北海道難病団体遵絡協議会
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新入会見紹介
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張飛セ/チ‑某金環動始まる(,fL売)

冬なんか′

革なんか

寒くて辛くて大嫌いだから

とても冬を拾える詩なんか

肯けっこない

いじけそうな心と身体を

なんとかなだめて

春をじっと待つだけ

クリスマスプレゼントには

猿かuT,手袋やコートよりも

寒さに負けない丈夫な

強い中位‑･L7博し,rj.のです

再I.:it

8

u

｢病気を正しく知ることは｣
勤医協中央病院

大

橋

光

yJて､柑蝶捕･T義賊の梢人目はとうでLi..つか?

t斗作エリテTト⊥丁スは､もし二十

私は､これーリの蛎⁚八の棚倉は､境とは:i=的に追ったものと
してとらえていますr

年前であったら'この碗h丸と診断されることは癌の宣告と同

の分野の琴⁚･rの進捗はめさましいものがあり'少‑とも､病

Lかし現在では､こ

｢敗を川り､NJを如‑;̲Tt.LE械〃や1か√エ‑Lr という′JH鮭があ

気の進行をくいとめ､塊解状態を長年月維持することは可能

じようをものであったろうと川心いますc

りますC何部につけトで､;=ノたいて′汀杓トこ空)とが大切であ

となりてきていますQ従りて､根治蝶はがないからといって

せん"父'二の分野の庚2.:･iの進歩は良足ですので･.数年ある

にとりつかれたと悲たんにくれることはありま

らだのこと'峠によ;‑I..品:̲:かかt･[>rT′.E･lJ与ると､≠はさ

いは､卜放年綾には触治め法が確立される可能件は･i･.分あり

｢不治の病｣

はとに油単ではありませんカ､杖結社を杓いlは同じことが言

｡㌧け<ノーバ1.･.rlノ‑

ft/して､知ら叶)るl

ワIhJというこ

'きだ､いや細ら

明を棚き'丈臼ら進んで勉強して'病気についての正しい知

識を持ち'良師の治嫌方針に協力して共に病気と踊ってい‑
という姿勢か亜要になります′

札は桃山爪を治す上体は碗人そのものであり'扶師や医球技

割をするiのでL<,;ると草丈ています｡ともすればそのとこが

和布は､｢挺.:･LLという允でその迫を伯らして#いてあげる役
しかLt.･･:‑∵.1日本のLL･t･例日勺多‑の

←IJ]/‑洗い‑.,も譜局は糊確

従)て､呪作では'臆原椀の忠讃さんも､医価から十分説

ます｡

な結蒜は出ないようです

.tJフカ.

●

では'｢正しく｣病気を知るとは‖パ体的にどういうことでし

思います｡

忘れられやすいのが現在の医や･医蝶の一つの欠陣であると
私自身･･LHL考え方て㌻

医師や挺蝶機関では'｢知らi･,葎=L
ています1

いくもnt.:Jす

●

のの活鰯が､那年よりL焚坤mT>にt=福した峠には当挟まノて

如JFiこれは'磁そのち

Iということが蝶別と･r.Sっ

せるへ幸一Jないと=1.1"詣㌦)/:ゾ

がのるのを見かけ圭十

よく雑誌などで,㍍仙･はげら七,cc'1'さかり｣なとと'いう記事

とがあるのは当然でL･

人｣人の敬老さんの=;i;.

勿論ここで代=く二･.Jり･!､∴ノ､まノ･.mj一.FLJ･のJて'..丈は7

えると思います

病気については=二丁ノふ...=ミえIC･一ぐし･Jうか‑こと臼分のか

るという歳時の放心･丁寸

圃囲密圃

2

このようを瑚合､本人に知らせるべきか否かということは先

断し､嘉にしか笠沖というナ主も時に耳にし葺

が多くをりましたn嘩⁚十のことが'わかりやすく,第の糊に

にも述べたケース･バイ･ケースに鵜することをので､にわ

豊では,⁝⁝が等質の漕をと｡あける掌
いても知ることが出翠台ようにをっtTという二とは大要良い

事を見ていますと'私通がみてちびっくりするような;面的

柄気と糾う姿勢をもってもらうようにしています｡これまで

の域合は､本人に病h爪について正しい知韻をもってもらい'

かには判新しに‑い事柄をのですか'札は一般的には'成人

を'時には問過ったことが乃いてあるのにぶつかります‑こ

の私の綻駿で'そのよ‑にして'結果的に本人にとってプラ

ことだと思いますっしかし巾には､特に女牲週刊誌などの記

のようなものは､いたずらに爪仰者C不安をかきたてたり､問

スにならをかつたと判断されるようなケースはほとんどあり
ません｡

適った考えを析つり･[二とになり'むしろ有害なものです｡
特に､病気というも,Hは'たとえ絹じ縞:刑でも山<↓人でそ

しかし'上冶床が本人に知らセない方がよいと判断して拍

棟している鵜舟'第T∴省がそれを本人に知らせるというよう

の症状のあらわれ方､治府内客も舛二1′､るもので､その人
の状態を正しJ＼とら.･t

なことはすべきではありません(.このような域合'最も大切

pその人llL=叫も適切を治輔方針か立て

られることかhJ.孝+≠刀で､LL1=カ′lつの冶蝶がすべての人によ

な医師と忍者のH.穀関係をそこねることになるからですQ

T㌦JL′Jもらう加仙心さ､[り忠行さんの側に

いを為して､蛾よしや､甘≠拝暮

‑理解することといえまLr=つ､

凍 ‑

あをとら㌻｣｢軽‑八じす､ハ刈れかす)というのが､病気を正し

11卜t.往々こ述べてきましたが二日にいえば'｢おそれず'

や各鞭‑=j符合に参加することは有意損なことと思います0

際的な甥解が生れて‑る･Jのですしその意味で搬原病友の会

の交fI=･1J=.ウニとだけでな‑'病訳についてのより凍い'実

桜壌S適う<過とのaLL1人

るというのもよい解です｡絹LV捕談ではあるが､色々綻状･

碗⁚爪を止し‑知る上で､患者さん桝志の綿のつながりを作

いというのではもり‑rJ"JtんLJ

この点で崩も人｡LT.1JJのりJl､17..分の信輔i:.来る扶師を妃出し､

:M軒も卜･汁.てのJ;1日･J鬼籍指しをいも

･'二∴.･･･.I.?･･..'r･㌧1.ド.:∵.∴(t.∫...t,.こ

卜分納得のい‑"Tkd粥三.:･･;,〜r.ノてらLirl一∵ノ芯＼十.取締と忠
A=のHr;:iL.･itJ

れがをければと‑.1キ㌧̲.

のです｡
実際には'忙‑I.:読.〃=･で卜,寸時糊.･J三/TriJ明･;指港

的⁝け∵､÷リuI

をしてもらえ･.1.1kI人目･ptn古いと思いまトか､多心いやかられ
てもT

も必要となりますr･.

庭師の中には.･やi古本人に‑紅梓触らせないガがよいと判

各地区懇談会を終えて
今年の各地区の琴柄連集産後診･懇談会は十月三十日の牽
強で終り､大きな成果を上げ害した｡十月十六日の札幌での

検診でJ夢原病関係の受診者はセロでした:)のことは､札
枕の地区のみなさんが､不安なく治療を受けているあかしと
考えてよいのでしょうか?

杉 崎

高 夫

地方会長の熱っぽい声にくらべると､札牡の会長はなんと
なくさめた感じがしました｡

両 虎 か ら

函館での難病連地̲毛砦該人石は､ケ凹が締めてですー地方の

次のよ･｢′になりますo

:･襲Sのため遠も托琴したことのたい人や'織を失っ

た八束亡が,縞状が軽快した時に､軽い仕事や'機能回
復の訓練をどを受けたいC

∴中人の泊を尖った1二に'挨横費通院のための交通費に
㌍しめられる｡

1.,斡詩の幽艶を増して川試しいじ函館にも漁病専門医を/

l､保健所･保健紬の指埠が･iDっと細部に行きわたるよ
うl∵Lr欲しいL

l･較診後のアフターケアをきちんとして統しい｡

⁚1.m.･1ば妄心して'恭鷲の持てる棟梁生

これらは､税花の氏横行澱に対するも､二J行き端のない不
満であり･ひと

強を送りたい｣ということではないだろうか?

｢函館他托連綿全紙促｣までには寧bなかったが'地方の

皆さんのなまの声に接し､私自身も今後の会の運常に十分生

かせるよう'努力しなければ'とあらためて考えさせられま

恵存さんと結びつきがうす=.中で'錬竜な集魚と亭見ますG

市議会副議長･保健所や抑課長･看護婦･ケースワーカーそ

した｡

良谷川

｢動ける者の務めとして｣

した｡

●

今鞍の地扶潜流告は帥めての読みで滞以心でまず開かれま

道子

して各患者会の全日筏ひ家族など参帥者は四十名を撃至こ

i=!檎さん'秋本さん､安部さんがかけつけ､

た.'友の会からは'山荘間もない秋元さんはいしめ､神子畠さ
ん'小川さんt

ほとんどが名前は知っていて･.P細めてお速いする人ばかりで

二時間にわたる満しんけいの中で'参帥再の声を要約すると

した｡

●

4

●
文吉にて行政に準えることも大切字)JJですが,今桐のよ

ぅに実際にその土地に住む患者のなまの声を行政の人たちに
脚いてもらうことも大切奪)とだと思いましたo

事前にハガキで会員の参加呼びかけをしたものの果して何
人の人が地帯し､蕗をしても与えるかしらと･とても心配で
した｡

でもそれは全くの取り嶺し苦労で'実にみなさんが心のま
まを赦して下さいましたo

藤田さん､加藤さんは細めてお速いする方､楢原さんは昨
年に織いて二度日でしたC
本当にご‑ろう様でしたo守門病院が欲しいィ.専門医に診

て欲しい′地方にいる患者さんの切実な声でした｡そしてそ

の声を抑いた私も同じ患者です￠心の中にズシりとこたえま
した｡確に専門医に診てもらうことは大切です｡でもできる
こと李うその患者の生桔している土地で治療を貿けちれたら

もっと良いと思います｡中央と地方にいる医師の連結がもっ
とスムーズにいっていたら､地方にいる患者は､長い時間汽

車に乗り'お金と体力を消耗しっ中央に出て来る回数はもっ
と減るものと思うのですo

難病といわれる病気になったことは,いまさら仕方のない
事として諦めるとしても､それ李･?ぱ拍凍だけでも公平に受

りたい'またそうでなければ守りないと思うのですG

●

私は今百%の信頼を寄せても､湖余りある程の先生に診て

いただいて幸せに思っていますo相談員として'各地区の相

談会に出るようになって二年日｡中央に住む者のつとめとし

て'また動ける老のっとめとして'この先も株けて行きたい
と思いますo

会員の中で'受給者弟を催っている方で自己負担をLたこ
とのある方はいませんか?

帯広地方ではベ‑チェノト病の方に多くありました｡たと

ぇば強皮症の方で現在内科にかかっていて'眼科にかかる為

合､もし強皮症からきている眼科症状の慧口､受給者弟を使

用できま㌻O他府県にて受診する場合は一度払うことにをり

ますが'領収S:を準えて絹求できます.また申請用故に記入

した'第丁琴恵望の底凍機関にこだわらず'どこでも受
診できます｡

帯広から始った忠誠会は'釧路･旭川･函館と行なわれ､

そのすべてに出帝してた‑さんの仝只に準フことができまし
たC

この出通いをムダにせず'出席された方たちの声をこれか

らの謹選として今律の活動の上に生かさなければ守りないこ

とを痛感しました｡一人ひとりが何を考え'どんな生緒をし

ているのか把推したいと思いますので今回のアンケートには
ぜひご協力をお願いします｡

5

お知らせ
私たち支部の副支部長として︑ご活躍下さりた杉崎さんが︑
泉求へ転任１ることに＊':' 'Ｔました︒患者の家族という貴重な
役員だっただけにとても残念です︒
これまでの支部への暖かい御厚情に深くお礼を申しＥげま

新しい環境になれるまで人変でしょうが︑温暖な埼玉の気

す︒

侯が奥様はもとより︑ダ∵刄の健康を育みま１ことを心から
お祈りします︒
年度の途中なのですが︑ここで緊急に石狩丿田町にお住い
り大堀信義さんに役員・︒︲一・・︒ で加わっぐ頂くことに︑光の役員
会で承認されました︒これから︑遊北の地区の会貝の把捉に
期待したいところです︒︵副支部長は︑訊・慶内保留とします︶

お別れにあたって
初冬を迎え︑私たちの病訊にと︒て好ましくない季節とな
りました︒
さて︑私ごと十一月︲ｒ五日付をもちまして社会保険庁業務

北海道支部へ入会してわずか二年余りではありましたが︑

妻︑長女共々公私ともに御暉悄を賜り厚くお礼申し上げます︒

埼玉県春日部市に住む嘔となり︑幸い支部もありますので

徹力ではありますが︑初心に返り︑又会の発展の為に努力す
るつもりです︒

最後になりましたが︑皆様のご健康とご多幸を心からお祈
り申し上げますn

尚︑左記住所へ落ち着きましたので︑こちらへお出向きの

杉

崎

堀

富

信

夫

義

折はぜひお立寄り下さいますようお待ち致しております︒
まずはご挨拶まで︒
新住所
埼玉県春日部市

共にがんばりましよク
大
会只のみなさんいかがお過しですか？

今春より︑仲間に加えて項いて︑難病連全道集会︑旭川地

区集会で︑何人かの方々とお逢いできました︒

地方に住む会貝の一人として少しでもお役にたてばと思い︑

お仕事をさせて唄くことになりました︒どうぞよろしくお瓢

｜
，ｙ￣

課︵東京都杉並区︶へ転任となり︑みな様とお別れすること
になりました︒
。｜

６

いします︒

１

現在︑慢性関節リウマチのため︑皮Ｆ結節︑肺線維症︒強
膜炎︵眼 の悪化により北大病院入院中です︑ここに来るまで
に︑地方に住む紋︑いくつもの病院の門をたたきソてれに費
した時間や費用はかなりのものです︒
つくづく﹁難病センター﹂刀必要を痛感しました︒

1

ゝ

木

︹御寄付御礼︺
鈴

隆

子

︹新入会員紹介︺
●令川

●渡部

市

︵四

様

歳て

金三︑〇〇〇円也

こ千五歳︶ＳＬＥ

良 ｒ こトＬ歳︶ＳＬＥ

●柴用 宣ｆ

jt

病気の早期発見︑早川治療︷社会復帰のために︒すでに病
人となった自分達だけのだめでなく︑多くの方々が利用でき
るよう一日もrp4̲く︑袴￡にかかることを折っています︒
基金作りと併せて︑χ⁚名運動などで︑もり上げていく方法
もどうでしI≪｡r‑か？み々・ぞんの声をお待ちしています︒共に
がんばりましよう︒

誌上医癈相談について
いらばんぼしニトヒ号でむ知らせしました医僚相該は︑一

・

門の大橋先生がひき予しこドさることになりましたので︑病
気の．こと︑治療の．こニ ピ医ぞに＼" r.‑ての唱浅がちりま ︑た
ら︑手紙・電話などて■'.‑ '‑‑
.i
■
.
:
Ｌ
'
'
■t'こトさい．

札幌市中央区人通りぶ几．！目
Ｉ潭道Ｉ病速内
４丿

l
ﾊﾟ

協栄生命ビ几叱厨
長卜川

ａ

友の会揺会に参加して
支部長倉謙及び･&,i.Ll･ト出帯した刀は､冬空､二僅日G整式
の前日の十月l･L+九日ふけ･望ハ?FIT.=ファl,/=1ホテルにお

いて支部藍藻〇東京･廼上.神奈川･群や大粒∴hl軒･
愛知･北海道から参叩ノへ妓嬢を::i ･iはヒ日l･..指媛されたが大空

各々の支部活動空目宝前の改訂をとが苧レ合ICれました｡
会則は､今年八望｡けで新規1l作成された含l名簿の巻

末(役員の選任)繁ハ条のg:!1･事故のため会草丈は副会長
に欠員を生t)た場合は･その他の投出がその業務を代行､と
加筆され'会長'副全段が丘二軍再より選出されを=･ま

もっと詳しい

ま今日に至った'事実発生がた行した書経承認という形にな
りました｡

又･五十二年度'会計決許報告については

明細が鉄しかったことr科目が適当でないものもあることを
捷音しました｡(1曙原｣三十二号六ページ参照)

本部運営委員と峯岸近県の支部長束京の番田氏､埼玉の
森田氏,神奈川の各組氏11が兼任しているため'本部と支離
の発見交涜というより､近県の支部長と遠方の支部長との交
滝という形になりました(.

翌･三十日･港区の陣省者福祉会館において開かれた革九回
耗合は,聴聞医師を朋･芸と百名以上の参抑書になりました｡
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訂帯病の内,残されたシェークレン症候群を公★負担

井原病の原因究明と治者の確立.

婿h淡ハ部を私たちの要望啓項として採択｡
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甜厚病の書門痛撃病棟)の拡充と書門医の地方空走｡

副作用のない串晶の開発o

差額ヘットの解消と付薄手誰料の無料化｡

にして下さい｡

●

丈･明年税目∴Sに向けて壷かな直積と福祉をめざす全

国患者言放整.hの準備が着々と進められていることが報告
されました

これは今だかってない程の太がかりな全国的な愚老の生食

として･東し禁J開かれる予定です.友の会本部､北海道牡病

連でも幹事柑体として取り組んでいます｡旅休的雪盲は追
っておや11せし圭すC

午後の部は･朝日1ホームドクダ･‑J編集技の西釆先生と'

頼天鷺大の塩川先生の講演そして底僚柏婆1JJなりました｡

会場で､前支部長(現在千慶庵隻の森蓋羊さんが二歳

になったちか子ちゃんと1雑に元気な顔を見せ'短い時間を
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昨年とちがい･時間にも長持があり､各県の支部の方々と

の1上平)合いの中で,患者会の本来のあ｡方､そしてへ今後ど
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同封しましたマン〜 ト・ぶ︑会ほの状態
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