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各省庁との交渉報告

・第17回総会開催報告
4難病・小慢対策の見直しに関する意見書について
5難病対策は人権問題「難病の日」講演録

口】「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」について 図 JPAニュース

国 新準加盟団体紹介 みやぎ化学物質過敏症の会～ぴゅあい～ □ 今後のスケジュール

回 厚生労働省補助事業令和3年度難病患者サポート事業よりお知らせ 匡 l加盟団体一覧



1976年2月 25日 第三種郵便物認可 (毎週4回月曜・火曜・木曜・金曜発行)SSKO増刊通巻10879号 2021年 9月 11日発行

11

こんにちは、新代表理事の吉川祐―で魂 今年 5月の役員改選により約半数が入れ替

わりました。勇退された方々のご尽力に感謝し足跡を確認しながら、未来に向けた新たな

活動を展開してまいりますもそれは加盟・準加盟団体のみなさんに限らま すべての患者

や家族にとって今を生きる希望につながる活動でありたいと思いま丸 役職員ともども思

いを 1つに進んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしますしその道標となるべき

目指す組織像を所信表明といたしま丸

1 社会に受け入れられる健全な運営 (①理念、目的に沿った活動、②規程類の整備

と遵守t③役職員が快適に働ける環境、④加盟団体等への情報公開と双方向コミュニケーション)。 2これからの

時代に必要とされるあり方 (①会員のメリットと社会の期待を踏まえた活動、②患者及び家族のライフスタイルとニー

ズを踏まえた活動、③中長期ロードマップに基づく継続性、発展性のある活動、④国際的連携や国際的リーダー

シップの発揮)。 3若年世代とともに (①若年者が自分事として参画できる魅力ある活動、②若年世代の人材育成と

事業継承)。 4多様性を受け入れ活用 (①関係者による活発な議論と情報交換、連携と協働、②国際性豊かな広

い視野と柔軟な思考で外部有識者や活動団体と協働)。 5発信力・受信力の向上 (①国民理解のための社会全体

への発信、②当事者の声を幅広く集約できる外部とのコミュニケーション機能)。

吉り|1 祐一

新型コロナ感染防止と熱中症対策が続く厳しい夏となりました。皆様のご無事をお祈り

いたしておりま魂

今年 5月 の総会において役員改選に伴い、3期 6年間の代表理事のバトンを吉川新代

表に無事渡すことが出来ました。2015年難病法、児童福祉法改正法の施行からの新た

な対策が各地で実施されていく状況の中、」PAが果たすべき役割、疾病や地域難病連な

どの患者団体もそれぞれに社会的役割が大きくなり、様々な関係機関との連携や協働の

必要性も増えました。この間、長きに亘り多くの皆様よりご支援、ご協力をいただきまし

たこと、改めまして心より感謝申し上げま魂

2005年 5月 これまでの患者団体が結集し、JPAが結成しました。「私たちは、全ての国民がいつでもどこでも必

要とする最善の医療がうけられ、病気や障害による苦しみや困難、差別や偏見を克服し、未来に展望を持つことが

でき、生涯を通じて明るく豊かな生活が保証され、人間としての尊厳、生命の尊厳が何よりも大切にされる社会が

実現するようにと願っていま丸 」と宣言していま蔦 今では多様性が認められる時代となってきましたが、まだ根

強く残る問題、次々と現れる課題に」臥 もまた一新して臨みま丸
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吉jIIさん「森さん、6年間の長い間、代表理事を務めら

れまして本当にお疲れ様でした。」

森さん「ありがとうございま丸 J

吉川さん「私が」PAの理事になったのは直近の2年な

ので 2年間しか間近で様子は伺えなかったのですが、

とても大変な2年間だったと思いま丸 森さんが体調

を壊して入院されて、それでも代表として踏みとどまり

続けたところは、森さんの強さを見たような気がしま

丸 私が頼りない分、まだまだほっとすることもできな

いかもしれませんの0早 く,メ、前になるようにがんば

ろうと思いま魂 ありがとうございました。J

一 代表理事を振り返つて 一

森さん「この6年間を振り返ると、私が代表理事を引

き受けたのは、2015年 5月 の総会なのですが、その前

日まで代表理事をどうするかが決まらない状態でし

た。当時、私は副代表をしていて、代表の伊藤さんや

事務局長の水谷さんと難病法についても一緒に活動

し歩んできたのですが、私の体調がとでも悪くて主治

医からも代表を引き受けることを猛反対されていた中

で、急に決まったような代表理事でした。

伊藤さんがその後もずっと支えてくださっていたの

で、何とかスタートはできたとは思うのですが、やはり

伊藤さんは大きな存在で、これまでずっと患者会を作

り上げてきた人でもありますし、難病法も先頭に立っ

て法律にまでした人なので、あまりにも偉大で、その後

の代表を引き受けることには、すごくプレッシャーがあ

りました。ただ、やはり伊藤さんは大きすぎて、私自身

は開き直るしかなく、私にできることを念頭に置いて、

やってきたつもりで丸

2015年 はちょうど難病法が施行された年n色 んな

団体から難病法についての話をしに来て欲しいという

依頼があり、各地を訪問する機会がありました。その

際に患者会の運営についてや指定難病になっていな

い疾病の方々と難病対策などについて直接お話できた

ことは、その後の私のJPAの活動にすごくプラスになっ

たと思っていま丸

そのまま、しばらくして難病法の見直し議論に入って

きて、本当に多くの加盟団体からご意見をいただいで

それを基にしてJPAの要望として出せたことは、その後

の発言にもすごく重みがあったし、基軸になったと思っ

ていま丸

また、難病対策委員会などに委員として出ました

が、患者当事者は私=人
という委員会が多いですし、

専門家が多いので言葉すら難しい中で、あくまでも患

者の立場を代表して、私が出会ってきた人たちの言葉

とか、その姿が頭の中にあって、その方々の代弁をした

いと思っていたので、患者の具体的な声として、皆さん

真貪」に聴いていただけたかなという印象がありま丸

多くの方々の声が活かされる時代にもなってきたのか

なと思っていま丸

その他にも様々なことがありましたが、多くの加盟

団体や関係機関、厚生労働省などの行政や国会議員

の方々にも応援いただいて、私は仲間の中で生かされ

て代表理事が続けられたのだと思いま丸

本当に逃げ出したいようなときもありましたが、乗り

掛かった舟というようなこともありますので、この難病

法の啓発とそれに引き続いた5年見直しについては、

最後までやりたいとずっと思っていました。

決して私一人が立ち向かって代表理事として活動し

ていたのではなく、常に吉川さんをはじめ役職員や

多くの仲間など、具体的にバックアップしてくださった

方々がいてくれたことはすごく有難かったと思いま魂

―これからのJPAに望むこと一

吉川さん「森さんが代表理事を務められた6年間で
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JPAの社会的な役割も変わってきたと思いますが、そ

の点はどうでしょうか。J

森さん「外部との関係性を持ちながら発信していくと

いう側面が大きくなったと思いますし、多くの委員会に

参加しζ J臥の代表理事というだけではなくて、患者

代表という立場での発言も多くなりました。

今後のJPAは、」臥 の加盟団体のことだけではな

く加盟していない団体のことも含めて、また難病かど

うか分かりにくい“はざま "の方もおられますの0そ
のような方々のことも含めて、」PAのスローガンでもあ

る「すべての人が安心できる医療や福祉の社会Jを作っ

ていくというところを大切にして、患者という立場で

色々なところに目を配っで 本当の困りごとを救し上 げ

て、問題解決に向けての発信をしていただきたいと思

いま丸

最近は製薬の企画段階から患者の参画を求められ

たり、行政の施策についても患者としての発言をしっ

かり求められるようになりました。またピアサポートな

ど、患者でないとできない部分があって専門家にも認

められてきたので 吉川さんの発信力の強さo今 の

時代にあった発信をしていただきたいと思いま丸

また、JPAはこれまでの患者会の活動を受け継いo

日本を代表する患者団体になってきているの0そ の

歴史についても引き継いでいただきたいというのが望

みで現

― これからのJPAが目指すもの 一

吉′IIさん 吟、力′ム医療や着床前診断など正解のない

」PAの仲間

SSKO増刊通巻10879号 2021年 9月 11日 発行

問題が沢山あり、J臥の代表として見解を求められた

ときに非常に難しい部分がありま丸 色んな疾患や障

害があり、当事者かその家族なのかなど色んな立場が

あり、それによって価値観や見解が変わると思いま魂

その中でどんなふうに発信するかが問われると思いま

すが、発信力の前に 暖 信力」が必要で、偏りなく色ん

な人の声を聞きたいと思いますが、その手段やツール

は何なのかを考えていきたいと思いま丸

また、今までインターネットなどが無い時代は患者

会は情報源でしたが、情報が他から入るようになった

ので 患者会に求めるニーズも違ってきていると思い

ま丸 ただ、だからといって患者会を否定してしまうと、

これまでの積み重ねがなくなってしまうの0今 まで

のやり方でしか対応できない方々も含めζ 両立しな

がら行っていかなければいけないと思っていま現

私の理想としては、難病患者であっても、子どもが

難病に生まれた親であっても、希望を持って生きられ

るような世の中にしたいと思っていま丸 そのために

は、私たち当事者が楽しく生きている様子を見せなけ

ればいけないと思いますも国や支援機関に要望するこ

とも大事ですが、ある意味で満たされているところも

見せたいというところがあり、これからの発信のひと

つのポイントにできたらと思っていま魂

その中でみんなが勇気づけら順 、活動にも協力し

ていただけるようになるかもしれないので 元気な方

と同じ様な生き方ができるという良い見本に取ってく

れたらいいなと、そのような JPAでありたいなと思っ

ていま丸
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幹事会翌日の4月 12日 (月 )には、衆議院第一議員会館内の会議室にて内閣府、厚生労働省、文部科学省と

交渉を行いました。昨年 12月 の交渉と同様、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、森代表 OVebにて出m、

辻常務理事、斉藤理事 (小慢担当)と事務局の計 4名の出席での実施となりました。

交渉は3月 23日付で内閣府、厚労省、文科省へ提出した要望書および2月 19日付で提出した新型コロナワク

チン接種に関する要望書に基づいて行われましたが、今回も時間の関係上すべての項目について回答をいただくこ

とが難しかったため、当日は一部の項目に絞って回答と交渉を行いました。以下にその項目と回答の要旨を報告し

ま丸

○難病患者等への災害対策に関する要望 (内閣府 )

1.災害時の避難を迅速に行えるよう、難病や慢性疾患を抱え、自力では避難が困難である患者を要支援者としての

登録を行い、難病や慢性疾患を抱えた患者が避難できる福祉避難所の設置と共に、災害状況と地域都市部や過疎

的 に応じた避難するしくみを構築するよう、各自治体に指導してください。

:回圏 平成26年より各市町村で要支援者名簿の作成に取り組んでおり、令和2年度10月 現在99%近くの市町村
|

|で作成が完了している。―方で個別支援計画については、作成を促してきているが、まだ3割程度が着手してい |

|ない状況。内閣府の有識者会議でも、一人一人に合わせた支援計画の作成が重要であるとの指摘があつたの
|

10個別支援計画の作成を努力義務とすることを盛り込んだ災害対策基本法の改正案を今回会へ提出した。  |

2.難病や慢性疾患患者の中には、学校等の避難所では過ごせない医療的ケアや福祉的ケアを必要とする人、感染

症に弱し状 たちがいま丸 適切な病院や福祉施設を含む福祉避難所の確保を進め、要支援者に周知するよう、指導

してください。

1回圏 施設等の所有者の協力も必要なため、一気に数を増やすことはできないが、毎年様 な々方の協力を得な
|

|がら、福祉避難所として各市町村にて指定を進めている。                         |

3災害時に重要なのは公助同様、共助が重要で丸 特に障害者や難病患者等で自力で行動するのが困難な人に対

し、避難行動要支援者名簿に掲載し、避難行動要支援者個別支援計画の作成を進めるとともに、日頃から地域で支

えあえる共助の仕組みづくりを行うよう、指導してください。

1回圏 要支援者名簿や個別支援計画、避難所を作ることも大切だが、地域全体で支援をしていくことが重要だ
|

|と感じている。要支援者の方 も々地域の―員であり、地域全体での避難が重要だということについても理解が深 |

|まるように、今後も普及啓発活動を行つていきたい。                          |

○難病や慢性疾病のある病児への教育を求める要望書 (文科省 )

1病弱児への適切な教育の場の保障

(1)就学先決定にあたっては、子どもに合った教育の場 (普通学級、特別支援学級、特別支援学校等)を選べるよ

う、保護者の希望を尊重しつつ、丁寧な説明や施設整備の改善等、教育委員会への指導をしてください。

1回圏 障害のある児童・生徒の就学先の決定は、平成25年8月 に学校教育法施行令を改正し新たに個 の々状
|
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1態を踏また 本人や保護者の希望を可能な限り尊重し総合的な観点から教育委員会が就学先を決定する仕組
|

|みとした。この趣旨や内容について教育委員会へ通知し、就学手続きに携わる方々が円滑に支援を行る よう、|

1就学手続きにおけるプロセスモデルや基本姿勢を提示する教育支援資料を示している。          |

(3)医療的ケアの必要な病児が幼稚園、学校、施設などに通えるよう、必要に応じて看護師の配置を進めてくださ

い。また、地域の学校や教育委員会に対し、医療、福祉との連携が図られるよう指導してください。

(4)てんかん、心臓病、炎症性疾患、がん等、様々な病気を抱えて通学している病児が増えてきていま丸 教職員、

特別支援教育コーデ Fネーター、養護教諭に対して 難病・慢性疾患児や医療的ケア児についての研修会を実施し、

教員の病弱教育に対する理解と実践能力を培ってください。

回圏 各都道府県教育委員会等に対し特別支援学校教諭免許状保有率の向上のための計画的な取り組みや

各種研修の受講機会の拡大、免許状取得の奨励に努めてもらうため、通知を行い、教員の専門性向上に向けた

取り組みを促している。また、国立特別支援総合研究所においても研修・講座を開設し 専門性の向上に努めて

いるところであり、これらについて引き続き周知・促進していきたい

(5)学校生活管理指導表は体調が良い時には、できるだけ教育の機会を広げようとの趣旨で書かれたもので丸 有

効で適切に使われるよう、取り扱いや活用について指導を行ってください。

:回圏 当省にて作成している指導参考資料の中で、=醸患や腎疾患等を有する児童・生徒等の学校生活におい
:

|て、適切な健康管理を行ううえで、学校生活管理指導表の活用が重要であることを記載している。こういつたもの |

|を様々な機会を捉えて周知徹底していきたい。                             |

(6)感染への不安や体調不良で学校を休むときにも、希望すれば教育 (授業)が受けられるよう、学級ごとのオン

ライン教育を進めてください。

:回目 令和2年 6月 に新型コロナウイルス感染症に対応する持続的な学校運営のためのガイドライン及び児 :

童。生徒の学びの保障パッケージを示しており、状況に応じて改定を図つている。その中で、家庭環境やセキュリ

ァィーに十分留意しながら、自宅等でも学習を継続できるようオンライン学習が積極的に行える環境を整翡 こ

ととしている。―人―人のニーズに沿うよう、学校設置者と連携を取りながら、オンライン教育の充実に努めてい

きたい。

2将来を見据え、社会性を育てるための教育の充実

(2)適性にあった就労が可能となるよう、病気とともに生きていく病児に適したキャリア教育を実施してください。

回目 特別支援学校学習指導要領においては、児童。生徒が学ぶことと自己の将来を見通しながら、自立に向

けて必要な能力を身につけられるよう、家庭や地域、福祉、労働等を行う関係機関と連携しながら、キャリア教育

の充実を図る旨を規定している。また、テレワーク等で働き方が大きく変化しているため、令和3年度より職業教

育におけるICTを活用した指導計画、方法等の開発を行い、指導の在り方について研究する授業を実施すること
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|としている。                                                   |

3「命の尊厳」について考える教育

維病や慢性疾病など見た目ではわからない病気や障害をもつ子どもがいることを、児童生徒がともに考え学び会う

教育に力を入れて下さい。

1回目 特別支援学校学習指導要領において、他の特別支援学校、幼稚園、認定こども園、保育所、小。中。高等学
|

1校との連携を図るとともに、障害のない生徒との交流や共同学習の機会を設
'共

尊重しあいながら共同して生活 |

|していく態度を育むようにすることを規定している。                           |

4震災など緊急時において、病児の安全がはかられるような体制の整備

避難訓練時に、教室で自習している病児の話を耳にしま丸 自力で他の児童生徒と一緒に避難できない病児が、震

災などの緊急時に取り残されることなく安全に避難できるよう、病児対応を含めた緊急時の避難マニュアルを早急

に作成し、体制作りを行うよう指導してください。

回圏 各学校における危機管理マニュ刀 レ作成の手引きを作り、マニュアル作成の指針を示している。この中で

特別支援学校等における留意点としこ避難体制や避難経路の整備、障害に応じた避難訓練の実施なa特性

に応じた対応を図ること等の留意点を明示している。そして、医療的ニーズを必要とする児童生徒については、

避難の際に様々な困難が予想されるため、各学校において一人一人の予想される困難を理解し、家庭と連携し

ながら体制整備を行い、災害時に児童生徒等の安全が確保されるよう今後も努めていきたい。

○新型 コロナウイルスワクチンの接種に関する要望書 (厚労省 )

2引き続き、新型コロナウイルスによる感染の拡大を阻止するための対策や、ワクチン・治療薬等の開発、治療体制

の維持拡大に努めること。

1回圏 ワクチンの開発については、令和2年度の第二次、第二次補正予算でも予算を組んでおり、現在国内での
|

1開発も進めている。引き続き国内開発基盤の整備を後押ししていきたし、                 |

○難病法 5年以内の見直 しを含めた諸要望 (厚労省 )

1難病法及よ 法施行後5年以内の見直しに関連して

ア)対象疾患

a すべての難病を難病法における指定難病の対象としてください。

b 難病法および改正児童福祉法の5年後見直しの検討にあたっては、附帯決議を尊重するとともに、患者団体の

意見や法施行後の患者の実態調査結果等を尊重してください

1回冒 (a、 bあわせて)手旨定難病の追加には、客観的、科学的観点からの検討が必要であり、今後もこの考え方

に沿つて、関係審議会での審議に基づき対応していきたい。なお、要作を満たしていないとされた疾病について

も、厚労科研の研究事業等での支援を行い、要件を満たすかどうか検討するに足りる情報が得られたと判断さ

れた段階で、追加の議論を検討することが必要と考えている。5年後見直しについては、現在行われている関係

i審議会で議論を踏まえ、必要な対策を講じていきたい。
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イ)医療費助成

b 臨床調査個人票、医療意見書の文書料の負担軽減を図ってください。

1医療制度においても、申請者本人の負担で書類の用意をお願いしている。そのような状況のため、現時点では |

1負担軽減という面で回答を持ち合わせていないが、ご理解をいただきたい。                |

ウ)重症度分類の基準について

a 重症度分類の基準については、疾患の特性を踏まえ、患者の症状や生活実態が反映された適切なものに改めて

ください。

b 薬等の効果が現れているなど、見かけ上軽症と判断されやすい場合も、継続して治療等が必要な患者は、重症

度分類の基準に係らず全て医療費助成の対象にしてください。

回圏(a、 bあわせて)難病法では、全ての指定難病に重症度分類が定められており、症状が一定以上の方を医

療費助成の対象とすることとしているが、この様な基準は公平かつ安定的な医療費助成制度の確立のために必

要なものと考えている。認定基準については、現状を踏まえつつ、医学的観点から公平なものとなるよう、見直し

の方向性について議論が行われている。 また、難病の特性に合わせて 軽症者であっても高額な医療を継続し

て必要とする方は、医療費助成の対象としており、一定の配慮を行つている。

の データ登録についで

c 個人情報等、データのセキュリティー対策には万全を期してください。研究目的のデータベ_スから個人情報へ

は絶対に遡れない仕組みにしてください。

d 遺伝情報によって生じ得る差別に対しこ 法的規制が存在しません。オンライン登録の稼働を前に、法的な規制

を検討してください。

:回圏 合同委員会等でも患者やその家族が不利益を生まないよう、個人情報保護に十分配慮すること等の指
|

1摘をいただいている。今後議論の結果を踏まえ、難病・小慢と同様の情報を扱うがん登録オンラインシステムと |

i同等以上のセキュリティーを確保するような対策を講じていきたい。                    |

2福祉サービスについて

ウ)就労支援

a 難病患者を障害者法定雇用率の対象としてください。

回圏 障害者雇用促進法においては、難病患者も障害者に含まれるため、職業紹介や差別解消法での合理的

配慮の対象にはなつている。他方、障害者雇用率制度は、障害者の中でも就労することが極めて困難な方に対

し、すべての企業に雇用義務を課すものとなつており、対象者を雇用できる一定の環境が整つていることや対

象範囲が明確であり、公平―律になつている必要があると考えている。難病患者の方々については、企業におけ

る雇用のノウハウがまだ十分に蓄積されていないこと、難病には様 な々疾病があり就労にあたつての困難性も

多様であることから、その点をどのように判断していくか検討を行う必要がある。 現状としては、障害者雇用分

科会において 難病患者も含めた障害者手帳を持つていない方の雇用について論点を設定し、これから議論を

行つていくところなので、引き続き検討させていただきたい。
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○難病や慢性疾患のある病児への教育を求める要望 (厚労省 )

<医療>

1医療費助成

(1)成人後も継続して切れ日のない治療を可能とするために、治療を必要とする小児慢性疾病対象者は難病の医

療費助成の対象鮨 定難病)に してください。

回圏 小児慢性特定疾病 (以下小慢)のうち、指定難病の要件を満たすと考えられるものについては、関係学会

や研究班からの提案を受けで 指定難病検討委員会において医学的見地から検討を行つている。また、指定難

病に指定されていない小慢についても、患者の実態把握や診断基準確立のための調査研究を行つているところ

であり、要件を満たすものについては対象から漏れることのないよう、引き続きこの取り組みを継続していきた

い。

2移行期医療体制の構築

(1)小児慢性特定疾病児が成人になった場合に、対応できる病院を少なくとも各県に一個所以上設置してくださ

い 。

(2)移行期医療支援センターや移行外来が機能するよう、予算と人員の確保をして下さい。

1回圏 (1、 2あわせて)移行期医療支援体制を整備するため、移行期医療支援センターの設置やコーディネー
|

|タ
ーの配置、支援員等の研修にかかる費用を令和3年度予算においても確保している。引き続き必要な額を確 |

1保するとともに移行期医療支援センターの普及を図つていきたし、                    |

3医療体制等の充実

(1)NICU(新生児集中治療管理室)をはじめ、小児救急や周産期も含めた小児医療の充実に必要な医師や看護

師の確保、設備拡充を進めてください。

回圏 小児医療や周産期医療提供体制については、各都道府県で医療計画を策定し、体制整備が行われてい

る。また、地域での医師確保のために医師確保計画を策定し特に産科、小児科については、別途確保計画を策

定している。具体的な支援としa」 児ヽ救命救急センター、などの小児医療等に対する運営費や施設。設備整備

などの財政支援を行い、小児科、産科、救急の医師確保事業に対して、財政支援を行つている。看護職員の確保 |

については、新規要請、復職支援、定着促進を三本柱に、看護師等学校養成所や病院外保育所の運営等に対し
|

:          ~~ ~   ~~~‐  ~~― ―― ―   ―   ― ――  ‐ ― ―一 ―    ・ ‐́́ .‐ .‐ … … |´ ― ― ・ヽ  ―′
・ ―

,

lζ 財政支援を行つている。                                1

4新たな治療法の開発及び移植医療の推進

(1)再生医療や分′ム医療の研究開発予算を増額し、現在の医療では助からないこどもたちの治療法を確立してく

ださい。

(2)脳死下での臓器移植は少しずつ増えてきたとはいえ、日本は諸外国と比べ、圧倒的に少ない移植数で丸 生体

からの臓器移植に頼らま 諸外国のように移植数を増やす体制を整えてください。

(1)<難病対策課>難治性疾患の研究事業の予算は約100億円で推移しており、難病全体に対して広く治験

等の治療法確立に向けた研究や原因究明に向けた研究の推進を行つている。再生細胞医療、遺伝子治療にお

いては、難病に遺伝子性疾患が含まれていることから根本治療になりうると考えており、研究事業の中でも、lPS

団
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細胞創薬や遺伝子治療研究等の実用化に向けた研究を継続的に行つていきたいと考えている。

く研究開発振興課>日本医療研究開発機構 (AMED)の 再生医療実用化研究事業においで 年間28億円の予

算を確保している。当該事業については令和4年度も必要な予算確保に努めており、引き続き難病の治療法の

開発に向け必要な取り組みを進めていきたい。

(2)国民の臓器提供への理解の促進、意思表示率の向上が重要だと考えており、教育機関でのバンフレットの

配布や毎年のイベント等での周知に努めている。加えて、普及啓発事業としζ 道徳の授業等を行う教員へのセ

ミナーを実施するとともに、令和元年度からは、移植を受けた方、ドナーの家族の方を授業に派遣し体験談を話

していただく取り組みを行つている。また、示された意思表示をくみ取り、尊重するために、院内体制整備支援事

業や臓器提供施設連携体制構築事業等で幅広い支援を行つている。令和3年度においては、これらの事業に必

要な経費を増額し減少している心停止後臓器提供を可能とする医療体制の整備を更に支援していくこととして

いる。

<福祉>

(5)医療的ケア児の基準に該当する病児については、保育園・学童保育への看護師等の配置を進め、該当しない

病児については、入園や入所を断らないよう指導してください。

回目 平成29年度よリモデル事業として行つてきた、医療的ケア児保育支援推進事業を令和3年度よリー般事

業化したことにより、全ての都道府県市町村が対象となった。こうした事業を通じζ 医療的ケア児の子どもたち

を受け入れられるように、保育所等の看護師の配置などを進めていきたいと考えている。また、放課後児童クラ

ブでの障害のある子どもの受け入れについては、職員が子どもの障害に対して理解することが必須の課題と考

えている。そのため、放課後児童支援員になるために受講が義務づけられている都道府県等がおこなう研修に

おいて科目を設:六 支援員となる方に子どもの障害についての理解を促している。 放課後児童クラブヘの対応

としては、支援員を配置するための費用の補助に加え、人数によって職員を加配する費用の補助をしており、医

療的ケア児を受け入れる場合は、看護師等の配置の費用も補助している。

可
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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国会請願 択報告

毎年、総会翌日に議員会館にて行っている「難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進を求

める」国会請願行動も、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、今年も中止となりました。そのため、全国各地か

ら集められた 360,578筆の署名簿は、昨年と同様に事務局より紹介議員の先生方 (172名)へ郵送にてお送りし、

それぞれの院へご提出いただきました。

その後、衆議院、参議院での審査の結果、国会会期末の6月 16日に両院で無事採択されました。両院での採

択はこれで 6年連続 (参議院は8年連続)となりま丸

2020年度の国会請願署名活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年に比べてたくさんの制約があ

る中での活動となりました。しかしながら、そのような状況下でも請願が採択されたことは、今後の難病 。長期慢

性疾病 。小児慢性特定疾病対策の推進に大きな追い風になるものと考えま丸

また、毎年の通常国会の衆・参厚生労働委員会に寄せられる請願ヽ 採択されるものは約 1割～2割程度と大

変厳しい中、6年連続かつ両院で採択されるたことは、請願にご協力いただきました皆様、採択にご協力いただき

ました国会議員の皆様のおかげに他なりません。この場をお借りしましα 心より御礼申し上げま丸

今年度も」PAでは国会請願署名の実施に向け、現在準備を行っていま丸 コロナ禍のなか、何よりも安全を最

優先に、来年の通常国会への提出ならびに採択へ向けζ 引き続きご協力くださいますようお願い申し上げま丸

私たちができる全てを、

待っている人のために
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2021年 5月 16日 (日 )午後 1時から、JPA事務所 (東京都豊島区巣鴨)において第 17回総会を開催しました。

本年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、事前に書面表決書の提出をお願いしての実施

となりました。

冒頭、」PAの森代表理事の開会のあいさつの後、議長に陶山えつ子副代表理事を選出、総会の成立確認を行

いました。続いζ 議事録署名人に河野和博評議員 (愛媛県難病等団体連絡協議会)、 山崎洋一評議員 (全国筋

無力症友の会)を選出し、以下の議案についての提案および説明が行われました。

第一号議案 2020年度 (令和2年度)活動報告案

第二号議案 2020年度 (令和2年度)決算報告案及び監査報告

第二号議案 2021年度 (令和3年度)活動方針案

第四号議案 2021年度 〈令和3年度)予算案

第五号議案 任期満了に伴う新役員候補者について

それぞれの議案の提案説明の後、事前質問への回答を行い、表決書の開票を行ったところ、全ての議案が賛成多

数で可決されました。

今回の総会は二年に一度の役員改選期にあたり、第五号議案で新役員候補者の決議を行い、以下の通り新役員

が選出されました。また、その後の臨時理事会におきまして、吉川祐一新代表 (IBDネットワーク)はじめ三役につきま

しても決定をいたしましたので あわせてご報告いたしま丸

一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 2021年度‐2022年度役員

(NPO)IBDネ ットワーク

熊本難病・疾病団体協議会

(―社)全国筋無力症友の会

(‐社)全国パーキンソン病友の会

全国CIDPサポートグループ

(NPO)日本マルフアン協会

(NPO)大阪難病連

←社)日本ALS協会

山梨県難病・疾病団体連絡協議会

愛媛県難病等患者団体連絡協議会

(NPO)宮城県患者・家族団体連絡協議会

下垂体患者の会

〈認定NPO)全国脊髄小脳変性症。多系統萎縮症友の会

(‐社)全国膠原病友の会

代表理事

副代表理事

同

同

常務理事

理  事

同

同

同

同

同

同

剖 II 祐一

陶山 えつ子

山崎 洋一

藍澤 正道

辻  邦夫

大柄 嘉宏

大黒 宏司

岡部 宏生

川手 元

河野 和博

小関 理

曽根田 瞬

村田 明弘

森  幸子

事監

新役員一同、一九となって活動を進めて参りますのA引 き続きご支援いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

丸
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`ま

じめに

2014年「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)及び「児童福祉法の一部を改正する法律」(児

童福祉法改正法 )が成立し、2015年 1月 1日より施行されました。

これらの法律の附則には、施行 5年以内を目途とした見直し規定が置かれており、今回の見直しは、難病法や

児童福祉法の基本理念を堅持し、良質かつ適切な医療の充実と、療養生活支援の強化を図ることを通じζ 難病

対策・小慢対策をより良いものにするために行うもので丸

【施行 5年の見直 し議論の経過】

合同委員会の開催

厚生科学審議会疾病対策部会に設置された「難病対策委員会」と社会保障審議会児童部会に設置された「小児

慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」の合同開催にて「合同委員会」として具体的な検討が行

なわれました。

この合同委員会の委員は医点 看護、保健、福祉、就労、研究、法律、教育 自治体等様々な専門職 26名と患者

家族当事者 (JPA、 希少難病者全国連合会あせび会、難病のこども支援全国ネットワーク)から3名の計 29名で

構成されていま丸

2019年 5月 15日 から患者団体や様々な関係者からのヒアリングが行なわれ、まず」PAのヒアリングから始まり

ました。」PAからは事前に寄せられた加盟団体の皆さんからのご意見や相談内容などをまとめたものを基本として

現状、課題、要望を伝えました。

また、見直し議論では、難病法と児童福祉法改正法の成立時に今後実施検討すべき課題としζ 衆議院と参議

院で議決された附帯決議についても確認しながら議論を重ねてきました。

合同委員会で出された意見、課題や論点をその都度整理し、そのまとめとして2019年 6月 28日「今後検討す

べき論点」が示されました。

研究。医療W6と地域共生WG

合同委員会での「今後検討すべき論点」について 専門的見地から対応の具体的かつ技術的な方向性を検討す

るため、「研究・医療ワーキングカレーカ (研究・医療 VVつ 及び「地域共生ワーキンググルーカ (地域共生Wo
が設置され、」PAからはこの 2つのWGに出席し、意見を述べてきました。8月 29日から12月 26日 まoそ れ

ぞれ 5回に亘り開催されました。これらの2つのLVGでは、実際に難病 。小慢対策に当たっておられる様々な関

係者からヒアリングを行ない、合同委員会でまとめられた論点をさらに具体的に深めていく形で議論を重ねました。

12月 29日には研究・医療 WG、 2020年 1月 22日に地域共生 lVGの報告書がとりまとめられました。

合同委員会 難病。小慢対策の見直しに関する議論

2020年 1月 31日に開かれた合同委員会では、2つのWGの報告書を踏まえζ 今後検討すべき論点について項目毎に

出された問題点や課題に対し、今後の対策の在り方について指標を示すことや具体的な仕組みについて提示できる

よう検討を進めるなど見直し議論を重ねることとなりました。この徐 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
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により、延期せざるを得ない状況が続きましたが、ようやく10月 16日 よリオンライン併用で合同委員会が再開される

ようになり、翌2021年 6月 30日委員会の意見書素案をとりまとめるまで 議論が続きました。これらを経過し7月 14

日、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」が公開されました。

【「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」について】

この意見書は、合同委員会でのこれまでの状況の確認と今後の対応の方向性についての審議を整理し、とりまと

められたもので魂

意見書は30ページに亘ってまとめられていますので ここでは、まず私たち患者に直接関係する主な部分につい

てお伝えしま丸

第3研究。医療の推進(良質かつ適切な医療の充実)

1.医療費助成について

(1)対象疾病について意見書では、今後も指定難病の

要件を満たすと判断された疾病について、小児疾病

も含め、指定難病に指定し、また診断基準が確立し

ていない等、要件を満たさないと判断された疾病に

ついても基準の早期確立も含め、調査研究を支援す

べきとされていま丸

(2)対象患者の認定基準 (重症度基準)については、医

学的観点からより公平なものとなるよう見直しが行

なわれる必要があるとし、「日常生活又は社会生活に

支障がある者Jを対象とする趣旨で基準が設けられ

ていることを踏まえ、病状の程度を評価する基準の

在り方について今後も検討していくことが望ましいと

していま丸 研究班や関連学会での検討も行なわれ

ている疾病もあり、それらの動きにも注視していく必

要がありま丸

141円滑に医療費助成が受けられる仕組みについζ

助成対象となる全ての患者についで 助成対象となる状態になった時点n速 やかに助成が受けられるよう、助成開

始の時期をこれまでの申請時点から、重症化時点に前倒しすることが適当である。とされました。新規についても同

様に、申請から前倒しして医師の診断により助成対象となる状態の時点まで前倒しされる予定で丸 ただし、申請か

らの前倒し期間に上限を設けるとされており、1ケ月程度の期間が示されていますが、これでは臨床調査個人票り 、

手など申請準備が整わま 充分な準備期間を必要とすると意見を出していま魂 また、新規申請については診断時に

医療費助成の対象であることを知らない患者もいることから周知の徹底を求めていま丸

3′ 調査及び研究について 5.登録者証阪 称)について

(1)データベ‐ス(DBlの充実と利活用については、個人情報保護に十分に配慮しつつ、治療研究に有用なデータの提

供が促進されるよう、難病DB及さヽ 慢DBについて法律上の規定を整備するべきとされ、製薬企業など第三者への

p14    」PA融間
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第2基本的な考え方
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12)対象者の認定基準について

(31患者の自己負担について

14)円滑に医療費助成が受けられる仕組みについて

⑤ 医療費助成の実施主体について

2.医療提供体制について

3.調査及び研究について

(1)データベ‐スの充実と利活用について

(2)医療費助成の申請をしない患者の登録について

(31各種の事務負担の軽減について

第4地域共生の推進(療養生活支援の強イリ

1療養生活の環境整備について

(D難病相談支援センターについて

121地域協議会等について

2福祉支援について

3就労支援について

4小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について

5.瞳録者証」(仮称)について

第5おわりに
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匿名化されたデータの提供についても検討され、事案ごとに審査会における厳正な審査の上で判断されることが重

要としていま丸 また安全管理措置については、法令に基づき、必要な措置をしっかりと講じることとし、違反者への

指導監督や情報漏洩等への罰則など、実効性を確保する措置について必要な規定が設けられるべきとされていま

丸

(2)医療費助成の申請をしない患者の登録についで 軽症者などのデータも貴重で必要なデータであり、登録するこ

との出来る仕組みを設けることが適当とされ、データ登録した者については「登録者証」販称)を発行する。これに

より、研究促進により治療法の開発に資することや、福祉支援、就労支援等の他の支援が患者に行き届きやすくなる

といったメリットも期待されていま丸 データ登録には臨床調査個人票の提出が必要であり、文書料の負担も生じま

丸 これらの登録は自分のためだけでなく、研究等に必要なデータ登録に協力するという意味合いからも、」PAでは

文書料の負担軽減について引き続き検討されることを要望していま丸

その他、医療や療養生活の環境整備についても意見書にまとめられていま丸

2.医療提供体制については、

早期の診断がつき、適切な治療が受けられるよう、難病連携拠点病院と難病診療分野別拠点病院、難病医療協力

病院との連携を図る。また、治療方法がない疾病、診断がつきづらい疾病等、難病についても「全〃 ム解析等実行

計画」を推進していくべきとされており、相談支援体制の整備が重要。移行期医療については、移行期医療支援セン

ターの設置促進のための対応が必要とされ、財政支援も含めて検討すべきとしていま魂

第4.地域共生の推進(療養生活支援の強化)

1.療姜生活の環境整備について

(1)難病相談支援センターについては、患者と地域の関係機関をつなぐ役割を担い、円滑に適切な支援につなげてい

くことを目指し、支援の質の向上、患者のニーズに対応できる体制作りを進めるべき。効果的に推進するために、難

病相談支援センターと福祉や就労支援機関との連携の重要性を法令上も明記することや就労支援担当者の配置を

促す工夫が必要とされていま丸 また、JPAからは、ピアサポーターの養成や処遇改善が必要であるとの意見を述べ

ていま丸

2福祉支援についで 患者への難病も対象になっていることの周知の強化や難病相談支援センターや医療機関の関

係者等への周知を通じて必要な支援に繋がるようにしていくことが重要としていま丸

3就労支援については、難病相談支援センターや保健所がハローワークに配置する「難病患者就職サポーター」等

の関係者と連携してきめ細かな支援を行なうことが重要。患者自身が症状や配慮事項等を説明する事が難しい場合

があり、円滑に関係者間で共有出来るツールの開発が必要としていま丸

4小児慢性特定疾病児童等自立支援事業については、個々のニーズや課題を関係者が共有し、生活者の視点から

も支援の在り方を考え連携していくこと、医療的ケア児や障害児に関する連携を促進。任意事業の活性化のために

は、地域の実態把握を自治体の必須事業とすることが必要。加えて任意事業の努力義務化も積極的に検討すべきと

していま丸

【今後のスケジュール】

法改正が必要なもの (医療費助成の前倒し、DBに関する規定の新設 (軽症者のデータ登録や登録者証を含む)

など)は、今後、厚労省においで 条文作成などの法改正の準備が行なわれま丸 その上o国 会への法案提出
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→法案審議・成立→政省令や通知の整備→周知期間を経て施行となりま丸

施行については、① DB以外 (医療費助成前倒し等)② DB関係 (軽症者登録、登録者証を含の のシステム改

善を行ない、周知期間を得て施行になるのではないかと思われ、時期は法案の国会提出時期により異なりますが、

2022年度の途中から2023年度となるようで魂

このほかに、意見書の中でも法改正が必要でない課題については、今後、委員会等で具体的な審議が行なわれ

ることになるかと思われま丸

<残された課題、問題点>

難病法 5年目の見直しで残された課題は大きく分けて 2つあると考えま丸

1つ目は長期の療養生活で重い負担となっている医療費に対しζ 助成を受けられない患者がいることで丸 こ

れは難病のとらえ方に起因する課題とも言えま魂 難病法において難病は医学的観点からとらえられま丸 難病は

4要件 (①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少な疾病である、④長期の療養を要

する)を満たすものと定義されていま丸 さらに2要件 (⑤患者数が国内人国の 01%程度未満、⑥客観的な診断

基準が確立している)を満たす難病を指定難病としで 重症度により医療費が助成されま丸 このような医学的観

点からは捕捉できずに難病法制度の外側に置き去りにされてしまう患者がいま丸 例を挙げれば、痛みやしびれや

倦怠感などの強い自覚症状に一日中苛まれて日常生活や社会生活に支障をきたしているのに、症状の程度が計測

不能で客観的な判断ができないような場合で丸

健常者であっても心身に異常があれば必要な医療を受けま魂 そうすることで症状を改善させて生活の質を維持

しま九 そうしなければ家庭や地域、学校や職場で一定の社会的役割を果たすことはできません。私たち疾病を

抱えた患者や家族も健常者と同様に社会生活者なので現 地域で安心して日常生活及び社会生活を営むには、経

済的に追い詰められることなく必要な治療を継続して受けることo心 身ともに健康を保たねばなりません。そのた

め、疾患の種類や特性にかかわらず適切な医療を過重な負担なく平等に受けられるよう、難病法の見直しを働き

かけていかねばなりません。

課題の2つ目は、患者の社会参加が思うように進んでいないことで丸 社会参加の促進と共生社会の実現は車の

両輪の関係で丸 難病法にもとづき、各地域においては難病相談支援センターや難病対策地域協議会などの取り

組みが展開されていま丸 就労などの社会参加に課題を抱える患者と専門的な支援者を適切に結びつけるためには、

各支援機関どうしの連携が必要不可欠で現 地域ごとの施策の拡充には、JIAの地域難病連ネットワークを活かし

た支援機関の連携強化に対する働きかけが有効であると考えますも地域での患者を中心とした支援体制づくりは共

生社会づくりであり、災害対策も重要なテーマをしてともに取り組んでいかねばなりません。共生社会とは疾患や

障害を抱えた人も健常者も近所の身近な生活者としてお互いを対等に認め合う社会で丸 疾患や障害に対する無知

に起因する差別や偏見は教育や啓発によって克服していかなければなりません。しかし、疾患や障害に対する健常

者の同情や哀れみは見えない壁となって私たち患者や家族をかえって息苦しくさま 生きづらくさせるもので魂 見

えない壁の原因は私たち患者側にもありま丸 私たちはこれまで患者どうしのつながりを求めて患者会を立ち上げ運

営してきました。このつながりは多くの当事者を不安から救い出し勇気づけてきましたが、当事者内部での克服にと

どまっていたと言えま丸 これから社会参加の促進と共生社会の実現に向けて、私たちは社会に目を向け社会と向

き合って自ら社会に開いていく意識の変革も必要となっていま魂 」PAは患者の意識変革の旗振り役として、共生

社会の実現をリードしていく存在とならねばなりません。
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2021年度「難病の日」記念講演 (2021年 5月 16日 )

難病対策は人権問題
～病気になつても尊厳が大切にされる共生社会を目指し←

村木厚子氏 (元厚生労働事務次官、津田塾大学客員教授)

障害のある人との出会いで学んだこと

,障害者雇用に出会う

一不安:差別になつたらどうしよう

―社長の言葉 :社員のいいところを引き出すの

が社長

・福祉の世界を見た驚き

―施設にいる人の9割は働ける

一その話をこの子が小 1の時に聞きたかつた

。アメリカで障害者になつてよかった I

難
病
の
日
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はじめに

長く厚生労働省に勤めておりまして、今は退職 し

て津田塾大学の客員教授を してお ります。今 日の

テーマは『難病対策は人権問題～病気になっても尊

厳が大切にされる共生社会を目指 して～』です。

“共生社会"は かなり漠然とした言葉ですが、私は長

く「共生社会って何だ ?」 と一生懸命に考えてきま

した。

そのきっかけは、厚生労働省から内閣府に異動 し

て、政策統轄官 共生社会担当という仕事に就いた

ことです。そこで共生社会担当は私だけで、誰も

「共生社会って何だ?Jとい うことは教えてくれ

ませんでした。 しか し、これは「共生社会って何

だ ?Jということを、自分で考えろということだと

思って仕事を始めました。

本日ははじめに、私の中で「共生社会って、この

ようなことが大事なのではないか」と思える瞬間が

いくつかあったので、お話 しをしていきたいと思い

ます。

まず '共生社会 "の ヒントをもらったのは、障害

のある人との出会いでした。私は 20年以上も前に

障害者雇用の担当課長になりました。当時は障害の

ある方とあまり出会ったことがなく、私の発言が差

別になるのではないか、相手の方を傷つけるのでは

ないかと萎縮 してしまい、なかなか思うように仕事

ができなくなりました。

そのときに私を救ってくれたのは、ある中小企業

の社長さんの言葉で「社長の仕事は社員のいいとこ

ろを引き出して、会社のために働いてもらって、会

社全体としていい仕事をすることなので、障害の有

無ではなくて、みんな社員なんだ」と言ってくれま

した。私はそれまで労働省に入って働 く人のための

仕事をやってきたので、障害が有っても無 くても、

働 く人のためだから同じことだとやっと思えまし

た。 しかも、障害や病気は'できないところ・に気を

取られてしまいますが、特に仕事は'で きるところ"

でやればいいので、自分も得意なところで仕事がし

たいということと同じで、「そうだよなJとすごく

第45号       p17
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自分が楽になり、それから障害者雇用担当課長とい

う仕事が大好きになりました。その頃、心臓病の子

どもを守る会の方に「この子たちが将来働ける場所

を考えてくださいね」と言われたことも、私にとっ

てはとても元気が出たことで、 2年間一生懸命に障

害者雇用の仕事をしました。

その後に何年か経って、障害者福祉の担当課長を

させていただきました。その時に驚いたことは、障

害者雇用の現場で働いていた方々よりも、福祉の現

場に障害の軽い方が多くおられたことです。そこで

障害者団体の幹部の方に「施設にいる人でも働ける

方は多 くおられるのではJと こっそ り聞いたとこ

ろ、「施設にいる人の 9割の方は働けると思ってい

るけれども、嘘つきだと言われるので、 5割の方が

働けると言うことにしていますJと仰いました。そ

の言葉に私はすごく喜びました。

私が“働ける"と いうことにこだわったのは、私が

出会ったある風景にあります。秋田県の能代に自動

車部品工場があり、小さな会社ですが製品の性能が

良く、高級な外車の部品として輸出していました。

そこに障害のある方が多く働いているということで

見学に行きました。社長さんが「働いている方の

後ろ姿を見て、 どの人に障害があるか分か ります

か ?Jと 間かれたので、私が「全然分かりませんJ

と答えると、社長さんは「そうでしょう」とすごく

喜ばれていました。そして、その工場の奥に大き

な部屋があ り、50cm位の高さの台の上に 4帖程度

の畳があって、その真ん中にランニングシャツを着

た若い男の子が一人であぐらをかいて、えんどう豆

のようなものの皮をむいているという不思議な光景

が広がっていました。社長さんは「彼が今年の新入

社員です。彼が先ほどの社員たちのように成長しま

す。」と言われました。私は本当に驚きましたが、

すごいと思って、“成長する"と いうことを実感でき

た瞬間でした。

その後に、特別支援学校で高校三年生にあたるお

子さんがおられるお父さんお母さんに、「仕事がで

」RAの1‖聞

きますよ、色んな可育旨性がありますよ」というお話

をしました。解散後に一人のお母さんが「今のお話

をこの子が小学校に入るころに聞きたかった」と仰

いました。私は当時、労働の仕事をしていたわけで

すが、雇用という分野だけではなくて、確かに教育

や家族や社会全体が変わらないと、そのような可能

性を実現することはできないと思いました。みんな

で協力してやらないといけないことが沢山あること

を学びました。

丁度その頃にシンポジウムで、山崎泰広さんとい

う脊髄損傷で車椅子の方に出会いました。その方

はアメリカで受傷され、帰国後に車椅子の輸入や

“シーティング・を手掛ける会社の社長さんになられ

て、かつパラ水泳の選手として活躍され、私がとて

も素敵だなと思っている方でした。山崎さんの講演

を聴 く機会があり、その中で彼は「僕はアメリカで

障害者になってよかった」と言われたことが、すご

くショックでした。山崎さんが受傷 しアメリカの病

院で手術を受けて、明 くる日に目覚めたら、そばに

医師がいて「あなたの夢を変える必要はありませ

ん。でも、あなたの夢をかなえる道筋は変わります

よ。Jと言われたそうです。

彼は帰国して車椅子の仕事をされたので、多くの

車椅子を使用するようになった障害のある方に出会

い、病院ともお付き合いが始まるのですが、障害を

持ったときに医師たちは「早く障害を受け入れて、

別の夢を捜しなさい」とまだ日本では言っている。

「だから僕はアメリカで障害者になってよかったと

思うJと、そのわけを話されました。

その後に彼が見せてくれたのが様々な車椅子で、

その中に“立てる車椅子・というものがありました。

それはお腹や胸をサポー トしながら座面が立ち上

がって、立った姿勢になれるという車椅子でした。

私が何のために使う車椅子だろうと不思議に思って

いると、彼は「これは歯医者さんや美容師さんな

ど、立って仕事をする人のための車椅子ですJと説

明されました。これもすごいと思いました。確かに

p18



1976年 2月 25日第三種郵便物認可 (毎週4回月曜・火曜・木曜 。金曜発行)SSKO増刊通巻10879号 2021年9月 11日発行

日本では立ち仕事の方が車椅子になったら、たぶん

仕事は続けていないだろうと思います。

:CFの生活機能モデル

醤獣漑棚謡躁昨讐悧躍禦臨,・
Ы
"att Hean.醜

その ときに教えていただいたのが“医療モデル・と

“社会モデル"の違いでした。例えば、発展途上国で

は車椅子さえなくて、脊髄損傷になれば家の中に開

じこもって一生そこで終わる生活をされている方も

います。日本では不自由はあるものの車椅子を使用

して、外に出て様々な活動されている方も増えてき

ました。それでも、立ってする仕事まではいってい

ません。脊髄損傷で機能の障害は同じなのに、社会

のレベルでできることが異なることを“立てる車椅

子・に教えてもらいました。その障害やその疾病だ

からということではなくて、社会がどれだけ変われ

て工夫ができるか、その人がどうやってその人らし

く暮 らせるかを本気で社会が求めるかどうかで、

全 く違 う人生になるとい うことを教えてもらいま

した。“共生社会
°
ということを考えるときに、この

経験が私にとってはスター トになったかなと思いま

す。

郵便不正事件に遭遇して考えたこと

・人はだれでも一夜にして「支えられる存在」になる

これまでのお話は、私が仕事を通 して勉強できた

ことですが、もう一つ“共生社会・を考えるうえで学

習できた出来事があります。それは個人の体験です

が、「郵便不正事件」で逮捕され拘留されたことで

す。これは病気や障害ではありませんが、私自身が

困難に遭遇して、自分なりの経験をすることができ

た事件でした。

あまり皆さん経験がないと思うので、少し解説さ

せていただきます。まず事情を聞きたいということ

で検察に呼び出され、取調べを受けて、その日の夕

方に「あなたを逮捕します」と言われました。逮捕

されると外部との連絡は取れなくなり、そのまま車

で拘置所に連れていかれました。勾留された後の取

調べのルールは通常 10日 間で、一回延長できるの

で20日 間閉じこめられた状況で取調べを受けるこ

とになり、その間は弁護士さんとだけ会うことが許

されている状態でした。

それまで普通に仕事をしていて、自分の中でそれ

ほど意識していたわけではありませんが「私は自立

している」と感じていたと思います。しかし、人は

だれでも一夜にして「支えられる存在」になるとい

うことを実感しました。病気や障害のときも同じだ

と思いますが、初めての困難に遭遇した際に、道を

探していくことは非常に大変ですよね。私の場合

は、逮捕されて裁判を戦わなくてはならないという

困難に遭遇して、そこから戦いが始まりました。私

は 1年 3ヵ 月と短い期間でしたが、何で頑張れて、

何が私を支えてくれたかということを、そのときに

自分なりに考えました。

産 だつたのは

・プロ(弁護士)による支援

―疇 題解決型支働

―「伴走型支拘

・インフォーマルな支援 (家族・友人。同僚罰

―ALSの方との出会い

(手紙・花東・ホームパーティー)

。「誰かのために」何かをする・できる(出番)

―もう大丈夫 :「娘のために」

ひとつはプロの支援があったことです。障害や難

病の場合は、医師や福祉のプロになると思います

が、私の場合は弁護士さんの支援で、弁護団は6人

難
病
の
日
講
演
録
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おられました。弁護士さんの仕事は法廷で無罪を勝

ち取るために、検察側の主張を弁論で覆 してくれる

ことだと思っていましたが、それだけではなくて、

私の体調を気遣ったり、拘置所での暮 し方について

ア ドバイスをしてくれたり、家族への伝言や差し入

れのことなど、私が分からないことの道案内をし

て、私に必要なものを手繰 り寄せてくれて、私の気

持ちが折れないようにしてくれました。それは本当

に弁護士という仕事の中に含まれているものかどう

か分かりませんが、水先案内人のように私や私の家

族に寄 り添ってサポー トしていただきました。これ

がプロの力で、これが無かったら私は絶対に頑張り

きれなかったと思います。

ただしプロの力だけで私が頑張れたわけではなく

て、もうひとつ大きな力がありました。それは家族

や友人などの支えです。これもきっと病気の場合も

同じで、どんなに優秀なお医者さんや看護師さんが

いても、それだけではなくて「頑張れよ」と言って

くれる家族や友人がいることは心強いことだと思い

ます。

私は「家族は私のことを200%信 じて くれてい

る」と家族のことを信じていました。家族の支えが

あったことはすごく嬉しかったです。一方で、すご

い報道になっていたので、周 りの方々の反応は心配

だったのですが、弁護士さんとの接見の際にアクリ

ル板に押しあてた紙の真ん中に“真実を貫け"と 書い

てあり、その下に友人や同僚の名前がいっぱいあり

ました。それを見て、まだ信 じてくれている人がい

ることが分かって、頑張れるかなという気がしまし

た。

その頃、私がいただいた手紙の中にALSの橋本操

さんからのかなり長い励ましの手紙があり、手紙を

書 くことがどれだけ大変なことか多少は分かってい

たので本当に嬉 しかったです。また私が無罪判決を

受けた後には、役所に訪ねてくださって花束をいた

だきました。その後に一度、橋本さんのお家のホー

ムパーティーに招かれたことがあります。私はお家

」PAの引‖ロ

に押しかけて大丈夫かと半分 ドキ ドキしながら行き

ましたが、そのホームパーティーにどのような方を

招いて、どのような食事を出して、どのような場に

しようかということを、橋本さんが計画して、彼女

が目指 した本当に楽しいホームパーティーができて

いるということを実感しました。病気や障害という

名前がついたときに思考が停止 してしまい、やはり

何ができないかということを考えがちなのですが、

自分が何かできないことがあってもやりたいことを

実現できるということをホームパーティーという形

で見せていただいたことは、とても嬉 しかったで

す。そこへALSの 岡部さん (JPA理事)がやって来

られ、管からお酒を飲まれて「絶対に僕はワインの

良し悪 しが分かるJと言われました。そのような楽

しいホームパーティーに自分が参加できたことは、

私の人生にとって幸せなことだと思っています。

このように支えられて、何とか苦難の中で自分ら

しく戦うことができたと思いますが、さらにもうひ

とつ、“自分は絶対に大丈夫・、“最後まで裁判を戦

える
°
と思ったのは違 う瞬間で、それは「私は娘の

ために頑張らなきゃJと思ったことです。この子た

ちが将来すごく厳しい状況になったときに、お母さ

んが戦いきれなければ、頑張れなくなるかもしれな

いと思いました。裁判でどのような結果が出たとし

ても「ママは最後まで諦めずにしっかりと戦った」

ということを見せておかなければと思った途端に自

分は“もう大丈夫"と 思いました。「誰かのために」

ということは、すごい強いことだと思っています。

これは後日談のたぐいですが、職場復帰したのち

に半年 くらいで東日本大震災が起きて、その 1ケ 月

後に防災担当の蓮肪大臣のお供で郡山の「ビッグパ

レッ トふ くしま」 という大きな避難所に行きまし

た。大臣が避難所を視察して被災者を励まされてい

るのですが、そのお供の私のことを福島の方が「村

木さん良かったね、頑張ってね」と言ってくれまし

た。こちらが「頑張って」と言うために行っている

のに、逆に「頑張って」と言われ続けることはきま
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りが悪かったのですが、何て福島の方って強 くて優

しいのだろうと思いました。そのことをさわやか福

祉財団の堀田力さんに話したら「村木さん、良いこ

とをしたね。福島の人はそれまで励まされ続けたと

思うけれども、人間は支えられるだけでは元気にな

れない、人を励ますことで福島の方は元気になれた

と思うよ。Jと言ってもらえました。この後に、仕

事で困窮者の支援を行う中でも思いましたが、支え

てもらうことはすごく大事ですが、自分もまた誰か

を支えることも非常に大切なことだということを学

びました。

その他、事件当時に結構大事だと思ったことに、

何にも関係のない周りの方の態度があります。私は

164日 拘置所にいて、保釈された後に裁判のために

大阪に通っていました。私はまだ無罪になっていな

いのですが、大阪の駅の売店の方やタクシーの運転

手さんが「頑張 りなさいよ」 と言って飴を くれた

り、裁判の傍聴に来ていた娘とお好み焼きを食べて

店を出たときに「頑張れよ―Jと地元の方から声が

・金曜発行)SSKO増刊通巻10879号 2021年9月 11日発行

かかりました。それがすごく嬉しかったです。やは

り世の中の空気みたいなものは、気にしまいと思っ

ていても、結構こたえてきます。この世の中の空気

もとても大事だと思いました。

このような厳しい状況にいるときに“何が必要か '

ということを体験できたことは、自分にとってとて

も良かったことだと思います。なかなか神様ってよ

くできているなと思うのは、このような厳しい経験

をした後で無罪になって職場復帰したときに、生活

困窮者支援 とい う仕事をさせていただいたことで

す。

生活困窮者自立支援法制定のプロセスで学んだこと

生活困窮者の共通点

・複数の困難が重なつている

・社会とのつながりが切れている

生活困窮者支援の中でも様々な学びがありました

が、私が大事だと思っていることは'生活困窮者に
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病
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『 4つ と『3つの支援のかたち』

○自立と尊厳
すべての生活困窮者の社会的経済的な自ユを実現するための支援1ま 生活

困窮者一人一人の尊厳と主体性を重んじたものでなければならない。人々の内
面からわき起こる意欲や幸福追求に向けた想いは、生活支援が依拠するべき最
大のよりどころであり、こうした意欲や想t●こ寄り添ってこそ効果的な支援がす
すめられる。

○子ども・ 若者の未来
生活困窮の結果、子どもたちが深く傷つき、若者たちが自らの努力では如何と

もしがたい壁の前で人生をあきらめることがあってはならない。それはこの国の
未来を開く力を大きく損なうことになる。生活支援体系は、次世代が可能なかぎ
り公平な条件で人生のスタートを切ることができるように、その条件形成を目指
す。

4つの基本的視点

○早期的・継続的な支援
職を失うなどして生活困窮に陥り、社会とのつな

がりを弱めた時 できるだけ早期に対処することが
支援の効果を高める。生活因窮者が、引きこもりな
どで地域社会から見えにくくなったり、窓口相談に
やつてくる気力を失っていたりすることもふまえて、
訪問型も含めた早期対応が図られることが大切で
ある。

○つなが りの再構築
生活困窮者が孤立化し自分に価値を見出せないている限り主体的な参加ヘ

向かうことは難しい。一人一人が社会とのつながりを強め周囲から承認されてい
るという実感を得ることができることは、自立に向けて足を踏み出すための条件
である.新たな生活支援体系は、地域社会の住民をはじめとする様々な人々と
資源を東ね、孤立している人々力地域社会の一員として車ばれ、多様なつなが
りを再生 創造できることを目指す。そのつながりこそ人々の主体的な参加を可
能にし、その基盤となる。

○信頼による支え含い
新しい生活支援の体系は、自立を支え合う仕組みであり、社会の協力で自助

を可能にする制度である。したがってここでは、まず制度に対する国民の信頼が
不可欠となる。制度に対する国民の信頼を強めるため、生活保護制度について
の情報を広く提供し理解を広tザつつ 信頼を損なうような制度運用の実態があ
ればこれを是正していく必要がある。

○分 格 的・ 創造 ngな支援
個々人の事情と摯階に応じ、想tЧこ寄り添つた支

援は、社会福祉協議会 社会福祉法人 NPOや社
会貢献の観点から事業を実施する民間企業などの
いわゆる社会的企業、民生委員 児童委員その他
様々なインフォーマルな支援l■織など 民間の柔軟
で多様な取組が活かされ 国や自治体がこれをしつ
かり支えることで可能になる。すでに地域ごとこ多
様な民間団体が活動を展開しており、その達成け
新たな生活支援体系においても継承されていくべき
である.
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は共通点がある
°
と教えていただいたことです。

ひとつは“複数の困難が重なっている
°
ことです。

例えばホームレスの人であれば、会社を辞めさせら

れたときに病気が分かったというように、いくつか

の辛いことが複数重なっていることです。もうひと

つは“社会とのつながりが切れている・ことです。私

が支えてもらったような社会とのつながりがないと

い うのが、困窮者の特徴だと教えていただきまし

た。

21ページの図はとても大事にしている社会保障

審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別

部会の報告書ですが、何か困難がある人を支援する

ときに大切にしたい 4つの視点があります。

一つ目は“自立 と尊厳"です。誰かを助けようと

思つたときには、その本人の尊厳が大切にされて、

自分の価値を認めて、自分の人生を組み立てていこ

うと、本人が思えることが第一歩です。本人がその

ように思っていないと、外からの支援はなかなか役

には立たないということです。上から目線であった

り、同情だつたりという支援が、いかに役に立たな

いかということを教えていただきました。

二つ目は'子 どもや若者の未来"に ついてです。と

りわけ子どもや若者はそれまでの生い立ちにすごく

影響されます。それは非常に不平等で、どのような

子どもも必ず支援を受けられるように、大人の責任

として行わなければいけないということです。

「つながりの再構築」の重要性

・支援が成功したかに見えても、地域のつながりの中に

その人を再び置くことができなければ、また、困窮状態

に戻る。

三つ目は・つながりの再構築・です。生活困窮の場

合は特にでしようが、行政やプロが支援することは

とでも大事ですが、その人らしい本当の暮らしのた

めには孤立しないように、家族や友人、会社の同僚

や近隣の方などのつながりが、きちんと結びなおさ

れることが大切です。生活保護の担当者の方は、

ケースワーカーが一生懸命に支援 して見事に立ち

>本人が有する特定の課題を解決することを目指す

>それぞれの属性や課題に対応するための支援 (現金・

現物綸付)を重視することが多い

>本人の抱える課題や必要な対応が明らかな場合には、

特に有効

>本人と支援者が組続的につながることを目指す

>暮らし全体と人生の時間軸をとらえ、本人と支援者が

継機的につながり関わるための相談支tE(手続的綸

付)を重視

>生きづらさの背景力t明らかでない場合や、∞
"問

題慮

ど課題が複合化した場合、ライフステージの変化に応

じた桑軟な支援が必要な場合に、特に有効

本人を中心として、“伴走"する意識
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○一人ひとりが多様で複雑な問題に面しながらも、
生きていこうとする力を高め(エンパワーメント)、

自律的な生を支える支援
(※ )自 律… 個人が主体的に自らの生き方を追求できる
状態にあること

O「支える」「支えられる」という一方向の関係性で
はなく、支援者と本人が支援の中で人として出会
うことで、互いに学び合い、変化する。

○一人ひとりの人生・生活は多様かつ複雑であり、
社会に関わる経路は多様であることが望ましく、
専門職による伴走支援のみを想定することは適
切でない。

○地域の実践では、専門職による関わりの下、地
域住民が出会い、お互いを知る場や学び合う機
会を通じて、地域住民の気にかけ合う関係性が
生じ広がっている事例が見られる。 難

病
の
日
講
演
録セーフティネットの構築に当たっての視点

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主
体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創つていく社会

まえ・支えられる関係の情環
～謹もか役■llこ生きがいを持つ社会の醸威～

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安,い感ある暮らし

◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

すべての人の生活の基盤としての地域

◇社会経済の担い手輩出

◇地域資源の有効活用、

雇用創出等による経済

価値の創出

―地域における出会いや学びの場を作り出し、多様なつながりや参加の機会が確保されることで、地域の中で
の支え合いや緩やかな見守りが生まれる

一専門職による伴走型支援の普及や、地域に開かれた福祉の実践によって、個人と地域・社会とのつながりが
回復し、社会的包摂が実現される

これら力く

制度設計の際には、
と、専門職等の伴走によ|
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直ったと思っても、その方が暮している社会の中に

つながりがない人はまた戻ってくると言われまし

た。

四つ目は“信頼による支え合い'です。生活保護で

も医療や介護でも、公的なお金をかける制度につい

ては、その制度そのものが国民から信頼されるもの

でなければならないということです。

また「 3つの支援のかたち」も大事なことです。

´
包括的・個別的な支援

°
とは、縦割りではなく、一

人ひとりにあつた支援のことです。“早期的・継続

的な支援"と は、早く見つけて早く支援を始めて、

アフターケアをきちんと行うことです。また“分権

的・創造的な支援"と は、地域によって社会資源は

異なるので、地域のみんなが工夫して、その地域の

社会資源をしっかり使つて支援することです。どの

ような支援についても、これらのことが当てはまる

と思って、大事にしています。

行政の考え方はここまで来た

行政も最近はこのようなことをすごく考えてい

て、行政の言葉として“言語化"さ れてきています。

22ページの図に示すように、支援の両輪と考えら

れるアプローチとして、ひとつは“具体的な課題解

決を目指すアプローチ"で、医療や介護サービス、

保育所のような課題が分かつていて、このサービス

がいると分かつている人にきちんとそのサービスを

届けるということです。もうひとつは'つ ながり続

けることを目指すアプローチ・で、病気になってこ

れからどうすればいいのかというときに、ケアマ

ネージヤーの拡大版のように、その人と一緒に寄り

添って歩むような伴走型の支援をしっかりと作って

いこうということを、最近は行政も言うようになり

ました。

伴走型の支援とともに、“地域住民の気にかけ合

う関係性"が大切です (23ページ上図)。 普通の人

間の暮らしの中に人と人とのつながりがあつて、近

所の人や家族など世の中の人が理解してつながりを

持ち、その人が孤立しないことを、行政は「地域共

生社会」 と最近呼んでいます (23ページ下図)。

特に行政が強調 しているのは、“支える人"と “支え

られる人"がいるのではなくて、お互いに“支え 。支

えられる"関係を作つて孤立をしない、そ して大き

な困難を抱えた人たちを医療や福祉などに結び付け

ていけるように、公的なサービスがしつかりと構え

ているという状況にしなければいけないということ

です。このように考え方は進化をしてきて、地域づ

くりのための社会福祉法の改正も行われて、今年か

ら事業がスター トすることになっています。どのよ

うにすれば良い地域が作れるか ということを行政

も考え始めたということです。ただし“言 うは易 く"

で、特に制度・分野ごとの「縦割 り」を超えるとい

う課題については、「縦割 り」をなくす方法を誰も

見つけていないので、これから行政はたくさん苦労

すると思います。

地域共生社会のベースにある「風土 |

社会の温度のようなものは、なかなか行政だけで

は作れないものなので、皆さんの協力がいるわけで

すが、どんな社会が良いか、どんな地域が良いかと

言われたときに、私が理想としていることを次に紹

介いたします。

「生き心地の良い町」とは

,いろんな人がいる、色んな人がいた方がいい

。人物本位を貫く

。どうせ、自分なんてと考えない

。病は市に出せ

。関心は持つが監視はしない

・人間の性や業を知る

「生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由があ

る」岡 檀

これらは岡檀 (マユミ)さんが書いた本に出てく

ることの抜粋です。学術的に比較 したときに徳島県

のある町が日本で一番自殺率が低いということで、

その町に岡さんが何ケ月も住み込んで、何がこの町
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をこれほど住みやすくしているのかということを調

べて論文を書いて、その論文を一般の方にも分かり

やすいようにしたものが『生き心地の良い町 この

自殺率の低さには理由がある』という本です。

まず、その町には「いろんな人がいる、色んな人

がいた方がいい」という価値観があること。次に

「人物本位を貫く」ということ。この人は良いお家

の出だからとか、良い大学の出身だからというラベ

ルではなくて、この人の人柄とか、何の能力がある

人か、というように見る。障害者も刑務所にいた人

もラベリングなので、そうではなくて人物本位を貫

くこと。ここは林業が盛んな古い町で、本材を積み

出すために大阪から商人の方がやってきて、人が交

じり合っている町らしいのですが、違う文化が交じ

り合ったので新しい判断基準を作らなければいけな

かったため、その基準が「人物本位Jだったのでは

ないかと思われます。

「どうせ、自分なんてと考えない」こと。次に

「病は市に出せJということ。これはとてもいい言

葉だと思ったのですが、困ったことや恥ずかしいこ

とを早くに外に出して、必要であれば専門家の力を

借りろ、という文化があることはすごく大事だと思

いました。「関心は持つが監視はしない」というこ

と。・関心・というのは仲間になろうと思って、興味

を持って観察すること。“監視・というのは自分たち

と少しでも違っていたら排除しようと思って観察す

ること、と解説されています。次に「人間の性や業

を知る」ということ。人間は弱い、醜いところもあ

り、ずるいところもある。表面だけの綺麗ごとの

ルールではなくて、そのような人間の持っている性

や業を知ったうえで、住む町のルールを作ってい

く、それが一番賢いやり方である、ということで

す。以上のようなことを、どうすれば作れるかとい

うことは、私にも分かりませんが、こんな町にでき

たらいいなと思っています。

先ほどから私は“つながり'と いうような綺麗ごと

を言いましたが、この本に出会うまでは“つながり"

や“きずな"と 言われたときに、私は少し嫌だったの

です。それは家族や地縁・血縁はある意味でとても

わずらわしい部分があり、そのように思うことも

あったからですが、この本に出会ってからは「この

ような“つながり'な ら嬉しい、このような“きずな"

なら欲しいJと 思えるようになりました。だから先

ほどのような人との・つながり"と か“きずな"と いう

ことを、本気で他の人にも「大事」だと言えるよう

になりました。

このようにして私は・共生社会'をイメージして、

このようなものを目指したいと思ってやってきまし

た。

ないことには…

一方で、特に難病や重い障害の場合には、地域共

生や伴走型支援と言っても、生きていくためにどう

しても必要な医療や福祉サービスなどの「課題解決

型支援」がなければ、話にならないというところが

あります。私自身は障害者自立支援法の担当課長に

なって法律を作るときに、その発端が財政難だった

のですが、必要な人が必要なサービスを受けたら、

必ず地方公共団体や国が義務的経費として負担する

という仕組みを絶対に取りたいと思いました。福祉

の分野は全く初めてという状況で大変ではありまし

たが、きちんとした医療や福祉を必要な人がきちん

と受けられるためには、色んな条件がいると思いま

した。

課題解決型支援を充実するには

。法律・制度・財源→政治→国民

「みんなが知る」「地続き」→発信と慣れ

。人材確保

(社会に貢献、ワクワクする、成長する)

。テクノロジーの開発・活用

「課題解決型支援」を引き寄せる「伴走型支援」

「伴走型支援」につながる敷居の低い「相詢

その条件のひとつは「お金」だと思いました。お金
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をもらうために、まずは財務省を説得しなければい

けません。その次に政治家を説得しなければいけま

せんでした。政治家を説得するためには、選挙で投

票している国民が応援しているということがとても

大事でした。国民みんなが知る、そしてその人たち

とこの問題は「地続き」だという発信ができるかど

うかということ。それから知つてもらうというこ

と。ここでは敢えて「慣れ」という言葉を使いまし

たが、これは“習うより慣れよ"の「慣れ」です。特

に重いけれど人数が少ない病気や障害では、このよ

うな人が身近にいるとか、友だちが応援していたと

か、会ったことがある、話したことがある、聞いた

ことがある、というようなことはすごく大事です。

そのためには皆さんの発信の力と、皆さんが色んな

場面に出てきて、色んな人と一緒に行動してくださ

ることがすごく大事だと思いました。結局、政治家

を説得するのは国民の力しかないと実感しました。

「人材確保Jについては、福祉や介護という職業

がとでも厳しくて、しかも給料がそれほど高くない

ということですが、給料を上げることは先ほどの

「お金」の問題につながります。それだけではなく

て、企業の若い社員が何を求めているかについて経

営のプロに話を聞くと、自分の仕事が社会に役立P

ているということ、自分が仕事をしてワクワクして

楽しいということ、その仕事を通じて成長できると

いうことが人材確保のための 3要素だと言います。

福祉や介護を、これらの 3要素がそろう仕事にして

ぃくことが大事かと思いますので、このことも皆さ

んと一緒に努力できたらと思いました。

そうは言っても財政難と人材不足は続くので、そ

の中で「テクノロジーの開発・活用」が大切になり

ます。重症心身障害児施設に何回か行ったときに、

子どもたちの暮らしがテクノロジーですごく変わつ

ていました。以前はベッドで天丼を眺めて寝ている

子と、少し起き上がれる子がテレビの前にいるとい

う状況でしたが、最近は皆さん“アイパツド"の よう

なものを持って、自分の勉強をしていたり、絵を描

いていたり、技術って生活を変えられると思いまし

た。

このようにして「課題解決型支援Jを しっかり

作っていくことが、これからの大事なポイントに

なってくるだろうと思います。

市民による「共生社会Jづ くり

現在、私は役所にいないので、市民としてできる

ことを自分もやりたいし、色んな人にも声を掛けて

いきたいと思っています。市民ができることとして

は、まず政治家に訴えることや投票に行って行動す

ることです。それ以外に、市民にこんなことができ

るんだと思って、すごく感動した2例をご紹介いた

します。

◎島根の「おたがいさま」

。「困つたなあ」と「私でできることでよければ」

◎籠島で学んだこと

。WE DO

・美しい海の秘密 (男女で違う呼び名、先輩の背中)

・声に出して呟く/先輩の知恵を借りる/

仲間を集める/いい「IB当者」と出会う/

鴫 場」を見てもらう/

「出来る」と信じて取り組む

ひとつは島根の「おたがいさまJという生協の人

たちが始めた有償ボランテイアの仕組みです。困っ

ていることがあつて電話をすると、あらかじめ何が

できるかを登録している人とマッチングをします。

病院に数ケ月泊まりこんでという依頼や、目が見え

ないけれど同窓会に行きたいから旅行に同行してと

か、旅行に行きたいから犬を預かつてとか、蚕のた

めの桑が足りなくなったから桑を探してきてとか、

様々なものが寄せられます。その中でほぼ全部の仕

事が引き受けられたというのです。なぜそのような

ことができるかというと、「困つたなあ」と「私で

できることでよければ」を結びつけたことにありま

す。100%ではないけれども8割はできる人がいる

とか、ひとりではできないけれども5人ならできる

p26    」PA●●間
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とか、様々を組み合わせてほとんどの仕事を引き受

けられたということです。

もうひとつは鹿児島県の甑島の例です。鹿児島

の人が「WE DO」 が一番できている島だと言い

ます。「WE DO」 自分たちでも行動することで

す。海岸の清掃から色んなこと全部自分たちで行っ

ています。なぜそのようなことができるのかと聞く

と「島だから自分たちが行ったことは自分たちに

返ってくる」、海を汚 したら自分たちにまた返って

きます。それから歴代の色んな先輩がやってきたこ

とを学びながら、自分たちは活動をしているとのこ

とでした。

ell島は人口5千人ほどで高校はありません。高校

に行 くときはみんな九州に下宿 します。その島に7L

児保育と学童保育があるのです。どうやって実現で

きたのかを中心になった30歳代の美容師さんに聞

くと、まずは「乎L児保育や学童保育が欲 しいな」 と

声に出して呟いてみた、それを聞いた先輩たちが

「こんな制度が行政にはあるらしいよ」と教えてく

れた、ひとりのお婆さんが「まず仲間を集めなさ

い」と言ってくれたので仲間を集めた、市役所まで

行って「担当者Jに出会った、そして現場を見ても

らうのが一番だと思って「現場」まで連れてきた、

見てもらって納得 してもらって、一年程度であっと

いう間に実現したそうです。成功のポイントを尋ね

ると、「出来る」と信 じて取 り組んだことだと彼女

は教えてくれました。

自分たちが市民の活動として行うことでも、行政

を巻き込んで行うことでも、やはり私たち一人ひと

りが動き出してやっていくことが大事だと思いまし

た。そして甑島の人が・風土は「風Jの人 と「土」

の人が創る・と教えてくれました。その分野で一生

懸命にやってきた「土Jの人と、そこにやってくる

ニューカマー (新 しく来た人)の「風」が一緒に

なって創るといいものができるということです。

私は東京大学の熊谷晋一郎さんが仰っている「自

立」の定義が大好きです。

「自立」とは

・「『自立』とは依存しないことではない。『自立』とはた

くさんのものに少しずつ依存できるようになることであ

る」

(東京大学の先端科学技術研究センター

准教授 熊谷晋―郎)

『自立』とは依存しないことではない。『自立』

とはたくさんのものに少しずつ依存できるようにな

ることである。私はこのように自立している社会を

作れたらと思っています。

そのためには行政だけではな くて、NPOや企業

など色んな力を借りて、これを実現したいと思いま

す。

最近はやりの 「SDG s(Sustainable Development

Coals(持 続可能な開発目標))」 では17の 目標を

挙げていますが、 17番 目は「パー トナーシップ」

です。「みんなで行おうJというのが世の中の流れ

だと思っていて、私が役所にいたころは「役所は何

をしなければいけないか」ということばかり考えて

いましたが、改めて振 り返ってみると「みんなで何

ができるか」を考えた方が良かったなと思っていま

す。「みんなで何ができるかJを、これから皆さん

と一緒に考えたいと申し上げて、私のお話を終わり

たいと思います。

難
病
の
日
講
演
録

社会システムの変化

⇒■
　

　

　

　

　

夕一
⑩

市民自立型社会
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「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」について

【医療的ケア児とは?】

NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器

や胃ろう等を使用、たん吸引や経管栄養 。中心静脈

カテーテル・人工透析・導尿・排便管理・自己注射な

どの医療的ケアが日常的に必要な児童 (18歳以上の

高校生を含む)のことをいいま蔦

【法律 ができるまでの経緯】

近年、医学の進歩と共に、医療的ケアを必要として

生活をしているこどもたちが 10年間で倍増し、 2へヽ

以上いることが分かりました。それと共に、医療の為

に病院から出られなかった子どもたちの在宅医療がで

きるようになりました。

しかし、「医療的ケアを必要としながら在宅で暮ら

す子ども」 というのは「新しいタイプの子ども」であ

るため、法律や制度が行き届いておらま 自治体や事

業所の理解も追いついていない状態だったのですも特

に問題なのは「学校に通いたくても通えなし」 医療的

ケア児が数多く存在しているということでした。

そこで 2015年 に超党派の国会議員たちによる

「永田町子どもみらい会議」が立ち上がり、 5年にわ

たる議論を経て今回の支援法案が今年 6月 に成立しま

した。

その会議に参加し、経過を見てこられた斉藤幸枝(前

」PA理事)さんは「」Rヽ には、難病のある子どもたち

p28    」PAの仲間

を抱えた団体も多く、私の属する全国心臓病の子ども

を守る会もその一つ。子どもの成長にとっζ 友達作

りと学び合いのできる学校教育は大変重要0文 科

省との連携、福祉の支援を受けながらの学校教育に

ついで 厚労省の社会保障審議会障害者部会の委員

として、意見・要望をしてきた。就学にあたり親の付

き添いが求められている実態、アレルギーショック時

に教員等がエピペンを注射し、子どもの命を救うこと

ができるようになったこと等を挙ι六 子どもの状態に

見合った、看護師、介護土 教員等による病児への

支援をするしくみを作ること等々。法律により、医ケ

ア児への支援は地方自治体の責務となったが、自治

体によっては財政難を理由に先延ばしすることが懸念

される。自治体への働きかけと共に、国の予算割合

を増やす要請も必須。病児たちが社会の中でしつかり

と育ってくれることが、親の願いであり、」PAの願い。

法律を盾に、多くの方々の働きかけを期待したしヽ と

語っていま丸

【法律はどのような内容なのでしようか】

《目的》

「医療的ケア児の健やかな成長を図り、その家族の離

職の防止とともに、安心して子どもを産み、育てること

ができる社会の実現に寄与する」

《基本理念》

①社会全体で支援

②切れ目なく行われる支援 (共に教育を受ける)

③おとなになった後の支援

④本人と保護者の意思を尊重した施策

⑤地域格差のない適切な施策

この法律の柱はこれまで、国や地方自治体の努力義務

だったものを「責務Jに格上げしたことで丸
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《法律を強化する3つのポイント》

1地域格差の解消

住んでいる自治体によっく 居住地の学校に通学で

きる、できないがある。看護師の配置の有無によって

通学、通園の日数が変わるなど、暮している地域に

よって人生が左右される現状を解消する。そのために、

保育所や学校、家族の日常生活への支援や、相談体

制の充実、支援を行う人材の確保などを行うとしξ 国・

地方公共団体、保健所、学校の責務を明記していま魂

2.保護者の付き添いをなくす

保護者が毎日あるいは定期的に学校や保育園に行

き付き添わなければ通学、通園ができないケ,スも多

い。要因として看護師を配置できま 命に関わる子ど

もの対応への不安から、親の付き添いを希望している

ことがある。

しかし、保護者が付き添っている状態は、保護者

の多大な負担はもちろんのこと、子どもの健やかな成

長の妨げになることもあり、法律の中に「保護者の付

き添いをなく力 ことを明記し、看護師の配置などを

促していま丸

3医療的ケア児支援センターの設置

都道府県に医療的ケア児の家族の相談に応じ、情

報提供等の支援や、関係機関 (医療・保健・福祉・教育・

労働等)への情報提供や研修を行うことを目的に、

設置されま魂

【具体的な主な施策】

■学校への看護師配置の拡充

2100人→2400人 (300人増)

■学校における医療的ケア実施体制構築事業

■放課後児童クラブヘ受入れ強化のため、看護職員を

配置するための経費補助

■診療報酬の改定 (医療と教育の連携を含③

■医療的ケア児総合支援事業の倉J設

(医療的ケア児コーディネーターの配置など)

【これからの医ケア児と家族への支援】

「医ケア児」の存在が分からなかった要因に介護を

している保護者 (特に母親)が「辛し邁 という場所が

なく孤立し、実態と本音を知らせる機会さえなかった

ことが考えられま丸

その中でこの法律は、医療技術の進歩の陰に、医

療的ケアを必要とする子どもたちが、学校に通うこと

もできま 保護者の大きな負担の中に存在しているこ

とを社会に周知し「医ケア児Jという単語を生み出す

機会にもなりました。

「重症児は支援学校に行くのが当然ではない力J「人

工呼吸器を付けている子は、訪問学級に通う」「重度

障害児の母親は外で働かま 子どもの世話に専念する

べきだJという考える人が多い中で「障害があっても、

なくても共に学ぶことができる社会J(インクルーシブ

教育)を構築するためには、社会の意識改革が求め

られ、この法律の理念の中に「子どもたちを社会全体

で支援するJことが明記されていま丸

医ケア児たちの可能性は他の子どもたちと同様で無

限大で丸 体調管理は大切なことではありますが、そ

れと同時に好きなことをみつけてチャレンジしながら、

家族が笑顔で暮らせるためにこの法律が成立したこと

は、大きな意義があったと思いますも今後は国や自治

体の本気度が問われますのn」 PAと しても、動向

を見ながら尽力していきたいと思いま丸

」PA(陶山 えつ子)
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新準加盟団体紹介

みやぎ化学物質過敏症の会～ぴゆあい～

化学物質過敏症 とは ?

いつ誰もが発症する可育旨陛があり、国内では患者数は 700万人を超えていると言われていますが、診断を

受けていない方もおり、正確な患者数は分かりません。2009年に厚労省に病名登録をされましたが、病気が

解明されておらずに、治療法も確立されておりません。発症者は日々増え続けており、花粉症のように国民病

になる恐れがあるので、「予防原則」として誰もが知る必要があります。

一度発症してしまうと、一般の方では何ともない極微量の化学物質に反応して体調が悪くなってしまいます

が、次から次へと多種類の化学物質に反応してしまい、生活や仕事 (学業)が成り立たなくなってしまう方が

少なくありません。普段使用する日用品などに反応してしまうので周りの方々の理解と協力が必須ですが、認

知度が低い為に理解を得られずに、病気の苦しみよりも「周囲の無理解」に苦しんでしまいます。

私達の活動

当時は患者同士が集まるだけの活動が多く、周りに知られたくないという方が多くいましたが、社会の理解を得

るためには「社会に広く伝える必要があるJと当事者である佐々木が 2015年に発足し活動開始。多くの方々のご

理解とご協力を得ることが出来て、議会をはじめメデイアなどに取り上げて頂き、現在では全国的に広く知って頂け

るようになりました。

化学物質過敏症をはじめ環境由来の病気は、改善の為には医療よりも保健の領域での「養生Jが必要となり、

薬やオペで治る病気ではないので 当事者が学び実践して改善に向けて諦めず努力して行く事が大切で現

安心して生活が出来るよう、食事や生活スタイルの改善・環境改善をして、社会全体の連携を構築する事により

支援することを目的としていま丸

化学物質過敏症の患者の増加を抑える為に予防啓発活動を行い、専門機関や団体、行政や議会などにも協力を

求めて連携を構築して、一般の方と患者の共存が実現出来るよう目指していま魂

p30 」PAの仲間
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厚生労働省補助金事業

令和3年度難病患者サポート事業よリ お知らせ

難病患者サポー ト事業 (厚労省補助金事業)では、今年も以下の研修会や募集事業を行います。

ぜひ奮ってご応募ください。

<研修会のご案内>

ア) 患者会リーダー養成研修   (2022/1/22～2Э

患者会のリーダー、又はその候補の方に必要な基礎知識や実務の習得を目的とし、毎年開催しております「患者会

リーダー養成研修会」を以下の予定で Web開催いたしま丸

応募開始は10月 1日 (金)の予定で丸 対象となる方で参加ご希望の方は、ぜひお申し込みください。

。 日時

。 開催方法

。 参加費

・ 対象

・ 定員

・  内容 (予定)

。 応募方法

。 応募開始

。 応募締切

2022年 1月 22日 (土 )午後～23日 (日 )午前

Zoomに よるWeb開催

無料

各患者会より2名迄

会の責任者の方に参力[『承を得られる以下の方

患者会リーダー (役員)候補者、リーダー 緞 員)になって間もない方

40名

難病法と難病対策、総合支援法、就労支援などの基礎知識

日本の患者会の歴史と患者会の役割

患者会設立と運営の実際

相談支援とピアサポート

その他

応募開始日になりましたら、」PAのHP h“ ps//nanbyojp/ より申込書をダウンロード

いただき、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。(必ず会の責任者の方に参加了承を

得てください。)

2021年 10り馴 日 (金 )

2021年 H月 30日 (火)

イ) 患者会リーダー養成研修受講者フォロニアップ研修会  (2021/12/18～ 19

昨年実施できませんでした患者会リーダー養成研修受講者の「
~/ォ

ローァップ研修会」を本年は以下の予定で Web

開催いたしま丸 リーダー研修会参加後の患者会活動の経験を交流するとともに、さらにレベルアップした学習によ

り、患者会の今後の発展に寄与できる人材を育てることを目的として実施しま丸

応募開始は、9月 15日 (水)の予定で丸 対象となる方で参加ご希望の方は、ぜひお申し込みください。

。 日時 2021年 12月 18日 (土)午後～19日 (日 )午前
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開催方法  Zoomに よるWeb開催

参加費   無料

対象    過去に9回開催した患者会リーダー養成研修会受講者 (申込多数の場合は、初めてフォ

ロニアップ研修会に参加される方を優先いたしまつ

定員    20名

内容 (予定)

難病対策の最新情報の学習

患者会リーダー養成研修から学んだことの実践交流、

カレープワーク中心の討論

経理、情報提供などの患者会実務についての研修

o その他

応募方法  応募開始日になりましたら、」RのHP https:〃nan"ojP/ より申込書をダウンロードい

ただき、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。(必ず会の責任者の方に参加了承を得てください。)

応募開始  2021年 9月 15日 (水)

応募締切  2021年 H月 15日 (月 )

※毎年開催しております「希少疾患交流会」については、現在開催検討中ですのα 別途お知らせいたしま丸

<各種募集事業のご案内>

今年も厚生労働省補助金事業「難病患者サポート事業」共催団体を下記の内容で募集しま丸

各事業に関するイベント等のご予定のある団体は、ホームページより申込書 ∈ ントリーシート)をダウンロードいた

だき、必要事項をご記入の上、期日までにサポート事業事務局 (」PA内)までお申込みください。

エントリーに基づき、共催団体とその負担額をJPAにて決定しお知らせさせていただく予定● スケジユールは下記の

とおりで現 なお、共催が決定した場合、各事業とも実施報告書の提出をお願いします

。 エントリー締切 2021年 10月 31日 (日 )

。 共催団体と負担予定額の決定 2022年 1月下旬を予定

※原則として、はじめて応募される団体を優先し、一団体一事業のみの応募受付といたしま丸 ただし、応募の状況

によってその限りではありません。

また、各事業は2021年 4月 1日以降に実施し、2022年 2月 28日までに実施報告書の提出ができる事業が対象で丸

①難病対策・難病の日の一般市民向け周知 (総額40万円を予定)

難病対策 (難病法)の理念と基本方針「難病患者が尊厳をもって、地域で生きていくことのできる共生社会を目指

す」の一般市民向けの周知施策を対象とするイベント等の費用の一部を負担しま魂

具体的には、

・ 市民公開講座など当事者・家族以外の一般市民参加者を一定数見込めるイベント企画などで 難病法や
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『 5月 23日 は難病の日』を一般市民に向け周知を行った場合

・  『5月 23日は難病の日』を啓発、アピールするポスター・リーフレット、グッズ制作やイベント等を行った場

合

対象費用 :会場費、外部講師謝金、交通費、印刷 (グッズ)作成費、

②難病患者・家族の生活実態調査 (総額20万円を予定)

難病患者・家族の生活実態調査等をおこなう際の以下費用の一部を、サポート事業で負担しま丸

対象費用 :アンケートや調査報告書用紙の印刷・作成費、発送費

③難病患者会の国際連携の推進 (総額20万円を予定)

希少・難治性疾患 (難病)研究や治療法の早期開発に寄与するため、国際連携を推進することを目的とした患者会

の海外交流、または翻訳や資料作成などを難病サポート事業で負担しま丸

対象費用 :旅費、翻訳代や資料等作成費用

国家資格を持つた施術師が

し自宅までぉ伺いいたします。

〒1060002 東前 lた区六本木千45ア ークヒルズ サウスタヮー

I受 付時間1930～ 10001定体口1土 日祝③KE=髄 面0120‐558‐916
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J′ハ=二 =ヌ

●医療的ケア児支援法が成立

医療的ケア児とその家族を支援する法案 (医療的ケア児支援法)が 6月 11日の参院本会議で全会一致で可決・

成立しました。

医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加しており、医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受け

られるようにすることが重要な課題となっていることなどを背景に、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全

体で支援するなどの基本理念のもと0国 ・地方公共団体の責務、保育所の設置者や学校の設置者等の責務、医

療的ケア児支援センターの設置などの支援措置を定めたもので丸

本号別ページでも「医療的ケア児及び その家族に対する支援に関する法衛 についてとりあげておりますのn

ぜひご覧ください。

● JPA事務局ニユースの配信状況

」PAでは難病・慢性疾患をめぐる話題についζ JPA事務局ニュース (不定期)を配信していま丸 本年5月以

降に配信した事務局ニュースの項目は以下の通りで現 事務局ニュ,スの配信は、https//1vwwnanbyo online/

よりどなたでもお申込できますので 本誌読者の皆さまも、ぜひご登録ください。

5/17 第17回総会開催報告

6/4  第67回難病対策委員会・第45回 4ヾ瞑専門委員会開催報告

6/16 国への請願が今年も採択

(衆 。参両院での採択は6年連続、参議院では8年連続)

孤独・孤立対策推進の要望書を提出

7/6  「新型コロナウイルス感染症 患者・家族実態調査」最終報告書が公開

難病患者の就労をめぐる記事報道のお知らせ

NHK Eテ レハートネットTV出演のお知らせ

7/9  第68回難病対策委員会・第46回小慢専門委員会開催報告

7/30 難病・小慢対策の見直しに関する意見書が発表される

指定難病・小児慢性特定疾病に新たに追加される見込みの疾病発表

(指定難病6疾病、小慢29疾病)
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●一般社 団法人病 院テ レビシステム運営協会様 よ り本年 も ご寄付 をいただきま した

7月 13日、志渡澤秋寛会長、永井光浩専務理事が」PA事務局にお越しくださり、吉川代表、辻常務理事が事務所で50

万円のご寄付を頂戴しました。病院テレビシステム運営協会様からは2016年から6年間続けてご寄付いただいてお

りま丸 今年も、新型コロナウイルスによる感染症により、各地の病院や病院の関係者のみなさんが、大変な困難に

立ち向かっている中で 本年も継続してのご支援大変ありがたく、心より感謝申し上げま丸

同協会は、入院したときにベッド脇にあるテレビや冷蔵庫をはじめとする・病院テレビシステム'を手掛ι六 40社を超え

る会員が所属する国内唯一の業界団体で丸 全国の一般病床のうち約7割を同協会の・病院テレビシステムが占めて

いま丸 入院中の患者さんが購入するテレビカードで収益を得ているため 剛憲者さんに還元できるところへ寄付をJ

と、JPAにご寄付いただいており、本誌をご覧の方も・病院テレビシステム'にお世話になった方が多くいらっしゃるか

と思いま丸

今後も継続してご支援いただいておりますご期待に添えますよう、難病・慢性疾患対策の前進に努めていきたいと思

いま丸

一般社団法人病院テレビシステム運営協会様、大変ありがとうございました。

病院テレビシステム運営協会志渡澤秋寛会長と吉川代表理事

第45号 p35
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『難病・慢性疾患全国フオーラム 2021」

開催予告

今年で 12回 目の開催を迎える「難病・瞑性疾患全

国フォーラム 202J(主催 :難病・慢性疾患全国フオー

ラム 2021実行委員会、事務局」P⇒ が、11月 6日 (土 )

午後に開催されま丸 今回も、新型コロナウイルス感

染症の拡大の影響を鑑み、Web中継・配信の形で実

施しま丸

今年は、毎年実施している「患者・家族の声」の発

表の他、難病法・改正児童福祉法の 5年以内見直しの

状況や難病や慢性疾患の患者を取り巻く情勢の変化な

どを受け、下記のように3部構成を予定しています (名

称、内容については変更の場合がありまつ 。ぜひ、ご

期待ください !

参加費は資料・プログラム代として1,000円で丸

参加申し込みは例年通り、フアツクスや振り込みでのお申込み (公式ホームページに掲載)を受け付ける他、下記特

設ページより申し込みを受付けますのでl1/1SAまたはMaster Cardな どが利用可 、患者当事者とそのご家族の方をは

じめ、医療、行政、福祉関係の皆様や一般の皆様もぜひご参加ください。

公式ホームページ…llttp//wwWnanbyo sakura ne」 p/

参加申込専用ページ掲載サイト…https//wwWnanbyo online/

セッション1難
臨ご      彗撃を受け¬

セッション2  患者。家族の声

セッション3  ノ`ネルディスカツシヨン

難病・慢性疾患患者の【就労】について
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2021年度スケジュール

9月 25日 (土 ) JPA九州ブロック交流会 オンラインにて開催予定

9月 26日 (日 ) JPA北海道 。東北ブロック交流会 オンラインにて開催

10月 16日 -17日 (土 日) 第 35回全国難病センター研究会研究大会 オンライン中継を予定

10月 24日 (日 ) JPA 中部 。東海ブロック交流会 オンラインにて開催予定

11月 6日 (土 ) 難病・慢性疾患全国フオーラム 2021 オンライン中継

11月 13日 (土 ) JPA関東ブロック交流会 群馬県にて開催予定

12月 JPA北陸 。近畿ブロック交流会 オンラインにて開催予定

12月 5日 (日 ) 法人第 11期第 2回幹事会 オンラインにて開催予定

12月 6日 (月 ) 各省との懇談会 東京都内を予定

12月 18日 -19日 (土 日) リーダー養成フォローアップ研修会 未定

2022年

1月 22日 -23日 (土 日)

リーダー養成研修会 未定

2月 5日 -6日 (土 日) 第 36回全国難病センター研究会研究大会 オンライン中継を予定

2022年度スケジュール

4月 10 日 (日 ) 法人第 12期第 1回幹事会 東京都内を予定

4月 11日 (月 ) 各省との懇談会 東京都内を予定

5月 15日 (日 ) 第 18回 (法人第 12期)総会、難病の日記念イベント 東京都内を予定

5月 16日 (月 ) 2022年度 JPA国会請願行動 東京都内を予定

※2021,22年度とも、新型コロナウィルスによる感染症の影響で変更となる場合がありま魂
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7

1

1

1

(― 財)北海道難病連

(―社)青森県難病団体等連絡協議会

(―社)岩手県難病 疾病団体連絡協議会

(NPO)官 城県患者 家族団体連絡協議会

(NPO)秋 田県難病団体連絡協議会

山形県難病等団体連絡協議会

福島県難病団体連絡協議会

茨城県難病団体連絡協議会

栃木県難病団体連絡協議会

群馬県餞病団体連絡協議会

千葉県難病団体連絡毬議会

(NPOl神 奈川1県難病団体連絡協議会

新潟県患者 家族団体協議会

山梨県難病 疾病団体連絡協議会

長野県難病患者連絡協議会

(NPO)崚 阜県難病団体連絡協議会

〈NPO)"岡 県難病団体連絡協議会

(NPO)愛 知県難病団体連合会

(NPO)二 重難病達

(NPO)漬 賀県雄病連絡協議会

2
(NPO)京 都難病連

(NPO)大 阪難病連

(―社)兵暉県lt病団体連絡協議会

(NPOl奈 良難病連

和歌山県難病団体連絡協饉会

広島帰病団体連絡協饉会

とくしま難病支援ネットワーク

彙媛県難病等息者団体連絡協日会

(NPO)宙 知県難病団体連絡協議会

福岡県難病団体適格会

女色=都道府県掟病連〈北から1日 )

(認 NPO)佐 賀県難病支援ネットワーク

(NPO)長崎県難病連絡協議会

熊本盤病 共病団体協議会

(NPO)大 分県難病 疾病団体協議会

宮崎県難病団体連IE協議会

(NPO):BDネットワーク

下垂体患者の会

再発性多発状骨炎(RP)患 者会

(―社)全国筋無力症友の会

(―社)全国膠原痢友の会

全国CIDPサポートグループ

(―社)全国心臓瘤0子どもを守る会

(―社)全国腎臓痢協議籠

(BttNPO)全国■口小日奎性症 多累掟晏綸症友の会

全国多男性層化症友の会

(―社)全国パーキンソン痢たの会

(―社)全国フアプリ■輌患者と
=族

の会

くふくろうの

')
側弯症患者の会くはねつと)

曰林 S友の奎

〈―社)日本ALS協会

1卜
NPO)日 本間■性膀洸■0者輛輌交換センター

日本肝腱詢●奢団体協口会

(NPO)日 本マルフアン協会

フェニルケトン屎症くPKU)親の会連絡協饉全

ベーチエツト■友の全

もやもや瘤のは者と家族の会

(NPO)日 本オスラー瘤息者会
57

CFS(慢性疲労症候絆)支援ネットワーク

〔,つばみの会(―型精尿痢の全)

ピヵ =侯
"男

1全国ta織

(2021年 7月 現在 90団 体がカロ盟)

〈露NPO)アンピシヤス

sBMAの会 (球十磁性筋姜縮症)

(NPO)お れんじの会

〈山口県特発性大田■頭壊死症友の会)

(公財)がんの子どもを守る会

血管腫 血管奇形の息者会

シルバーラツセル症候群ネットワーク

〈NPO)全国ボンペ病患者と家族の会

〈―社)先天性ミオパチーの会

高安動脈炎友の会(あ けばの会)

lTの子の会プラダー ウイリー症候辟児 者颯の会

つくしの会〈全国軟■彙形成症患者 家族の会)

(NPOl難 病支援ネットジヤバン

(NPOl新 潟難病支援ネットワーク

(認NPO)日本IDDMネットワーク

1本ゴーシエ病の会

NPO)日 本プラダー ウイリー症候程協会

7
PヽO)脳囮瘍ネットワーク

8
NPO)PADM―遠位型ミオバチー嵐者会―

'OEMS症候群サポートグループ

オヽパチー〈筋疾患)の会オリープ

NPO)無 痛無汗症の会トウモllウ

富士市姓病患者 家族連絡会

23
キャッスルマン病患者会

29

30

31

32

33

04

(公社)日本網瞑色素奎性症協会

PXE」apan(弾 性線籠性仮性贄色匡および

網膜色素線条症 当事者会)

スティッフパーソンみんなの会

騰島細胞症患者の会

ギラン ′`レー症候絆患者の会

全国■柱靭帝■化症患者家族連絡協議会

シストニ7.ジスキネジア患者の環境故書を

目指す会           _

サルコイドーシス友の会

〈―社)埼玉県障害難病団体協議会

(NPO)境 を越えて

■やぎ化学物質過敏症の会～ぴゆあい～

31

32

30

34

35

36

37
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大きく変えるブレークスルーを生みだす

ファイザーは新しい時代を迎えました。

170年以上にわたる不屈の精神で患者さんにさらなる貢献を。

技術変革と最先端のサイエンスで、

疾患の予防と治療に専念してまいります。
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一般社団法人日本難病。疾病団体協議会 (」 PA)
は、「人間としての尊厳・生命の尊厳が何よりも大

切にされる社会」を願い、豊かな医療と福祉の拡充

を求めて活動しています。

この活動を援助してくださる「1000人難病サ

ポーター」「協力会員」及び「賛助会員」の新会員

のご加入と既会員の皆様のご継続をお願い申し上げ

ます。

また、活動を積極的に進めるための大きな力とな

る「ご寄付」もぜひご検討ください。

●銀行口座をご利用の場合

回座番号 みずほ銀行飯田橋支店 普通2553432
回座名  一般社団法人 日本難病・ 疾病団体協議会

※銀行振込の場合は通信欄がないため、会費種別等を事務局までc~連絡

ください。

1000人難病サポーター 。協力会費・ 賛助会費

寄付金の納入方法について

1000人難病サポーター (原則として個人)

(会費期間:4月～翌年3月末)

年間1回 10′000円 (何口でも申し受けま力

協力会費 (個人)(会費期間:4月～翌年3月末)

年間1回3,000円 (何口でも申し受けます)

*協力会費の30%を還元する団体名は振込用紙やHPの

申込画面へご記入ください。

賛助会費 (団匈  (会費期間:4月～翌年3月末)

年間1回20,000円 (何口でも申し受けます)

ご寄付

一般寄付のほか、使途指定の寄付金も申し受けてま丸

●郵便振替口座をご利用の場合

口座番号  00130-4-354104
加入者名 社)日本難病・疾病団体協議会

※通信欄に会買の種別または寄付とこ記入ください。

X郵便振込用紙が必要な方は事務局まで0連絡ください。

「1000人難病サポーター」「協力会員J「賛助会則  「ご寄付Jは下記の郵便振替日座、銀行振り込みで受け付けています。

またJPAのホームページくhtps//www nanbyo o‖ he/>か らカードでの申込みお支払いを受け付けています。

1000人難病サポーター・協力会員・賛助会員の特典

11000人 難病サポーター・協力会員・賛助会員の皆きまには、日本難病 ,疾病団体協議会誌

FJPAの仲間』を送付させていただきます。

2協力会員の方は、会費の30%を、希望する加盟団体に還元することができます。

31000人難病サポーター・協力会費・賛助会費は、JPAの活動を通じて、患者・家族のために役立てられます
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JPAの仲間
編集委員

辻 邦夫 (編集責任者)

大黒 宏司 (広報リーダー)

川邊 育子 (DTP)

事務局
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〒170-0002

東京都豊島区巣鴨1112

巣鴨陽光ハイツ6∝号室

電話 :03-6902-2083

FAX :03-6902‐2084

MAIL:jpa@a2■ keeper nejp

アステラス
“患 者 会 支 援 活 動 "に

擁
患者会活動を側 面から 幅広くお手伝いするため

2006年 4月 より社会貢献活動として取り組んていまち

公芽制活動資金助成  ビアサポート研修

astellas
アステラスヽ 工株式会II

明 日 は 変 え られ る。

7yww asic as com/,p/
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