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日本ＡＬＳ協会滋賀県支部便り

＜　２０２１年の晩秋！　＞
　２０２１年の晩秋。そろそろ “ 紅葉狩り ” の本番です。
後残すところわずかで今年もくれようとしています。
みなさんはいかがお過ごしでしようか？
　コロナ感染症も今のところ落着きを見せていますが
これからはどうなるのでしょうか？それと ” 冬将軍 ” に
向けての準備が必要ですね。また、お家のお掃除、年
賀はがきの準備など１１月と１２月は小忙しい毎日が
続きます。
　どうか、みなさま体調管理の方は万全にしてくださ
い。今年は新しい治療法が発表されました。みなさん
と共に前を向いて新しい年を迎えましょう。

＜新入会員募集中！詳しくは事務局までご連絡ください＞
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＜特集＞災害対策（2）　自然災害・原発災害に備えよう （１）支部長あいさつ

（１）南海トラフ巨大地震に備えよう・・・　
　滋賀県での県内近くを震源地とした地震は１９０９年（明治４２年）８月１４日に発生した姉川
大地震（Ｍ８）以降大きな地震は発生していません。ここ最近では２０１８年（平成３０年）６月
１８日に発生した大阪北部地震（Ｍ６．１）が最後となっています。
　上記の資料は「滋賀県地震被害想定（概要版）」です。この資料は、震度の分布図や各種発生する
と考えられる地域別の想定図が書かれています。一度、みなさんのおられる地域をご確認ください。

（２）ここ最近増えてきた自然災害に備えよう・・・
　過去の滋賀県の風水害は、主に「伊勢湾台風」「第２室戸台風」などの大きな台風にまつわる自然
災害が主になっていました。しかし、近年はこの台風災害に加えて長期の長雨、それに加え短期の
集中豪雨など今まで経験してこなかった自然災害が増えています。最近、場所的には大津や京都の
県境などのがけ崩れが報道されていますが、県のどこで自然災害が発生するかわかりません。一度
この自然災害についても、みなさんがおられる地域をご確認し災害への備えをしていただきたいと
思います。

（３）自然災害・原子力発電所災害に備えよう・・・
　１０月２９日（金）滋賀県と福井県・岐阜県の３県に内閣府合同の「原子力防災訓練」が開催さ
れました。滋賀県では、南海トラフ巨大地震と共に福井県にある原子力発電所への防災をも考えな
ければならないのです。みなさんと共に考えましょう！

　みなさま、いかがお過ごしですか。支部長の館悦子です。１０月 1 日に、『京大のチームがボスチニ
ブという白血病の治療薬を使って、ＡＬＳの被験者９人のうち５人の病気の進行が止まった』という
うれしい報道がありました。初めて発表された「病気の進行を止めることができる治療」のニュース
です。日本ＡＬＳ協会もこの研究に助成しています。薬の適用される日が早く来るよう期待しています。
　さて、私がこのニュースを即日の内に知ることができたのは、当日の朝、フエイスブック（ＦＢ）
でつながっている友人からのお知らせのおかげでした。その後、ＡＬＳ関連のＦＢを見ていくと、多
くの方々がこの件のご投稿をされていました。一方、メールを開けると、ＡＬＳ協会関連の方からも
メールが入っていました。そのあとも、次々に喜んでくださるメールが届きました。人とのつながり
は本当にうれしいものです。かつて、歩けなくなり、手が動かなくなり、家族のために何もできなくなっ
ていくことがとても悲しかったとき、友人の一人が次の詩を送ってくれました。

最上のわざ
　この世の最上のわざは何か /　　楽しい心で年をとり /　　働きたいけれども休み /
　　　　しゃべりたいけれども黙り /　　失望しそうなときに希望し /　
　　　　  従順に、平静に、おのれの十字架をになう…
　　　　     若者が元気いっぱいで神の道をあゆむのを見ても、ねたまず
　　　　      人のために働くよりも、謙虚に人の世話になり、
　　　　        弱って、もはや人のために役に立たずとも、親切で柔和であること…
　　　　          老いの重荷は神の賜物 /　古びた心に、これで最後のみがきをかける
　　　　            まことのふるさとへ行くために…
　　　　
　おのれをこの世につなぐくさりを少しずつはずしていくのは、真にえらい仕事…
　　　　こうして何もできなくなれば、それを謙遜に承諾するのだ。
　　　　  神は最後にいちばんよい仕事を残してくださる　　それは祈りだ・・・
　　　　    手は何もできない　けれど最後まで合掌できる　　
　　　　      愛するすべての人のうえに、神の恵みを求めるために…
　　　　        すべてをなし終えたら、臨終の床に神の声をきくだろう
　　　　          「来よ、わが友よ、われなんじを見捨てじ」と…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヘルマン　ホイヴェウス著「人生の秋に」春秋社）

　そしてもう一言「人間関係というのは一方通行ではなく、たとえ
あなたがどんな状態でも、何らかの影響を与えていますよ。」と。そ
れならば、つながりのある人のために祈り、良い影響を与える者で
ありたいと願いました。生きるのはそういう価値があるのです。病
気はつらいですが、閉じこもってしまわずに、どうか心を開いて、
人との交わりを受け入れていってくださいね。

滋賀県知事公室防災危機管理局防災対策室「滋賀県地震被害想定（概要版）」より
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（２）今を大切に、楽しむように生きよう

大津市在住・家族会員   　
佐  藤  　 弘

Chapter 1：身体に異変が
　息子の「身体の様子が変だ」と聞いたのは２０１０年の頃でした。この年は３月に結婚、２５歳、
大阪の保育園で保育士の仕事をしていた時のことです。園児と遊んでいると突然転んでしまうこと
が幾度か、また通勤時の混雑した大阪駅で階段を転げ落ちたことがありました。一度病院で診ても
らおうと、２０１０年１２月に大津赤十字病院で入院検査したところ、脊髄小脳変性症と診断され
ました。

Chapter ２：２８歳のときＡＬＳの診断
　２０１３年、改めて京都大学医学部附属病院で入院し検査を受けたところＡＬＳとの診断でした。
診断結果はショックでしたが、本人の気持ちはどうでだったか分かりません。今はインターネット
ですぐに調べるられるので、病気と予後についても理解はしていたと思います。
　この時２８歳、結婚して３年目でした。３０歳未満のＡＬＳ患者数は全国でも２０人程度なので、
この歳では滅多に罹ることのない病気でした。

Chapter ３：胃ろうの造設と食事
　２０１５年６月、本協会の滋賀県支部総会に初めて参加して、患者と家族の皆さんとの意見交換
で胃ろうの造設を勧められました。帰り道、胃カメラをのむ自信がないと言っていましたが、結局
は皆さんの体験談や、進行した場合の造設手術のリスクが高くなることから、この年の９月に胃ろ
うの造設をしました。

Chapter ４：ついに食事ができなくなり、胃ろうからの注入に
　２０１７年８月、これまで口から食事をとっていたのですが、喉を詰まらせることが多くなった
ため、栄養は胃ろうから注入することにしました。

Chapter ５：家族での介護
　ＡＬＳの患者は、僅かな重さが健常者の何倍もの重さに感じます。寒くても暖かい布団は重く
て動けないので、軽い毛布を１枚だけ掛けました。しかし、それでは寒いのでビニールハウスの
ように園芸用の支柱を使って断熱シートで覆うようにしました。それでも寝返りが出来ないので、
２０１７年１０月頃からは、夜は隣に寝て、呼ばれるたびに５回ぐらいの寝返り介助をしました。
こうした夜の介助はこのあと２年近く続きました。

Chapter ６：気管切開の手術
　２０１９年３月、胃ろうの交換のため病院に行ったところ、呼吸機能が低下しているので、胃ろ
うの交換をするとき呼吸が止まるリスクがあると言われ中止することになりました。今後、気管支
切開をして人工呼吸器を設ける必要があるので、本人と家族で相談するように言われました。やむ
を得ず２０１９年４月、気管切開をすることにしました。

Chapter ７：在宅での医療と重度訪問介護サービス
　気管切開後は週１回医師が訪問してカニューレの交換、看護師には毎朝きてもらうようになりま
した。痰の吸引、排尿は２４時間家族で対応するため、妻は精神的に不安定な状態になりました。
　２０１９年７月末の頃、忘備録として書き始めたブログを読んだ事業所の方から、夜間の介護に
協力したいとメールが届きました。このとき、初めて重度訪問介護サービスを知りました。
　２０１９年８月２日、２２時～７時の夜間の重度訪問介護を初めて利用しました。ヘルパーは吸
引の研修は受けてますが、意思疎通や寝返り介助、それに他人が家にいることも夜間介護を任せる
のは不安でした。１ヶ月ほどして、私たちが一緒に寝起きして意思疎通、吸引、寝返り介助などを
覚えてもらい、ようやく夜間の介護を任せられるようになりました。今では、ヘルパーも増えて、
夜間は毎日付いてもらい助かっています。
　しかし、重度訪問介護サービスを知らない方、また支援を受けたくても受けられない方が多くい
るのも事実です。是非とも制度を知り、そして提供してくれる事業所が増えることを期待します。

Chapter ８：「今ある姿を楽しむこと」を教えてもらった
　「治療法のない難病にかかるとは、医学の発達前の古代人になったようなものと思っています。
難病の方もご家族も、今ある姿を楽しむ『古代の心』をもって暮らしましょう。ほかの人にも、こ
んなふうに語りかけたい思いでいる」これは、２０１７年１０月にＡＬＳで亡くなった篠沢秀夫氏
の言葉です。これまで多くの方に励まされ、助けられてきたことに心から感謝し、一緒に今を楽し
めるように生きていきたいと思います。
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　１１年が経過し、在宅で医療的ケアを提供できる訪問介護事業所が圧倒的に足りない現状において、
ＡＬＳしがネット「もも」は医療的ケアが提供できる事業所として周知されてきました。ケアマネー
ジャーさんから吸引や注入の依頼が寄せられますが、残念なことに今はもうそれにお応えするだけの
余力が見出せません。開所当時からのヘルパーさんは当然ながら１１歳年を重ねられました。（現在
１３名の登録ヘルパーさんの大半は開所当時からのスタッフです。）法人理事長も８２歳に、管理者の
私も７０歳になりました。どこの事業所も後継者問題で苦慮されていると聞きますが「もも」も同様
です。今年度の法人総会で、訪問介護事業が出来なくなっても居宅介護支援事業は継続するという方
針が示されました。そうは言っても可能な限りは訪問介護事業を継続したいと思っています。現在「も
も」から医療的ケアを提供している利用者さんに迷惑をかけることはできませんので、喫緊の課題と
して医療的ケアが提供できる介護事業所を一か所でも多く増やさないといけません。今迄から滋賀県
や大津市に対し、事業所努力だけに頼るのではなく行政の役割として積極的に推進してほしいと話し
合いを重ねてきました。これからも他事業所と連携しながら行政との協働の取り組みを進めていきた
いと思います。

訪問介護事業所・居宅介護支援事業所 もも（沿革）
介護事業所番号 2570102810 ／ 障害福祉事業所番号 2510100973　　

２０１０年１０月　　訪問介護サービス事業所指定
２０１０年１２月　　障害福祉サービス事業所指定
２０１１年０６月　　居宅介護支援サービス事業所指定

医療・保健・福祉・行政と連携しながら、２４時間３６５日訪問介護体制に取り組もうと目標を掲げ、
利用者さまだけでなく家族介護者も支援サポートできる体制づくりをすすめ、ケアにかかわる皆
様にご満足いただけるサービスを提供できるように地域社会に根差した事業を展開しています。

（３）　ＡＬＳと介護事業にふれあうことになったのは

滋賀県支部役員　専門職会員
福 井 ア サ 子

　訪問介護・居宅介護事業所「もも」が開所してこの１０月で１２年目に入ります。当時は訪問介護
事業だけでスタートしたのですが、半年後から居宅介護支援事業も始めました。介護事業運営につい
ては全くの素人なので知り合いに聞きながら手探り状態。今、思えば怖いもの知らず勢いに任せた出
発でした。新たな分野に取り組む気持ちになったいきさつの一部を少しだけお話させて頂きたいと思
います。

　私は子育て等の８年間を除き看護師として病院や診療所で働いていましたが、今から２０数年前に
滋賀県重症難病患者等入院施設確保事業（県の事業を大津市が受託し当時の大津市民病院に事務局が
置かれた）の難病医療専門員という職に付きました。名目上の所属は地域医療課になっていますが仕
事上は一人職場なので当時パソコンも使えない私は苦労しました。しかし、理解のある上司に恵まれ
て「福井さんの思うようにやったら良い、責任は僕がとる。」と言ってもらえて本当に心強かったです。
仕事の内容は、当時、滋賀県下の難病医療拠点病院４か所と難病医療協力病院３０か所のネットワー
ク作り、難病医療・療養相談、難病医療従事者研修会の開催、難病の広報活動等です。当時の大津市
民病院神経内科部長の林　理之先生に「難病医療ネットワーク協議会はタイルの目地の役割」と言われ、
それが活動の指針になりました。神経難病療養相談は患者家族からだけでなく支援者側からも多く寄
せられました。難病患者を取り巻く制度、在宅の受け皿、人間関係、メンタル関係等・・電話相談や
面談から皆さまの疲弊しきった様子が伝わってきました。

　平成１３年（２００８年）に大津市が滋賀県重症難病患者等入院施設確保事業の受託をやめて県に
返上することになったので私は失業保険を受給する身になりました。さあこれから何をしようかなと
思っている時期に日本ＡＬＳ協会滋賀県支部の総会で、「困難が多くあるだろうがとにかく自分たちで
できることから始めてみよう」となり、“ 介護事業を始める ” ということが議決されたのです。その頃、
私の退職を待っていたかのように愛猫 “ もも ”（１９歳）の具合が悪くなり毎日病院通いをしながら看
病していましたがとうとう虹の橋を渡ってしまいました。悲しくて悲しくて・・毎日をどのように過
ごしたのか思い出せません。その時期を前後して「もも」開所の準備が始まったのです。

　事業所開設には法人取得とスタッフ（常勤換算２．５人）が必要です。法人の定款作りやスタッフ集
めにかかりました。ＡＬＳしがネットの理念を語り賛同して参加してくれた元看護師さんや知人に紹
介してもらったヘルパーさん等で常勤換算２．５人が確保できました。法人の総会を経ていよいよ事業
開始となりました。しかし、元看護師さん（師長クラスの人ばかり）、看護師経験が長いのでヘルパー
業務に徹することが難しく、ついつい医療的な視点が優先しがちになり担当ケアマネ―ジャーさんと
の間で葛藤することもありました。半年間は訪問介護事業だけでしたが、やはり自分たちが納得でき
るケアプランを作りたいと居宅介護支援事業も始めることにしました。
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（４）ＮＰＯ法人ＡＬＳしがネット　＜もも通信＞第 4 号

ももくろがいなくなりました
　３年ほど “ もも ” の事務所に出入りしていた白と黒の
模様の “ ももくろ ” が７月の中旬ころから見えなくなり
ました。どこかで元気に暮らしていることを祈っていま
す。

重度訪問介護って何！
　厚生労働省のホームページには、「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障
害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅に
おいて入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関す
る相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合
的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他
の援を行います」と書かれています。

　ということは、重度訪問介護の制度に上限はなく、個々人の必要に応じてサービスが受けられます。
例えば１日２４時間の介護が必要なら２４時間のサービスが受けられます。（どれくらいの介護が必要
か、申請する側が市町村職員に理解できるように説明する必要があります）自己負担は障害者自身が
低所得なら無料です。所得が多い場合は月に３万７２００円を上限として１割負担があります。
　
　他の障害福祉サービスと同様に国５０％・県２５％・市町村２５％の財政負担です。法律では「日
常生活ができるような必要なサービスを提供する責務」が市町村に課されています（障害者総合支援
法２条）と全国障害者介護制度情報ホームページに記されています。長時間の介護が必要な方には適
切な制度かと思います。必要な方がおられましたら各市町の障害福祉課かＡＬＳしがネットにご相談
ください

介護サービスを受けるには
　介護保険法ができて２０年が経過しました。６５歳になると必要なサービスが受けられます。次の
疾病（特定疾病）の方は４０歳から受けられます。

①がん　②関節リウマチ　③筋萎縮性側索硬化症　④後縦靭帯骨化症　⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症　⑦パーキンソン病関連疾患　⑧脊髄小脳変性症　⑨脊柱管狭窄症　
⑩早老症　⑪多系統萎縮症　⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　
⑬脳血管疾患　⑭閉塞性動脈硬化症　⑮慢性閉塞性肺疾患　⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変
形を伴う変形性関節症

　サービスを受けるには、お近くの地域包括支援センターに相談します。“ もも ” でもお受けします。
申請すると大津市が認定調査を行い要介護度が決まります。要介護度により利用限度額が決められて
いるので担当ケアマネージャーと相談しながらサービス利用計画を作ります。サービスを受けると利
用者は１～３割の利用料を払います。詳しくは計画を立てるときにお問い合わせください。

（１）２０２２年２月５日（土）医療講演会を開催します。是非ともご参加ください！
ＷＥＢ開催になります。後日みなさまのもとにご案内します。

開 催 日　　２０２２年　２月　５日（土）
　 　 　　　１３時３０分より１６時３０分（予　定）
開催方法　　「ＺＯＯＭ」を使ったＷＥＢ開催
講　　師　 　川口有美子さん

ＮＰＯ法人さくら会理事・元日本ＡＬＳ協会理事
主な活動として患者会や執筆のほか、国の難治性疾患克
服研究と重度障害者の地域生活ための政策立案に携わっ
ておられる

テ ー マ　　「さまざまな相談事例から在宅療養を考えよう」（仮題）
共 　 催　　滋賀県難病相談支援センター
　 　 　　　日本 ALS 協会滋賀県支部
　川口さんと共に、わたしたちの在宅療養を考えましょう。新たな発
見があるかもしれません。

（２）２０２１年１０月１日にマスコミ報道により「ＡＬＳ進行をボスチニブという白血病の薬で食い
止める」という内容の報道がなされました。この治療法は、今まで「ＡＬＳの進行を遅くする」と
いう薬ではなく「止める」という治療薬になっています。この治療法の発表によりこれから未が少
し明るくなってきました。
※この間の治療研究・治療情報につきましては下記ＵＲＬまたは右のＱＲコードをス

キャンしてください。　https://alsjapan.org/category/doctor_interview/

（３）日本ＡＬＳ協会への会員さん募集にご協力ください。
日本ＡＬＳ協会会員入会のご案内
・入会ご希望の方は、患者さんご家族や趣旨にご賛同の方ならばどなたでも入会可能です。
・会費は、正会員（個人のみ）年間４，０００円になります。
・会員になりますといろんな情報が得られます。協会本部発行機関紙「ＪＡＬＳＡ」（年３回発行）

や滋賀県支部発行の機関誌「日本ＡＬＳ協会支部だより」（年４回発行）を読んでいただけます。
・各患者さんの療養相談や交流会などいろいろな行事があり多くのみなさんとの交流もできます。

　日本ＡＬＳ協会の活動は会費とご寄付によって支えられています。みなさんからのご支援をお願
いします。ご加入ご希望の方がおられれば、支部事務局の方にご連絡をください。

（４）１１月１４日に初めてのＷＥＢによる支部の交流会を開催しました。２１名のご参加がありまし
た。ご参加くださった皆さんありごとうございました。詳しくは次号でお伝えする予定です。

（５）事務局から　みなさんへのお知らせ

＜編集後記＞
　朝晩がとても寒くなってきました。お山の紅葉が最盛況！晩秋を感じます。
しかし、雨が降りません。琵琶湖の水位が下がっています。水の使用に気を
付けましょう。ちなみに畑の水も足りません。野菜が高騰しなければ良いで
すね。新型コロナウイルスの新規感染者がこの間減っています。しかしこれ
からは？みなさん、コロナ対策を忘れずにいてください。
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＜↑金剛輪寺・聖観音・（伝）行基＞

＜↑西明寺・薬師如来・三修上人＞

＜↓百済寺・十一面観音・（伝）聖徳太子＞ 
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