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2 0 0 1年度北海道難病連活動方針

2001年5月12日定期総会決定

<今年度の重点課額>

11難病対策の後退に反対し､治療費公費負担対象疾患の拡大などの活動をすすめましょうo

特定疾患受給者認定のコンピューター判定に反対し､全休の3%1万人と推定されている

受給者の切り捨てを阻止しましょうoまた､一部自己負担導入によって､入院で6%､通院

で1 8 %もの受診新制がおきている実態を明らかにして､難病患者･長期慢性疾患の患者が

安心して専門医療を受けられるよう運動をすすめましょう｡

医鮒の自己負担に苦しんでいる数多くの知を特定触綱の婚とし､原因の究明と　●

治療法の確立が1日も早く実現することを軌､､また､それによって現在の対象疾患が対策

からはずされることがないよう､国の難病対策予算の減額に反対し､大巾に予第を増祈させ

る運動をJPCと共に前進させましょう｡

')雌慢性特定疾患の自己負担導入に反対し､ 1 8歳以上の患者にも引き続き医療費の公費

補助が行われるよう運動をすすめましょう｡

重度障害者医療などにおける医療費補助の削減に反対し､安心して暮らせる社会づくりを

めざしましょう｡

21身体障害者福祉法を大巾に改正し､難病潮干炎もその対負として組み入れると共に､内

部障斉に2級を認め､少しでも暮らしやすくなるよう運動をすすめましょう｡

3･解牛鍋度を大巾に虹し､病気や樹=i-て畝をえることができない鮮･瞭　●

者の人権を守り､全ての難病患者･障害者も生活していくことができる年金鰍瑚する運

動をすすめましょう｡

妙高患者･障害者･高掛竣心して暮らせる社会の基盤として､学生無年金障害者をは

じめ､全ての無年金障害者を無くし･真の国民皆年金制度を確立する運動をすすめましょう｡

4･介護僻爽制度を大巾に改善し､患者や障害者の保険料と利用料負担を無くし､いつでも､

どこでも､どのような病気･貯蓄であっても必要な介護を受け､施設の利用ができるよう運



●

動をすすめましょう｡

複雑の手続きは直ちに改善し､簡素化し,誰でも分かりやすく利用しやすい仕組みとする

よう運動をすすめましょう｡

5.医療災害･医療事故･薬害を根絶し､被審者を救済する国家補償制度をつくる運動をすす

めましょう｡

現在3 5 0万人以上もの患者がいるといわれているB型肝炎･ C型肝炎が我国に蔓延した

のは､浸然とした人命を省みない国の血液行政の式任によるものであり､また注射針や筒を

変えないで行った予防接種や不適切な医療行為によるものであることは明らかで九

その結果､年間数万人もの人が肝ガン､肝硬変で亡くなっていることを､これ以上放帝する

ことはできません｡

国が一刻も早く､肝炎･肝ガン検診を全国的に行い､治療と医療費助成の対紫をすすめる

よう運動をすすめましょう｡

6_　現在の囲射線制度､診療報酬の仕組みや医療法では､国民は安心して､いつでも､どこ

でも医療を受けることができる状態ではありませんo

過疎地では専門医療を受けることはできず､また､重症難病疾患であればあるほど､専門

医による入院治療を継続することができません

安心して専門医療･入院治療が受けられるよう､また家族の負担が少しでも軽減されるよ

う改正を行う運動をすすめましょうo

7.入学･進学･就臓･就労などあらゆる面において妙亮や長期慢性疾患患者が差別を受ける

●　ことがないよう､保育･学校から就軌交通､住宅など一般社会生活の全てにわたる社会啓

蒙活動をすすめましょう0

8.私たちの全ての要求･願いを実現させる活動について､その括動を行うための資金が必要

で九資金活動を重視し､十封殺員にのみ負担がかかることがないよう､皆で資金活動をす

すめましょうo

患者･家族団体の活動資金づくりの根本は､より多くの理解を求める協力会と募金箱活動

が基本であることを各部会･支部が確課し､今年度から力を合わせ全面的に展開しましょう｡



また､多くの人々に理解を得るための物品販売活軌や署名募金も非常に大きな資金活動で

あり､かつ有効な宣伝活動であることを謡曲し､皆で少しずつとり組むことを各部会･支部

の会員に提奏しましょう｡

継続的な収益としての飲料水の自動販売機珊運動もすすめましょう｡

可棚として､福祉機器の屯子取引(インターネットショッピンのの研究と開発も

すすめると共に､インターネット募金や絵画展などあらゆる試みを研究し､可能なものから

とり組みをはじめます｡

]脳駈病連の財政を支えると共に､患者･高齢者.陣宥者-の具体的支援活動でもある

福祉臓器･介護用晶の斡旋･販売活動について､介謝呆険下での苦しい経営を乗り切り､資

金欄の柱としてふさわしい実齢回断るよう取り払を靴しま-fo細会.支恥支　●

榎をお願いしますも
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2000年度　難病連十勝支部　活動報告

活動内容 冖&ﾙuﾉ.��ﾂ�ﾒ謦��備考 

1会議(役員会)月日会場 

支部総会4月12日総合福祉センター ��)kﾂ� 

第1回役員会5月27日総合福祉センター 等kﾂ� 

第2回役員会7月22日総合福祉センター 添kﾂ� 

第3回役員会8月26日総合福祉センター 土kﾂ� 

第4回役員会10月21日総合福祉センター 土kﾂ� 

第5回役員会12月9日総合福祉センター 度ﾔfﾂ� 

第6回役員会1月13日総合福祉センター ��9kﾂ� 

第7回役員会3月3日総合福祉センター 等kﾂ� 

2諸活動(講演会.研修会.その他) 

医療講演会6月24日とかちプラザ �#Ykﾂ�あすなろ会主催 

患者.家族交流会7月5日浦幌町保健センター ��Ykﾂ�支部から2名 

全道泉会協賛広告取組7月 ��kﾂ� 

全道集会参加8月5日～8月6日函館 �9kﾂ� 

北海道ⅠBD帯広地区交流会9月3日とかちプラザ ��Ykﾂ�北海道ⅠBD主催 

募金箱回収8月 �� 

第11回患者会のない �#�kﾂ� 

患者.家族交流会9月10日とかちプラザ 

第11回十勝健康祭り参加9月19日勤医協主催 妬kﾂ�リサイクルバザー 

患者.家族交流会10月11日豊頃町保健センター �#�kﾂ�支部から3名 

署名活動10月10日藤丸前 塗ﾔfﾂ� 

ふれ愛まつり11月26日総合福祉センタ- 的kﾂ�帯広身障協会主催 

道東地区役員研修会1月27-28日帯広市 添kﾂ��幕別温泉 

3機関誌.こユ-ス発行 價ﾘﾗ9YI�B� 

機関誌｢なんれんとかち｣32号6月10日発行 ���S�YB� 

機関誌｢なんれんとかち｣臨時号8月10日発行 ���S�YB� 

機関誌｢なんれんとかち｣33号11月10日発行 ���S�YB� 

機関誌｢なんれんとかち｣34号3月10日発行 ���S�YB� 

4その他 

地域共同作業所ふれあいデジタル工房4月1日より開所パソコン教室等 



2000年度難病連十勝支部決算報告

収入の部 科目 剴��D�7以胃��oo年度予算 儖Xﾖﾂ�

･'-1ム金 剳ﾃ#�"ﾃS���ﾃ#��ﾃ����ﾃ��¥200000 �;�>������ﾈｾ��

¥200000 ��

Zのの 傚Y�ﾈｾ��兔0 ��

入 陛��YO ��

三≠-'- 剳ﾃ��S����¥100000 ��

A､- 剪� 亶H��ｧr�;俟ｸ+r�連協力金 

~一丁 剴b�¥15,000 刮盗ﾔ:金箱 

､rd入 剳ﾃ��¥10000 櫨�2�国仝硝願署名募金 

406 蕪������花火- 痴8�2�

-7'のの ��収入 陛3�3C��¥50000 �8ｨ5H484�8ｹ9�ﾃｨ�2�

受け取り利息収入 入 剳ﾃコ�¥50 ��

¥0 陛�� 

牡蛎辿中濃参加助成金収入 #^ 剪�YO ��

¥119300 陛C#����� 

P 惇��陛��¥0 ��

L- 剴鼎C��¥400000 ��

収入 陛��¥0 ��

前期繰 凵T金 陛#�2ﾃ田b�¥293,966 ��

収入合計 剳ﾃ�ﾃS3bﾃ3�2�¥1,779,016 ��



科目 �00年度決算 ���D�7疫ﾈ撮�備考 

事業費 兔590.978 陛ccRﾃ�ｓ��- 

地区集会費 陛��¥0 ��

全道集会 医療講演会 検診相談会 陛モﾃ�C��¥80,000 �*�+x,�.ｸ檠^(��

¥24,000 陛��

YO 陛�� 

機軋_準.誌費 gJ蜂..ー会費 レク.交流会 陛�途ﾃC途�¥250,000 

¥75,385 陛���ﾃ����

¥11,000 蕪��ﾃ����患者一会の無い心音の.災い 

地域部会塵_助費 相談員___廼助 iL｣艶___輿 負担金.分担金 HSK負担金 陛釘ﾃs途�Y50,000 ��

¥0 ��� 

¥93,985 蕪���ﾃ��ｒ� 

YO 陛�� 

¥6.274 陛Rﾃ���� 

持運l'r'('r 兔787,063 陛塔rﾃCc�� 

jug__一局費 二を遡_j軋革_〟.pFlp費 旦I_｣亘_",_.栄 交通費 良._一一捜費 罪 兔628,103 陛���ﾃ����内家賃259400 

¥48,845 陛#Rﾃ���� 

¥320 陛3�ﾃ���� 

¥1,500 陛3�ﾃ���� 

¥7,542 陛2ﾃ���� 

¥11,293 陛��ﾃ���� 

クレジットコピー機 兔89,460 陛ヲﾃCc�� 

- 

商品仕入れ 兔0 陛�� 

郁立金支出 � �� 

予備費 � 陛CbﾃSSb� 

次期繰越金 兔51,115 �� 

支出合計 � 陛�ﾃss偵��b� 



2001年度難病連十勝支部予算書

科目 �00年度決算 ���D�7��y�b�備考 

支部運営補助金 兔202500 蕪#�#S���進撃桓連鞄喋傘 

町村補助金 陛#������¥200000 

冬の_世の些_坪傘 兔0 陛�� 

参加粋収入 兔0 陛�� 

寄付金収入 兔115000 陛S����� 

協力会還元収入 兔55,500 陛S��道難病連協力金 

金箱還元金収入 陛ンsb�¥10000 迄ｹbtｦﾂ�

名劣3;金還元金収入 先帝菜収入 �� ��

嘩 そ 隻 雄 翠 支 兔99406 ��花火等i,Li上 

_?)他の:i-拝菜収入 陛3津3C��Y80,000 �8ｨ5H484�8ｹ9僣H�2�

'け取り利息収入 ��Y�ﾂ�¥50 

収ネ 峯���������_______¥_0 ��

柄迎TB菜-5-加助成金収入 蕪�"ﾃ����V80000 

部管理収入 陛���3���¥0 

商品販売収入 兔0 陛��

作業所からの補助収入 兀319440 陛S������

積立金批ルJJ収入 兔0 陛Sss迭� 

前期繰越金 兀293,966 陛S����R� 

収入合計 兔1.536,313 陛�ﾃ3s�紊c�� 



科目 �00年度決Tt ���D�7疫ﾈ��*ｲ�備考 

事業費 兔590,978 蕪3モﾃ���� 

些_匡｣虹且選 部��¥0 ��

全星Ⅶ集.会 陛モﾃ�C��¥50,000 ��

医療講演会 陛#Bﾃ����¥0 ��

檎_塗____担_一一選会 陛��¥0 ��ｲ�

機r_g紙.誌費 陛�途ﾃC途�¥120,000 辻�

研修貧.輿 陛sRﾃ3コ�¥50,000 ��

レク.交流会 陛��ﾃ����¥21,500 俘y:�8ﾈ4��

地簸塾会選助費 陛釘ﾃs途�¥40,000 ��

相ar_一旦._廼助 陛��0 辻�

活動鎗 陛�2ﾃ塔R�¥100,000 辻�

負姓j)担金 陛��¥0 ��ｲ�

HSK負担食 陛bﾃ#sB�¥6,500 辻�

維持運営費 兔787.063 陛ャ2ﾃCc�� 

令弟局費 陛3cづcc2�¥120,000 ��

jjf務消耗品狩 陛CづイR�¥12,000 ��

塗_⊥費 陛3#��Y100,000 ��

水.光熱費 陛�ﾃS���¥100,000 辻�

資料費 陛rﾃSC"�¥5,000 ��

雑N___一一･.壁 クレジットコピー機 楓ﾆﾂﾃ#�2�¥1,000 ��

¥89,460 陛ヲﾃCc�� 

峯__ili- 陛#S津CC��¥456,000 

商品仕入れ 兔0 陛�� 

積立金支出 �0 陛�� 

予備費 �0 陛�� 

時期繰越金 兔51,115 ��� 

支出合計 兔1,536,313 陛�ﾃ3s�紊c�� 



2001年度難病連十勝支部活動計画

NO 冰ﾉ.以�?｢�行事計画.行事名 ���｢�予定参 加人故 儖Xﾖﾂ�

1 釘紕�±塵裏革塾全量〟 第1回支部役員会 全道大会協賛広告取組 なんれんとかち編集作業 リサイクルバザー出店 全道大会参加 12回十勝健康祭り 第2回支部役員会 合同レクリエーション JPC街頭キャンペーン 募金箱回収 正月飾り販売開始 �,h*�+�7h8�5R�15名 ��

ワ 添(h��倡浦H駟k���10名 

3 度�8��倬ik�ｼr�_買垂 

支部事務所 クリリンセンター 札幌市 的kﾂ�35号 7中旬 7下旬 

5 劔6名 ���ﾔﾈ�8皦ﾜ2�

6 唐紕ﾒﾒ粤R��10を ��

7 湯�"��5�4�5ｨ985��ｹI(ｩ"�6名 �8ｨ5H484�8ｸ6�5X�ｲ�

ノた 剋ｺ部室墜医._____ 十勝川温泉 藤九重ー__ 事務局 尊重昼二重全_"_ ���kﾂ� 

9 ���繧��20名 ��

｣や_ ｣_L J? ��������(h��ﾆﾇ&ﾅE���儺llO名 名 ��

名 ��

5名 �8ｨ5H484�8ｸ6�5X�ｲ�13 ��)(h��障害の日記念行事参加 第3回支部役員会 なんれんとかち編集作業 道東地区役員研修会 第4回支部役員会 第2回募金箱回収 ��ﾘﾘyY�85ｨ985��ｲ�

.lT4 15 ��(岑���Hﾅ頽I|ｩ�(+R�迚YH駟k���10名 辻�

2上旬 剴Ikﾂ�36号 

16 17 �#�ｨ��8�8��儷y(2�.ﾘ��ｿﾂ�5名 辻�

支部事務所 �ｩ�)7�� 

18 19 �87���倬ik�ｼr�名 ��

2 2 �� �� 辻�



2001年度北海道難病連十勝支部役員名簿

NO
役職名 氏　　名 所属部会 自宅電話 住　　　　　　　　所

１
支部長 山崎富士夫 小　鳩　会

２ 事務局長 成田愛子 あすなろ会

．－　　　　　　・．皿ａ●

３
。　　計 加藤健爾 腎　臓　病

-

４ 会計監査 加藤富江 二分脊椎症

５
会計監査 工藤良三 小　鳩　会

６
運営委員 山根静子 パーキンソン病

７
運営委員 萩原　晃 パーキンソン病

８
運営委員 内藤雅勝 肝　　　炎

-

９
運営委員 早川正弘 膠　原　病

- 　 　 ㎜ ㎜ ㎜

10
運営委員 田中弘子 リ　ウマチ

１１
運営委員 加藤登美子 リウマチ

12
運営委員 吉渾一廣 後縦靭帯骨化症

13
運営委員 深田佐登江 橋　本　病

＝ － ¶ ㎜ ㎜ Ｗ 　 ＝ 　 ７

14
運営委員 中山貴洋 心　臓　病

－
-　　　　一一

15
運営委員 黒田　進 腎　友　会

…－一一　－・

１６
運営委員 高橋俊一 腎　友　会

１７
運営委員

評議委員 加藤登美子：早川正弘(任期2年)

所
在
地

難病連十勝支部事務所　〒080-0015帯広市西5条南13丁目19-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�:23-6602 / fax:23-7071

１１



介護タクシーの利用について(帯広市内のみ)

要支援･要介護の認定を受けている方は

自分の担当ケア･マネージャーを通して､

｢ケア･ステーションだいいち｣の介護タクシーを利用できます｡

利用料金について

要介護認定をされる方のみ身体介護料金2100円(利用者負担210円)

210円で､帯広市全域30分間行います｡

30分以上超えた場合､もしくは2100円の走行距離を越えた部分に関して

は､お客様のご負担とさせて頂きますo

事前に利用区間のメーター料金を出し､メーター料金が､ 2100円以内であ

れば､利用者負担210円｡

2100円を超えた場合は､超過分+210円の料金を頂きます｡

(例)メーター料金1800円の場合　利用者負担210円0

3100円の場合､ 3100円-2100円の1000円(メーター超過分)と

介護保険分210円の1.210円を頂きます｡

●



●

●

昨年の8月に初めてデジタル工房に顔を出して､通所するようになって

早や1年がたとうとしております｡

天性の素質と言っても過言ではない機械オンチの私が､まさかパソコンに

触れるとは思ってもいませんでした｡

最初の頃は､ボタン1つさわるのもおっかなピックリでしたが､今では多少

の事では壊れないと変な自信を持ってしまいました｡ただいつになっても

進歩しない自分が情けなくなりますが､マイペースでやっています｡

今では､ここへ通所して乗る事が私の健康法の1つになってしまったよう

です｡

家の中と通院だけが中心の生活から毎日適所することによって､外の空気

を吸うことが出来､人と触れ合うことが出来るようになり元気をもらっている

ような気がするのです｡ここに適所する機会をあたえてくれた成田さんに感

謝･感謝!です｡ただ来月から無事2年生になれるかな～あ?ってちょっと

心配です! ど

これからも､細く長～く頑張りたいです｡

皆さんも体調の良い時､お天気のいいとき､お好きな時間に政を出してみま

せんか?一人でも多くの方が来て下さるのを､楽しみにお待ちしております｡

(秋元)
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ノ全速集合の案内　ノ

全道集会は､8月4日･5日､札幌市で開催されます｡今回から

参加の申し込みは､支部で受け付けることになりました｡

福祉バスを予約しています｡

7月24日までに､支部まで申し込み下さい｡

ノリサイクルバザーについて　ノ

9月2日､勤医協の健康まつりに､リサイクルバザーをします｡会

員のみなさんの協力をお願いします｡

会員の方で､当日､販売係をしてくださる方を募ります｡

ノ合同レクについて　ノ
10月8日(月)体育の目に合同レクを行います｡今年は､十勝川

温泉に行く予定です｡かんばの宿に仮予約しました｡

福祉バスを予約しています｡参加費は､個人負担3000円です0

申し込みは､ 9月1日から十勝支部で電話にて受け付けいたします

ノ不具品のご寄付のお廟いノ
ご家庭で眠っている､贈答品など新品同様の物がありましたら､寄

付をして下さい｡

リサイクル品を販売し､支部の活動資金の一部にさせて頂きます｡

ノニュース　ノ
7月6日

DPl (障害者インターナショナル)世界会議2002年札幌大会の全道

キャンペーンのため､事務局の西村氏他4名が帯広の緑ヶ丘小学

校に来ました｡山崎と成田が支部を代表して応援に出ました｡

●



人1簸･　L=　　　/弧

パソコンにさわってみませんか?

初心者の方大歓迎です!

;障害者手帳を持っている方は無料
それ以外の方は2時間1000円

∃予約制となっておりますのでまずは
お気軽にお問い合わせ下さい　t

部会の機関紙等の印刷等もいたします

その他色々印刷に関するご相談に応じますので
お気軽にお問い合わせ下さい

●

〒080-0015　帯広市西5条南13丁目19-2

TELO1 55-23-6699　FAX0155-23-7071

E-mai一 fukupaso@octv.ne.JP

URL www.octv.ne.jp/～fureaj/



∑F診療科目∑F診療時間 
内科.リウマチ科什烹聖時ニ12BSk 

午後1時30分～5時 
肖化器朴アレルギー科I■■水i曜日午後僻 

)チ-シ∃ン科-日曜.祝日休影 

至帯広 

健康診断随時受付型凹 
･二二二]■ 

(,;廟!)*云Ly2£**Z≡塵乱脈 
TEL(0155'63-3001軸但盛並 
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