑訪問介

の限界に来ているのかもしれま

の医療機関での在宅医療は一つ

すが︑介護保険が始まって国立

す︒診療点数も伸びてきていま

者です︒

１さんなどいわゆるケアの実務

ケア件数は少しずつ伸びていま

た人です︒

やっていけるんだと教えてくれ

で︑ちょっとした援助でうまく

無理だろうと結論するのは早計

きます︒しかしＡＬＳで一番難

題︑あるいは構音の問題が出て

つれて食事の問題︑呼吸の問

う問題もあります︒進行するに

まり︑入院にするか在宅かとい

〇〇冊の56冊目になっていま

成10年ごろです︒鹿児島文庫一

﹁難病と生きる﹂︑これが平

にした内容です︒

難病の研究班と患者団体を骨子

祉制度︑所得の保証︑在宅療養︑

難病の医療︑医療保険制度︑福

Ｑ＆Ａ﹂を作りました︒これも

平成六年には︑﹁生活ガイド

当院の在宅ケアの基本は︑患

になってきていると思います︒

していかなければならない時代

能になるようなシステムを構築

この介護者がなくても在宅が可

宅は可能になりますが︑今後は

ます︒健康な介護者がいたら在

護者確保︵配偶者など︶にあり

も大きなポイントは︑健康な介

さて在宅療養を可能にする最

げること︑そして病院を核とし

アのネットワークの実効性を上

点病院︑協力病院などの地域ケ

大事だと思います︒それから拠

きるような態勢をつくることが

で︑悪い時にはいつでも入院で

的には調子のいい時には在宅

長期療養を考えた時には︑基本

ＡＬＳなどの神経難病患者の

域です︒ただこのことをきっか

的だったりとまだ問題の多い領

いないので︑介護事業所は消極

作ったのがこの﹁食事のしお

どうすればいいかということで

者さんが食事をとれなくなる︒

まず在宅でケアする中で︑患

けそろえるとお金は入ってくる

いきます︒経営的には患者数だ

り︑次第に患者さんがたまって

働きにくくなるなどの問題もあ

在宅療養へのインセンティブが

常患者さんをケアしてくださる

した︒実務者教育は必須で︑日

の教育研修の二本立てで始めま

が︑在宅医療の実践と実務者へ

るところは少なかったのです

立の医療機関では当時やってい

く︑と同時に︑システムとそれ

ような会議は継続が非常に難し

最も大切なことです︒ただこの

のケアシステムを構築する上で

に一堂に会するケア会議が︑こ

す︒いろんな職種の人が定期的

は在宅ケア調整会議だと思いま

るＡＬＳです︒診断︑告知に始

けになって︑看護協会が真剣に

り﹂という小冊子で︑平成三年

わけですので有難いのですが︑

のは︑訪問看護師さんやヘルパ

‑

下田さんは県庁の職員でした

会はなかなか乗り切れないと思
理面への対応︑家庭ヘルパーの

ークと地域のケアシステムの構

平成六年から十四年まで在宅

が︑奥様当時40才ぐらいでした

うし︑我々も頭を切り換えて行

活用法︑介護者の健康管理など

この方は︑ご主人がＡＬＳの

しいところは︑呼吸が苦しくな

す︒

者さんの状態がいい時には家に

たケアシステムの構築が重要だ

ーー︑二級の取得が二五三五名

奥さんをずっと介護され︑在宅

った時に呼吸器をつけるかつけ

難病の患者さんを病院の中で

帰ってもらい︑悪くなったらい

と思います︒

悩みを抱えています︒

でしょうか︑子供さんも二人か

かなければならない時代になっ

護員の研修など総数ではヘルパ

かえていましたし︑とても在宅
にも触れてあります︒

は無理だろうと最初は思ってい

築が不可避と考えます︒

たと思います︒

吸引問題のきっかけにもなりま

ないかということかも知れませ

長期療養するには大きな悩みも

つでも入院できると言うことを

地域連携の鍵は︑このケアシ

ました︒ところが結果的には︑

した︒吸引問題は検討部会で一

ん︒考えてみれば︑一つ一つの

あります︒入院の場合は︑一般

掲げてやってきました︒平成六

ステムの構築にあるし︑その鍵

取り組み始めてくれるようで︑

に作りました︒当時八千部ぐら

地域医療という点からは問題も

を養成してきました︒

定の条件下でヘルパーさんにも

問題にどう立ち向かって来たか

病棟と療養病棟に分かれます︒

年から取り組んでいますが︑国

難病はたくさんありますが︑

吸引できる道が開かれました

が僕のＡＬＳケアの歴史だった

療養病棟は職員の意欲の問題︑

中でも一番難しいと言われてい

が︑筋ジスではできないとか介

ような気もします︒

一つの大きなインパクトになっ

い全国に発送しましたが︑この

10年近く介護し︑立派に子供さ
ん方も育てられました︒簡単に

護保険の中では点数化もされて

たと思います︒今後高齢社会の

５

工学技師︒リスク管理︑医療ス

人を育てる︑呼吸療法士︑臨床

す︒大きな要索としてはやはり

す︒

問題解決指向は大事だと思いま

出しあわなければならないし︑

のためにはどうするかと智恵を

し︑共感して沢山の専門職も集

㎜■

実際には患者さんのご自宅で
タッフ︑本人︑家族︑介護者︑
やる気と技術的なスキル︑そ

在宅ケアでは︑患者さんが主

まってきます︒そういう時代な

曝︲−−

蝋離

‐

一︱−−−−々

お待ちしています/

当はやらなければならない︑そ

いろんな職種を集めて定期的に

れがそろった人材を育てること

現状では︑一つひとつの病院

人公です︒これは入院や外来で

のかなと思います︒

※内容・時間等については、多少の変更が出る可能性もあります。

瞬

全嚇琳など

宿泊：事務局でこまばエミナースの宿泊室を一定数確保してあります。
シングルアj38〜8,54了円、ツインで16, 170円（２名分）、どちらも朝食なしの金額です。
後日、ご案内と申し込み用紙をお送り致しますので、事務局までお申し込み下さい。

システムの構築となっていま

ケア会議を開けば理想的なシス
ボランティア︑バスやタクシー

が核になって異なる組織を集め

は分かりません︒現場にこそ真

昨日は福岡で日本難病医療ネ

京王井の頭線「駒場東大前」駅西□から徒歩5分
山手線渋谷駅南□から車で10分

を動かす人材の養成が必要であ

テムが出来上がっていくのでは
のドライバーを含めて︑吸引を

て定期的な会議を開くことが一

実があると思います︒行ってみ

ットワーク研究会があって一六

交通

ることを痛感しています︒

と思います︒いろんな組織が定
です︒

が︑頑張る人にはボランティア

が来られて手伝ってくれます

を描いています︒ボランティア

脇さんは足にもった絵筆で桜島

当院のＡＬＳの患者さんの木

含めて教育研修をする︒そして

制ができていると書いてありま

実際に評価とサポートをする体

期的に集まって患者さんの訴え
をうかがったり︑ディスカッシ
ョンをする︒学問的にいえば連

日本でも︑在宅で独り暮らし

す︒

するといわれていますが︑最終
でも呼吸管理ができるシステム

絡︑連携︑統合という形で進化

的には行政がイニシアチブをと

番いいかと思います︒この連携

てやってみて︑はじめて分かる

〇名の参加がありました︒当初

も来てくれます︒一生懸命生き

の輪を広げることが非常に大事

というのが在宅ケアの基本であ

一〇〇名を予定していたらしい

ができるようになるのが夢です

です︒

るし︑それから連携が必要にな

んですが︑予想を遥かに超える

りながら統合という形でやって

理想としては︑介護者がいな

ります︒問題があった時に解決

早さで社会は進歩しています︒

る人にはボランティアも集まる

くても在宅で希望するなら人工

するにはどうすればいいかが在

いろんな職種が集まって在宅の

ね︒

呼吸管理ができる姿が究極的な

宅ケアの基本だと思います︒

援する組織が︑最近自然な形で

６−

‑

いくのが理想的です︒

素晴らしい在宅ケアシステムだ

としたとき︑リスクの問題︑車

形成されていく時代なのかもし

患者さん︑難病の患者さんを支

てもできませんが︑学会誌によ

の移送の問題含めていろいろ問

れません︒

当院でも在宅ケアを始めよう

るとカナダのブリティッシュコ

題が出されました︒あれもある

會

第４回研究大会(東京)のご案内

日時:2005年３月26日（土）13:00〜1了:00
3月27日（日）9:00〜15:00

会場：こまばエミナース
〒153‑0044 東京都目黒区大橋2‑19‑5
TEL:03‑3485‑1411 (ｲ戈表）

−−■︲麗一■暗−−麗︲−−騰−︲︲︲︲−︲︲■︲■麗癩︲︲−−︲麗■︲・−−一幽■−・

各地の難病相談・支援センターの設立状況、相談活動の発表や、難病患者の就労支援等
についての講演会などを予定しています。

骸隨支援ｾﾝﾀｰ

内容

幽匈幽譜
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●
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●●鐘鐘匍
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と思います︒日本の現状ではと

ロンビア州公共管理システムで

これもあるからできないんじや

た︒

どうもありがとうございまし

は現実にやっているということ

ないか︑といったような結論に
持って行きがちです︒しかし本
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です︒
その論文では︑地域呼吸管理

‐
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2003年度 全国難病センター研究会
決算書
自:2003年４月１日至:2004年３月31日
収入の部
項目

(単位：円)
予算額

助成金・補助金

決算額

備考

2,150, 000

3,000, 000

研究班

参加費収入
協賛金・寄付金収入

600,000
3,000, 000

1,579, 826

第１回、第２回研究大会参加費
ファイザー㈱、個人寄付

広告収入

590,

000

販売収入

0

収入合計

6,340, 000

1.120, 000
530,
000

ニュースレター広告料

134,

抄録集、報告集販売

303

6, 364,129

支出の部
項目

(単位：円)
科目

細目

予算額

ニュースレター

決算額

備考

印刷費

4,440, 000
600,
000

発送費

160,000

137, 993

2,400, 000
720,
000

350, 000
808, 980

集費

人件費・委託費

｜

事務所家賃
通信費
水道光熱費
交通費・経費
事務所備品

120,000

11,586

240,
000
200,000

86,
39,457

0

研究大会(第１回，第２回)
謝金・旅費

1, 972, 002
282, 345

1,100, 000

研究大会費
交流会
印刷製本費

1.055,616
614,500

雑費・その他
報告集
世話人会・事務局費
印刷費
通信巡給費

408
278

78,

旅費交通費

208

296,

990

228,
400,000 698,

547
750

400, 000

576, 271
049

89,

400, 000

5,377

旅費

406, 939

雑費

東京事務所

2003年７月〜2004年３月

東京事務所
東京事務所

電話代、郵便料
電気代、水道代

東京事務所

机・椅子・テーブル・ロッカー他

4,404, 297
857,
574,

通信運搬費

郵送代
編集担当者人件費，編集委託費

編集担当者行動費、事務用品

255,053

L50C〕,000
1

588

創刊準備号、１号〜３号

74,

906

支出合計

6, 340, 000

6, 952, 570

収支差額

０

‑588,441

講演謝金、旅費交通費
会場費、昼食代、横幕他
交流会会食
プログラム兼抄録集編集・印刷費
開催案内、抄録集・報告集発送費他
事務局旅費交通費
封筒、事務用品、消耗品、コピー代他
研究大会報告集編集費・印刷費

コピー・印刷代
電話代
設立準備会、設立総会事務局旅費
事務用品等

北海道難病連立替え

※東京事務所敷金885, 500円を、別途、北海道難病連で立て替えています。

憾●●幽幽■■幽■・・・麟●罵

■−−︲﹂︲・−−譜﹂■﹂

第５回研究大会（仙台）のお知らせ
2005年10月１日(土)〜２日(日)に仙台市内で開催の予定です。
会場は未定です。詳細が決まり次第、お知らせ致します。
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支えたいのは︑
気持ちです︒

・︒⁝⁝Ｊ﹂︸

ｊＪ席

ｐｉ１４ｓ

ﾛフ5こノ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:ﾉﾌｗｗｗ.homecare.ｎｅ.jp
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財団法人北海道難病連

FAX

日本一周激励マラソン記録集係

011‑5
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発行／日本患者･家族団体協議会りPC）財団法人北海述難病迎
Ａ４判上製本カラー291ページモノクロ53ページ3,000円（税込）

第３回研究大§報告集が完成しました！
第3回研究大会参加者の方には無料でお送り致します（参加費に
含まれております）。これまでの研究大会の抄録集・報告集も販
売しておりますので、ぜひご購入下さい！

プログラム・抄録集

第1回・第2回・第3回研究大会

報告集

第1[ii]・第2回・第3回研究大会 各1 200円

各1 000円

研究大会での講演、発表。資料などをまとめた情報満載の冊子で
す。著名な先生方の講演や各地の難病相談・支援センター設立の
進捗状況、地域難病連の奮闘の様子など、他では手に入らない情
報がいっぱいです。ぜひ各団体の研修資料や相談員の必携資料と
してご活用下さい！
ご購入の
お申し込みは事務局へ

８−

FAX:011‑512‑4807

電話:011‑512･3233

目

次

○神戸での第３回研究大会過去最大規模！
○新潟中越地震カンパ
○神戸宣言

１１万円
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「痛む人に学ぶ」

全国難病センター研究会

○特別講演（要旨）
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