第４回研究大会
大盛会！・

〜現状と課題が回を重ねるごとに明らかに〜

ンター
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相談の特性と支援課題１群馬

県難病相談支援センター開設

から７ヵ月を経過してＩ﹄

全国心臓病の子どもを

守る会
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現状と課題−三位一体改革に

宮原順三

団法人雇用問題研究会が○四年

も関わってＩ﹄
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度より﹁難病者の雇用管理のた
めの調査・研究会﹂を立ち上げ

座長

運営委員・群馬大学医学部保

全国難病センター研究会

ています︒来年三月には中間報
告が出される予定です︒そちら

健学科教授

特定非営利活動法人束

若林

﹃東京難病相談・支援セ
ンターの開設と現状﹄
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京難病団体連絡協議会

発表①

野原正平

静岡県難病団体連絡脇議会

牛込三和子

もご注目ください︒
第︒日目の参加者交流会で
は︑和やかな雰囲気の中︑新た
にセンターを設立した地域から
近況報告がありました︒
また︑第一回から数えて四回
目となる本大会は一般発表が過

発表②

特定非営利法人大阪難

去最高となる十一題︑そのうち

﹃大阪難病相

病連

群馬県難病相談支援セ

濤米三

既に難病相談・支援センターを

談支援センターを運営して﹄
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開設した六団体からは現状と課
題など具体的な報告が出される

﹃障害者

容がより具体的に︑より深いも

制度の見直し﹄

４機関

水谷幸司

名由一郎先生より﹃難病患者の

のになってきました︒

春

二十七日㈲束京都目黒区︑こま

就労について﹄と題してご講演

の会

者職業総合センター研究員

ばエミナースにおいて第四回研

いただき︑会場内からは多くの
プログラム︵以下敬称略︶

てヘルパー研修を支援するパ

二〇〇五年三月二十六日山︑

究大会を開催致しました︒今回

質問や意見が聞かれ︑大きな関

■一日目■

医療関係

一提案ト﹄

﹃講師とし

ンター事業への患者会からの

米田忠郎

全国パーキンソン病友

も日本全国から患者団体︑行

心を寄せていることが示されま

ーキンソン患者−難病相談セ

42名

発表⑤

政︑医療関係などさまざまな分

挨拶・報告

11団体

厚生労働省健康局疾病対策課

した︒

全国疾病団体

難病患者の就労支援に関して

野からの参加者が多数集まりま

53名

１一

した︒参加者内訳に関しては別

計140名

表をご参照ください︒
特別講演では独立行政法人高

24団体

障害

地域難病連

齢・障害煮雇用支援機構

全国難病センター研究会第４回研究大会参加者内訳

支援部
特別講演

﹃日本ＡＬｓ協会﹁相

全国難病センター研究会からの
座長

究大会へのご協力と三〇〇︑

副会長・束北大学大学院医学

から三〇〇︑〇〇〇円いただ

して︑ファイザー株式会社様

第凹回研究大会の協賛金と

した

ン病友の会より本が出版されま

北海道潰瘍性大腸炎・クロー

・
−ＢＤがラクになる本
；？□に□﹂

系研究科神経科学講座神経内

きました︒第一回研究大会か

〇〇〇円のご寄付

糸山泰人

﹁患者の立場﹂から潰瘍性大腸

この本は医療者側ではなく

講師

科学教授
独立行政法人高齢・障害

全国難病センター研究会

談室﹂報告１５年問の相談概

日本ＡＬｓ協会

要からみえてくることＩ﹄
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﹃吸引問題の現状と課

支援部・吸引問題解決促進委

療養

問題提起
全国難病センター研究会事務

﹃難病対策

局長・仙北海道難病辿事務局
伊藤たてお

ら継続して協賛金をいただい

員会

長

障害者職業

ており︑参加者へのボールペ

炎やクローン病との付き合い方

題−ＪＡＬｓＡ講習会−吸引

春名山

ン︑便箇︑手提げ袋のご提供

と福祉諸法の関わりＩ難病相

一郎﹃難病患者の就労につい

患者さんの体験記や︑食事の

が書かれている今までにない画

総合ディスカッション

き︑機器の貸し出し︑機械操

考え方︑気持ちの切り替えなど

もいただきました︒研究大会

閉会挨拶

作などのご協力をいただいて

について１ かれています︒

期的な本です︒

総合センター研究員

沖繩県難病支援センタ

﹃小さ

特定非営利活動法人アン
照喜名通

全国難病センター研究会副会

おります︒ご支援に心より感

発行していく予定です︒

ーマにしてλ２︑吐３と続けて

今後も就労や︑出産などをテ

長・東北大学大学院医学系研

糸山泰人

謝申し上げます︒
教授

究科神経科学講座神経内科学

の際には必ずご参加いただ

者雇用支援機構
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ー
ビシヤス
な仕事で自信を育てる﹄

岩永

特定非営利活動法人日本

一般発表川
座長
ＩＤＤＭネットワーク
幸三
福島県難病相談支援セ

て﹄

を学ぼうＩを実施してみて﹄

の連携についてＩ﹄
匪話人会・運営委員会
参加者交流会

■二日目■

療養

国立病院機構西多賀病院

一般発表Ｈ
座長
今井尚志

日本ＡＬＳ協会

神経内科医長
発表⑥
発表⑨

ていく上でとても参考になり︑

患者さん・ご家族が療養され
第四回研究大会への

﹃難病相

ご寄付をありがとうござ

根本久栄

談支援センターに求められる

お求めは﹁北海道潰瘍性大腸

です︒

︵税込︶送料２冊まで２００円

現在発売中で︑定価５００円

元気付けてもらえる本です︒
原田義昭様︵研究会世話人

メッセージをいただきました

拡張型心筋症患者会様より

いました

ンター

参

役割と支援のあり方−福島県
難病相談支援センターにおけ

自由民主党︶

衆議院議員

小池晃様︵研究会世話人
日本共産党︶
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011︵８１５︶9701︵木

解散された拡張型心筋症患者

二〇〇五年三月三十一目に

七︑一七九円のご寄付

特定非営利活動法人佐

る相談の現状と課題について
Ｉ﹄
発表⑩

で︑ということで四月五日に

曜日のみ︶

炎・クローン病友の会﹂電話⁚

七︑一七九円のご寄付をいた

または︑﹁北海道難病連相談

ありがとうございました︒
三原睦子

だきました︒事務処理で大変

室﹂電話一〇１１︵５１２︶3

会様から︑お世話になったの

・支援センターの現状と課題

な中︑当会にご支援をいただ

233までご連絡ください︒

賀県難病支援ネットワーク

について﹄

きましたことに感謝申し上げ

﹃佐賀県難病相談

議会

ます︒

野原正平

﹃難病相談

静岡県難病団体連絡協

・支援センターの開設と発足

ファイザー株式会社様より研

発表⑥

時の課題﹄

‑

２

‑

談支援センターと関連施策と

/

今日は﹁難病患者の就労につ

ＩＣＦに改訂され︑環境因子に

ＤＨの障害分類が二〇〇一年に

特別講演︵要旨︶

いて﹂サブタイトル﹁多様な健

関するタスクフォースが作られ

つ

い
で

レ〃

てはじめて解決できる問題で

育︑環境など様々な面と連携し

健康領域だけでなく︑雇用︑教

で考えるべき問題です︒つまり

が日本では徹底されていませ

闘くことすら禁止されています

止法で︑採用時に病気の名前を

しました︒アメリカでは差別禁

は禁止という基本的な配慮を出

ん︒

す︒

最初にＨＩＶの問題をＩＣＦ

ＩＶ感染者に対する雇用対策を

④感染予防の４つを柱にしてＨ

の対処︑③ストレス︑重労働︑

治療への配慮︑服薬の副作用へ

①偏見︑差別の防止︑②服薬

時間がかかる︑通勤が困難︑適

についていない理由は︑治療に

いないのはＩ〇〜二〇％︒仕事

いる方が四〇％︑仕事につけて

査を行いました︒難病で働いて

に難病の方の就労事例の実態調

２番目に︑一九九七〜九八年

予防︑経過観察︑治療と並行し

行っていこうというのがＨＩＶ

職が見つからない︑採用面接な

の枠組みで考えました︒

て職場復帰や環境整備やリハビ

の研究会の一つの結論でした︒

どで困難がある︑社会的な理解

由一郎

リテーションを行う枠組みが必

ＨＩＶ感染症は治らないがコ

名

要です︒今までの障害置脛用支

ントロールは可能になりエイズ
題もあります︒
一九八〇年にＩＣＩＤＨ︑二

再就職されています︒難病の診

仕事についていて中途発病し

ＨＩＶやエイズは急速に死に

断を受けたがアドバイスもなく

発症した人でも復職が可能でい

至る病で仕事にはつけないし︑

仕事を辞めてしまうが︑配慮を

た時に五〇〜六〇％の方が自主

きました︒障害の３つのレベ

ついても短期間だ︑原因不明の

すれば仕事の継続はできること

ろんな状況が改善中だと分かり

ル︑機能障害︑活動障害︑社会

恐ろしい病気︑うつるという誤

を伝えていくことが重要だと考

退職し︑半数程度が２年以内に

的不利を︑今は３つあわせてデ

解や︑自業自得だという偏見も

えています︒

ました︒

ィスアビリティーと呼び︑心身

あり︑社会参加は望めないとい

〇〇一年にＩＣＦという生活機

機能︑活勁︑参加という３つの

うのが非常に強い意見でした︒

齢︑妊娠︑うつ︑障害等は全て

イノリティーとは考えない︒高

新しいＩＣＦでは︑障害をマ

時に血液検査や︑履歴書にＨＩ

員の募集採用に際しては︑採用

り︑啓発活動もしました︒従業

及するパンフレットを企業に配

そこでＨＩＶの正しい知識を普

ができる職場が求めらるでしよ

注意事項が多く︑こういう配慮

避ける︑残業を避けるといった

い︒軽作業なら可︑ストレスを

が︑就労禁止はＩ〇％に満たな

どういう注意を受けたかです

仕事に関してお医者さんから

レベルで考えるようになりまし

の人が経験する問題で︑環境因

Ｖ感染を書かせる差別的な扱い

た︒

子と相互作用するので社会全体

能と障害と健康の国際分類がで

が不十分などがあります︒
援だけではカバーしきれない問

独立行政法人高齢・障害者雇
用支援機構
障害者職業総合
センター研究員

春
私は卒業論文で筋ジストロフ
ィーの方の地域支援ネットワー
クを取り上げました︒一九九七
年に労働省の要望で難病の方の
就労問題について全国の実態調
査をしました︒機能障害︑能力

康問題がある人が社会的なウェ

ました︒九八年にＨＩＶ感染の

障害︑社会的不利というＩＣＩ

ルビーイングを達成するための

方が障害認定され︑障害雇用枠

ました︒その後︑環境因子が重

個別的支援の在り方を求めて﹂

難病患者の問題︑さらに就労

要と︑事業所の環境整備につい

にいれる検討会が労働省であり

や仕事の問題は非常にマイナー

て全国調査を行い︑データペー

としました︒

な問題だと考えられがちです

ス情報提供︑難病雇用管理調査

職業の問題は病気が治ってか

が︑病気が慢性化する中︑健康

社会を作り個別的な支援を作る

らという考え方では難病の方の

研究会も始まりました︒

体制つくりこそが重要な問題で

支援は無理で︑自己管理や再発

問題がある人が社会参加できる

はないか考えております︒

３−

‑

に，

昔の障害の考え方では︑機能

思います︒

が今後検討される必要があると

るというのですが︑一定の指針

悪いと思いながら隠して就職す

名を告知する例が非常に多い︒

る︒就職後の発病ではじめて病

ます︒

事を告げないことが分かってい

アルバイトではほとんど病気の

ほど多くありません︒パートや

り︑不当な差別を受たのはそれ

に楽になったという意見があ

は︑配慮してもらえた︑気分的

した︒病名を告げて良かった点

うける恐れがあるという理由で

は︑必要がない︑不利な扱いを

告げていません︒告げないの

社員は七五％が告げ︑二五％が

事業主への病名の告知は︑正

ＩＣＦのコンセンサスモデルで

て考え方が変わってきました︒

ようというふうにＩＣＦによっ

備を前提とした障害者支援をし

い︑方策を考える︑職場環境整

的な面もある︒仕事につきた

相互作用で︑医学的な面も社会

障害というのは個人と環境の

要なのだと︒

方では︑社会側の環境改善が必

して社会復帰をしましよう︑一

いる人がリハビリテーションを

供してください︑障害をもって

たいからこういうサービスを提

なさい︑一方は︑自分はこうし

知っているからあなたはこうし

一方は医者だとか専門家がよく

一方は機会均等政策の問題だ︑

一方は保健福祉政策の問題で︑

害者運勁で対立しがちでした︒

と言われ︑今までは専門家と障

社会モデルの観点が非常に強い

の観点が強く︑障害者運動では

Ｉションの分野では医学モデル

補助︑体力や集中力に応じた職

マンツーマンの個別指導︑作業

数ぐらいですが︒配慮項目は︑

している事業所は全事業所の半

障害者雇用率丁八％を達成

ュラルサポートも重要です︒

に同僚や上司も変えていくナチ

の中で自然に配慮ができるよう

付雇用という考え方です︒職場

ッドーエンプロイメント︑援助

が分かってきました︒サポーテ

生産性は十分に上げられること

によって︑機能状態が悪くても

たが︒雇用管理上の配慮︑支援

な就労を判定するのが課題でし

今までは︑一般雇用か福祉的

とが分かってきています︒

て非常に大きな影響をうけるこ

うように︑職場環境整備によっ

内︑やっていないと五〇％とい

は︑問題の発生率はＩ〜５％以

別的な配慮事項をやった場合

害者の意見を取り入れるなど個

業務計画や作業環境の改善で障

当て︑拓極的な対話や声かけ︑

文を書く︑コンピューター読み

ス︑特殊な入力機器を使って論

けの人工呼吸器︑電動の車イ

婦を使っている︑車イス据え付

的な援助サービスや私的な看護

とか︑職住が近接している︑公

的な目標︑講義がメインである

が︑ＩＣＦで考えてみると職業

講演活動をやっておられます

研究︑執筆︑講演︑海外を含む

吸器を使っている︒物理学者で

化症発症から三五年以上人工呼

ホーキング博士は筋萎縮性硬

す︒

ーの適切な調節や変更などで

換︑機器や装置の獲得︑ポリシ

ムや勤務日程の変更︑配置転

する︑職務再設計︑パートタイ

る方が容易に利用できるように

員に利用される施設は障害のあ

理的配慮の具体的内容は︑従業

の草案にも含まれています︒合

パでも︑国連の障害者権利条約

ましたが︑今はＥＵ︑ヨーロッ

アメリカ人法の中で取り入れら

九〇年にＡＤＡ法︑障害のある

所や障轡者職業センターで相談

と考えています︒公共職業安定

ない人の半数が仕事につきたい

があった︒現在仕事についてい

％に何らかの制約で仕事の変化

原因で仕事に変化があり︑四〇

在就労中でした︒半数が病気が

がある人九〇％以上で半数が現

収率四〇％︒仕事についた経験

いの回答が得られています︒回

調査研究会では今三七〇〇くら

難病患者の雇用管理に関する

的目標の自己決定を重視した個

事を作っていこうと︒今は職業

強みやニーズや興味に応じた仕

すことが重要になる︒その人の

ての人の才能や創造性を引き出

件のカスタム化か求められ︑全

の労働は自立性や自由︑雇用条

が必要ではないか︒二十一世紀

で︑非常に個別的に考えること

仕事につけるような支援方法

る方やマイノリティーの方でも

ス︑経験やスキルが不足してい

が始まっています︒ホームレ

書に病名を書くと不採用にな

きてます︒

一

障害︑能力障害︑仕事ができな

は環境因子が入ってきた︒もし

務割り当てなどの環境整備︑専

上げ機を使って講演活動をする

したことはあるが役に立たなか

‑

い︑そして働ける人︒働けない

何かできないのなら︑環境整備

任の補助者をつける︑障害者川

といった理屈の通った支援方

う︒

人を判定して働けない人には生

をしようという考え方になって

のマニュアルを作るなどがあり

別的支援が非常に重要になって

き甲斐の場としても就労の場︑

きている︒

就職時には病名を隠す︒履歴

福祉の場を作る対策がメインで

ったというのが六〇〜七〇％と

アメリカでは労働省がホーム

法︑環境条件があってはじめて

障害者を雇用している事業所

国際的な動向は﹁合理的配

最近アメリカでは援助付雁用

ページで難病も含めて職場での

ます︒

したが︑今職業センターでは働

で︑配慮の有無が障害のある方

慮﹂が障害者権利条約の中に入

をさらに超えたカスタム化雇用

いう状況です︒

ける働けないの判定業務をやめ

の職業問題に影響するか調査す

れられようとしています︒一九

仕事が可能になっています︒

てしまいました︒

ると︑本人にあわせた職務割り

障害の考え方は︑リハビリテ

４

収入の部

(単位：円)

項目

2003決算

2004決算

助成金・補助金

3,000,000

参加費収入

1, 579, 826

3,000, 000
2.488,193

協賛金・寄付金収入
広告収入

1, 120, 000
530,
000

612,200
150,000

販売収入

134,303

256,

収入合計

6,364,129

備考
研究班
第３回、第４回研究大会参加費
ファイザー㈱、個人寄付
ニュースレター広告料
800

抄録集、報告集販売

6,507,193

支出の部
項目

(単位：円)
科目

細□

2003決算

2004決算

備考

研究大会(第３回、第４回)
謝金・旅費

4. 404, 297
857,408

3,566, 278
569,
385

会場費

574,
278
1.055,616

505,

交流会
印刷裂本費

614,

通信運搬費

78,

旅費交通費
消耗品・雑費

296,
228.

報告集

698,750

ニュースレター
通信運搬費
編集費

通信費
水道光熱費
交通費・経費
事務所備品

通信連絡費

208

192,684

990
547

186,
29,

39,

1,338, 730
1,

140

457

0

255, 053

0
576, 271

0
5,377
163, 955

開催案内、抄録集・報告集発送費他
事務局旅費交通費
事務用品、消耗品

４号〜５号
郵送代
東京事務所
東京事務所

2004年４月〜10月
郵便料

22, 775

0
160
2,680

交通費
19,935

前年度繰越金

6, 952, 570
‑588,441
０

次年度繰越金

‑588,441

5,147, 363
1,359, 830
‑588,441
771,389

‑

今年度収支差額

205,
000
13,440

0

消耗品・雑費

プログラム兼抄録集、報告集、封筒

(印刷製本費へ)

588

406, 939

会場費、昼食代
交流会会食

0

808, 980
11.586
86,

講演謝金、旅費交通費

1,558,310

350, 000

旅費交通費

支出合計

801
580
−

137, 993
人件費・委託費
事務所家賃

維持運営費
会議費

500

1,641, 110
441,429

1,972,002
282, 345

印刷製本費

289

５−

事務用品、コピー・印刷代

配慮の情報を提供しています︒

日本語訳して障害者職業総合セ

ンター研究部門のホームページ

からリンクする予定です︒

アメリカのホームページで紹

介していた機関では︑病気や仕

事について詳しい人たちが集ま

ってヒューマンな支援を相談し

ていました︒どんなに似ている

事例に対してもテーラーメイド

の支援を提案しています︒懇切

丁寧なサービス︑プロフェッシ

ョナルなサービス︑完全な守秘

を守るといった原則で支援して

いました︒

最後に︑障害者職業総合セン

ターでも︑医療が終わったら労

働という支援の方法から医療と

労働の密着な連携を前提とした

支援の在り方︑新しいリハビリ

テーションのモデルが必要はな

いかということで︑今年度から

３ヵ年︑労働と医療の連携によ

る社会的支援の新しいモデル支

援を実施して検証するプロジェ

クトをはじめたところです︒今

後みなさんとも連携して新たな

収り組みができたらと願ってい

るところです︒

2004年度 全国難病センター研究会
決算書
自:2004年４月１日至:2005年３月31日

支えたいのは︑
気持ちです︒

I：Ｊ﹂︸

︑↑ず席

に・いＩＪ

ｆｌ・
犬

聯

寸言ﾂﾞﾀﾞ
尚子

lｌフ5こノスペ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:がＷ ＷＷ.homecare,ｎｅ.jp

がんばれ難病患者日本一周激励マラソン
・｜．･
，り/｀

感動の{§Ｆ(l)!C;Si
･･ ･. ･･.･･.･・.･j

………ゾサーブド二!ｿ:1
. 二.･････..
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

１

２−４８０７

豊ぴ詔Ｐガザ竺ヅ昌児歌り門緊‰・）

第６回研究大会(東京)のご案内
日時:2006年3月2副｣円
３月26日凹
会場：こまばエミナース
〒153‑0044
束京都目黒区大橋2−19−５
ＴＥＬ:03‑3485‑1411

(代表）

内容：「ピアカウンセリング」について、姚病センターに関する
調査報告（ＪＰＡによる発表）など
交通：京王井の頭線「駒場束大前」駅西口から徒歩５分
山手線渋谷駅南口から車で10分
宿泊：こまばエミナースを一定数確保しております。
※内容・時問等については､多少の変更が出る可能性があります。

参加者ならびに発表募集中！
・どなたでも参加可能です。発表も随時受け付けております。
お問い合わせは、事務局まで。

‑
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「難病患者の就労について」

全国難病センター研究会

決算書
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