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あすなろ会設立３０周年記念
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のスローガン

☆

　

国と道は、原因の究明と治療法の確立を急いで下さい丿

☆

　

全ての難病の治療を公費負担にしてください丿

☆

　

介護手当の支給と通院交通費、付添費の補助を丿

☆

　

患者、障害児者の教育の選択権を親と子に丿

☆

　

医療過誤、薬害を無くし被害者救済を丿

☆

　

北海道の総合的な難病対策の確立を一日も早く丿

☆

　

広く道民と手を結び、明るい福祉社会を実現させよう丿

　　　　　　　　　

お

　

知

　

ら

　

せ

　

あすなろ会設立３０周年を迎え、記年号の発行も検討いたし

ましたが、予算的にも、人員的にも無理がかかりすぎますので、

今年度１年間を通じ４回発行予定の会報『あすなろ』を以って、

３０周年の記念通年会報といたします。ご了解ください。

尚、本号は第２回号です。
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第30回難病患者･障害者と家族の全道集会

2003年8月2日～3日 参加　約500名

代理理事　小田確様
一緒に歩む仲間達を希望にして､勇気を持って前進しよう｡

｢筋無力症の妻と35年｣　　　　　　　　　　　　　鎌田　敦　樵

●結婚､最初の子流産､難病と戦いなたら2人の子供

関係諸氏､関係諸機関のお力により全ての国民が

安心して老後と迎える国づくりに尽力下さいます事お願いいたします｡

｢基調報告｣　　　　　　　　　　　伊藤たてお確

30年間の歩んできた厳しかった事何度も読んで見ましょう｡

｢記念講演｣

襟裳砂浜　営林署の人達の姿､北海道合唱演奏大きな感動でした｡

記念祝賀会　　　　　　　　　　　　　　　プリンスホテル　350名

チ-プル
●警苦ラクション　ビリーキングさん

ジャズを中心にすごい盛り上がり生の歌声､リズムにのり､ステージ

に

1 0名ダンスです･
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8月3日　分科会あすなろ会

勤医協中央病院名誉院長　　　大橋　先生

塾=医琴型塾聖全三豊

難病専門医として政治家とし､閉居に取り組んだ3 0年

30年･ 70年代　80年代　90年代　2000年代

と講演として下さいました｡

私達患者は力を合わせて､21世紀を安心できる時代に･ - ･ ! !

先生､ありがとうございました｡

今後ともお世話になりますので宜しくお顔いします｡

あすなろ会　　3 0周年を記念して

･.`●●'這'蒜完了････

70月788-798..･

皆さんのご参加をお待ちしております｡　-辛

譲だ
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祝賀会でビリー･キング

さんの歌にノリノリ

●
かでるホールにびっしり

･･･SJJi雑柄堤JU周年記念祝賀会

分科会も熱心



あすなろ会､分科会より

『難病と医療制度の今･昔』の演膚で､兼師に勤医協中央病院名誉院長､

北海道義会義貞の大橋　晃　先生をお迎えして行いました｡

医者であり､義貞活動も長い大橋先生ならではの､意義深いお話でした｡

先生は､あすなろ会設立以来の顧問でもいらっしゃいます｡

伊藤事務局長も参加して､質疑応答もありました｡

あすなろ会以外から参加して､とても良かったから内容が載った会報を

分けてはしいという要望があるほどです｡

テープ起こしをしましたので､次の会報(1 1月)に掲載予定ですD

先生が作成されたレジメが次ページにありますので､内容概略を把握出来

ると思います｡

EEi,･･;騒遠
前列中央が大桶先生､同左端が伊藤事務局長
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難病患者が安心できる社会は､

すべての国民が安心できる社会
-難病と医療制度の今･昔

勤医協中央病院名誉院長

北海道議会議員

大橋　　晃

●　はじめに
難病専門医として､政治家として､難病問題に取り組んだ3 0年

1.難病対策の3 0年　　　　前進から後退-

1)難病対策をはじめ､医療･社会保障が前進- 70年代-

2)後退の始まり　老人保健法と健保本人1割負担-80年代

3)難病対策にも大きな後退が- 9 0年代後半

4)介護保険制度と支援費制度- 2 0 0 0年代

●
5 )北海道における難病対席の歩み

①全国初の難病検診､難病センター､充実した単独草葉
-8 0年代の前半まで

②新たな単独疾患指定なし丁- 8 0年代後半以後

③難治性肝炎の認定継続打ち切り( ｢軽症者｣の先取り)

9 0年代後半以後
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2･小泉｢改革｣で日本の医療はどうなる

1) r骨太方針J (2001年) - ｢自律｣ ｢自助｣はあっても

｢公助J (公的資任)なし

2)高齢者の定率負担､健保本人3割負担など､相次ぐ負担増

3) ｢急性期病床｣と｢慢性病床｣ -重症難病患者はどこへ?

4) ｢名義貸し｣の背景に何が-深刻化する地方の医師不足

5)難病対策にも大館が- ｢軽症者｣と｢所得に応じた負軌

3･力を合わせて､ 2 1世紀を安心できる時代に

1)難病対策をはじめ､医療.社会保障充実の財源はある

2) ｢病気以外に心配のない社会を　-すべての分野の運動

と連帯を
3)難病患者が安心できる社会は･すべての国民が安心できる社会
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励まし合い､援け合って30年

上　野　　武

意義ある全道集会の余韻まだ冷めやらぬのに､今回の全道集会につい

ての感想になるか､苦言になるか一首申し上げます｡残念ながら分科会

を欠席していますので､全体的感想にはなりません｡

全道集会を項目的に反省してみますと､

★例年の事ながら､来賓の挨拶が多すぎたように思います｡

●　それも､同じ人が2回(全体集会と祝賀会)同じ内容の挨拶をした人
が居ました｡その内容も難病連運動には否定的な発音でした｡

貴重な時間内の来賓の祝辞は厳選､熟慮すべきかと思います｡

★これも､例年の事ながら､発表されない基嗣報告ではなくて､ 30

周年記念にふさわしい立派な内容の基調報告をメモリアルに発表して

欲しかった｡

★　日程､距離､経費の面からも､分科会を当日(全体集会)の午前開

催にしてはしかった｡

★永年の労苦に対して事務局員-の謝辞があったが､歴代役員(常任

理事) -の感謝の表意もあったら良かったと思う｡

●
★最初の北海道難病連の結成から関わって､今やJ PCの中枢的役割

を果たしている伊藤専務理事(事務局長)に対して､理事会として現

実的謝意を考えていく時期にきているのではないか｡

★北海道難病連が着実に発展してきた陰には疋田ビル､共栄ビル､難

病センターで行われてきた当時の白熱した理事会が思い出される(財

団故人北海道難病連建設の原点)

今は亡き､各理事の面影が痛く思い出される｡
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★さて､北海道耗病連がこれから歩む道(基調報告前文)は､平和で

豊かな前途が保障されているとは決していえません｡ 2 1 Cは人類に

とって､果てしなく危険と不幸に晒され､更に､社会保障､医療の充

実の面では益々厳しくなると思う｡共に手をつなぎ､結び合う北海道

難病連､新たな第1歩を踏み出そう｡

★　rあすなろ｣は､どこ-向かって､歩き出すのか､いつまでも｢明

日があるさ｣と叫んではみても､やっぱり､今日も翌槍(アスナロ)

の木の下に仔んでいた｡北海道難病連3 1年目の第1歩は確実に､檎

(ヒノキ)の木の下から蓮しく踏み出そう｡

がんの子供を守る会北海道支部畑野美智子　さんの訴え
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静かな/)､金舌温泉で　ゆっくりのんびり

***　お話しませんか　***

あ　なろA　立30　　　　レク･　流A

●　あすなろ会30周年の今年､今まで出来なかったことをやってみましょう

ということで､企画しました｡皆さ～ん､目を凝らして読んで､申し込みま

しょう! !

日　時　10月18日(土) ～19日(日)一泊

●

行　先　　札幌市南区小金湯温泉　小金湯パークホテル

泉質は単純硫黄泉(効能-神経痛､リウマチ､冷え性､痔､

皮膚病､婦人病､蓋室など)

食事は夕食･朝食とも和食､夕食は全員一堂に会しお膳を囲みま

す.部屋は和室中心､身体条件によりツインの洋室あり｡

<青天風呂もある～>

d寿
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集　合　18日午後2時　北海道難病センター

(札幌市中央区南4条西1 0丁目)

センターから温泉までは､マイクロバス又はタ

クシーの分乗を検討中｡

参加費　一人14, 000円(消費税別､参加人数により変動あり､会か　●

ら会員は4, 000円補助します｡

難病センターまで往復の交通熱ま各自負担)

申　込　9月25日まで｡ (予約の都合により)

電話　011-512-3233番　又は

FAXOl1-512-4807番　でお申し込みください.

普段､行事に参加しても会員同士がゆっくり帯り合うことは難しいですね｡

紅葉を見て､温泉に入って､ゆっくり帯りませんか?申し込みお待ちしてい

ます｡皆きてね～! !
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2 0 0 3年度第2回事業資金委員会よりの報告

重要(必読)　　　　　　　　2003年9月3日　6‥30-

難病センター　第3会議室

1､　協力会･募金箱について

2002年決算 �#��9D騏ﾈ蠅�2003年8月未 

協力会 釘ﾃピrﾃ����5,500,000 塔3rﾃ����

募金箱 ��ﾃ鉄津ツr�2,600,000 鼎�2ﾃSC��

今までも呼びかけてきましたが､今回は筆頭に挙げたのは重要な訳が

あります｡

知事が代わり､北海道の政策は国の据針に従うとの明言は皆さんご

存知と患います｡北海道財政建て直し政策として､婁理対象の第4番

目に北海道難病連が挙げられています｡道からの補助の打ち切り(削

減ではなく)の鹿が出てきました日｡北海道難病連の補助がなくな

るということは-各部会･支部の補助もなくなるということです｡

会報1 0 7号の収支決算の会費と団体育成助成金(道補助金)の額

を比較してみてください｡補助金がなくなれば事実上会の運営は出来

なくなります｡

もう事業資金委員や運営委員が奔走して解決出来る段階ではありま

●　せん｡蛸の蛤会費の値上げや会の舶停止の軌もあ｡ます｡｢どうにかなるだろう｣という考えは､捨ててください｡

会員一人一人が回りを見直し､協力会負を増やす､募金箱を置いてく

れるところを捜すという努力をしましょう! !

難病センターの増改築もあと1年遅れていたら､実現出来なかった

でしょう｡

2､　ビアガーデン利用券実耕報告

真夏日のない日々が掛､たため､減少しました｡あすなろ会では全道

集会の祝賀会終了後に交流会として行いましたが､販売金額1万円､

遭元金1千円に留まりました｡
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☆☆☆　医療葬済会開催のお知らせ　☆☆☆

1,日　時　平成15年10月5日(日)

午後2時より(受付1時半より)

2,会　場　札幌市中央区南4条西10丁目

北海道難病センター　3階　大会議室

3,講　師　札幌鉄道痛院　院長　平　賀　洋　明　先生

4,演　題　　Fサルコイドーシス　40年の歩み』

あすなろ会は会員の病気が異なるため､なかなか一つの病気についての諦

済会の開催は難しいのが実情です｡

サルコイドーシスの医療誰演会は6年前に開かれました｡その後､会員の

要望はありながら開催出来ずにいましたが､サルコイドーシスでは第一人者

である平賀先生のご永常を得ることが出来､開催の運びとなりました｡

サルコイドーシスの会員の方は勿論､家族の方､会員以外の方にも是非呼　●

びかけてご参加ください｡

又､病気の違う方もいらしてみませんか!病名は違っても難病であること､

苦しみを抱えていることの共通点は多いです｡

今までの医療講演でも感じましたが､他の病気についても知ることが自分自

身の病気や生活の仕方､生き方などで得ることがたくさんあります｡

皆さん参加しましょう日　　入場無料です(含貫井5-zll二/n

tA同募金
｢この医療許演会は､赤い羽根

共同募金の支援を受けています｣
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●

3 ､　｢難病センタ一秋まつり｣

地域の人に新センターをお披轟目する意味もあります｡

*　まず､私達が楽しみましょう!

*　そして､地域の方々を笑顔で迎え､地域との交流を深めましょう｡

*　共同作業所｢アラジン｣のPRもする｡

*　出店するからには､少しは儲けたい｡頑張って活動資金を作りま

しょう｡

開催日時　9月27日(土) 10:30-14:00

雨天の場合はテント利用で行います｡

手作り晶､刃物砥ぎ､野菜､果物､衣類､雑貨､喫茶コーナー､焼き

鳥･焼おにぎり､他色々あります｡

あすなろ会は今年も出店しません(品物､人員的に無理)が､行って

楽しんでみませんか｡今後の参考にもなり､掘り出し物も見つかるか

も!去年､新鮮なピーマンを安くたくさん買い､美味しいピーマン

の佃煮を作りましたよ! (作り方は事業資金係までお問い合わせを)

秋の一日､大変なことも多いけど､それだけに楽しむ時は存分に楽しみ､

明日-の活力にしましょう! !

4､　その他

G)ラフイノースオリゴDX (詳細は事務局まで)

②　アリランコンサート

毎年好評の券浅聖子　さんのコンサートです｡

10月11日(土)開場　17:30/開演　18:00

札幌市教育文化会館･小ホール　　入場料　3, 0 00円(税込)

チケットはプレイガイドにもありますが､難病連も扱っていますo
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『難病対策見直し』に関する資料

◎大変重要なお知らせです｡

皆さんご存知と思いますが､本年1 0月より実施される

国の特定疾患治療研究事業の改正に合わせて実施される北海　●

道特定疾患対策事業について､ ∫ PC,全難連は見直し後の

手続きをめぐって厚生労働省及び北海道に対して､種々の申

し入れや要望を出してきました｡

あすなろ会でも北海道との懇談会に出席しましたが､道は

文書での回答はせず､ ｢国の基準に準ずる｣との口頭の説明で

要望には答えられないということです｡

軽快者の基準等の資料を次ページから掲載していますので､

見てください｡北海道難病連はこれからも要望･交渉を続け

てゆきます｡
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特定疾患治療研究事業の制度見直しにbいて(概要)

1　事集の鞄旨(概要)

特定疾患治療研究事業は､原EBが不明で治療方法が確立していない､いわゆる難病のうち特定の

疾患について､治療方法の確立･昏及を図るとともに患毒の自己負担を軽減することを目的として､

昭和47年から夷施しています｡ (H14現在:国45疾患､道7疾患)

f2　_事案の見直し軽過l

回では､本事業力時日度発足以来30年が経過したことなどから､事業を見直しその安定化を図る

ため､厚生科学事班会疾病対策部会に難病対策委員会を投足し検討を行い､昨年8月に中間報告が

示されました｡

3国の見在し内容について

●ぁ冒lgt=三富?霊芸雷雲芸芸孟表芸芸孟£芸孟bB.芸孟書芸≡諾了て見乱を進めてきたところで

主在改正内容

項目 弌ﾉ�8,ﾉ>�vR�現行 

1自己負担の見直し 2軽快者の導入 3受給者旺の有効期 ��ｸ�;�,iV��8,��+h+ﾓy&丶ｸ,ﾈ齪ﾌ厩�%8ﾌ��0-律定額 

度額を投定(入院,通院こと) �?ﾈ��｣�B����苓�ﾈﾈ��
･低所得者及び互症患者は全額公千負担 �,ｨ��｣"����苓�ﾈﾈ��

･生計中心者が患者本人の埋合は限度額 の1′212人目以降1/10) ○治療の結果､次の全てを1年以上満たし た書を｢軽快者｣とする. 1疾患特異的治療が必要ない. 2著しい制限を受けることなく日常生 活を営むことが可能である. 3治療を要する合併症等がない. ･軽快者には｢登録書証｣を発行 坪-ﾈ�ｫ8�(,ﾙ�8ｧｨﾏh鯖X�%2�Y��.旭顏�,俘y'h+X,�*(�ｨﾘx,ﾒ�

･症状が悪化した甥合は､医師が病状の 儖�K)9h*ﾘ�8ｸｸ����,ﾈﾏ�WH,�+R��

悪化を確托した日から公井負担の対象 とする. 坪敢嶌+X+ﾘ�ｨﾘx,ﾙ�hｴｹ�ﾈ��

○所得に応じ1E自己負担の導入に伴い､所 ��Hﾈ��やﾓ8ﾈ�3�?｢�

間の変更 �;霎iZｨ/�ﾈ�.�+x.�+ﾘ-ⅳ��ﾈ��?ｨ��佇��3�?ｨ-ﾈ,X,h+x.停�

l4　辻の取扱いについてJ

道の特定疾患治療研究事業については､これまでも国の制度に準じて実施して書ていることから､

今国の国の見直しに合わせ､遵単独疾患についても､所得と病状に応じた一部自己負担や軽快香の

取扱いの導入､受給書証の有効期間の変更などについて行うこととしています.
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特定疾患治療研究事業の制度見直しについて

1　事業の趣旨(概要)

特定疾患治療研究事業は､原因が不明で治療方法が確立していない､いわゆる難病の

うち､現在､国が指定した45疾患と､道単独の7疾患について､治療方法の確立･普

及を図るとともに患者の自己負担を軽減することを目的として､昭和47年から実施し

ています｡

2事葉の見直し経過

ぁ誓言'tgもチ悪霊?={望雪雲票諾芸孟品芸冨霊芝左誌竿呈表芸芸J:霊芸悪霊芳志≡警芸b,T　●
てきていることなどから､事業を見直しその安定化を図るため､平成1 3年9月に厚生

科学審議会疾病対策部会に難病対策委員会を設置し検討を行い､昨年8月に､調査研究
の在り方をはじめ､制度の安定化と自己負担の在り方､特定疾患の定轟や対象疾患の選

定の考え方､難病にかかる福祉施芹の在り方などに関する｢今後の難病対策の在り方に
ついて｣の中間報告が示されました｡

3　園の見直し内容について

国は､この中間報告を踏まえ､特定疾患研究の拡充､特定疾患治療研究事業の見直し

や福祉施策の充実等､具体的な施策内容の検討を進めていくこととしております｡

特に､今回の中間報告において特定疾患治療研究事業の見直しについては､制度の適

正化や安定化に向けて､疾患の特性､患者の重症度､他の医療との公平性などを考慮し､
-部自己負担の考え方や効果的な実施方法など事業の再構築の必要性が示されたこと力､

ら､国においては本年1 0月1日からの改正実施に向けて準備作業を進めてきており､

この度､正式に本事業の実施要綱の改正が通知されました｡

主な改正のポイントは次のとおりです｡

主な臥正内容

①　患者の自己負担について.他の難治性疾密や障害者医療との公平性の観点を踏
まえ､これまでの一律定額から､所得と病状に応じた段階的な一部自己負担制度

に改正する｡ (入院･外来別に7階層区分)

なお､重症患者は､引き続き自己負担は無く､低所得者(市町村民税非課税)

についても､今回新たに自己負担は無しとする.

(現行:入院14.000円/月.通院2.000円/月[1回1,000円を上限〕)

②　治療の結果症状が改善し､経過観察等一定の通院管理の下で､著しい制限を受

けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断された者を｢軽快
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者｣とし､ ｢特定疾患登録書証｣を交付する｡

軽快者は､医療雫の公費負担対象とはならないものの､ホームヘルプサービス

や日常生活用具給付等の福祉サービスを受けることができる｡

③　特定疾患医療受給者証の有効期間については､展新の所得状況が反映された一

部負担限度領の決定を行うため､従来の4月1日～3月31日を､ 10月1日～

9月30日までとする｡

4　道の取扱いについて

道の特定疾患治療研究事業については､これまでも団の制度に準じて実施してきてい

ることから､今回の国の見直しに合わせ､道単独疾患についても､所得と病状に応じた

●諾喜雪讐2:警諾賢者の取扱いの臥及び受給者証の有効期間の変更などにつ
なお､道単独疾患に係る軽快者の取扱いについては､北海道特定疾患対策協諌会にお

いて医学的見地から意見を伺い､園の軽快者の考え方に;'JDLって設定していますo

l5　その他l

今Ei[の特定疾患治療研究事業の見直しに序ヨする班会質問

平成15年1定(2月24日)一般葉問　自民党議員会　遠藤　達　議員

(質問要旨)
･　道単独疾患の受給者は､先の国の審議会等の議論もあり､稀少性の問題から疾

患自体が対象から外されるのではないかと危倶している｡

道として､今回の回の見直しに合わせて､逼単独疾患をどのようE:取り扱おう

としているのか伺う.

(知事害弁)

●　､ it:LII昔{-I;塁ご言.蒜二.-I.:;1..I:-I--;':三;､工芸;:-- ,: ∴･二等､告∴∴

しに準じ､所得と病状に応じた自己負担制度の導入などの検討はいたしますが､

引き続き道の事業として実施してまいりたい｡
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自　己　負　担　限　度　岳　表

階層区分 剔ﾎ象者別の一部自己負担の月額限度鏡 限度頻 剞ｶ計中心者が 患者本人の場合 (左欄の1′2) 

-妻外来等 剴�@ 丶��9��

A ��hﾇi(i�8�(,ﾈ�9*ﾉ�ｩj��X*ｩO�攣�X,ﾂ��ｨﾘr�0 ���0 ���

a ��hﾇi(i�8�(,ﾉ���,ﾈ�;��X*儖�O��R�,ﾈ�ｨﾘr�4.500 �"ﾃ#S��2.250 �｢��#��

C ��i¥ｨ9��8�(,ﾉ���,ﾈ�;��Yxy�YD隗｢�*｣������苓決岑,ﾈ�ｨﾘr�6.900 �2紊S��3.450 ��縱#��

D ��hﾇi(i�8�(,ﾉ���,ﾈ�;��X攣�YD隗｢�*｣��ﾃ���苓決�33�����苓決岑,ﾈ�ｨﾘr�8.500 釘�#S��4.250 �"��#��

E ��hﾇi(i�8�(,ﾉ���,ﾈ�;��XｩI�YD隗｢�*｣3�����苓決�3������苓決岑,ﾈ�ｨﾘr�J ll.000 ��ｳRﾃS�����5,500 �"縱S��

F ��hﾇi(i�8�(,ﾉ���,ﾈ�;��X攣�YD隗｢�*｣��ﾃ���苓決�3�C�����苓決岑,ﾈ�ｨﾘr�18.700 湯�3S��9.350 釘緜s��

G ��hﾇi(i�8�(,ﾉ���,ﾈ�;��X攣�YD隗｢�*｣�C�����苓決�8,ﾈ�ｨﾘr�23.100 免ﾂ經S��日.550 迭縱s��

備考: 1. r市町村民税が非探税の場合｣とは､当啓年度(7月1日から翌年の6月30日をいう｡ )
において市町村民税が毘祝されていない(地方税法第323条により免除されている場合
を含む｡ )蛾合をいう｡

2. 10円未済の嘩故が生じた場合は.切り捨てるものとする｡
3.災害等により.前年度と当接年度との所得に著しい変動があった場合には､その状況等
を勘案して実作に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない｡

4.同一生計内に2人以上の対象患者がいる堵合の2人目以降の者については､上妃の表

(左欄)に定める親のl / 1 0に放当する頬をもって自己負遁限度額とする｡

･X参考:一般の医療保険制度における月板患者自己負担額 

上位所得者(給料月額44万8千円以上)139.800円(F～G階fB相当) 
一般72,300円(B～E階層相当) 

低所得者(住民税非課税)35,400円(A階lf相当) 
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特定疾患治療研究事業における｢軽快者｣の

基準について

治療の結果､次の全てを1年以上満たした者を｢軽快者｣とする｡

1.疾患特異的治療が必要ない｡

2.臨床所見が課.定基準を満たさず､著しい制限を受けること

なく就労等を含む日常生活を営むことが可能である｡

3.治療を要する臓器合併症等がない｡
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特定疾患治療研究幸美における軽快者の設定抜当疾患~覧表

疾患番号 俯隲9kﾂ�佗弌X�(,ﾂ��ﾙ.��

1 �7��ｸ6�4h6(6yV����ｲ�

2 ��ﾙJﾙ�ｸﾖH嶌����

3 �H�7ik9|ﾘ����ｲ�

4 綴b���ｲ�

5 �5�8(92���

6 俐I�iW9|y�ｵ6ﾈﾈﾂ���ｲ�

7 �5H8ｸ5(486��ｸ5h5����ｲ�

8 把�ﾓfbﾓ､ﾉ]�2�性便q莞硬化症 ��

9 亶ﾉm�Nx��EaEf;- ��ｲ�
lO �<�Jﾙ�ｸﾈﾈ揵F｣Y¥�晳�ｸ閇L�V���*ﾘ,"�

ll ��I�i�ｸｴ�ﾈ�雇¥����ｲ�

12 冩ｹ���ｹ�X曁个���ｲ�

13 ��Y���ｩjﾈ乖ﾞ�8ｹb���ｲ�

14 �7(8h8ｸ4ｲﾙV����ｲ�

15 啖ﾂﾖ辻���ｨ爾�

16 廼7#ｨ屍誡ﾗS�ﾒ���

17 �4�8ﾘ�ｲﾒ�99V����ｲ�

18 佇��ｬﾈ个����

19 册��ｴ%ｦﾉ�ﾈ.�&ｨ7ﾘ6����ｲ�

20 �6�4ﾈ985ﾈ99V��8���ｫ2��俎9�ｹ8��9�ｹh8鵤��R���
脱皮東基底接変性虎.バ-キンソン病) 

2ー ����

22 ��ｶ�ﾄX�ｨ�����峪�����

23 ����

24 �8(8H8(8IV��4X42笘5稲ijﾉvдUﾙux�����

25 �4X6ｨ5�6壷?y�､X��ﾆ����ｲ�

26 �<�Jﾙ�ｹ�96傴r���

27 ��ﾘﾆ�9ﾙ�ｨｩﾈ���ﾈ���ﾔ�8ﾉ¥��ｸ�H4�8ｨ�ｸ7Hﾕﾈ惲�Eﾘ埼�xｹZH5bｲ�4"�6�8ﾂﾘ4ｲﾘ�ﾏ8ﾍｲ����

28 儷ﾉNx7Fｹd�����

29 �hｮ��ｸｪ8ﾉﾂ���ｲ�

30 儘ﾉLﾘｬ9(ﾈｬxｻxﾟ8����

3ー �&ﾃ｢ﾂ險Drﾒﾒ簇����

32 豫8�ｷﾙ�ｸﾙ�｢���

33 �<�Jﾙ�ｹ�Y�ｨﾙﾄY¥ｨ�������ｲ�

34 ����ﾂ�

35 ��Y68,ﾙ�｢ﾒ���
36 �<�Jﾙ�ｷ%fﾈｬ9�ｸｬﾈ个���

37 冦H�9�hﾉ9¥��ｸｮ����

38 �7X8ｨ4�99V����

39 �5ﾔ(ﾅ2ﾘ�������
40 ���tｩ�ｹ���ﾈ����

41 ��rﾓ2ﾙ�����
42 �7�6(6り4ﾈ4�8ｨ�ﾏ8�iw"���ｲ�

43 悩Oｨ��Vﾈ賈]9vﾘ�ﾒ���
44 �*H485ﾈ5ﾂﾘ8�V��7Crx7H8ｨ�ｹV�ｭﾈ-竰���

45 �ｨ蕀jﾄTR����

匡l ��ﾋ頷ﾂ�����

1 �ｩD霍��ｶfcｹzHﾅ"�○ 

2 乃Rﾒ�(ﾗR�○ 

3 們�Jﾙ�ｸ��ﾚﾂ�○ 

4 �以ﾉ�ｹ�ﾈﾈﾂ�○ 

5 �5�6X8ﾘ486�7ｨ8ｸ8(99��hﾊ��ﾘ��○ 

6 亂�戉･�ﾒ�○ 
7 亢���ｸｬﾈ个�(沸入,育) 

iE �����6 

●



特定疾患治療研究書美における遁単独疾患の軽快者の独走について

区分 俯隲9kﾂ�佗弌X�(,ﾈ竧宜*"�剞ﾝ定の考え方等 

1 �ｩ�)�ﾈ��Eﾈ鰄ｯ����� 

ー ��ﾉ+x7ｨ8ｸ8(99ZｩNYW9�9.��y+x�� ��ｲ� �+X,H*(.��

a �ｩ�)�ﾉ��斡�Eﾉ.�岑��○ �� �%�<hﾈy%x,Y^(�|9d�,ﾉTｹwh*ｨ,�*(ｬR�

3 冓i%ｹNﾈﾊ(�ｷ�-�ｹ��ﾈ��○ �� 售ﾒ�

4 ��○ �� 倆"�

5 傴����○ �� 傴�碑*ｩ�8�ﾘ嶌+R靱)y胃(7ｨ8ｸ8(99^(�|2�

6 ��○ �� �8�Z一�|8,ﾉTｹwh*ｨ,�*(�"�

2 侈igｹV����ｲ� �� 

3 �<ｹJﾙ�ｸ��*����ｲ� ��内で､耳叫.畦車による治療の必要がな lーヽ女 

4 ��(ﾈﾉ�ｹjXﾈﾂ���ｲ� ��疫抑制剤による治療の必蔓がない者 

5 ����� 

1 �4�6(5h984�xﾏ8ﾅ��O �� ��

2 ��○ �� ��

3 �4�5x5ﾈ99V��○ �� �7ｨ8ｸ8(99^(�|9d�,ﾉTｹwh*ｨ,�*(ﾖﾂ�

4 亶ﾙ�ｹYｹ�H4�8｢ﾘ5ｲ� ��○ �+�,ﾈ�V�,ﾙ�8�,X��|8/�Tｹwh,h+R霽傲r�

5 �� ��○ ��i5i4�,�.�,ﾈ,ZI<�甑4俾�|8/�Tｹwh,b�

6 �� ��○ �+ZHﾇ傲x,h,�.�+�,h,ﾘﾖﾈ*h.x.ｨ,�*"�

7 ��○ �� ��

8 ��ｨ�ｴ�Eﾉ.�岑��○ �� �7ｨ8ｸ8(99^(�|9d�,ﾉTｹwh*ｨ,�*(�"�

6 ����ｲ� ��薬物治療の必要がない者 

7 �����ｸｬﾈ个���� 

I 冓ﾙ�ｸｬﾈ个� ��ｲ� ����

2 �7x�ﾇｸ6rﾘ8�� ��○ ��i&h+8.ｨ+ﾘ�(,ﾘ��|8*ｩTｹwh,X*�.芥ﾇ傲r�

合計 �14 6疾患 �"����r�4 ��

-23-



令早の作品のご拓介

稚内市クッシング病の菊池厚子さんが自作の川柳を寄せてくださ
いました｡痛みと闘いながらのお作です｡

☆　星を見て我病に涙する

☆　年老いた母に押させる車椅子

☆　孫が来て帰る日の淋しさよ

ご､ ･ご　　ありがと-ございま

次の会員の方々から､ご寄付･ご寄贈をいただきました｡ありがとうご

ざいます｡

稚内市　　井　池　厚　子　様

恵庭市　　坂　本　信　行　様

札幌市　　佐　藤　カヨ子　様
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あすなろ会設立3 0周年記念

『あすなろ』は‡翌槍)とも書き､ヒノキに似た常緑樹

です｡決してヒノキにはならないのに､明日はヒノキにな

ろう･ ･ ･と希望と憧れを持って槍を見上げています｡

一抹の物悲しさはありますが､その借ずることの一途さ

と健気なさは､私たち#病患者の姿でもあるようです｡

明日はもっと良くなっているかもしれない｡

明日はもっと安心できるかもしれない｡

あすはなろう･ ･ ･あすなろ､は､希望を捨ててはいけ

ない､辞めず病と闘ってゆく姿勢そのものであるようですC



あすなろ会顧問の先生からのメッセージ

(敬称略させていただきます)

あすなろ会3 0周年に寄せて

北海道蔑会議員

勤医協中央病院名誉院長

大　橋　　　晃
3.へl

二∵ ･ビ′    L､'･ -

あすなろ会3 0周年おめでとうございます｡

結成の時から関わった者として､心から喜んでいます｡

思えば今から3 0年前､初代会長の原たかさんが､ ｢単独では患者会

を作れない難病患者の会を作りたいのですが｣と､当時北大病院第二内科

の｢リウマチ･勝原病外来｣を担当していた私のところに相談に来られた

のが最初でしたC

このようにして結成された会は､その後パーキンソン病､橋本病など､

ある程度まとまった患者さんがいる会が次々と独立し､それ以外の患者さ

んがあすなろ会に残るという形を続けてきました｡

従って､あすなろ会としてはそれほど会員が増えているようには見えま

せんが､独立していった患者会を含めると膨大な数になるでしょう｡

あすなろ会は､いろいろな難病の患者さんが集まっているために､一つ

の病気で構成されるほかの患者会と比べると､困弟が多いと思います.

お互い開いたこともないような病気を理解し合うことから始めるので

すから､大変なことです｡

しかし一方では､一つ一つの病気の違いを乗り越えて､共通の悩みや苦

しみを語り合う､そこからより高い難病というものの持つ社会的な問題に

ついての欝杜に到達できるのです｡

その意味でもあすなろ会の果たす役割は大切です｡

一一一セ6--



3 0周年を迎えたあすなろ会が､このような立場に立って一層その役割

を発揮することを期待します｡

私も医学的な面ではあまりお役に立てなくなりましたが､道議会義貞と

いう立場で今後とも微力ながらお手伝いさせていただきますo

今年8月2日全道集会で来賓としての大橋先生

127-



あすなろ会

短い夏も終わりました　肌寒い風が秋の季節を感じ始めました

皆様､如何お過ごしでしょうか｡

あすなろ会30周年107号会報メッセージお寄せくださった各部会､

支部の方々には心から感謝申し上げます｡

代　表　理　事

バ-ジャー病友の会

脊髄小脳変性症

腎　　臓　　病

豚　　原　　病

旭　川　支　部

釧　路　支　部

厚岸浜中支部

稚　内　支　部
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お寄せ頂いた､メッセージをご紹介いたします｡

あすなろ会　　会員　深尾　貞子

/■--~■･■-J~---一一-L-~■■■~･.~~■~~-~~1--A------~`･~･.- -I.----

′

/

人の為と思っていると良い運も巡ってくるよ､喧嘩

人の悪口言わない､人の為につくしていると年をとらない

自分の事ばかりを考えていることは良くない･ ･ ･ ･ ! !

この言葉を頭の中に入れ､明日に向かって頑張ります｡

深尾さんは､あすなろ会員と言うよりも､母です｡

今後共､宜しく　お元気で･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
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]臓病連･部会･支部からのご祝詞の紹介

(敬称略させていただきます)

おめでとうございます

北海道後縦靭帯骨化症友の会

会長　　杉　山　　清　秦

結成3 0周年おめでとうございます｡

北海道難病連発足当時からのご活躍により､難病患者の精神的な支えとな

って果たしてこられたご功績に衷心より敬意を表しますo

あすなろ会から7団体が巣立ったとのことですが､私どもの会も昭和5 9

年1 1月､あすなろ会より独立致しました｡母親の育て方が良かったせいか

お蔭様で順詞に育ってきました｡

7人の息子や娘が母親を因んで昔を偲びたいものですね｡

まだまだ若さを保って子育てに励んでください｡

一一l' rLLr=Wニー1■一一Jq■一丁こ=しこ==こ1■lさ1･二二U_ `ち世一m■

あすなろ会創立3 0周年を心からお祝いします

北海道I BD (北海道津療性大腸炎･クローン病友の会)

会長　　萩　原　　英　司

かつて｢あすなろ会は患者会のゆりかご｣という文を投稿した覚えがあり

ますが､それからもう5年が経ちました｡創立以来｢患者会のゆりかご｣の

務めをしっかり果たし､難病患者のr未来｣を生み出してきたのが｢あすな
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ろ会｣です｡

厳しくなる一方の難病患者をめぐる情勢ですが､単独の組織のない患者た

ちにとって､その荒波をさえぎる防波堤として足掛け2世紀を戦う｢あすな

ろ会｣に心からその歩みに敬意を表し､お祝い申し上げます｡

電子情報が飛び交い､インターネットなどの手段で､情報こそはすばやく

豊富に手に入る時代になりましたが､その情報の意味するものや自分-の取

捨選択の基準は､簡単には分りません｡大都会や有名病院との格差に傍然と

し失望することのほうが多いものです｡あすなろ会から別れ患者会を運営し

てみて分ったことは､人の病気は文字通り気持ちが病んでいる部分のほうが

●多いということです｡そうした仲間の心を解きほぐし､安らぎと希望を与え

るのは､人と人との触れ合いでしかありません｡患者会の役割はこうした時

代だからこそさらに求められているのだと思います｡

さまざまな希少な病気の患者を抱える困兼な事情の｢あすなろ会｣ではあ

りますが､だからこそ期待と役割は大きく､希望と達成感も大きいものだと

思います｡

今後の会の発展にエールを送るとともに感謝の挨拶といたします｡

._　"　-_:Ju. , 牡　博⊥｣■㌧　:卿こ■阿▲1■

あすなろ会3 0周年に寄せて

プラタナスの会(プラダ-ウイリー症候群親の会)

山　崎　　のり子

結成3 0周年を迎えおめでとうございます.

日々病気と戦いをなさりながら会を3 0年も続けて行く事は､本当に大変

な御苦労としか申し上げる言葉はありません｡

毎回､機関誌を拝読させて頑頼っている様子が良くわかります｡

今後もお身体を大切になさって会の為に頑張って下さる事を､同じ難病連

の会員と致しまして皆様方のご健勝を心よりお祈り致しまして､お祝いの言

葉とさせていただきます｡
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部会活動の原動力として

北海道難病連　十勝支部

支部長　　山　崎　　富士夫

今年度､あすなろ会が､結成3 0周年を迎えられるに当たり､支部を代表

してお祝いのご挨拶を申し上げます｡ 3 0年前といえば､北海道難病連が､

まだ､発足した当初で､ ｢北海道難病団体連絡協鼓会｣の時代から､個人参加

部会として活動を始められたことと思います｡その間､部会長はじめ事務局

の担当者も何代か変遷があったでしょうが､一貫して部会の結成目的を守っ

てこられていることは､誠にすぼらしいことだと思います｡

つまり､ ｢あすなろ｣という名前の通り､将来は同じ疾患の仲間で部会を作

り､分離独立していくことを目指しているところに､他の部会との違いがあ

ります｡部会結成の原動力となってお世話をして来られました｡ 1 9 7 7年

のパーキンソン病部会発足以来1 9 9 3年の多発性硬化症まで､実に7都会

の結成の歴史があると伺っています｡このことは他の都会では成し得ない活

動の成果であります｡

また､非常に出現頻度の少ない疾患については｢あすなろ会｣の所属して

病名は違っても難病である共通点をとおして､互いに話し合い､励まし合っ

て活動されておられます｡私どもは､あすなろ会の活動については､部会で

発行する機関紙をとおして情報を把握する程度で､詳しいことは分りません

が､会員が全道一円に広がっていますので､地域部会とは違う困難があろう

かと思いますB部会運営の努力に敬意を表します｡

この度､ 3 0周年を契機にこれまでの歩みを振り返り､次の一歩-歩み続

けるために､成田会長をはじめ事務局の皆さんのご活躍をご期待申し上げ､

お祝いの青菜と致します｡

f　-iT ~.叫'- t■-｣≡±{-　1　　　　　-i-三･;二ir_　一･二二'bコ■`ー_心■L I
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あすなろ会結成3 0周年祝メッセージ

北海道#病連　北見支部

｢あすなろ会結成3 0周年を迎えます事にお祝いと敬意を表します｡

長い間､いろいろな疾患･希少疾患の会員にとりまして大きな心の拠り所だ

ったことと存じます｡

世情･福祉･医療等､混沌としておりますが､どうぞ､御身お大事になさ

●って､今後も会員の支えとして連帯し､活動の報が広がっていく事を摩って

おります｡

本当に長い間ご苦労様でした｡ ｣

_　_　~　　-■:-≠1■｢~　q

●

馴㌧ :虹⊥JJj■■空1-

rあすなろ会J　30周年　祝賀メッセージ

北海道難病連　美唄支部

｢あすなろ会｣ 3 0周年まことにおめでとうございます｡

さまざまな病名の患者家族の集団にもかかわらず､堅い結束を維持して活動

を継続されてきたことに敬意を表わすとともに､心から賛辞を贈らせていた

だきます｡

また､そうしたなかで同じ病気の会員が少しまとまってくると『友の会』

を結成させる指導力と包容力には感嘆いたしており､貴会から巣立った7団

体もすでに北海道難病連の中核を為しており､あすなろ会の輝かしい足跡と

考えられます｡

たゆまぬ活動の継続をご祈念申し上げ祝意といたします｡
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がんばれ｢あすなろ会｣

北海道#病連事務局　　村　山　　文　彦

私が一番初めにお会いした｢あすなろ会｣の役員の方は､白鳥さんでした｡

その後､石川さん､日下部さんコンビの時代､江戸っ子の小関さん､深沢さ

んの事務局体制と国分さんの時代､そして成田さん､斉藤さん､柳さんの3

人体制-と｢あすなろ会｣の1 5年の歩みとともに北海道難病連での仕事を

させていただきました｡

｢あすなろ会｣は､同じ病気の患者会とは違って､さまざまな希少性の病

気の会員によって組織されていることが最大の特徴であり､それゆえの運営

の難しさもあるのだと思いますoこの特徴は難病連や支部の活動に通じる部

分もあるかもしれません｡それだけに歴代の役員の方々のご苦労がうかがえ

ます｡

会員が患者会に求めるものは､自分の病気に関する新しくて正しい情報で

あり､病気と開おうと思えるような組織としての環境や支援であると思いま

す｡そして､それとは別な患者会の機能として､主に役員クラスの人たちを

中心に療養生活をサポートしていく制度などの維持や開発などの条件整備が

行われていくのだと思います｡

｢あすなろ会jは､すべての会員が満足する最新情報を発信し続けること

は困兼であるといえますが､だからこそ｢あすなろ会｣にはさまざまな病気

を持つ人たちをいつでも迎え入れ､いつでも｢励まし合いJ ｢助け合える｣暖

かい兼境を整えていることが必要なのだと思います｡

患者会としての役割を果たし発展的に閉会をした会もありますが､この先

どんなに社会保障制度が充実しても､この世から病のすべてがなくなるまで

｢あすなろ会｣は役割を終えることのない患者会といえるでしょう｡これか

らますますの暗躍を期待いたします｡そして､たくさんの患者会を生み出し

てもらうことも期待しています｡

がんばれ｢あすなろ会｣｡
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3 2年Mに出会った患者会

函館　　近江　　忠

眼がさめたら､洋式タンスのある個室に

34年前､胃の手術後､下肢がだるく､家族にさすってもらっていた､コッ

プに水を入れると手から落ちてしまう　その夜　私はことわりもなく､自分

のベッドを変えてしまいました｡後で考えたら､自分のベッドは数日前に亡

くなられた人のところをきらってのことだと｡その夜意識なく､気がついた

ら､立派な個室に移っており､おしめを付け､腹部･両下肢ともまったく動

●かず　胸に手をあてても鉄板の上に手をおいた状況で　自分の肌のぬくも
りは感じませんでした｡

2ケ月程過ぎて､両下肢の先の方から動くようになり､歩行器にぶら下が

って外科病棟の廊下を歩けるように､なりました｡

両下肢がだるく　病院のマッサージ師がもんでくれましたが､だるくてど

うしようもなく　病室に電気コンロを持ちこみ､蒸したタオルを巻きつける

と気持ち良く､家族はその時　気持ちよさそうに　よく寝ていたといってお

りました｡

洞爺のリハビリテーション-転院

トイレで用便　うれしかった｡

洞爺湖畔のリハビリセンターは､訓練室が広く､マット上での筋力リハビリ､

立ち､座り方から､歩き方の指導､上肢の訓練､その上　指導スタッフが揃

● 1L諾心し､毎日指定された時間に訓練室に出向くのが楽しみにすらなりま

別に作業療法童､言語療法室､相談室とそして､スタッフも同様です｡

半年間､ベッドの上での生活がすべてから､車椅子､松葉杖でトイレに行

けるようになった時の開放感､地面に足を付け外の空気を吸える　風の心地

良さなど忘れられません｡

病院は　リハビリ治療費を患者負担にと計画

患者･患者会は　とまどいます｡

患者会は全道から治療訓練(リ-ビリ)に集まった200名程の親睦団体
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で､病院入院患者の組織で､クリスマスイヴにサンタになった役員が､高齢

者や少年等の患者にプレゼントを贈ったり､病院のスタッフが計画した演芸

会･運動会に参加したり､自治組織ではありませんでした｡

当時理学療法費は社会(医療)保険から､しかし作業療法費は適用になら

ず､病院が全額負担し､維持してきたが､設備､備品から人件費(作業療法

士)までの負担に病院経営は大変かもしれない｡しかし患者にその一部費用

を負担してもらうというのは､おかしいのではないかと､患者会役員会で諌

論になりましたが･病院に反対と申し出ることにためらいがありました｡

難病連や現在の患者会の組鰍まありませんでした｡日本患者同盟(日患同

盟)に相談しますと､役員が私たちの病院を紡ねるので患者さんを集めてお

いてほしいとo

私は当時事務局担当の役員でしたので､北海道新聞の｢読者の声｣に投稿　●

しました(患者全役員として)｡その一部を紹介します｡

『療法費の一部を患者に一律に自己負担させる計画をたてています｡高齢者

長期療養を必要とする患者が多く､支払能力のあるなしで治療訓練の差異さ

え生じては､医のあり方が問われますoリハビリ各療法の一つである作業療

法が社会保険の､点数にはいっていないので､作業療法を存続､発展させる

ことができないのです｡患者は大変つらい立場にたたされています｡

国は療法士孝成の学院をつくり､資格試験制度を設けておりながら､社会

保険の点数化を認めていないという矛盾の現われです｡ - - ･
-関係当局､保険支払い機関は一日も早く保険の全面適用とリハビリ

テーションを認識され､積極的施策を切望します.』 (S ･46年6月4日

付の新聞)　小樽選出の道議も見えられ､私たちの声を聞き､患者会の名

で道に請願書を提出していただきたいと｡

9月3日の道議会厚生委員会で｢リハビリテーションの社会保険の全面適　●

用の請願｣を審議し､趣旨採択した｡と道新は3段見出しの記事をのせてい

ました｡私たちの入院している病院長をはじめ　関係者は､患者がここまで

するのに驚いたことでしょう｡私は病院は助けられたと思っています0

道の調査で､当時　全道に300名の訓練者(士)のうち､有資格者は

80名です｡

養成機関が東京･北九州市など教授しかないので､北海道にも設置の必要

性を一層迫られたことと思います.その後病院は患者の自己負担を求める
のをいいだせませんでした｡リ-ビリの先進病院に入院していた時の様子で

す｡
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素敵な絵手続をありがとうございます

皆さん､お持ちの会報を見直してください｡平成1 2年から1 3年にかけて

(会報94､ 95､ 96､ 98号)会報の表紙や挿絵に､美しい絵手紙が載

って､それで会報が楽しみになった方もいらっしゃるでしょう｡絵手紙の作

者は川端末子さんです｡激しい痛みと闘いながら､見事な絵と青葉で私達

を励ましてくださいました｡川端さんは､病気の特質上の理由で他の部会に

移られ､今も痛みと闘っていらっしゃいます｡

川端末子さん､有難うございましたo　これからも共に生きましょう｡

会報9 4号(各表紙のみ)　　　　　　会報9 5号

会報96号
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5月1 1日給会後の医柵会より

講師　札幌山の上病院　院長

リウマチ勝原痛センター長

佐　川　　　昭　先生

ず鞄無恥-雛七的

き

一､1　･･･}.､ .サ

●

皆さまこんにちは｡ただいまご解介いただきました､札焼山の上病院の佐川です｡

今病院には､ 1 0年軸､ら勤めまして､その前には北大の第二内科でリウマチや謬

原病の息者さん中心に診ておりました｡平成5年の1 0月1日から今の病学割こ移りま

して､リウマチ･屈原病を診る先生連少しづつ増えまして､今はその部門を専門に診

る先生が5人います｣毎日､そういう息者さんの診療にあたっています｡

高松さんもその内のお一人で､最初は私は一番最初に診せていただいた息者さんで

す｡広尾から帰ってこられて一時入院もされていましたけれども｡そういうご如ミあ

って､今回お招きいただきまして有難うございます｡

それから本当にズーツと何年か前にやはりあすなろ会の皆さんとお話をして､轍

会をしたことを覚えています｡

今日は､柳さんが私どもの病院におI宙いにこられまして､あすなろ会というのは角

人の難病の患者さんの集まりだということを知っていたんですけども､テーマをどう

するかということでr掛それでも前向きに生きるJ､これは柳さんの方からのご提

案もありまして､それ以上いい髄名が浮かばなかったんです｡随分前と患いますが､

それでお受けして､その後今日を迎えました｡例えばリウマチの会とかシェ-グレン

の会とか､そういう病気が決まった時には､色々なお者がしやすいし現れているんで

-3≦ト一一



すが､それぞれの方々が別々の疾患を持っていて､中には私も全敗名前もよく分らな

かったり､内容も分らなV､病気にかかっていらっしゃる方もいると息うんです｡そう

いう方が一堂に会するあすなろ会での謝辞というのは､非常に､今日の日にちが近づ

けば近づくほど弊しくて､非常に苦しみました｡今日は皆さんが期待しているような

ことが出来るかどうか､私の限られた時間の樹内で限られた知織の範囲内で､今日

に至った内容を話させていただいて､後で少し時間があると患うので､皆さんのいろ

んなご意見や感憩を開かせていただきたいと思います｡

r難病一一･それでも前向きに生きる｣ということで､お鼓させていただきます｡

あすなろ会計涙金　　相打35日

J

このバックにある写真はフィヨルドです｡ノ/レクェ一にあって､深い谷が海に沈ん

で出来た職修ですi氷河に削られた深い谷のところに韓の水が入り込んで出来た地形

耽去年の8月にヨーロッパリウマチ学会というのがあって､そこに私どもの病院

で研究している結果を持って発表してきました｡それがスウェーデンであったんです

けども､スウェーデンに寄る2,3日前にノルウェーにちょっと寄って見てきました｡

海の水ですから塩辛いのですが､臭熟ヽので､非常に水が薄いというか､波が全紡

立たないんです｡ですからこの写真は静かに山の白い肌が映っています｡ここはワイ

ン用のブドウ畑という､とても好かないいところでした｡

病院の形を映しますが､これは工事をしていた時の病院の玄酎耽まだ横にずっ

とリハビリ病棟とかいろいろありますが､正面の一部だけ示します｡

前向きに､難柄を抱えていながらも前向きに生きていくという､そういう克符を持

っている皆さんに対して､一番取掛ご私が考えたことは､元気の出る許ということで､

病気を持ってらっしやる方は､社会鵬の改善は､立ち止まったり逆行したり､例え

ば医療制度ですね｡特定疾息なども今年の秋には農しくなりそうですし､医療保険も

3割､今年の4月から上がりましたし､いろんな､いい宙ばかりではないですね｡

そういう頚境面では､改善しなかったり着くなったりすることがありますけども､た
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だ医療自身､医療レベル自身は､例えば新しいお薬が出たり､それを上手に利用した

治療牡が恥発されたり､検査が進歩して早めに発見されたりと､そういう病気自身を

見つけていく､見つけて診断して､治療して､ケアしていく､というそういうレベル

は毎年毎年上がっていると思います;

ですから､そういうことは､これは半年､ 1年､常に紙数ましているんです;です

からそこに皆さん方の希望を持ちながら､暮らしていっていただきたいということで

す｡

それからよく､私どもお互いもそうですし､それから患者さんに対しても､一生懸

命歩いている人､それから苦労している姿を見たら頓滞ってね｣というふうに､我々

●日本人は言ってしまいま+.そのr頑張ってねJという青動堵当にいいかどうか､

そういう青葉を使わないで欲しいというお酷もありましたし､頑張り過ぎてかえって

体を傷めてしまうこともあるわけですね｡

私は､ちょっとその時に思ったのは､例えば棟では､友達同士でも月帆るときに

Thhiteaq頑張ってねじやなくて､気楽にしなさlヽ ea野というのは優しい､簡単

という意味で九簡単にしなさい､気楽にね､うまくやっていってね､というような

意味で月順をするんです｡ですから日本と逆､日本は､ -生鮮命やれ!やれ!

と青いながら別れる｡向こうは､気楽に､リラックスしてやんなさいよ､という青い

方なんですね｡ですから､これは本当に良い青葉だなと｡日本静でそれを上手に青う

良い青葉がないなと思っていますが､こういう気持を持って壊していく必要があるん

じゃないかなというふうに思っています｡

もう一つ､後で触れますが日野麻重明先生､聖略加の固辞病院の理事長先生です㌔

●霊宝志三慧慧芸二定言芸芸…慧豊V;慧誓言諾篭
の本を今回の轍のためにいくつか実い求めて少し参考にさせていただいたんです㌧

そのうちの一つの青葉に｢お大事に｣という青葉の意味は､どういう意味ですか､と

いうことを先生が書いているんですね｡英静でいうと又Thke itea野に近いんですけ

どThke gxd偲rO OfyottrOmあなた自身､ケアしてください､ pxxIは良いですね､

だから､自分自身を大跡こケアしてください､という意味です｡ですから､さっきの

Thb it eaqの日本舞阪がrお大事に｣という青葉なのかなと思います｡でも､これ

は普通の健康な方にrお大事に｣というと､どっか惑いのかなと息っちゃうので｣

でも､向こうではですね､別に病気とか匪良や何か持っている方に音うわけではな0.

誰にでも音う青葉だと息うんです｡こういう気持を持ってお互いに接していきたいな

というふうに思った次第です;

→1-



それからこれは､さっきからこの背丈が出ていますが､雨竜沼です｡北海道の｡

柵lJ岳の麓のあるんです｡何首メートルの山を､ 9 0 0メートルだったかな､上が

ると､突然こういう開けた海原があるんです｡日本では尾瀬でしたっげ､そういう湿

原がいつも出ますが､北海道にもこんなに素吋らしいところがあるんでたただ､あ

まりにも有名になりますと辞でも彼でも行ってしまって､水位が下がってしまったり

草が枯れたりいろいろするというので､車かにしておきたいと思うのですが､ 1 0年

ぐらい前に私が家内と登って､自分で撮ってきたものです｣

今は9 0 0メートルほとんどまっすぐ[･-lT男君;'=7WLVjy.'.fyFi'_守:三融､潮

上がるような湿原ですので､ちょっと

体力的に他､なと息うんですけど､

これが木蓮です｡ここにいるのは人で

す;相当広い樹､これが沢山沼があ

って､いい車重掛こ行くと高山植物のか

わいいのが沢山咲いています｡

ただ､私自身ももう行くのが大変と

お許しましたが､そこに行ける体力､

体刑の方と､行けない方というのがいるわけです｣そういう静合には､郷でいろい

ろ触れるのは難しいけども､こういう写東を見せてもらったり､あるいはそれを撮っ

た映画やビデオなどで､写兼集で楽しむというれ自分に合った範囲内での楽しみに

切り替えてやっていく気持が大事だと息います;

前半､私どもの山の上病院のリウマチ･餅陳病とか神経内科の患者さんも診ていま

すこリハビリのスタッフが非常に多いんです｡ 50人近くいます;理学療法士､作業

凍泣士､首触士ということで､その人達が非常にアクティブに､活発に仕事をし

てくれているので､その内容は皆さんにも少しは参考になるかと患って持ってまいり

ました.

リハビリテーションというのは､轍をする､手を伸ばしたり足を伸ばしたり､捷

んでもらったり､温めたり冷やしたり､というイメージをとりがちですけども､括局

は､一一号その意味するところは下に書いてある､全人間的な秘経､格和を回復する｡

障音を持った条件下での新しい人生のコ鮎遣､ということ｡もう一度習世を取り軌

もうー度人間性を回復する｡そういう非常に深い意味のある青葉で九

そのことに関してWHO､世界保健特構､国連の中の-一つの期間ですが､ 2 0 0 1

年の5月に､生棚能､障事､健簾の国蕨分類､という分類法が醸立されました｡生

活機能ということは､生きること全ての面を示すプラスの包括概念､プラスの面を合
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んだ音集です｡幹事ということはいわゆるヂィスアビリティ､ディスというのは出来

ないという意味で九　アビリティは出来るということで､出来ることが出来ない､英

帯でいうとdiBabnicyというものを示すマイナスの概念なわけです｡

ただ､今回はその国弊分類では､マイナス､この障害ですね､マイナスだけではな

くてプラス面､生活執艶､プラス面を登臨する､ということが変わってまいりました｡

生湖能､これプラス面ですね､それからマイナス面､ l時事に対する鵬因子の影

響､その方自身の体のことだけではなくて､その方を取り巻く恭集､家蜘境､街の

頼､精神的な弟妹､心理的な未発､いろんな外の因子というのがあると息うんです

けども､そういうものの形書を重視する｡今までは､特にマイナスの面はその方に斉

●　任があるかのような､そこに大きな責任を持たせるような･そういう世の中だったと
息うんですゝまだまだその改善はされてませんけども､それだけじゃなくて､外的な

要素､そういうものが大事だと｡

それから活動を評鮮する辞合には､出来ると､いうことと､している｡していると

いうのはいつもやっているということです｡出来る､のは､努力すればとか､いろい

ろ条件がそろえた上で出来る｡そういう両方を区別して考えていくということです｡

今の国帝分類にいきますと､今までのモヂ/叫ま､マイナス､梓育というと病気とか

手足の僻事､能力､知的なこと､社会的な不利､心理的なこと､そういうものが

音われてますも

新しいモデルというのは､マイナス面ではなくて､プラスあるいは中立的なイメー

ジでとらえていくと､いうことです｣

疾患自身は存在するわけですけれども､心身の機能､体の構造､それ雌拝啓､

それから活動がいろんな閉居､活動のテーマがありますが､その活動に対しては活動

●　の制臥能力制限とかそういうことではなくて､活動の制札それからいろんな会や

社会的関与というのもあると患いますけども､轟如制約｡もともとマイナスの要素が

入っていると患いますけども､参加がしたいけども出来な0.活動もしたいんだけど

御限されている｡では､それをどう取り除こうかと､そういうプラスに受け止めるよ

うな､そういう表現になってきているわけです｡

心と体については心と体､それから機能障事､それを動かせるかどうか､使えるか

どうか､そういうふうに分類して分析しているというふうになっていますi

そういう中に入る､精神的なこと､助､呼吸､循凍､免疫､これはいわゆる内科

的な部門で検査をしたり網べたりする要素が入っています｡

それから活動性という､今日の会にこられているのも活動の一つだと患います｡傭

人による課唐あるいは行為を行うこと｡それから活動制限というのは､活動をやろう
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とする時に帝人が持っている困#性､そういうものをみていく｡どんな活軌があるか

というと､家事､動物を釣ったり､宿鵬を遂行したりというようなことがあり

ます｣

参加は､参加が出来ない､あるいは行うことが出来ない内容というのは､いろんな

閉居があります｣自分の家の潜りを歩くのが大変とか､自転車に乗れないとれ仕事.

主婦業､自分のことだけでなく他人の世帯､行事-の参加などがあります｡容加出来

るか､あるいは柵されているれそういう分類をしていくと｡

そんなふうに鮮寿ということについても､今､国蘇的に考え方が蔚向きにポジティ

ブになってきているということで九

これは私どもの病院の脚とリウマチの患者さんの会､ほほえみの会というのを

作っていまして､年に1回程度､病院のスタッフと患者さんたちと交流をしています｡

普段は､これはリウマチスクールという､リウマチ､脚をテーマとして勉強会を

病院の中でやっていますけども､これはドクターだけではなく稽師､薬剤師､検査

の方､栄養士､事務の方､医事科､ケースワーカー､リハビリ､そういう人達がFJレ

クル担当を変えながらやっていきます;

棚子､これは先軽瑚初にも強調しましたが､卓人自身が問題を持っている

ということだけでなくて､やはり周りが､人々が生活して人生を送る物的､社会的な､

あるいは態度的､轟軸等毒とプラスの面､そういうものがあると患います;

着る物は､ちょうどその方が着易いような前が閃くようになっているとか､手が披

いたり入れたりしやすくなっている､パソコンでも使い易くなっているとか､モノば

かりではなく､家族や友人､ケアを鰍している方､いろんな閉居が入っています｡

鮒､ら自分以外の外にあるもの全てです｡

それからもうーっ分り易いものとしては､ユニバーサルデザインといって後でちょ

っと触れたいと患うのですうミ､皆さんが非常に利用しやすい､倖事を持っている方も

含めて利用しやすい世の中､道具を作ったり､あるいは街を直したり､道路中臣宅の

中を改善したり､そういう考え方も外国からどんどん入ってきて､今日本でも少しづ

つ学問的な取り上げ方もされるようになってきています｡

今のは国際分類に基づいた分類でも

これは､リウマチの赦､と書いてますが､私が外来で診て具合が悪くなっている方

がいるわけです｡外来に来たときに前よりは非常に具合が惑い､有子が暮しヽその時

に､ではなぜそんなに轟くなったんですかと､憩由がなく､分らないこともあります｡

それからよくあるのは､風雅をひいたから､自分がもともと持っているリウマチとい

う病気が悪くなったというのがあります｡それを全部患者さん一人一人に開いてまと
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めましもこれ臥それぞれ私が診ている患者さん自身の口から出た青葉で九

お正月で大変だった1これも皆さん理解出来ると患いますけど､行事や披符関係で

はお正月･お盆･冠棉弊集､柵こ出たとれそれからお辞儀をし過ぎたこれはリ

ウマチは首の付け枚がやられる方がいるので､そういうことも知らず知らずに自分が

持っている病気の熟､原因だったりするんで九それからこれはどうでしょう｡

皆さん女性であれば･理解のない夫のために病気が大変だ､孫の世私お孫さんはと

ても可愛いですね私はまだ孫いませんが､可愛いので自分の病気や疲れを忘れて一

緒につきあってしまう｡それからお孫さんは､おじいちゃん､おばあちゃんのことは

分らないから､もう挟びカゆったり､くっついたり､せがんだり､いろんなことをす

●る｡こっちもそれに合わせてやってしまって､ 2,3日孫が来ただけでもうがっくりそ
のあと渡れてしまう､ということがあります;

枚という青葉はちょっと厳しすぎるんですけど､こういうことに気を付けないと､

今自分が持っている病気を轟くしたりしてしまいますよということでも

あと､家事などではサケを食べたらタメ､じゃなくて､サケをさばくとか､北海道

は一匹まま持ってきてさばきますよね､特にリウマチの方は手が不自由な方が多いで

すから｡カボチャも囲いのを切るとか､そういうこと｡それから､リウマチの方は女

性の方が多いんですけども･こういう仕事もしてしまうんですよれご主人が仕れ

郷に行っている間にするでしょう｡女性はもともと働き者ですから､何でも家のこ

とを･本当は男がしてもいいようなこともやってしまって､自分を傷めてしまう｡

それから旅行とありますが､旅行はマイナスのイメージではなくて､これだけはプ

ラスなんですよ｡結構日本国内とか外国に行かれる方いらっしゃるんで九非常に､

●芸',芸芸;芸慧TO.b芸冒霊芝慧完三言讐ニ…;L:三雲芸濃芸
が出来れば､例えばお薬を､抗生物質とかあるいは坐秦､碁合によってはステロイド

をちょっと持って行って､具合が惑い時には使うようにというようなこととか､注意

輔､配慮のお話をしてから行ってもらうんですけども､林ってきた方はほとんど､

8割9割の方が大変だったけども楽しかった､良かった､ということがあります;

これだけは別だというふうに患っています;

あと札気侯､天助囁い､あるいは太りすぎ､クーラー､榊式でクーラーの側

にずっと座っていて大変な患いをしたとれそれから頑祭りすぎる日本人気質､東亜

りすぎて具合が轟くなったとか､そういうことです｡

薬を忘れたということもあります;病院が遠くて､特に山の上病院は遠くてちょっ

と不便なんで､病院に来れる人はいいほうですが､触S遠くてバスなんかも使うと
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非常に必ずしも皆さんにとって利用しやすい形ではないですよね｡

こういうものを気をつけていただきたいということです㌔

まとめると､いろんなことで体に負担をかけるおそれがある｡それから楽しいこと

は続けてもいい､例えばお孫さんとのお付き合lヽその時の自分の具合や棚を考え

て行動する｡その時､気が付くものであれば考えて行動していただきたいなと患いま

す｡それから､失敗してもクヨクヨしないとか､気にしない､又やり直すことも出来

る､という気持で前向きに､いろんな開運点はあるけども､それを知った上で前向き

にいっていただきたいというふうに患いますも

リウマチの方は指が非常に変形している方が多いです｡変形した手で､いろんな変

形の方でこんなに曲がって開かない患者さんが何人もいるん一柳ミ､ある患者さんに

お孫さんの薪をしていたら､家の孫が可愛いことを首うんですというんです｡おばあ

ちゃんの手がこんなに曲がっちやってて､おばあちゃん､じゃんけんできないね､つ

て｡ほんとに純粋な気持で､我々大人がいたら､そんな音如出てこないなと思うと

感心した｡それから同じ患者さんのお孫さんが､おばあちゃんは大きくなったら何に

なるの?と言われてびっくりしたんですけど､おばあちゃん充分大きいし､一仕事終

わってるんだけど､何かしゃれたことを育ったと息うんですけど､忘れました｡これ

英断こ患者さんからお開きしたお酷で.ですから外来でも朝から晩まで私､患者さん

に接していますけども､自分自身のことを青いますと､肉件的な疲労というのは勧ゝ

にあるとは患いますけども､雑神的には患者さんと､本当に悪い方に会うとあまり変

な冗荻も音えないんですけども､息着さんといろんなお鼓をしながら自分自身のため

になるお宙を押いたり､こういうようなお古で感心させられたり､私自身のストレス

解消にもなっていると｡必ずしも外来で患者さんを診ているのが苦痛とか大変だとい

うことではないんです｡

これは､当たり前のことです､シェ-グレンの患者さん､会でお辞した時に､いろ

んなパンフレットに着いてあるものをまとめてみたんですが､これがどなたにとって

も病気があってもなくても､気を付けるべき内容だと患います｡

規則正しい生活､安静と充分な軌バランスのとれた食事､自分にあった連座な

運動､ストレスの解消を兄いだす､ということです｡

あとで日野原先生のお古も出てくると息うんですけども､こういうことをするとい

うことは当たり前なんですけども､やはり人濁というか､我々自身､病気ですとかあ

るいは体の軸を治す力を元々兼ね備えているわけですね｡皆さん自身も感じていら

っしゃると患いますけど､回復力というか,そういう力を我々自身が持っているので､

こういうことを守ることによって､その回復力のカを発拝しやすくする､そういうふ
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うに考えたらいいんじゃないかと息うんでも

ですから､樹民時間も減らして何か頭重りすぎてげっそりしちゃうと､小さな風雅

に対しても抵抗力､回復力が充分発揮できない､ということになるわけ~叶そんな

ふうに私も患者さんにいろいろお古していますゝ

それからちょっとした貧血も､例えば鉄が足りなくて貧血になっている替合には､

銑樹が多い食事を摂ってもらうとか､替合によっては短期間鉄の薬を飲んでもらう｡

そして鉄欠乏症の貧血だということが分っていれば､鉄を補充することによって本当

にみるみるその部分は改善されます｡そうすると治る貧血があるものを､治しておく

と､自分の回復力､全体の体を元気な方に持っていく､回復させていく､そういうこ

●　とにもつながるということで､小さな問題も放っておかないで､治るものは治してゆ
こうと､そういう気持で普投取り組んでおります;

これは､金沢医科大学の菅井先生､シェ-グレンの専門の先生ですけども､くよく

よしないで頑張って欲しいという､くよくよしないで前向きに行って欲しいというこ

とを息着さんに強く希望しているんですね｡ドクターとして｡それに私も共感するも

のがあったのでお借りしてきたんですけど､病気をまず正しく理解して欲しl㌔

いろんなことを通じて｡それから難病といわれる病気が根治､治してしまう方法がな

くても､そういう症状を取り出す方姿はいくつもある｡いろんなレベルであるんだと｡

ですから1か0か､ 100か0か､そういう考え方ではなくて､少しでも､ 100が

幕いとすれば､それを1でも2でも3でも減らしていくという､そういう方法はいく

つもあるんだと｡精粋的に乗り越えることでもありうる｡

それから､消えない､消えてしまうような病気でなければ､やっぱり共存して耕極的

●票誓;:7;芸.8志芸至言i三言諾去誌芸芸二三三…芸三芸言
ども､少しでも元気な時間､柵沖的に安定している時期があった時には､いろいろ自

分で工夫して楽しいものにする気持を持つと､一時期でも､ 1 0の時間のうちの2で

も3でも､ポジティブな前向きの気持を持っていただきたいなと思います｡

それから､鬼桓私､自分がつくったスライドで音いましたけども､医学というのは

やっぱり､医療の世界とか社会制度とかそういう意味ではだんだん巌しくなったり､

どんどん轟くなるという､そういう気持を持たれるかもしれませんけども､医学自身

は日進月歩で進歩しているのは能かです｡そういうところから､将来､それぞれ皆さ

んに対して良い治療法というのが出てくると息いますも

現実に私が携わっているリウマチ･勝原病の分野でも､特にリウマチの分野では､

世界中で研究したり､あるいは会社が投資をして阿井している､というのもあります
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けども､ 2年前3年前とお薬は全線ヽます

し､検査.血汝でも鰍ヽろいろあるんです

けども､ 2年前3年前にはなかった雌が

新たに加わってきたり､環境は少しづつ､そ

ういう意味では良くなってきているのは間違

いないと思います;

これは先程の､フィヨルドを見てきたと育

いましたけども､船でずっと行きます｡

山の上からこんなふうに滝が落ちてくる｡

山の上に氷河の水たまりがあるんで他そ

こから出るんです｡ですから､こういう山の

頂上からの滝がいくつも､ 30も40もあり

ます｣

これは､この花の名前を教えて欲しい耽 ハマナスではないですム長沼に､私､

患者さんはいろんなところから来られ

ていますね｡そうすると､例えば､暇な

日曜日とかあるいは夏休みにちょっと

時間がある時に､そういう患者さんの近

くにお邪魔するおそろしい( !?)性格

なんです｣例えば､東山の駅前でお菓

子屋さんやっている前田菓子店､もし兼

山方面お通りになる方､育って欲しいん

ですけども､お菓子屋さんの娘さんのと

ころだとか､サクランボをやっている方とれ額丹で海のものを食べさせるレストラ

ンとか､そういうところを歩き回っているんです｡これは長沼にクレスというレスト

ランがあるんです｡札塊をすっと下の方に見える非常にいいところです｡ここの鹿に

あった花ですも

それから､粕神的なことと､肉体的なこと､身件的なことというのは､病気､皆さ

ん方も病気の恥ミ違っても､いろいろお持ちだと息うんですけども､それを参考に

なるような音をちょっと｡

シェ-グレンの患者さんを居材にした肋iあるのでお話します;

シェークレンというのは､口が渦く､目が乾くという､肺の一種なんです｣そ

してリウマチにくっついていることが結構あるんです｣単独のこともあるし,他の謬
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原病にくっついている時もあるし｡シェ-グレンだけの人とそれからT)ウマチの人､

リウマチが緑です｡赤いのはシェ-グレンで九マイナスに患っていることはどうで

す机　と開いたんやh　日常生活動作でiリウマチの方はやはり肺が番いから､マ

イナスに思っていること沢山あるのは分りますよね｡シェ-グレンというのは口が渇

く､目が乾くという､見た目は体の上ではそんなに不自由はなさそうなんです;です

から患った通りなんです｡ところが､柵神的なことを開きますと､リウマチの方は以

外と明るいんですね｡そんなに暮いって音わないんです｡ところが､一見､身体的に

垂そうでないシェ-グレンの方の抹うが頼神的に非常に負担を感じているん'㈹

これは不恩赦なことです｡本当のまだ原因は分らないんですけども｡逆に音えば､

●理解してもらえない部輸こ入ってしまう｡リウマチの方は見た目大変そうに見えます
ので､周りのケアなどが行き届くと息うんですけども､シェ-グレンの方は見た目､

大丈夫そうというか､元気そうなので､その割には率いということが分ってもらえな

いということが益々輪をかけて､こういうことになるのか､と息うんですけども､本

当の原因はまだ分りません｡

これはちょっと難しい絵ですが､私が診ている患者さんの､シェークレンだけの人

とリウマチだけの人と､リウマチとシェークレンがくっついている人です｡下が一番

ノイローゼ気味､神経症気味の枠でも緑色鮒こちらは無視していいです｣

リウマチの､さっきの､よそのデータと同じように､私の診た患者さんもリウマチの

人よりもシェ-グレンの人のほうが悩みが多いです1リウマチとシェークレン二つく

っついたら一番多いということで､こういう違いがどうしてなのかなということも研

究するテーマになるんです｡病気の本当の脚をするためには｡

●シ三二三.,%*.J禁,aJ;認諾㌶憲漂芸㌶霊芝
この3,4年前から出てきた新しい轍です｡これはそんなに#しくなくて､体の様

態状態､体が動かないために出来ないことはどうかとか､体の痛み､健榊によっ

て社会的な他言どんなふうに制限されているかとか､健東か､気分的なことです~ね､

それから活力､これも前向きな気持ちかどうかということだと息うんですけど､あと

臥精神的なことがあって役割が出来ないとか､あとは㈱ミどうなのかと､こ

んなふうになっています｡それを全部足すと3 6項目あります;金嫌しい質問では

ないで九体の済みは5倒掛こ分けて､ 1から5のどのレベルですかとか､蹴どん

どん病気が轟くなっていると患いますか､とか､落ち込むことがよくありますれ　と

か､そういう内容で九　これ壮外国で､アメリカで作られたアンケートです｡今､日

本の患者さん連に対して使って､いろいろ研究するのに利用され始めています｣私も
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シェークレンやリウマチの患者さんにこれを応用して､精神的なこと､身体的なこと､

両方を診れるので､少し使っています;

あすなろ会の皆さんにも､リウマチでないから､シェークレンでないから使えない､

ではなくて､誰にでも使える｡普通の僻な人にも使える制限のないアンケート用新

なので､ ｢度こういうことを淋べてみるのも､その雀の病気の状態や精神的な状態を

改善するのに役に立つ方汝の-一つではないかと患いますゝ

ただ､これはきちっと登簸して､こういうために､このアンケートを､こういう研

究のために使いますという許可がいるんですゝ勝手に使ってはいけないんで九そう

することによって､このアンケートが本当に掛こ立つものかどうかを碓臣したいんだ

と患います｣

今の質問事項を点弓肘ヒして､患者さんを分析した括黒です｣胞ミ､ロが蒔く､目

が乾くというシェ-グレンの患者さん｡赤いのはリウマチの患者さん｡黒っ古乱ヽのは

蕪雑筋耗症といって､謝折は私どもにも難しいのですが､血按をとっても何も異常も

出ない､写真を振っても何も異常も出な0.ただ､体の圧痛点というのが何ポイント

かあるんですが､その庄痛点を押すことによって糾紬i決まります｡怠い､こわいと

いった不定の､医者にとっては非常に耗しい､血を換査してもレントゲン錬ってもエ

コーをしても何をしても何も異常がない､ただ患者さんは幸い､顎机ヽ､こわいと言う

だけですので,ノイローゼみたいに扱われたり､なかなか簡単に美も効きにくい､非

常に兼しい､息者さんにも幸いし､真面目に取り扱もうとする医者にとっても兼しい

幸い病気です｡そういう病気で比べたんです､今のアンケートを｡

そうすると､この-んは体の抽能で､軌ヽ幸いという病気の方が低くて､シェ-グ

レンの人は掛ヽで九

･ ･ ･むしろ軽い､さっきと同じで九シェークレンのほうが熟ヽで･れそれから

一首で首えば､わけの分らない､という青い方は番いんですけども､難しい病気､体

の機能も番いし､桶神的にも番い､ということがこのアンケートを帝べることによっ

て分る｡大体やっぱりそういう感じだなといういうことが私どもが見ても分る｡

それから又,あるお集を使ってまた時期を置いてですね､同じアンケートを訴べた

ら､これが改曹するとか､柵沖的なケアとれ何かいい楽しいことをした後でとって

みるとか､あるいは旅行した後とか､転地､境所を変えたりとか､そういうことを設

定してやれば､何が良い方に働いたとか､あるいは何が赤い作用をしたとかいう研究

もできるんです㌔そういうことによってそういう人たちを､そういう面からサポート､

扱助出来るのではないかと考えています｡

シェ-グレンは口と日が乾くという病気で､乾鰯群といいます;乾鰍こは潤い

-50-



が必要だと｡今､医学は少しづつ進歩しているというお話をしましたが､横文字で春

いてありますが､セビメリンという新しレ働ミ2年ぐらい前から出ました｡唾轍を

轍して唾を出すような､今までにはなかった力を持ったお薬ですここういうお薬を

使うことによって勿漁合わない患者さんもいますが､薬を使うことによって口の軌､､

目の方には不十分なんでかナビも､口の掛､が振れてシェ-グレンの患者さんの､人

に分ってもらえない悩みが少し軽くなると､体にも心にも軌､がいって､日常生活動

作､ QOL､生活の質が改替するのではないかというふうに期待して作ったスライド

です｡

それから私どもの病院は､ここにはシェークレンと書いていますが､ここに例えば

●エ誓の鮮さんでもいい吋し･私ども空陸重垂垂壷∃
携わっている職の患者さんをここに位荘して

もいいですけど､いろんなドクターだけでなく

て､看護姉さん､保樹さん､ソーシャルワー

カー､薬剤師､臨床検査技師､リハビリのスタ

ッフ､そういう人間が取り囲んでそれぞれの特

性を活かしながら守っていこうというような気

持を持ってやっておりますこ

これは北海道です｡

もっと其っ晴で見るともっと柵なんですけど､キロロなんです｡私､遊ぶ有ばかり

して申し訳ないですけど､病院の城見さん達と毎年一回はスキーに行くことにしてい

ます｡北海道に折角いるのに､スキーも行かないでいたのでは勿体無いということで､

●三三霊芝.2=富ま諾こ完:=芸三豊言霊三警護芸子;芸tt慧t=票
吹雪だったですね｡だから土種目はスキー卦こ行けないので､やむを得ず碁会をして

-^-蛾. ･i-　　　　　　　　　　　　　　いました｡ピールを意の外に置

′　いておくと､ちょうどいい冷え

頃で､スキー執こ行って恵の外

に置いたビールを飲みたくて

行っているようなもんですけ

ど.そうしますと､且の次の日

というのは台風一過という青菜

もありますけど､ものすごく晴

れますよね｡台風でも低気圧な
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んかでも｡これがその日です｡ですから土頼日はめちゃくちゃの猛吹雪で遭拝しそう

な感じで､勿飴ゴンドラもリフトも止まっていたんですが､次の朝､カラッと晴れて､

蘇局吹考のお経でこんなにくっつくんです､号がベ夕べタと｡キロロですから小樽の

ちょっと内陸です｡日本海の雪がへばりついて､スキー滑るのを忘れてデジカメで撮

りました｡これを本州なんかに行って許済会で見せて､本州の先生方を驚かして威張

っています｡

先ほどユニパーサノリデザインと音いました､これ私自分で思いついた通りに書いた

ので､たいして参考にならないこととか､何を言っているんだという内容があるかも

しれませんけども､お許しくださしヽ

ユニバーサルデザインとは誰に対しても誰にとっても利用出来るような､そういう

もののデザイV.ですからこういうコンピューターでも鉛筆でもお皿でも､フォーク

とか捨子､机､住宅､道路､帝､飲み物､何でもそうで九全紡､とにかく皆が安心

して､危政がなく､利用出来るようなことを考えていこうと｡日常生活全ての額面に

おいて工夫されたデザイン｡ユニバーサルというのはミスユニバースと同じだから､

誰にも共通､世界共通とか宇宙共通とかそういう意味ですよね｡

そういうことが今だんだん､外国は勿始進んでいるんですけど.日本も今入ってき

て､低東バスとれ　うんと噂がないと乗れなlヽ列車とか､タクシーなんかも､まだ日

本は全添ダメですけども､ロンドンなんかだと､ロンドンのタクシーの9割以上はも

う全部のタクシーが車椅子が入る｡それから特別なチケットをもらっている人達も雄

でも利用出来る､そういうチケットの利用法､誰でも利用出来るという薪があります;

これは､私も先ほど患者さんが旅行するという帝がありましたが､旅行ばかりだけ

ではなくて日常生活でも沢山そういう♯面があるということで､こういうことを十梓

に皆さんと考えていきたいなという気時を持っています｡それからこれは日野原先生

の本から引用した青葉､後で出てきますが､私自身がその前l僻こ息ったんですけ

ど､騎向きに生きるということで､新しいものに触れると､いうことですね｡

当たり前ですけどこそれから､本とかも出かけなくてもいろんなレベルのものがある

ということです｡それから特に､私､自分と重ね合わせて今回考えたことですけども､

自然と親しむというれいろんなことがありますね｡今丁度桜がとても今年はいい時

期に細に咲いてくれましたし､皆さんご責になりましたでしょうれ札附ヒ海道

はほんとに桜が沢山あるなと｡それからソメイヨシノばかりじゃなくて､エゾ山桜で

すか､そういうものがあったり､本州はあんまり詳しく知らないですけど､ほとんど

ソメイヨシノらしいで他　ソメイヨシノもとっても持麓な花なんですけど､色が白

つI乱ヽ北海道の山桜というのは赤い､ほんとにピンクで､樹幹の色で､むこうから

-52-

●

●



こっちに来てこの事称に来ると桜がピンク色というか､嬢が鍵色でびっくりするみた

いです｡だから､そういう意味でも非常に恵まれた弟妹にあるんじゃないかな｡

それからそういうことを少し知るということは､又同じものを見ても深みを感じた

り面白みを増していくのではないかと｡特に､ここに書いてある､自分が好きなもの

を全蕗瞥いたんで丸善を見るのも好き､空を見るのも｡

今山の上病院にいるので､私､お昼に医局に行って先生方医局に引っ込んで食事をす

るんですけど､私､医局に行く唄がないので､皆さん､患者さんが来たり｢股の方も

来たりあるいは｢般職員もそうですけど､食べる食堂で､ 5階にあって衝の方を向い

ているんで丸山の上の5階だから､テレビ塔の展望台と同じくらい高いかもしれま

●せA/.そうすると､石狩帝から街の方を通って太平洋臥千歳の方に流れていく要や

号の降っている姿が見えたり､虹が多い秋なんかは日の下に虹が見えたりするんで九

だから､とっても楽しみながら食事をして､号が､吹雪というのありますけど､大き

な号のかたまり､雪責がズ｣ッと石狩帝から流れてくるのがいくつも見えるんで九

それが集団になったりとぎれとぎれ､そうすると山の上病院の食堂から見ていると､

あと5分で当別の街に号がいくぞ､江別に1分でいく､本当に分るんですよ｡

私､いつもそうやって周りの人に育ってるんですけど､骨嘘だって誰も借じてくれな

いんですけど､今度そこにいる人達に儲して､今から5分後に雪が降るんだ､見て

てくれとか準席しなさいとか軌､たいと患って､うずうずしています｡本当に面白い

です｡

この前､ 2月に札髄節会の学会がありまして､先生方が発表するんですが､その

時に糊噺をお願いしています｡二人特別轍の方を1時間づつお話いただくとい

●志憲票差霊芝…慧三豊笠慧Z慧≡莞言霊芸tL芸､芝芸
大の故陵とれそれから､アイヌの文化の方で活躍､議院にもなられたことのある玉

野さんにも来て頂いて､あの方のお許はすごく良かったですけども､本当に感勤しま

した｡私みたいにこんなスライドなんか洗わないで､まっすぐ折を向いて､全知自分

の頭に入っていることを括ってくれるんです;本当に昔のおじいさんやおばあさんが

孫や周りの子供達にゆっくり昔軒を自分の軽験をふまえて話してくれるような､しか

もその内容は非常に感触的な中身の深いお薪で､感心しました｡

いろんなそういう方､要するに医者というのは､了見が狭い人向も沢山いますし､

勝手な人間が多いですから､少し見開を広めて､医療医学以外のことをいろいろお宙

押いて､軸験や気持を広く持とうということで企画したアイデアでも

この前は､気象協会の小島さんという､最近テレビに出てないですけど､何年か前
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に出てたんです;あの方に来て頂いて､気象の音でそれなりに面白かったんですけど､

その後で､私､摩原病ばかりでなくてアレルギーの方も前関わっていたんで､例えば

花粉症ですとか､そういうことも触協会としては典味を持っているというねでき

れ珊報をああいう番組を通じて皆さんにお知らせしたl ヽ北海道はそんなに強

くないんですけども､本州なんかですと杉の花粉がもうめちゃくちゃですよね, 2月

からもうパンパン舞っているわけ一紙日によって､天候とか乱の具合､湿度､気温､

そういうものによって明日くる明後日くるとかね､明日は大丈夫だとか､そういうこ

とが言われていると息うんですけど､それは､毎日ある建物の屋上で花粉を沸定して

いるんですね､専門の先生たちが｡それを耽んで､昨日はどうだったこうだったとい

う､そういう情報プラス気象冊報で錐しているんです｡

北海道でも少しやってみたいんで､アレルギーの花粉什報あるから､そちらの強い

人を私の病院-寄こしてくださいっていうことで､来たんですね｡若い男性のSTV

の天気予報に出ている北原さん｡その人がアレルギーの花粉のことをやりたいんだっ

ていうから､それを湘定している先生を教えてあげたんですね｡札幌医大の屋上でも

満ってたり､石狩韓の間口先生というところも謝っていますし､ただ毎日沸定するよ

うな態勢でないで､本当にリアルタイムというか､即､皆さんに役に立つような情報

は提供出来ない､ということになったんですけど､その時に､さっきの吹雪の話に戻

るんですが､見えるよと､あと5分で江別べ行くよ､大麻行くよって分るんだって言

ったち､だから山の上病院の星上にお天気カメラを置いたらいいんじゃないか､ほん

とにそうなんですよ｡たまには辞麓な虹も見えますし､テレビ塔から映したって山が

見えるからいいけども､気象の役には立っていないんじゃないかな｡

それで自然と親しむ山を見なさいと｡よくいろんなところの学会に行くんですけど

も､これはJ ALより私が撮ったんです､日本アルプス｡

大阪に行く時に､ ]臓､ら行くと､蓑日本､新漁のあたりを､ギュ-ツと大阪､耗

伊半島の方に向って､飛んでいくんですね,これが日本アルプスの耕麓な山で九

夢中になってデジカメで頼っているんです｡蛮i洩れない時は､ほんとに梅しいです｣

お天気良くて､恵に､どうして早く行っても全線恵がうまっていたり一触誰がど

うやって押さえているのかなっていつも不息鍵に息うんですけC.それで天如ミ良く

てこうやって山が見えそうな時､通路軸でこうやって一生寿命のぞいてみるんです｡

たまにスチュワーデスさんが座っている小さな恵の見えるところ-行ったりして見た

りするんですけど､恵の外がこんなに頼麓に見えるのに､新開広げてる人がいたり､

ガ-と寝てたり､何のためにあのおっちゃん森に座ってるんだって､非常に腹が立つ

んです｡だから､少ないチャンスで稚れた非常に貴重な写真なんです;
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葦/

右･

皆さんにご排しますこ

●

もし､宜しければあすなろ会に印尉できます､後日｡今度これに載せてくださl㌔

花も薄紫ですけど､これはとってもいい､白いのもあるんですね｡これも栗山で見て

きたお花です㌔それからいろんな私の診察童に自分が撮った写実とか､花の写実とか

貼っているんです｡他の先生が見たら子供の都塵みたいだって言われるんですが､そ

うして私が粘るとですね､患者さんが見て､頼麓だね､何ていう花､どこなの､って

いったら､こんど夫婦で来られた方､いや､かあちゃん先生のこのパラの花より､う

●芸警雷bTS誓言三崇慧芸.'=芸言芸二讐呈讐三慧:ミミ?芸芸

をここにおいて｡後には､患者さんっていろんなことをやっている､自分も絵手紙括

いたり沢山の彫り物ってあるんですけど､シェ-グレンの8 5歳にもなる男性の方が,

フクロウとかの写井を持ってくるんです｡すごいんです｡こんな大きな木を彫って､

フタロクとお花を持ってきたんです｡二つ持ってきて､担いで､先生どっちがいい?､

どっちもいいねって育ったら､両方置いていったんですこ

それで､蒙ってですね､患者さんもね､裏に写実を貼っておくと､大村湾に行って

凍った写某をこんな頼…に入れて持ってきて､だんだん清まるんで､時々職員の

方や患者さんにおあげしたりして､俺の写実どこ-行ったって音う人はまだいないか

ら｡診蕪童にものが沢山､それからもうひとつ青い忘れた､私は化石が好きなんです

よ｡化石が好きなんで､って育ったら､ある患者さんは三笠から来た女の方が､次に
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持ってきたん一紙化石を｡こんな立派なやつで､台も布団みたいなのち,それをご

主人が大事にして使っておいてあるやqいいんですかって育ったら､ lや大丈夫で

す､主人ずっと出張してますから､って｡いいのかって音うと､ lやいいですって育

って､その主人に供､刺し殺されるんじゃないかと患って､今もその化石､診蕪童に

飾っていますけど､ちょっと皆を刺散しすぎたかなと居っています｣

これまた化石なんですけど､ ]蜘開院で1 0年以上前に北大病薩の外来で働いてい

た時に右のお腹が痛いという息者さんが来られたんですよ｡場所的には胆石かもしれ

ないということで､エコーとCTをやろうということで予定を組んで､来過来てくだ

さいと育ったら､最後に､この前に化石を振りに行った時に崖から落ちて打ったのも

あるかもしれない､つて育ったんですこなんだ､その青葉､ちょっと待って｡さっき

の話に戻るけど､化石っていうのはなんですか?私は千歳のイヒ有余の会長の何々とい

います;化石は昔から僕も好きだったけども､頼りに行くという出会いがなかったん

で､そこに入りたいんだって育ったら､じゃあどうぞ先生入ってくださいということ

で､化石会に入れてもらったんですね｡その時はこっちは医者で､むこうは患者さん

ですから､威襲って､今度化石会に行ったんで九川を歩くんですよ､化石射蹄べて

探すには｡アンモナイトが主なんですけどね｡そうすると､ズーツと何人かで下見な

がら歩いて､あやしそうな石を割って､中に入ってないかどうか見るんです｡そした

ら､私が先にどんどん歩いて行って､彼､その先程の会長です､って育った人があと

から来て後ろから呼ぶんです､私を｡佐川さん!佐川さん!佐川さんになっちやった

んです(余韻爆笑)｡ちょっとおいで､あんた通ったでしょう｡はい,通りました｡下

見たかV㌔はい見ました｡これ何だ?こんな大きな丸い渦巻きなんです｣それがアン

モナイトなんですよ｡えっ!あらっ!って育って､それで侯に拾わせてくれるんや仁

で.拾って､えっあのって言ったら､もう会長はあっち-行っていない｡そういうこ

とがありました｡

それからある時は､侯が本当に見つけるのが下手で､何もいつもないんですけど､

いつか川の側に行って木がこんなふうに枝がなっている所をちょっと見たら､そこに

アンモナイトが上がってたんです｡それが一番の掘り出し物です｡皆に､あった!っ

て育ったら皆びっくりして､准かが置いて忘れていったんだ(笑う)何日か酪ですよ､

その時でないから､とらなかったけど｡もう人のいないような所だから､あれはもら

ってもいいと息うんで九それが供の一番の最高のものでした｡

ここから駆け足で行きますが､いのちの音集っていう本を､日輔先生は本当に沢

山出されていますよね｡皆さんもそのうちのいくつか､手にしたりお読みになったと

息うんですけども､今回のために､轍の革帯に苦しくて､本を家内に付き合っても
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らって･あちこち歩き回ったんで九それから五榊足というのも競んだんですけ

ど･あれはちょっと出来すぎて･テレビに出てやってますよれあの人はかなり聴殊

だから､そんな人もいるのかということでいいんじゃないですか礼

r心が健やかな山というふうに先生が恥､ている｡ r体は病みながらも心は却って

健やかになったと思われる人がいる.そのような人から学ぶべきことは多レヽ肉体は

病んでも心が病まない人にはその轍こ耐えられる不息畿な力が与えられる｡J

私自身がいいなと思った青井†れそれから又先生のお軒で､ r病もまた軌これを

恥＼て皆さん･お怒りになるかもしれませんけど､ ｢病むことにより､今までよく知ら

●冨㌶諾誌監禁禁慧三…tt;;:三;Li:B慧芸き
なるということ臥知性が高くなること以上に人間形成に必要である｡病もまた益な

のブ巳｣という青葉ですね｡

この先生･辞しく育ったら､例えば私どもの体を普通の頼救鏡ではなくて､亀子薪

棚で見ると･欠陥だらけ､マイナス面という意味の欠陥だらけだと｡それで健東と

音えるのか･だから突っ込んでみればみるほど､鹿東とは何かということが分らなく

なってしまう｡それから昔､今は何でも検査出来ちやいますが､ある方が亡くなって

解剖したら腎臓が一つ無かっ虹だけども充分人生を全うした方なんですれそれは

もし故査して･脚しなくても検査出来ますから､馳トっしかないと逆に途中で

知ってたら､不安に患って過ごしたかもしれませんし､血液検査でも､血統で異常が

あるということが分っても何も異常に感じないことが沢山ありますよれで佃ゝら､

そういうこともあるということで､尭全に健簾でなければタメだ､尭全な健東とは逆

●冒琵三btli.:F^bi:芸TB<A諾akhO%諾Tnr芸…芸:禁

札美を使った治療などよりも自分自身のエネルギー､内的な集中力が出てきて治る

ものなのである｡｣これは本当に先生､ 9 1歳まですっとお医者さんを馳ナて感じたこ

とだと息うんです｡私もそういう感じがいたしますi

今度は別な本から題名だけを引いてきましたr生きるのが楽しくなる1 5の手軌

私の青葉でも先程書きましたけども､新しいことにチャレンジする好奇心と興味とい

うのは若さの鮒それから良くなろうという前向きなポジティブな心を持つと

いうことが大事だと｡それから元気の虎合い牲心で決まる､体でなくて心で決まる｡

体というのは心についてくる.やっぱり心､気持､そういうことが大事だということ

ですれ心の閉居･随分多いですけど､心が沸たされていると疲れを感じなlヽ勧ゝ

に楽しいことを･大変な状況の中でも､楽しい何かをしなきゃということでやってる
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と､普段ですと疲れを感じな0.必滅なことだと大したことなくても､ほんとに疲

れてしまう｡そういうことがあると思います｡

それから健細という気持ですれこれもやっぱり前向きを保つということだと患

いますけど､そういう気特を持つこと､ということを先生はおっしゃったんで九

これは他山公園でれ今､札挨市が､新開で皆さんご発になったでしょうか･札幌

市がかなり力を入れて公蘭を盤肝して､それこそ･市民の皆さんにもっと利用しやす

い､もっと楽しいものを作ろうということで･今･改善計画っていうんですか･少し

っっ皆さんにとっても利用しやすいような公跡こなってくる｡今でも勿鎗行けますの

T.それから梅林ですね､平臥あそこもとても拝嵐丁度今ごろやってるんじゃな

いでしょうかも

それから兼乱自分たちの病院で同じような種類の患者さんを沢山診ているんで･

責任があると患います.一人一人の患者さんを診て･治す･治療にもっていく･とい

ぅこと性勿鎗大事ですけども､ただそれだけで終ったんで臥沢山診ている責任が果

たせないんじゃないかと､やっぱりそういう患者さんのデータを分析して新しl切札

新しい内容を見つけ出して発表して､そして放すと｡他の部分で活かしてもらう｡そ

ぅいう徐文にしたいですねそういうことが大事ではないかなという気持でおりますo

ぁと研究臥外に､昨日もリウマチのケア研究会･ケアフォーラムというのがあって･

リウマチ鮒疾患の患者さんのことを考える医療好事者､医者がメインではなくて､

リハビリの方や看護姉さんやらケアの方､そういう方が､伊藤さんもお話してくださ

いました｡そういうことをいろいろやっていきたいと患っています｡

これは病院の中で患者さんの勉強会みたいなのをやっている､と育ったんで巾ナビ･

ぁの勉強会が4月に1 0 0回になったんです九月1回のリウマチ･麟脚S･

私どもが来て行ってから1 00回目になった4 1 0 0回記念鰍やって1 00回紀念

碁会をやったんですけども､宴会はもう夜中まで大変でしね皆本当に病気を持って

いるのかなと患うぐらい､元気で､古松､ったです｡

これは最近のリウマチをめぐる葡題といくつか軒､てあるんですが～ 4月にリウマ

チ学会があって､いろんなことを研究したのを発表しましたよということ｡

一番言いたいのは､健兼フォーラムといって･これは朝日新聞社がやって､ある典薬

会社がスポンサーになるんで九その病気についてのパネルヂィスカッシgンみたい

なのを､叶和貴子さんも､皆さんご存知ですか､和澱の似合う女性･あんまり若い

人は知らないですけども｡和服の似合う女壌さんでもこの方は醐出身で･ 1)ウマ

チなんですれ最近リウマチがちょっと番いんで､ドラマは控えているけどクイズ番

組と桝こは出ている｡ 6月1 5日に違新ホールで7 00人くらいの席で+･
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叶和貴子さんとパネノレダイスカッションということで、もし皆さんもチャンス、お

　　

気持あれぱいらしてください。この方は要するに病気と闘っているということで、自

　　

分自身のお話もされるんじやないかと思います。

　　　

これが、こちらがドクターであとは検査技師の方、非常に優秀なスタッフですね、

　　

皆さん、こういうスタッフがいろんな研究をしています。

　　　

それからこれは、先程言ったフィヨルドを背景に、相田みつをさんの「一生感動

　　

一生青春」、とても良い言葉だなと思います。これは、前にいらっしやった外来の婦長

　　

さんが毛筆で書いてプレゼントしてくれました。

　　　

自分そのままでいきたいなというふうに思ってます。

､･

　

これは、時計草といいます。時計みたいですね。秒針のね。黒いのが３つあって、

　　

緑が５つあるんです。このがく、これがｌｏある。１２じやないですよね。ここにゼ

　　

ンマイ、パネがある。英語でiまノ･1ツションフラワー、パッションは情熱ですね。

￥．

1でドりド?
● φ
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元々これはブラジル原産なんです1，これは患者さんのお宅を訪問した時に、長沼の

アトリエ村のお庭に咲いてたんです。とっても綺麗です。

　

これは、時間ですよ、という印で、これで私の講演を終わります。

　

どうも長い時間ありがとうございました。（・・拍手・・・）

　

(佐J11先生有難うございました。先生の広いご趣味と造詣の深さに感嘆するのみで

も優れた医師としてだけでなく、豊かな温かみをお持ちの丿圖の人間として、尊敬

の念が強まりました。膠原病に限らず、全ての病む者に共通する内容のお話に、得る

ものが大きかったですね。あすなろ会の皆さん、これを糧に明日も生きましょう。)
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○会費納入のお願い○

平成15年度『あすなろ会』会費をまだ振り込まれていない方がおりました

ら、早めに振り込んで下さいますようお願いいたします。

　　　

会費2、４００円

　　　

賛助会費2,０００円

あわせて北海道難病連『運営協力会』にご加入下さるようお願いします。
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λ１゛｀殉溥7碑石一価)l｀1瑞叉/勣おクyざ｀い混作，

編集人

　

個人参加難病患者の会

　　

昭和４８年１月１３日

　

第３種郵便物認可

札幌市中央区南４条西１０丁目

　

難病センター内(512-3233) HSK378号

発行人

　

北海道身体障害者団体定期刊行物協会

　

細川久美子

あすなろ１０８号（毎月１回１０日発行）１部１００円（会員は会費に含まれる）
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