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9月15日　発病センター教祭りで遊びました!王

お天気に恵まれて､風はちょっと冷たいけど秋≡和の-≡｡

あー　よく食べました,センター改築中での狭い小路内によく工夫して､色ん

なお店･ ･ ･良い匂い､又､こういうところをぶ～らぶ～らしながら食べた､熱々

のフランクフルト､焼き鳥､ケーキにコーヒーとっても美姥しいんですC

まず､自分達が楽しもうという巨的は十二分に満足して､リサイクルシ≡ツプ

やアラジンで凝り出し物のセーターも買って､儲けた!
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10月26日　医療講演会を開催して

『リハビリに於いて改善できる痛みと諸症状及び心のケアについて』

との演題で､山形県立保健医療大学作業療法科講師の　佐々木　学

先生をお迎えして開催しましたo佐々木先生は元北大病院の作業療法

士でいられたことは､前号でもお知らせしていました｡

このような演題にはしたものの､先生の自由自在な発想･着想を知

っている者としては､どんな展開になるかという期待がありました｡

やはり､リハビリというと､家でも出来るものの病院に通って行う

のが多いo Lかし､講演の内容は意表を衝くものでした.

家､病院に拘らずにそれぞれの日常生活の中での痛みを､具体的に

分類して説明され､ 1本の体温計(初めて見る､触った部分の温度が

すぐ分る)を皆に回して､同じ身体でも部位によって大きく差があ

る-手足のように先の方ほど低い､など体験して面白かったですo

次に先生が用意された用紙で､一目の活動内容の時間を細かく分け､

●　家事､仕事､休みなどを､姿勢はどうか､それによって痛みの程度や

変動､疲労の程度､その活動がどれだけ価値あるか等々印をつけて､

一覧表にし､自分自身で痛みをコントロールする可能性を分析すると

いう方法です｡これがワークショップというものでしょうか｡

先生は数例を見て｢ここに休みを入れた方が良い｣ ｢姿勢の角度をこう

した方が･ ･ ･｣などアドバイスしてくださいましたo

なるほどこうして見ると､自分の痛みの推移がよく分りますo大変
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参考になり　ご覧からうろこ二C7)患いを持ちま-JたC

このような車容も豊かな藩未経験を持つ先生ならではのこと｡賢腎

も次々と出て､一人一人の痛みは違い喜に見えないだけに幸いことも

よくわかり､先生は広範直な質問にも答えてくださって､とても分り

やすく(これが大切)､お話｡詞も明るく軽快で聴く者の心をほぐして

くれるような- ･とても有意義な講演会でした｡

柳　　青己
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ボラ=′ティ77(己参加して

匪上加奈子j　先口は､様々な痛みに苦しんでいる方々のお話を聞かせ

ていただき､ありがとうございましたo教科雪上の授業で一応の知識

はありましたが､知らない疾患名があったり､患者さんの生の声を闘

いたりして､とても新鮮で貨重な暗闘となりましたo私自身､｢どんな

疾怨があってどんな痛みが伴うのか?｣ということにとても興味を持

ったのでもう少し深めてみたいと思います｡また機会があれば､ぜひ

ボランティアで参加させていただきたいですQ

匪亘重要　先日は､賀重なお話を聞かせていただき､ありがとうござ
いましたo R常牛箔を送る上で様々な病みを伴ったりと､皆様のお話

を聞き､特定疾患を持つ方々の大変さを改めて感じましたo私の知人

でも､特定疾患(漬癌性大腸炎)の人がいるので､思った以Lに特定

疾患の患者さんは身近に存在しているのだなと思いました｡

今回で難病連のボランティアは3度目でしたが､また機会があれば

参加させていただきたいと思いますo

l小林美紀子I先日はとても興味深い時間を過ごさせていただき､あり

がとうございましたo F]常年泊の中でのお話だったので､実際にはあ

すなろ会の皆さんのような痛みを知らずに過ごしている私でもわかり

やすい講演でしたD　あまり慣れていない中撮影を担当していたので､

うまく映ってなければ本当に申し訳ありません(笑)｡これから自分な

りに特定疾患の種類や症状について知識は得たいと考えています｡ま

た機会があればぜひ参加させていただきたいと思っています｡

専門学校日本福祉学院　ソーシャルワーカー科2年
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2 0 0 2年度第4回事業資金委員会よりの報告

l.　秋祭り報告

9月1 5日､アラジン店舗前及び道路で､ 6部会及び事務局も出

店し､お天気にも恵まれ自分達も楽しみ､訪れた人達と交流｡

わずかですが利益もありました.

●　2･協力会･募金箱に

協力会

今後も安定した活動資金として協力者を増やしていくことが必要｡

●

(5 0%を部会･支部に還元)

協力会員募集リーフレットで入会呼びかけをお願いします｡

なお､ 1 2月に今年度の継続のお願い(請求書)を発送する予定｡

2001年度決算　　　　　　5, 082, 800円

2002年度9月末日現在　　　　883, 000円

募金箱

ここ数年横ばいの状態が続いているので､新規設置先の開拓を進

めることが必要｡ (50%を部会･支部に還元)

常設型(要登録) ･簡易型(登録不要)の2種類の募金箱がありま

すQ　2001年度決算　　　　1, 874, 625円

2002年度9月末日現在　　　　629, 179円

3.　お正月飾りの販売について

①　商品･金額に変更はありません｡

-9-



送料　　売上4, 000円以上無料

②　注文締め切り　　　　　　　12月　2日(月)

③　最終納品日　　　　　　　　12月25日(水)

④　部会･支部還元率　　　　　　22. 5%

⑤　消費税5%分は2分の1 (2. 5%)を難病連と部会･支部

でそれぞれ負担するo

※　同送のチラシをご発くださいD　日本の伝統を飾ってお正月を

迎えましょう! ! !

4.　忘･新年会シーズン食事券の取り扱いについて

①　取扱期間12月1日(日)から1月31日(金)

｢サントリーガーデン幹｣ ｢カフェブルーム｣ ｢盆栽｣の3店

舗での利用券(中央区南1西4､タクトエスワンビル内)

②　利用券の額面一枚1, 000円(おつり銭は出ない)

③　利用券は各団体に配布し､残券は清算時に返券してください｡

④　清算期限　2月10日

⑤　団体の販売価格1, 000円　遼元率10%

これからシーズンです｡多人数でも少人数でも大丈夫o

利用してださい｡
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チャリティクリスマスパーティーのお知らせ

(2002年度クリスマス実行委員会より)

早いですね｡もうじき1 2月ですo　今年も難病連恒例のクリスマスで

楽しみましょう｡

近年､マンネリ化の意見があったので､今年は場所･趣向を変えて

みましたo　是非､ご参加くださいo

1.　日　時12月14日(土)　午後3時～5時

2.　場　所　サントリーズガ-デン幹(ガラ)

(中央区南1西4<電車通り南向き>タクトエスワンビルBl)

(エレベーター､車椅子用トイレあり)

☆　交通の激しい番所なので､車の乗り降り､歩行に気をつけて!

※　食事はプルコギ中心o肉の駄目な人は海鮮･うどん等ありC

※　座敷席があり､部会の部会のグループも作りやすい0

※　各席にアトラクションが巡回するC

●　3.参力曙(食事.抽選付き)

大　人　　4, 000円

中高生　　2, 500円

小･幼児　1, 500円

2歳以下無料

(IBD食､プラタナス　食事の内容について交渉)
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4.　ア＼ラクシ≡ン.=ついて

パントマノム､バルーンシ三一など検繋=

5.　巧選会について

等質　二円緒､巧緒- ･当三のお菜しみ)

部会賞(積々あylJ)

参加希望の万､ i 2J弓5巳までにお琴し込みください｡

(電話51213233､ FAX512-4807)

あすなろの皆さん! !　ご家族やお友達を誘っていらしてくださいD

楽しく交流しましょうC

(なお､当己キャンセルは出来ません)

鶴

-12-
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1　0　～　1　　　改悪健保法実施阻1ヒ男等急

集会も二　　審カロして

10月1日ー　かでるで､集会がありました.あすなろ会からほ､

櫛　斎藤のZ名が出席しました｡

次々と､医者の訴えがあり､病院の坂入も剖減され経営が､とても苦

しくなっている事が分かりましたB

入院が180日を越えると,保険給付外しが行bれたり､生活習慣病患

●こついてはー一部負担や､保険給付に格差をつける等ー社会保障の国

庫負担を､どんどズ/減らして一病院と患者に､負担を押し付けいていま

す｡

いつでも､どこでも､誰でも､良い医療が受けられるという､厨いか

ら､どんどん遠ざかっています｡

経常が苦しくなった医者からは､このままでは､長い医療が長僕でき

なくなると､発言された時は恐怖心で､いっぱいになりました.

資料の一部ですがー載せますので参考にしてください｡

書己　さい

●

ー13-



<10.1改悪健保法実施阻止緊急集会>

運営要綱

開　会(19-OOて)

①　主催者挨拶

北海道保険医会会　　長

②　基調提案

北海道保険医会常任理事
北海道保険医会常任理事

③　各科･診療所･病院からの意見

たかはし整形外科医院

札幌秀友全病院
木の実歯科医院
勤医協中央病院

司会=北海道抹険医会政策部昆
大野　-一興

三上　一一成

人宇田能順(医科)

田辺　　隆(歯科)

高橋　徹也氏(整形外科)

藤原　秀俊氏(脳神経外科)
工藤　明文氏(歯科)

堺　　　慎氏(病院)

④　今回の抗議集会にご賛同して頂いた団体､メッセージのご紹介

<ご賛同　20団体>

札幌歯科医師仝
北海道社会保障推進協議会
北海道視力障害者福祉連合会
北海道精神科病院協会
北海道医師協同組合
北海道病院協会
北海道在宅福祉協議会

coML札幌患者塾
･老人クラブ(七筒会､平岸敬寿会､山鼻サンタウン｢サンワ会J)

⑤　フロアーとの意見交換

⑥　決議文の発表

北海道保険医会副会長　伊部　国夫

閉　会
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北海道歯科医師会
北海道薬剤師会
北海道勤労者医療協会
北海道健康づくり財田
北海道難病連
北海道身体障害者福祉協会
北海道老人保健施設協議会
北海道肢体不自由児者福祉連合協会
札幌市精神障害者家族連合会
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■参　考　資　料

1国民の受療権を保障(いつでも.どこでも､護でも､良い医療が受けられる制度に)

くり　20年間で10%引き下げられた社会保障への国庫急追辛を元に戻すo

①ユ980生にきま30%あったヨ碑負荏:qTi (対匡真医庶費)が､ 98年には2/I%まで低て)､

事業主負程が低下する⊂二で､

●②

家計負程は､ 40%から46%に増大っ

国民医療費に対する負担割合
(環呈労催管　冨真医療費r･宗午1-Rより)

冨薙負担　.家計(保険料一窓=負韓)

i980生　　　　30%　　　　　　　　　40%

地方　　　　　　部芙主

5%　　　　　　　24%

王998年;　　24%　　　　　　　　46%　　　　　　　　　8%　　　　　　22%

社会保持への逗JTrL支出の対GD P比は､先進岩でFx一低. (80年代以降琶qLJ負担を削戒

したのは､ E3本だけ)

社会保障への国庫支出の対GD P比

(屈立社会保障人u問題研究所'社会保障背国際比較基礎データ｣. OECD rmTTOITAl. ACCOl･-T･TSー) ･
-II El太　l　　米国　.フランス　t　ドイツ　1　　　　一｢

イギリス

L望聖旦⊥
直近i3.4%(97年) !48% (92年) i61%

8%　　　　　7.0%　　S　　　7 5%　　1

(91年) 1714% (93年) ≡ 12･4% (93生し｣

(2)低い公費負担､事莫主負担を先進国並みに

○　経済のグローバル化によって､事業主負担を軽減しなければ国際競争に勝てないと

いうが､公費と事業主負担の合計が5割を切るのは､先進国で日本だけ｡

社会保障財政に占める公費･事業主負担割合
(I LO調査1993年)

日本　i　　米国　!　フランス　l　ドイツ

㌦一二一　∴ I

弧1%　1　420%_｣

59.7%　1　68 6%　【

28.7%　　t　　55 5%

｣合計1　42･1%　i　64･4% )　60二三望

●`芸誓言夏雲諾霊芝言下げを

l　　　　　　　　　　　　　　　(厚生労働TT調べ)

荊三諾㌫｣三孟宅宗∃
(参　高齢者は裕福ではない

65歳以上高齢世帯の4割は年間所得200 万円未満
l

∴二∴∴∴∴ニ　ー∴　二
1　3.4%　　　　　9 5%　　弓　16. 11%　】　14.2%　1

I         1          100%累計i 12･6950^ifi綿;9;oの4割が還io^;｡｡去｡還1%　L

(匡民生括基礎調査より作成) 1998年

貯蓄なし　100万円房滴り00万F;以上･ 200万Fq以上】40D万円以上` 700万Fj以上

一二- ･一一::I-- :--三∵､_.I:: :::一

累計　　　　　31 7%　　t　　38.9%　　　　51 4%　　　　　650,'o
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2　財源はある･･･改革すべきは何か

(l)不要な公共事業を見直し､財源捻出を(必要な事業は継続)

(D　諸外国と比べて異常な公共事業突出" I_tt/I
公共事業と社会保障-の国庫支出の対GDP比

国別統計の公的固定資本形成の額,社会保障費は､国庫支出より

3 40//o (97年)

60% (97年)

4.8% (92年) 7_4% (93年) 12 40//., (93年) 6.1% (93年)

20% (97年) 1 4% (q6年)

②　日本の公共事業費は､サミット6カ国の合計よりも大きい

(2)社会保障還元率の国際比較

スウェーデン

租税負担(同と地方負担) +社会保障負担

※　アメリカよりも低い社会保=障還元率｡ドイツなみにすれば3 1兆円増やせる｡

(3)　医薬品大手8社の2002年3月期遠春吉純利益予測は､史上最大の黒亭(4156億円)

●

※　薬剤比率を諸外国並みの16%に引き下げた場合､ 1兆4500億円の削減効果(経

済産業省試算)

3　医療サ-ビス-の投資は､経済を活性化させるb

平成7年度版厚生白書では､ ｢医療産業に1単位の需要が発生すれば､各産業部門それ
ぞれを直接間接にどの程度刺激するのか･約1_8となっている｣と記述しているo

医療サービス-の国庫負担の投入や企業負担の投入は､ EElにとっても決して損はない｡

不況のときであればこそ､医療や社会保障を拡充するべきである｡
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決　　　議　(某)

7月26日参議院本会議においてl健康保険法等の一部改正案｣が与党3先によ

り強行採決され､ 10 1日日上り老人医療対象年齢の引きf-_げや高齢者の窓口負純

増が実施された｡

2001年1月より実施された高齢者医療費の定率1割負担導入時における患者の

●受診動向から顧みて幸,､今回の高齢者医療資負細増は従来に例をみない受診抑制

や治療中断がおき71,ことは明白であるe　また4月の診瞭報酬改定により､ 180日

超入院居着の保険給付外しが実施され､保険給付範凶の縮小により必要な医療を

受けることができない患者が多数でてくるものと予想されるQ

このような負担増は､長引く不況の中､政府の経済失政を良民に押し付けたに

過ぎず､国民Fi三拝を直撃し､将来-の不安に追い討ちをかけるものであるb

これが本当に国民の求めている医療制度改革の姿であろうか｡

いつでも､どこでも､だれもが質の高い医療を受けることができる日本の国民

皆保険制度の充実こそが国民の兵書ではなかろうか｡このような民責をチ無視した

構造改革を旗印とする小泉医療改悪に国民の命と健康を犠牲にすることは断じ

て詐すことはできない｡

●　我々は､同氏が安心して十分な樫原を受けることができ､また良質な別紙提

供することができるよう､患者負担増の撤回と診療報酬の再改正を強く要求する

ものである｡

以上､決議する｡

平成14年10月1日

10 1改悪健保法実施阻止緊急集会
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J PC賓会請窟署名と募金にご賂力下さいI f

著名,T茸紀を罵言-L-≡)た｡毎J=行っている大事な書名で丁｡汽琴こ三

を通して､請宏する澄EEや趣旨をご聾解のうえ､ご家漢･知人の万塗

にも協/tをお庶いしましょつ｡

今生から∈讃竪･ナノンはス要ですC　巨署でお願いします｡

又､募金ま貢会請願や必要な費用として使わざぐいただきますので､　●

額はいくらでも至だですから併せてご協力お願いしますこ

全ての難病･慢性疾患患者のために欠かせか→請願です0　2 0 0 3

生度分ですので､来年2月夫頃までに送ってくださるようご協J克てさ

いこなお､ 1枚全部埋まらなくても返送してください｡

1 O月ュ 2日には札幌で街頭署名も行いました｡

用紙をもっと要るという方､ご連絡ください: -　お待ちします｡

●
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北海道U)紅頻は

弟しいが短い
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