
1

------------------------------------------------------------------->>>

ＪＰＡ事務局ニュース <No.66>  2012 年 9 月 7 日
------------------------------------------------------------------->>>

  ＜発行＞ 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会（ＪＰＡ）事務局

    〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 2-28 飯田橋ハイタウン 610 号

     TEL03-6280-7734 FAX03-6280-7735 jpa@ia2.itkeeper.ne.jp

     ＪＰＡホームページ http://www.nanbyo.jp/

☆「新しい難病対策の推進を目指す

超党派国会議員連盟」が誕生！

９月６日、今国会会期末の忙しい最中、参

議院議員会館講堂にて、「新しい難病対策の推

進を目指す超党派国会議員連盟」設立総会が

行われました。

超党派による難病対策推進のための国会議員連盟の設立は、ＪＰＡをはじめ多くの患

者団体が長年願いつづけてきたものです。この設立総会には、短期間での連絡にもかか

わらず、全国から結成を見守ろうと、５６の患者・家族団体１４０人余りが会場を埋め

ました。また、世話人からのよびかけに応えて、辻厚生労働副大臣を含む国会議員本人

が５４人も参加。秘書の代理出席もあわせて１００人近い数の議員が参加しました。

会場の両側の壁には、出来上がったばかりの「難病・慢性疾患全国フォーラム２０１

２」のポスターがたくさん貼られたなか、会場の３分の２を患者団体の参加者で立錐の

余地なく埋まり、テーブルには各団体の立て札が林立するなかを、予定の時間を５分ほ

ど遅れて江田康幸衆議院議員の司会で設立総会が始まりました。

まずはじめに各党世話人代表のあいさつ。民主党・谷博之参議院議員、自民党・衛藤

晟一参議院議員、国民の生活が第一・中村哲治参議院議員、公明党・渡辺孝男参議院議

員、みんなの党・上野ひろし参議院議員、共産党・高橋千鶴子衆議院議員、社民党・阿

部知子衆議院議員、国民新党・下地幹郎衆議院議員の順に、各党世話人代表がそれぞれ

に熱い思いのこもったあいさつを行いました。
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次に、議連結成の経緯と設立趣意書、規約の提案を、この結成総会までのとりまとめ

にあたった岡崎トミ子参議院議員が行いました。冒頭に岡崎氏は、この超党派議連の結

成実現には、ＪＰＡが各党に世話人就任のはたらきかけを行ってきたことをあげ、第１

回世話人懇談会の際に今国会会期内に議連結成総会を行うと決めた瞬間、その場に臨席

していた伊藤たておＪＰＡ代表理事の涙ぐんだ顔を見て、患者・家族のみなさんのこれ

までの悲願をひしひしと感じたと述べました。そして、４０年ぶりにようやく難病対策

の抜本的な見直しの扉が開いたこの時期に、超党派難病議連を結成することの意義をの

べて、結成にむけての設立趣意書と規約を提案。満場一致の拍手で承認されました。そ

して会長に衛藤晟一参議院議員（自民）、幹事長に岡崎トミ子参議院議員（民主）、事務

局長に江田康幸衆議院議員（公明）を選出し、初代会長となった衛藤議員が「大勢の患

者会のみなさんを前に身の引き締まる思いです」と挨拶し、新しい難病対策を大きく推

進していく決意を述べました。

来賓挨拶として辻泰弘厚生労働副大臣（参議院議員）の次に紹介された伊藤たておＪ

ＰＡ代表理事は議連結成への感謝を述べるとともに、これまでの医療費助成と研究のみ

が中心であった難病対策から、患者の就労支援や介護、福祉など総合的なものをわれわ

れは願っているとして、一度に全ては実現しないかもしれないが、１０年後には世界に

胸をはれるすばらしい難病対策になるだろう」と熱い期待をこめて要望しました。集ま

った多くの患者団体を代表して、難病のこども支援全国ネットワーク・小林信秋専務理

事、希少疾患からシルバーラッセルネットワークの近藤健一代表代行、難病連からは福

島県難病団体連絡協議会の渡邊政子会長の３人が一言づつ発言を行いました。

最後に、今日来られなかった金澤一郎難病対策委員会委員長・国際医療福祉大学大学

院長からの祝辞を玉木朝子衆議院議員が代読し、予定時間を大幅に超過した設立総会は

終了しました。

ようやくできた超党派の難病議連。多くの国会議員がその趣旨に賛同して議連に入会

し、私たちの願いを国会に届けるためのパイプ役となってくれることを願って、患者団

体は会場を後にしました。

議連加入議員、設立趣意書などは今後、ＪＰＡホームページにも掲載します。

☆第１８０回通常国会、明日閉会。ＪＰＡの国会請願は、昨年同様、

衆議院で採択、参議院では「保留」に。

第１８０回通常国会は明日８日に閉会となります。今年５月に、約９０万名分の署名

を集めて１００人を超える与野党紹介議員を通じて国会に提出したＪＰＡの国会請願

署名「難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策を求める請願」は７日、衆参両院

の厚生労働委員会でその処理が決められ、衆議院では採択。参議院では昨年同様、全会

派一致せず「保留」となりました。採択された署名は、ＪＰＡの署名以外では、全腎協

の提出した「腎疾患総合対策の早期確立に関する請願」、「地域精神保健医療福祉の充

実・拡充に関する請願」がそれぞれ衆参両院で採択されました。

昨年同様、参議院では保留という残念な結果になりましたが、衆議院では２年連続で

この時期に「総合対策」の請願が採択されたことの意味は大きいと思います。

-------------------------------------------------（ＪＰＡ事務局長 水谷幸司）
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難病関連ニュース

難病対策議連が発足

共同通信社 9 月 7 日(金) 配信

「新しい難病対策の推進を目指す超党派国会議員連盟」が６日、東京都内で設立総会を開いた。１０

０人以上が議連に参加し、患者や家族の負担軽減策を検討する。

厚生労働省の難病対策委員会は８月、難病指定の対象拡大を含む対策の抜本見直しを提言。来年の通

常国会を目指し法整備の動きも出ている。会長の衛藤晟一・自民党参院議員は「医療、介護、障害者サ

ービスの全てにわたる対策が必要だ」とあいさつ。

日本難病・疾病団体協議会の伊藤たてお代表理事は「すぐにはなかなか変わらないが、１０年後には

きっと（難病をめぐる）状況が大きく変わっていると確信している」と期待を込めた。

難病対策で超党派の議連が設立

今後の難病対策を超党派で検討する国会議員連盟の設立総会が 6 日に開かれ、民主、自民など各党の

国会議員 52 人が出席した。会長に就任した自民党の衛藤晟一参院議員は、「新しい大きな枠組みをつく

らなければ、抜本的な解決にならないのではないか」とあいさつし、難病対策の抜本的な見直しに意欲

を示した。

「新しい難病対策の推進を目指す超党派国会議員連盟」は、患者団体の要望などを受けて結成された。

設立総会では患者の立場から、日本難病・疾病団体協議会の伊藤たてお代表理事、難病のこども支援

全国ネットワークの小林信秋専務理事らが発言。伊藤氏は、「難病対策は今まで、医療費と研究のみに焦

点が当てられていた」とした上で、自身も委員を務める厚生科学審議会の難病対策委員会がまとめた中

間報告で、患者の就労支援や、患者への介護・福祉など、多岐にわたる内容に言及したことを高く評価。

「一つ一つの対策が大きな功を奏して、10 年後には世界に日本の難病対策を示せるようになるのではな

いか」と語った。小林氏は、「限られた予算をより公平に、より末端まで分配できるような難病対策をつ

くり上げられたらよいと願っている」と述べ、議連での検討に期待感を示した。【高崎慎也】

（ 2012 年 09 月 06日 21:18 キャリアブレイン ）

難病対策推進の超党派議連発足 来年通常国会での法制化めざす

2012 年 9 月 6 日 20時 47 分 (2012 年 9 月 7 日 07時 35 分 更新)

難病の新たな総合対策を推進し、法制化をめざす「新しい難病対策の推進を目指す超党派国会議員連

盟」の設立総会が６日、参院議員会館で開かれた＝写真。日本難病・疾病団体協議会（ＪＰＡ）が中心

となって働き掛けてきたもので、８月に厚生科学審議会難病対策委員会（金澤一郎委員長）が「中間報

告」をまとめたのを機に、立法府としても来年の通常国会を目標に法制化を目指すことになった。

同連盟には民主、自民、生活、公明、共産、社民、国民新、みんななどの各党衆参議員１０７人（６

日現在）が会員となり、この日は５２人が出席。患者側からはＪＰＡ傘下の難病患者団体など５５団体、
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約１５０人が参加した。

江田康幸氏（公明）の司会で、事務局から議連結成の経緯、設立趣旨、規約、役員などについて提案

があり、原案通り承認された。役員は、会長に衛藤晟一氏（自民）、幹事長に岡崎トミ子氏（民主）、事

務局長に江田氏が就任。顧問として長妻昭（民主）、細川律夫（同）、鴨下一郎（自民）、坂口力（公明）

の４氏が名を連ねた。

衛藤会長は、自ら介護保険制度の創設に携わった経験を踏まえ、「当時の介護制度創設と同様に、難病

にも抜本的な対策が必要な時期に来た。医療、介護、福祉サービスを合わせた総合的な対策を打ち出さ

なければならない」とあいさつした。ＪＰＡの伊藤たてお代表理事は「難病対策は大きく変わろうとし

ている。１０年後に、再び世界に誇れるような内容の対策にして欲しい」と述べた。

日本の難病対策は１９７２年の「難病対策要綱」に基づいて運用されているが、法的な裏付けがない

ことなどから、財源問題などで“制度疲労”をきたしており、患者団体などから新たな制度構築の必要

性を訴える声が強まっている。これを受けて、難病対策委は「中間報告」を基に、近く具体的な基準な

どについて議論を再開する見通しだ。

保険局長に木倉氏、医政局長に原氏を起用- 厚労省幹部人事案

厚生労働省は 4 日、局長以上の幹部人事異動案を発表した。定年退職する外口崇保険局長の後任に、

事務官の木倉敬之医薬食品局長を起用。厚労審議官に就任する大谷泰夫・医政局長の後任に、原徳壽防

衛省大臣官房衛生監を充てる。同日午前の閣議で承認され、10日付で発令する見通し。

厚労事務次官には、金子順一労働基準局長が就任する。

また、老健局長には原勝則内閣官房内閣総務官室内閣総務官を起用。このほか、健康局長に矢島鉄也

大臣官房技術総括審議官、医薬食品局長に榮畑潤年金局長をそれぞれ充てる。現在の宮島俊彦老健局長

と、外山千也健康局長は辞職する。

小宮山洋子厚労相は同日の閣議後の記者会見で、「税・社会保障一体改革を横断的にしっかりと進めら

れるよう、かなり大幅な人事異動をした」と話した。【兼松昭夫】

（ 2012 年 09 月 04日 21:15 キャリアブレイン ）

来年度概算要求で小宮山厚労相

■難病対策の法制化に意欲

同日の会見で小宮山厚労相は、厚生科学審議会の難病対策委員会が大筋で取りまとめた中間報告を受

けて、難病対策の法制化に意欲を示した。

小宮山厚労相は、医療費助成の費用を都道府県が超過負担していたり、対象疾患の選定範囲に不公平

感があったりしていることが、現在の難病対策の問題点だと指摘。「公平で安定的な支援の仕組みをどう

するかが、喫緊の課題だ。今後は、中間報告に基づいて、法制化も視野に入れて取り組んでいきたい」

と述べた。

中間報告は、「対象疾患の選定及び見直し方法について具体的に検討し、広く国民の理解を得られる公

平な仕組みとすることが必要」などとしている。【佐藤貴彦】
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（ 2012 年 08 月 17日 16:05 キャリアブレイン ）

災害時 要援護者支援で議論

公明党の厚生労働部会（渡辺孝男部会長＝参院議員）、女性防災会議（松あきら議長＝副代表）の要援護

者支援対策検討グループ（高木美智代座長＝衆院議員）は 9 月 5 日、参院議員会館で合同会議を開き、

国立保健医療科学院の金谷泰宏部長らと災害時要援護者の支援について意見交換した。

金谷部長は、要援護者支援として、避難所での栄養管理や快眠できる環境づくりの必要性を指摘。また、

自治体が行う要援護者支援の対象から難病患者が外れているケースが多いことに言及。国と地方自治体

が連携し、難病患者対策に取り組む必要性を訴えた。

一方、高齢者や女性への配慮として、避難所のトイレを洋式にすることや生理用品などが入ったポーチ

を用意することを提案した。

参加議員からは「要援護者の避難先を事前に決めておく必要があるのではないか」といった意見が出た。

これに先立ち会議では、在宅医療・介護の将来像に関して厚労省からヒアリングを行った。

広島で特定疾患審査・旧基準運用、5 カ月ミス放置 不承認女性、問い合わせ

毎日新聞社 7 月 25日(水) 配信

特定疾患審査・旧基準運用：５カ月、ミス放置 不承認女性、問い合わせ 県、誤り確認せず ／広島

県が難病対策の「特定疾患医療受給者証」の審査を旧基準で運用していた問題で、医療費の支給から

漏れた女性から昨年１２月、県が問い合わせを受けていたにもかかわらず、約５カ月にわたって誤りを

確認していなかったことが分かった。県側は２４日、女性と面会し、「不誠実な対応を続けて申し訳ない」

と謝罪した。

女性は昨年８月、発熱や発疹、倦怠（けんたい）感が特徴の難病「全身性エリテマトーデス」（ＳＬＥ）

と診断された。受給者証の交付を受けるため、担当医が作成した意見書を同月に県に提出したが、承認

されなかった。担当医が疑念を抱き、女性は同１２月に県健康対策課に抗議し、再審査の可否も尋ねた

が、対応してもらえなかったという。

その後も病院の相談員や難病支援団体などが確認を求めたが、県の判断は覆らなかった。その後、県

は基準改正された０５年にさかのぼって不承認事例を再調査し、この女性を含む２人が支給対象から漏

れていたことが発覚。県は今月１８日、女性に未払いの２４万円を支給すると発表した。

県の担当者は２４日の面会で「昨年１２月にきちんと再審査の手続きを説明すべきだった」と釈明し

た。事実上、放置された形となった女性は毎日新聞の取材に対し、「長い間、不誠実な対応を受け、眠れ

ない日々が続いている。ただ、安息したい」と語った。

広島難病団体連絡協議会の斉藤文子事務局長（４５）は「県の特定疾患への意識の低さが今回の結果

を招いた。難病患者は必死の思いで相談していることを忘れないでほしい」と語った。

同受給者証は治療法が確立されていない難病（５６疾患）の患者の医療費を補助する制度。０５年に

交付に必要な検査項目が追加されたが、県は誤って旧基準の書類を審査する医師に配布し、６年半にわ

たって気付かなかった。【黄在龍】
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その他のニュース

妊婦血液でダウン症を検査 ９月から成育センターなど 中絶増加の懸念も

共同通信社 8 月 29日(水) 配信

妊婦の血液で胎児が染色体異常のダウン症かどうかほぼ確実に分かる新しいタイプの出生前診断を、

国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）と昭和大病院（同品川区）などが臨床研究として９月に

も始めることが２９日、分かった。

妊婦のおなかに針を刺す羊水検査などと違って、採血だけで容易に検査ができるため、検査する人が

増えて異常が見つかれば妊娠中絶につながる懸念がある。

臨床研究には国内の数施設が参加予定で、米国の企業が開発した検査法を利用。子どもの染色体異常

のリスクが高まる３５歳以上の妊婦などが対象で、妊婦の血液にわずかに含まれる胎児のＤＮＡで異常

の有無を調べ、ダウン症を含め３種類の染色体異常があるかどうか、９９％以上の精度で判別する。

従来の羊水検査は流産の危険があるが、この方法ではその危険はない。ただ保険はきかないため費用

は２１万円かかり、希望する妊婦側の負担となる。妊娠１０週目から検査可能という。参加施設全体で、

２年間で約千人の検査を目標とする。

血液検査の結果が陰性であれば、リスクのある羊水検査は不要になるとして、羊水検査をどれぐらい

避けられるかを検証する。

同センターでは複数の専門家をそろえるほか、３０分以上のカウンセリングを実施、継続して小児科

で経過をフォローするなど、検査に当たっての基準作りを検討している。

左合治彦（さごう・はるひこ）同センター周産期センター長は「検査の目的をきちんと認識してもら

う必要があり、十分なカウンセリングが不可欠だ。安易に調べるということにつながらないようにした

い」と話している。

※出生前診断

胎児の染色体や遺伝子などの異常を調べるために妊娠中に行う検査。超音波検査や羊水に含まれる胎

児の細胞の検査、胎盤の組織を採取する絨毛（じゅうもう）検査、妊婦の血液中のタンパク質を調べる

母体血清マーカー試験などがある。羊水検査の精度は１００％に近く、確定診断に使われるが、０・３％

で流産の可能性がある。母体血清マーカー試験では、確率でしか異常が分からず、厚生労働省は１９９

９年に妊婦に勧めるべきではないとの見解を医師に通知している。

安易な診断を強く懸念 関係者談話

共同通信社 8 月 29日(水) 配信

日本ダウン症協会の玉井邦夫（たまい・くにお）理事長の話 胎児の遺伝子診断が、高精度で一般の

検査と同様にできるからといって、安易に妊婦に紹介されたり実施されたりすることには強く異議を申

し立てたい。こうした流れが産科のみならず、他の医療分野でも安易な遺伝子診断の実施につながるこ

とを強く懸念している。インフォームドコンセント（十分な説明と同意）なしに行われることがないよ

う、しっかりとした指針を作成し、産科医療の現場で順守してほしい。
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子どもの終末期医療指針が完成

読売新聞 8月 23 日(木) 配信

日本小児科学会は、生命維持治療の差し控えや中止も選択肢とする、子どもの終末期医療指針「重篤

な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン」をまとめた。

子どもや父母、医療スタッフらが、本人の気持ちや利益を最優先し、納得のいく話し合いを進められ

るよう作成した。方針決定までの流れを示した図や、段階ごとの意思決定が適切かどうか判断するため

のチェックリストなどを設けている。

子どもは個人差が大きいため一律な基準作りは困難だとして、終末期の定義や、差し控えや中止の具

体的な基準を決めることはしなかった。

昨年２月に指針案を公表し、寄せられた意見をふまえて完成。日本小児科学会のホームページで読む

ことができる。

先進医療、7 月 1 日から 1 年間の実績を報告- 厚労省、10 月以降の運用を通知

先進医療制度が 10月から新しい運用に切り替わるのに先立ち、厚生労働省は、10 月以降に先進医療を

実施する上での留意事項や届け出の取り扱いなどを通知し、すべての医療技術について定期報告する仕

組みを導入するのに伴い、先進医療を実施する医療機関に、毎年 7 月 1 日から 1 年間の実績を翌年 8 月

末までに地方厚生局などに報告するよう求めた。

先進医療は、未承認の先進的な医療技術などと保険診療との併用を一定の条件で認める制度。10 月以

降は、有効性がある程度認められる技術を「先進医療 A」、明らかでないものを「先進医療 B」に位置付

ける。医療機関の開設者が新規技術を届け出る際、先進医療 A として保険診療と併用したい場合には、「先

進医療実施届出書」や「新規施設届出書」に「実施計画書」「医療技術の概要図」などを添付して届け出

る。

厚労省によると、同省では先進医療 A として届け出るかどうかなど医療機関からの事前相談に応じ、

医療機関側はそれを踏まえて申請する。ただ、その技術を実際に先進医療 A とするかどうかは、技術を

審査する先進医療会議が最終的に判断する。【兼松昭夫】

（ 2012 年 08 月 03日 19:16 キャリアブレイン ）

大塚製薬 災害時の医薬品安定供給体制に国際規格認証 国内製薬では初公開日時

2012/08/30 05:02

大塚製薬は８月 29 日、医療用薬など「医療関連事業製品の生産及び安定供給」に関して事業継続マネジ

メントシステムの国際規格 ISO22301 の認証を取得したと発表した。この認証取得は日本の製薬企業で初

めてという。

この認証は、災害、疫病などによる事業中断の影響を最小限に抑え、事業継続能力を備えていることを

証明するもの。大塚は、災害時にも全ての治療薬を対象に事業の継続、復旧を行うとし、中でも主要医

薬品、希少疾病医薬品、代替困難な医薬品を優先して生産、供給する方針。

ISO22301 は、12 年５月に発行された事業継続マネジメントシステムの国際規格。
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「受療者医療保険学術連合会」が発足- 医療価値の定量化などを検討

患者と医療者が一体となり、適切な医療保険制度の実現を目指す「受療者医療保険学術連合会」（受保

連）が 1 日に発足した。同日に行われた設立シンポジウム後、田倉智之副会長（阪大大学院医学系研究

科教授）は記者団に対し、「医療資源の有効活用」と「医療の価値の定量化」をキーワードに掲げ、「ま

ずは、そうしたことについて継続的に議論を積み重ねていくことを当面の目標にし、会の成長に合わせ

て目標設定を変えていく」と述べた。また、今後の議論のテーマとして、「在宅医療は外せない」とした。

受保連は、患者が新規の医療技術や、必要とする医療機関に適切な負担で迅速にアクセスすることが

可能となるような医療保険制度のあるべき姿を検討するため、その検討に不可欠な医療の社会経済価値

の定量化を進めることなどが主な目的。

今後は、患者や家族が医療保険制度や医療経済への理解を深めるための勉強会を開催したり、医療価

値の定量化に向けた研究活動を行ったりする。

同会には、患者団体 25 団体（会員数約 12 万人）のほか、医療者（世話人）が 25 人参加。

会長には、川島康生・国立循環器病研究センター名誉総長、副会長には田倉氏のほか、小柳仁・東京

女子医科大名誉教授、黒岩義之・帝京大医学部客員教授、武川篤之・日本アレルギー友の会副理事長、

宮本高宏・全国腎臓病協議会会長がそれぞれ就任した。

■医療経済評価の議論は「避けて通れず」

同日に行われた設立シンポジウムでは、宮本副会長が「患者目線の医療保険」をテーマに講演。この

中で宮本氏は、「受けている治療がどういった医療制度に支えられ、どういう費用負担が発生しているか

を、患者自身が認識することが大事」と強調した。

また、「それぞれの疾患で受けている『医療の質の最適化』と、『医療費の最適化』を同時に達成する

ための可能性とプロセスを導き出すことを考えていかなくてはならない」と指摘。「医療経済評価も議論

の対象になると思うが、当事者として議論の開始は避けては通れないと認識している」と述べた。

また、黒岩副会長は「臨床医の立場による医療経済」をテーマに講演し、「良い医療技術に適正な対価

を立てるため、医療価値の見える化のための『医療経済評価』を行う意義は大きい」と述べた。ただ、

医療経済評価を行う場合、「脳卒中のような治療可能な急性期疾患では比較的、解析・適用しやすいが、

認知症のような慢性疾患や難治性疾患では解析・適用が難しい」との見方を示した。

また、医療経済評価は「診療の経済効率を高めたり、有限な医療資源を上手に活用したりするために

ある。欧米のまねではなく、日本型の医療経済を考えるために、医療者、患者、行政、学者が課題とし

て共有し、学び、考え、取り組むことが大事であり、このことが受保連のミッションと考える」とした。

このほか、設立シンポジウムに参加した厚生労働省の迫井正深・医療課企画官は総合討議で、疾患横

断的に 25 もの患者団体が参加していることに関連して、「個別の疾患ごとに見れば、山のように宿題も

あるし、課題もあるが、（受保連が設立されたのは）個々の議論で見失っているものをひもとこうとして

いるためだと思う」と指摘。その上で、「個々の課題をないがしろにすべきではないが、医療全体として

の課題を抽出していくことが必要だろうと思う」と述べた。【津川一馬】

（ 2012 年 09 月 03日 16:37 キャリアブレイン ）
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２８日は世界肝炎デー 日本は初、各地で啓発行事

共同通信社 7 月 27日(金) 配信

肝炎のことをもっと知って―。世界保健機関（ＷＨＯ）が２０１０年、肝炎のまん延防止や差別・偏

見解消などの啓発を各国一斉に実施する日として毎年７月２８日を世界肝炎デーと定めた。厚生労働省

は今年から同じ日を日本肝炎デーと制定。当日はさまざまな催しが企画されている。

世界肝炎デーは非政府組織（ＮＧＯ）の世界肝炎連盟（ＷＨＡ）の呼び掛けで実現。７月２８日はＢ

型肝炎ウイルスを発見した米国のノーベル賞受賞者バルーク・サミュエル・ブランバーグ氏の誕生日だ。

日本では患者や感染者が計３００万人を超えると推定される。感染を自覚していない人も多く、無理

解による差別に悩む患者もいる。

東京、神奈川、千葉、埼玉の４都県のサッカースタジアムでは２８日、Ｊリーグの試合前にイベント

を開催。差別を「見ざる、聞かざる、言わざる」との思いを込めて観客が一斉に目、耳、口を５秒間ず

つ手で覆う動作を繰り返す。同じ日に世界６０カ国以上が同様のイベントを実施しギネス記録に挑戦す

る。

ＷＨＡに加盟する日本肝臓病患者団体協議会（東京）は東京都渋谷区でシンポジウムを開催。高齢化

に伴い症状が悪化し、肝硬変や肝がんに進行する患者の実情などを訴える。

来日したＷＨＡのチャールズ・ゴア会長は２６日、厚労省で記者会見し「肝炎に関する認知度を高め、

検査を受けてもらい治療につなげることが重要だ。日本には国際的なリーダーシップを発揮してもらい

たい」と訴えた。

救済制度見送り正式決定 抗がん剤の副作用

共同通信社 8 月 7 日(火) 配信

抗がん剤の副作用で被害を受けた患者を救済する制度の導入の適否を議論している厚生労働省の検討

会（座長・森嶌昭夫（もりしま・あきお）名古屋大名誉教授）は６日、「現時点では救済制度の導入を具

体的に判断することは容易ではない」との最終報告書をまとめ、導入見送りを正式に決めた。最終報告

書は近く公表する。

ただ「政府は、がん医療の進展を踏まえ、がん対策を進めながら、制度の実現可能性の検討を続けて

いくべきだ」と提言。今後に向けては「抗がん剤の副作用の発生頻度など基礎データの収集・分析を進

めることが必要」とした。

最終報告書は導入見送りの理由として（１）抗がん剤は、重い副作用が発生する可能性が高いことを

予期して使用されている（２）健康被害が起きても、原因が副作用か、病状の悪化か、因果関係の判断

が難しい（３）基礎データが現状では不足している-などを挙げた。

胃ろうなど人工栄養中止可能に、医学会が指針

読売新聞 6月 28 日(木) 配信

日本老年医学会（理事長・大内尉義東大教授）は２７日、高齢者の終末期における胃ろうなどの人工

的水分・栄養補給について、導入や中止、差し控えなどを判断する際の指針を決定した。
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指針は医療・介護関係者向けに作成されたもので、人工栄養補給を導入する際は、「口からの摂取が可

能かどうか十分検討する」などと指摘。さらに、胃ろうなどの処置で延命が期待できたとしても、本人

の意向などにそぐわない場合、複数の医療関係者と本人・家族らが話し合った上で合意すれば差し控え

が可能とした。

人工栄養補給を開始した後でも、苦痛を長引かせるだけの状態になった場合などは、再度、話し合っ

て合意すれば、栄養分の減量や中止もできるとした。

医療側に対しては、患者側が適切な選択ができるよう、情報提供することを求めている。

国内では近年、口から食べられなくなった高齢者に、おなかに小さな穴を開け、管を通して胃に直接、

栄養分や水を送る胃ろうが急速に普及。認知症で、終末期の寝たきりの患者でも、何年も生きられる例

が増えた。一方でそのような延命が必ずしも本人のためになっていない、との声が出ていた。

尊厳死法案、臨時国会への提出目指す- 超党派議連、役員会で確認

超党派の国会議員でつくる「尊厳死法制化を考える議員連盟」（会長＝増子輝彦・民主党参院議員）は

7 日に役員会を開き、今国会への法案の提出を見送り、各党内で引き続き調整を進めた上で、今年秋にも

開かれる臨時国会への提出を目指す方針を確認した。

議連は 7 月末の総会で、15 歳以上の終末期の患者に対する延命措置について、経管栄養や人工呼吸器

の装着など、新たに延命措置を実施しないとする「不開始」を対象とした「第 1 案」と、現在行われて

いる措置の「中止」も含めた「第 2 案」をまとめ、今国会への提出に向け、それぞれ党内手続きを進め

ることを決めた。

この日の役員会では、その進ちょく状況をそれぞれ報告したが、政局の混迷が続いていることもあり、

各党の調整は難航している模様だ。増子会長は、「当初の目標であった今国会中の法案提出には至らなか

ったが、第 1 案と第 2 案ができたことは一歩前進だと思っている」と述べ、議論をさらに前に進める意

向を示した。

増子会長はまた、2 人以上の医師が「終末期」の判断を下すとする法案の条文について、終末期のがん

患者に口腔外科医が関わることなどから、日本歯科医師会（日歯）など関連 4 団体から「歯科医師も加

えてほしい」との要望があったことを明らかにした。議連では、10 月上旬にも次の総会を開き、日歯な

どと意見交換する予定だ。【敦賀陽平】

（ 2012 年 09 月 07日 15:17 キャリアブレイン ）

産業医と連携で医療機関にインセンティブも- 治療と就労両立支援で検討会報告書

厚生労働省は、患者の職場復帰や、働きながらの治療継続への支援の在り方を議題とした検討会の報

告書をまとめた。報告書は来週中にもホームページなどで公表される予定。支援の在り方として、治療

と就労の両立支援を目的に、患者の情報を産業医に提供する医療機関へのインセンティブの検討などを

提言している。

厚労省は、医療技術の進歩で、がんなどの生存率が上がっていることや、労働環境が原因で精神疾患

になる患者が増えていることなどから、職場復帰を目指して治療を受けたり、治療しながら就労したり
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する人の支援策を議論する「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」を 2 月に設置。全 7 回の

会合を経て報告書をまとめた。

報告書では、医療機関の支援の在り方として、患者がなるべく仕事を休まずに治療を受けられるよう

配慮し、就業状況を把握した上で治療方針を決めるべきと指摘。また、就労制度に関して看護師などの

知識を高めることで、患者が職場復帰や復職後の治療の相談をしやすい体制を整備すべきとした。

行政の役割としては、治療と就労の両立を支援する目的で、患者の情報を産業医に提供する医療機関

へのインセンティブの検討や、両立支援策を例示するための医療機関向けガイドラインの作成を挙げた。

さらに、両立支援が必要な人の規模や、医療機関の相談体制などの実態を調査するよう求めた。

【佐藤貴彦】（ 2012 年 08 月 02 日 16:42 キャリアブレイン ）

治療と仕事の両立支援を 厚労省仕分けで提言

共同通信社 6 月 25日(月) 配信

厚生労働省は２２日、施策の方向性を議論するため、独自に実施している「政策仕分け」の会合を開

いた。有識者の仕分け人は、重い病気を抱えている人への施策で、「治療と仕事の両立を支援する仕組み

を強化することが必要」との提言をまとめた。

難病やがん、肝炎といった病気を抱える人は現在、各都道府県にある「難病相談・支援センター」や

「肝疾患相談センター」で医療や福祉、就労の相談ができる。

医療技術の進歩で、長期治療が必要な病気を抱えていても働ける人が増えている。一方、各センター

では就労相談への体制が不十分なため、提言は「医療と就労の知識を持った人材の育成」を進めること

を要望。センターがハローワークなどと連携して就労を支援することも求めた。

職場での取り組みでは、治療をしながら働き続けられるよう、企業に治療のための休暇を普及させる

ことを提起した。

長期治療と仕事の両立への支援強化を- 厚労省・提言型仕分け

厚生労働省内の複数部局にまたがる施策について、外部有識者が評価・検討する同省の「提言型政策

仕分け」が 22 日に行われ、がんや糖尿病など治療が長期にわたる病気の患者が、治療と仕事を両立でき

るよう、支援の強化が必要との提言が取りまとめられた。具体的な支援策として、患者が就労するに当

たって配慮すべき事項などをまとめたチェックリストを医療機関が診療に併せて作成し、就労支援に活

用する仕組みなどを挙げている。

長期にわたる治療が必要な病気として取り上げられたのは、難病、がん、肝炎、糖尿病。提言では、

近年の治療技術の進歩などにより、こうした病気になっても働き続けられる患者が増えていることから、

就労支援策の強化を求めた。

具体的な支援策としては、▽就労支援に関する情報を集めたリーフレットを、医療機関などで患者に

配る▽働きながら通院できるよう、休日にも診療を行う病院を増やす―などを挙げた。

病気ごとの取り組みでは、がんについて、がん登録の際に就労に関する情報も取得できる仕組みを検

討すべきだと指摘。また、医療従事者に過度な業務負担にならないよう配慮した上で、抗がん剤の夜間
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投与なども検討するよう求めた。

糖尿病については、初期は自覚症状がないため、患者への意識付けを課題に挙げ、医療機関を受診す

る機会に保健指導を行うなどの方策を提案した。

■健診受診率向上で「主治医も働き掛けを」

この日の提言型仕分けでは、健康診断の受診率を向上させるための施策についても提言が取りまとめ

られた。

提言では、受診率が低迷している要因について、「医療制度が充実していることもあり、健診の意義や

必要性が正しく理解されていないことが考えられる」とした上で、「国民にとって身近で分かりやすい方

法で、健診の意義や必要性の周知を図るべき」と指摘。このほか、▽主治医からも健診の受診を働き掛

けるよう促す▽健診を受診しやすいよう、労働時間などに配慮する▽がん検診と、ほかの健診との同時

受診を促進する―などの取り組みを提案した。【高崎慎也】

（ 2012 年 06 月 22日 17:26 キャリアブレイン ）

がん患者の就労支援にナビゲーターを配置- 厚労省が新規事業

がん治療を受けながら働き続けられるようにするため、厚生労働省は、がん診療連携拠点病院の患者

からの相談に、ナビゲーターが対応する取り組みを始める。まずは東京など大都市圏の 5 か所で先行し

てスタートさせ、ノウハウを蓄積した上で全国への拡大を目指す。2013 年度予算の概算要求に必要経費

を盛り込む。小宮山洋子厚労相が 4 日、閣議後の記者会見で明らかにした。

新たな事業は、がん治療のために退職せざるを得なくなったり、症状が好転したりした患者が、働き

ながら治療を受けられるようにするのが狙い。

がん診療連携拠点病院の最寄りのハローワークに「就職支援ナビゲーター」を配置。ナビゲーターが

拠点病院に出向き、就労を希望する患者の相談に応じたり、病院の窓口を通じて患者の紹介を受けたり

する。厚労省職業安定局によると、先行して事業をスタートさせる地域は、就労支援へのニーズなどを

踏まえて判断する。

がん患者の就労支援は、政府が 6 月に閣議決定した次期「がん対策推進基本計画」にも盛り込まれた。

また、同省の提言型政策仕分けでは、がんや肝炎など治療が長期間に及ぶ患者への就労支援の強化が課

題に挙がっていた。【兼松昭夫】

（ 2012 年 09 月 04日 16:51 キャリアブレイン ）

重病患者に就労支援 病院に職安職員派遣へ がんや肝炎、厚労省

共同通信社 9 月 4 日(火) 配信

がんや肝炎、糖尿病など重い病気にかかって仕事を辞めた人が治療を受けながら働けるようにするた

め、厚生労働省が東京など大都市圏の病院に公共職業安定所（ハローワーク）の職員を派遣して就労を

支援する方針を決めたことが４日、分かった。

医療技術の進歩で、長期治療が必要な病気を抱えていても働ける人が増えたことに対応する。厚労省

は２０１３年度予算の概算要求に関連費用を盛り込む。
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就労支援事業は、大都市圏の「がん診療連携拠点病院」と協力。まず５カ所程度で先行実施し、患者

への就労支援のデータやノウハウを蓄積した上で全国に広げることを検討している。

拠点病院の最寄りのハローワークに「就職支援ナビゲーター」を配置。ナビゲーターが病院に出向い

て相談を受け付けたり、病院の相談支援センターを通して就労希望者の紹介を受けたりする。

ナビゲーターは治療状況を考慮した上で、患者が希望する労働条件に合った仕事を紹介。就職後は患

者が職場に定着できるよう支援するほか、患者の希望する労働条件に合う求人の開拓や、企業側には求

人条件の緩和も指導する。派遣先のハローワークは今後、選定する。

がんや肝炎といった病気を抱える人は現在、各都道府県にある「難病相談・支援センター」や「肝疾

患相談センター」で日常生活の悩みや就労、福祉に関する相談もできる。ただ、各センターだけでは就

労相談への対応が不十分なため、支援体制強化が課題だった。

※労働者の健康

厚生労働省が２０１０年に公表した調査では、離職理由として「健康がすぐれなかった」ことを挙げ

たのは全体の１０・４％で、「定年」（２０・６％）に次いで第２位。労働者の定期健康診断で何らかの

異常が見つかった割合（有所見率）は、労働力人口の高齢化などを背景に増加傾向が続いており、５２・

５％と半数を超えている。国民の２人に１人ががんにかかり、うち３人に１人が就労可能年齢で罹患（り

かん）している。同時に医療技術の進歩により早期発見・治療も可能になり、がんの５年生存率は５０％

を超えている。

厚労省、対策に本腰 患者の就労不安受け

共同通信社 9 月 4 日(火) 配信

「再就職できるか不安」「退職せざるを得ず収入が絶たれた」。がんなど重い病気の人が良い職場環境

で仕事を続けるには、多くの課題がある。厚生労働省は、病気が原因で仕事を辞めた労働者に対する就

労支援に本格的に乗り出した。

同省研究班が公表した調査では、がんと診断された時に働いていた人の２３・６％が退職、そのうち

９・７％が再就職できなかった。診断された年齢は、３０～５９歳が約９割を占めた。

記述欄には「通院による欠勤増加で減収になった」「体調不良で退職せざるを得ず、収入が絶たれた」

との回答のほか「再就職できるか不安」「体調と折り合う仕事が見つかるのか」などの声が寄せられた。

一方、がんや精神疾患などの治療を続けながら円滑な職場復帰ができるよう、厚労省は８月、職場内

での理解促進などを柱とする報告書を公表した。職場復帰に向けて治療を続ける労働者を１００万人と

推計。平日でも通院しやすいように時間単位の有給休暇制度の導入なども求めた。

６月に閣議決定した「がん対策推進基本計画」でも、働きながら治療を受けられるような仕組みづく

りに取り組むことが盛り込まれている。
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難病カルテ（毎日新聞社）

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 難病カルテ 患者たちのいま／４５

毎日新聞社 6 月 17日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／４５ 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー ／佐賀

◇「笑顔作ってみたい」 無理解に悩んだことも

県東部で暮らす県立高校３年、大塚那菜さん（１７）は、仲の良い妹（１５）や母里美さん（４３）

と韓流スターや好きなミュージシャンの話題で盛り上がる。「顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー」で顔の

筋力が弱く、表情はあまり動いていないようにも見えるが、大きな声で笑い盛り上がる。「病気を忘れる

くらい楽しいこともあるから。生きてるだけで丸もうけってやつですよ」

中学生のころ、ハンガーを掛けようとする時、腕が肩より上がらない様子に父親が気付き、通院。近

所の内科医からは「手術をすれば治るだろう」と言われ紹介を受けた大学病院で、診断された。

幼い頃から「症状」はあった。アルバムをたどると笑顔が無かった。口角を上げることが難しかった

からだ。歯を磨く時、水を口の中に入れてすすぐことができない。ストローを使う時、口の真ん中では

なく端に寄せないと吸えなかった。目をぎゅっとつむる動作も難しい。それでも「生まれつきなのかな」

と気にとめなかった。

告知の際、里美さんは「もう死んでしまうんだ」と気分が悪くなり、トイレに駆け込んだ。その様子

に大塚さんは「まだちゃんと聞いてないし、分からないじゃん」と受け止めた。帰りに寄ったファミリ

ーレストランでも、箸が進まない里美さんに「仕方ないやん」と声をかけ、黙々と食べた。

走ると足がもつれやすくなるなどの症状もあったが、高校入学後も生活に大きな支障は感じなかった。

修学旅行で訪れた北海道でスキーもしたし、小学４年から始めたピアノも続けている。

無理解に苦しんだことはある。体育祭ではできない競技も多かったが、周囲は「そのくらいは走れる

だろう」。出場した競技で転んでしまった。表情が変わりにくく「ポーカーフェイス」と言われるが「笑

顔を作ってみたい。いろんな表情をしたい」と願う。

高校卒業を控え、里美さんが心配するのは就職活動。診断直後、障害者手帳の申請を役場の担当課に

相談したら「そういう病気には出せない」とはねられ、一度は諦めた。ただ「健常者と試験を受けると

不利になるのでは」と考え、県難病相談・支援センターに相談。改めて申請するつもりだ。

できないことがあることを自覚しているから「病気があります」と積極的に説明する。症状進行につ

いても「直面した時に考える」と淡々と話す。

同じ病気の人と出会ったことがない。今どんな生活なのか。困ったことはあるのか。将来、自分の体

はどうなるのか――。気になることも多く、「会って話してみたい」と切望している。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

筋力低下が進んでいく遺伝性の病気、筋ジストロフィーの一種。顔面や肩、首の筋肉を中心に症状が

出る。呼吸筋、心筋は侵されにくいことから、命に影響が出にくいと考えられている。
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特発性間質性肺炎 難病カルテ 患者たちのいま／４６

毎日新聞社 6 月 24日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／４６ 特発性間質性肺炎 ／佐賀

◇「支え合い広げたい」 酸素ボンベ脇に意気軒高

真っ黒に予定が埋め尽くされた手帳を開く。「この年になっても忙しくてね」。充実した日程を、堤惟

義さん（７８）＝佐賀市＝は満足そうに見つめる。酸素ボンベを脇に持ち、フレームに小さな輪が付い

た特注の眼鏡にチューブを通し、鼻に差し込む。「特発性間質性肺炎」を抱えた今も、精力的に会合など

に足を運んでいる。

呉服業、飲食店経営、不動産業を経て、１９８４年に「佐賀コンピュータ学院」（現佐賀コンピュータ

専門学校）を設立。これまで約７０００人の卒業生を送り出してきた。９１年からは市議として３期連

続当選。専門学校を卒業した学生への社会的評価を向上させようと、一定の基準を満たして卒業すると

得られる文部科学省の称号「専門士」の創設にも汗を流した。

９年前。前立腺がんが発覚した。早期だったこともあり、放射線治療で回復した。しかし０９年、妻

がくも膜下出血で亡くなった。一人暮らしの中、学校業や地域の活動に奔走してきた。

常時ボンベを使い始めたのは、昨秋から。佐賀市で「バルーンフェスティバル」が開幕した日、会場

で数百メートル歩くと、息切れが激しく、呼吸がつらくなり、医師の指示で使用するように。自宅では

酸素吸入器を付け、外出時に４、５本の酸素ボンベを持ち歩く。

チューブを付けた鼻から意識して呼吸することには今も慣れない。うまくできずにアラームを鳴らす

こともたびたびだ。昨年末、カキ焼き小屋で食事をした際には「火に近づけるのは危ないから」と１時

間ほど外した。「医者から心臓に負担をかけると寿命が縮まると怒られました」と笑う。

空気を吸えない状態の時には「この世の終わり」と思ったという。「当たり前と思っていたことができ

ないのはつらいです」

それでも「酸素吸入をすれば、普通の生活ができますよ」という医師の言葉に励まされた。「酸素ボン

ベを提げて、元気に歩く堤さん」と、周囲が気配りしてくれることをうれしく思えるようになった。

今年２月、トイレで呼吸困難になって搬送されるなど体調は万全とは言い難いが、意気軒高だ。「私が

発言、行動することで、社会の起爆剤になればいい。障害者も健常者も関係なく、支え合う社会が実現

するため我が身を顧みず、まだまだ頑張りますよ」【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇特発性間質性肺炎

酸素を取り込んで二酸化炭素を出すガス交換の役割を担う「肺胞」の壁が何らかの原因で炎症を起こ

して厚く硬くなることなどで、十分な呼吸ができなくなる病気。肺の病変が起きても症状がないことも

多いが、症状が進行すると日常の動作で呼吸困難を感じるようになる。医療費助成の対象になる国の特

定疾患に指定されており、１０年度の受給者数は５８９６人。
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ＨＴＬＶ-１関連脊髄症（ＨＡＭ） 難病カルテ 患者たちのいま／４７

毎日新聞社 7 月 1 日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／４７ ＨＴＬＶ―１関連脊髄症（ＨＡＭ） ／佐賀

◇「怠け者」となじられ 「孫と歩きたい」快方願う

電動自動４輪車に乗っている女性（６７）＝佐賀市＝の携帯電話が鳴る。一緒に暮らす孫の一人から

だ。「もう少しで帰るからね。待っててね」。電話を持つ腕の皮が少しむけている。「運動会を見に行って

ね。日焼けしちゃって」。少し照れながら笑顔になった。

２人目の子を産んだ１年後、足がもつれたり、平らな場所でつまずいたりすることが続いた。次第に

足を引きずるようになった。病院へ通ったが原因が分からず、５年が過ぎた。

偶然に「ＨＴＬＶ―１関連脊髄（せきずい）症（ＨＡＭ）」を紹介する新聞記事を見て「私の病気はこ

れだ」と確信。自ら医師に申告し、検査を受けて判明した。

家は農家だが、夫は会社勤めをし、農作業は女性が担っていた。しかし発病後、仕事がままならなく

なる。「怠けている」「出ていってくれ」「こんな嫁が来るとは思わなかった」「新しい嫁がほしい」。夫や

義父母からなじられた。

「ご飯も何もいらない。ただ寝ていたい」。その願いもかなわない。ストレスによる体調不良にも苦し

んだ。それでも踏みとどまったのは子供の存在。「この家に子供だけを残せない」という思いで耐えた。

発覚時に実母から言われた、忘れられない言葉がある。「お前が悪いからこんな病気になったんだ」。

最も受け入れてほしい生みの親の反応に傷ついた。

一方で「反骨というのかな。あの言葉で、なにくそと思ってきたんですよ。あの言葉を頼りに、私は

生きてきたような気がするのです」。

介護していた義父が亡くなった後、体調が悪化し入院。退院後も夫の暴力や暴言が続き、逃げるよう

に子供と家を出た。

別居、離婚後は電動車椅子を使いながら、縫製会社などに勤めた。金銭的余裕は少なかったが、生活

の満足感は高かった。

次女が病気を患ったことから、その高校生の長女と小学生の長男の孫２人を引き取り、３人で暮らし

ている。一時は１月当たり約７万円の障害年金だけで暮らし、野草を摘んで食べていた時期もあったが、

今は生活保護を受給。「スーパーで肉や野菜を普通に買える。こんなぜいたくなことはないですよ」

足腰のしびれ、尿の抑えが利かないことが不安になっている。症状が良くなることは、今も強く願う。

「一緒に歩いて買い物行きたいね。食事に行きたいね。長生きしてね」。２人の孫から送られるその言

葉を、支えにしている。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇ＨＴＬＶ―１関連脊髄症（ＨＡＭ）

ＨＴＬＶ―１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）に感染したＴリンパ球が、何らかのきっかけで脊髄の中

に入り込み、慢性の炎症を引き起こす。足が動かなくなったり、排尿の調節ができにくくなったりする。

全国で約３０００人の患者がいるとされ、九州、四国地方に多いとされるが、東京や大阪など都市圏で

も患者の比率が増加傾向にある。
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慢性炎症性脱髄性多発神経炎（ＣＩＤＰ） 難病カルテ 患者たちのいま／４８

毎日新聞社 7 月 15日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／４８ 慢性炎症性脱髄性多発神経炎（ＣＩＤＰ） ／佐賀

◇夢、目標に生き生き 「パラリンピックに出たい」

基山町の東明館中学１年、密川花蓮さん（１２）＝福岡市東区＝は障害児と健常者が一緒に活動する

水泳教室に通っている。慢性炎症性脱髄性多発神経炎（ＣＩＤＰ）で足が自由に動かずバタ足はできな

いが、上半身だけを使ったクロールで滑らかに泳ぐ。「水の中は何も音がなくて気持ちいい。泳いでいる

と、スッキリするんです」

小学校低学年の頃よく転んだり、歩くのが周囲から遅れたりすることが目立つようになった。階段を

上る際、手すりに両手でしがみつく様子もあり、整形外科へ。検査を重ねたが、異常は見つからなかっ

た。

３年前、しゃがんだ状態から支えなしで立ち上がることもできなくなっていた。改めて神経内科で検

査をすると、両手首と両足首から先の感覚がなくなっていることが判明。ＣＩＤＰの疑い、と診断され

た。

両親は気づけなかったことを悔いた。「運動神経が悪いからだろう」。そう考え、花蓮さんは家の周り

をジョギングしたり、週４回、水泳教室に通ったりした。それでも追いつかなかった。「周りの人は、も

っと努力していると思っていた」。病気発覚後、花蓮さんはそうつぶやいた。

「疑い」の診断から２日後、感覚のない状態がひじ、ひざまで広がった。母恵利さん（４３）は慌て

て通院させた。正式に診断を受け、治療を始めた。

通っているリハビリ施設は高齢者が多く、花蓮さんも消極的だった。一般の水泳教室にも通ったが、

タイムを競うことを優先する雰囲気になじめなかった。

その後、一時通っていた車椅子バスケットの活動を通じ、現在の水泳教室を知った。障害があること

を意識せず、水泳を楽しめる場を見つけ、恵利さんの目にも、花蓮さんは生き生きとしているように映

る。「パラリンピックに出たい」。そんな目標も口に出せるようになった。

症状は進行している。足には装具を付け、今年初めからツエを常時使うようになった。顔がむくむな

ど外見にも出る副作用にも悩む。「いつまで今の状態が続くのか分からない」（恵利さん）と、不安も多

い。

中学校は、姉が通っていることや中高一貫制などの条件で選んだ。電車とスクールバスを乗り継いで

通う。校舎にはエレベーターがなく移動時は階段の昇降も伴うが、友人が荷物を持ってくれるなど周囲

の理解もある。「友達とおしゃべりして過ごしている時間が一番楽しいです」

将来目指しているのは「パパと一緒に働きたい」と医者になることだ。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇慢性炎症性脱髄性多発神経炎（ＣＩＤＰ）

末梢（まっしょう）神経組織に炎症を起こしてしまう自己免疫疾患の一種。手足に力が入らなくなる

歩行障害や、感覚障害などの症状が出る。医療費助成の対象になる特定疾患に指定されており、１０年

度の受給者数は２３２８人。
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進行性核上性麻痺 難病カルテ・患者たちのいま

毎日新聞社 7 月 22日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／４９ 進行性核上性麻痺 ／佐賀

◇「前の自分に戻りたい」 症状進行、妻への負担懸念

嬉野市嘱託職員として働いていた３年ほど前、同市の宮崎今朝兼さん（６０）は同僚から「雰囲気が

変わった」「何かおかしい」と言われるようになった。数カ月後、知人の結婚式の受け付けを頼まれた時、

自信がなくて断った。人前で話すのが好きだった以前の自分では考えられなかった。「どこか違う」と感

じるようになった。

「うつ病かな」。そう考え、精神科に通ったが診断は出なかった。しかし妻若子さん（５７）の目から

も体の動作が遅く前屈みになり、すり足で歩く仕草が出るようになった。

別の病院の神経内科に移ったが、それでも判明しなかった。「どうしても病気を知りたい」と、長崎県

の病院でセカンドオピニオンを受け「進行性核上性麻痺（まひ）」と正式に診断された。

最初はうれしかった。「これで治るかもしれない」。しかし受け取った病気のパンフレットを自宅で見

て、固まった。「自分に限って、なぜ……。これなら死んだ方がましだ」

発症後、若子さんが「まるで別人」と感じるほどに今の宮崎さんの様子は変わっている。宮崎さん自

身も「前の自分に戻りたかー」とつぶやく。

高校卒業後、酒造会社で約２５年、事務の仕事を務めた。８３年ごろからは酒の小売店経営も始めた。

全国へ営業に回り「働いた分だけ返ってくる。バリバリ働く」ことに生きがいを感じた。なじみのスナ

ックにボトルキープは約１０本あり、休日も相撲の指導など地域の活動で忙しく「ほとんど家にいなか

った」。

今は、通院や週２、３日のリハビリなどで外出する程度。若子さんが仕事に出ている時は出歩きにく

く、テレビを眺めている時間が長くなっている。以前は１時間以上の散歩もできたが、今は片道２０分

が限界。左足の震え、右足にはひきつるような症状もある。高音が出せず低くこもったような話し方に

なり、表情も出しにくい。

薬が効いている今は、自力で歩くことも、風呂、トイレも一人でできる。しかし一度、飲んでいた薬

が合わず、夜中に体がまったく動かなくなった。「いつか動けなくなる」という恐怖感がある。

経済的にも日常生活でも、若子さんに頼らざるを得ない。「楽させんばいかんとおもっとったけど……」。

目をぬらして声を詰まらせる。「母ちゃんには感謝していますよ。こがんなってなかったら、言うとらん

かったでしょうけど」。感謝と申し訳なさを混ぜ、苦笑する。

「人生もう一花」とも思うが、これからの自分の目標を見つけられない。「何かしたい。でも何がした

かのか、分からんとです」。歯がゆさを抱えて暮らしている。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇進行性核上性麻痺

脳の特定の部位の神経細胞が減少することで、目が動かしにくい、転びやすい、しゃべりにくいなど

の症状が出る。パーキンソン病に似ており、大部分が５０～７０歳代に発症。「大脳皮質基底核変性症」

「パーキンソン病」を含めた「パーキンソン病関連疾患」として、医療費助成の対象になる特定疾患に

指定されている。
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若年性パーキンソン病 難病カルテ 患者たちのいま

毎日新聞社 8 月 12日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／５１ 若年性パーキンソン病 ／佐賀

◇「働く姿見てほしい」 病気隠さず前向きに

佐賀市のＪＲ佐賀駅前の駐輪場で、原武禎治さん（５３）＝福岡県久留米市＝が腕や首を小刻みに震

わせ、自転車の整理をする。汗をぬぐい、ツエを使って一歩ずつ歩きながら、見回し、時には顔なじみ

の利用者と笑顔で言葉を交わす。

専門学校卒業後、電気関係の会社に勤めたが、東京へ行き、子供たちに影絵を披露する児童劇団に所

属した。固定給は月７万円程度。月の半分は北海道から沖縄までマイクロバスに乗って巡業した。

１９９０年ごろ、影絵を表現する際、右手の人さし指がうまく動かなくなった。病院を巡り原因を探

し求めた中で約１年後、「パーキンソン病の疑いがある」と診断された。ただ、自覚症状も強くなかった

ため、それ以降約３年間、通院せずに過ごした。

営業担当に配置転換され、九州担当として地元に戻った約１５年前、正式に「若年性パーキンソン病」

と診断された。次第に手の震えが強くなり、営業先の担当者から「アルコール中毒ですか」と言われた

りもした。

約１０年前、勤務中に交通事故に遭った。上司から「病気があるから事故を起こしたのではないか」

と責められた。退職せざるをえなくなった。

自暴自棄になり、やる気がなくなった。足を上げにくくなり、つまずくことも多くなったことから、

外に出るのが怖くなった。家にこもり、テレビを眺めてばかりいた。

仕事がなかったことが一番つらかった。「白い目で見られている気がした」。ハローワークに行き就職

活動もしたが、不合格が続いた。後ろめたかった。

転機は、同じ病気の患者から誘われ、県難病相談・支援センターに行ったこと。アルバイトの誘いを

受け、飛びついた。

今の仕事は、収入の手段であるとともに「社会貢献」につながると思っている。「病気があっても働く

ことができる姿を示したい。偏見をなくしたいから」と、病気であることを隠さず「どんどん見せてい

く」と決めている。「いずれあなたも、病気になるかもしれない」。そんなメッセージも込めている。

仕事への思いは、自信にもつながった。身の回りのことを自分でこなすため、平日は午前４時半に起

き１時間かけて着替え、１時間かけて食事をする。生活のリズムをつかむことで「前向きに生きられる」

と思える。

「一生懸命生きることが、格好良い」が信条。「生きていてよかった、と思える人生にしたいから、自

分に負けないよう頑張りたいんです」【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇若年性パーキンソン病

症状はパーキンソン病と同じ。脳内でドーパミンという神経伝達物質を作る神経細胞が減ることで、

体の震えが出たり動作が緩慢になったりする。通常のパーキンソン病は５０～６５歳の発症率が高いが、

４０歳未満で発症するケースを若年性パーキンソン病と呼ぶ。ハリウッドスターのマイケル・Ｊ・フォ

ックスが発症したことも有名。
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進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ） 患者たちのいま

毎日新聞社 8 月 20日(月) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／５２ 進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ） ／佐賀

◇症状悪化で離職 在宅で働く道を模索

神埼市の小山健司さん（３７）は、母美津子さん（７０）を呼ぶ。「立っている方が、楽なこともあっ

て」。「進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ）」を抱え足がほとんど曲がらない。介護ベッドの角度を上げ、

美津子さんが支柱のようになりながら、体を少しずつ起こしていった。

３歳の頃、口が開きにくくなり、次第に足を引きずるようになった。指をさして笑われることもあっ

たが、そんな時は、つかみかかってケンカした「やんちゃな子供」だった。

医師から「学校に行かせず、家で好きなことをさせた方がいい」と助言を受けたこともあるが「学校

が楽しくて仕方なかった」。生活に支障が出る進行はなく、病気の自覚もなかった。高校生の頃は、病院

にも行かなくなっていた。

壁を感じたのは卒業も近くなり、運転免許を取るため教習所へ通おうとした時。相談に行った警察の

担当者から「わけの分からん病気には出せない」と断られた。約２年後、適性検査に合格したことから

取得できたが、当時は「死ぬごた」と強いショックを受けた。

就職活動でも悩んだ。専門学校を卒業後、ハローワークで仕事を探すため病気を告げると「紹介でき

る仕事はない」と、とりつく島もなかった。知人の紹介、協力を経て、銀行の電算業務を担う会社に就

職した。同僚の理解もあり、仕事は楽しかった。休日も満喫した。ゴルフ、野球観戦、ドライブ……。

高校の旧友らと遊び回った。

就職してから３、４年たった頃から、症状が悪化し始めた。足の骨化で膝が曲がらなくなった。座る

と体がつらくなるためデスクを改造してもらい、立ったままキーボードを打った。通勤も、家族に送迎

を頼むようになった。

体のバランスが悪くなり頻繁に転ぶようになった。昨年３月、自宅で転んで頭を打ったことなどもあ

り「責任を取れないし、辞めてほしい」と告げられた。

勤めて１５年。やりがいもあり、充実していたので続けたかった。一方で「あまり長く持たないかも

しれない。いつまで勤められるだろう」という気持ちもあり「来るときが来たか」と感じた。

現在、一人でベッドから起き上がることはできず、トイレも食事も介助が必要だ。美津子さんは「こ

の人の手足にならないといけない。だから、健康でいられるのかもしれませんね」と言うが、先への不

安も大きい。

失業保険が７月に切れた。「ロングバケーション、ですね」と笑いながら「仕事がしたい。受け入れて

くれるなら、外に出て行きたいけれど……」。見込めない今は、パソコンの技術を活用し、在宅で働く道

を模索する。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ）

全身の筋肉やその周囲の膜、靱帯（じんたい）などが徐々に硬くなって骨に変わる。発症は人口２０

０万人に１人とされるが正確な患者数は不明。０７年に国の難治性疾患克服研究事業の対象疾患に選ば

れたが、医療費助成は対象外。詳細は研究班のホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｆｏｐ．ｕｍｉｎ．ｊｐ

／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）。
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もやもや病 難病カルテ 患者たちのいま

毎日新聞社 8 月 26日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／５３ もやもや病 ／佐賀

◇「病気を身近に感じて」 きらめきダンサーズの中心に

アイドルグループＡＫＢ４８や、米国歌手ジェニファー・ロペスの楽曲に合わせ、リズムよく体を動

かす。「もやもや病」のある庄野浩子さん（４４）＝佐賀市＝は、難病患者らでつくる「きらめきダンサ

ーズ」の主要メンバーとして、舞台の中心に立つ。約２０年続けたジャズダンスを土台にした技術でメ

ンバーを引っ張ってきた。

５年前、頭がスッキリせず、内側に熱がこもったような感覚が続き「しとしとと雨が降る」ような音

が聞こえるようになった。「頭の具合が悪い」。そう表現したが、周囲には伝わらない。印刷工場の事務

員として働いていたストレスとも思っていたが、脳神経外科で正式に診断を下された。

発覚までは「病気と無縁」の生活だった。風邪で寝込んだことも、入院したこともなかった。体を動

かすことが好きだった。「まさか、自分が」と戸惑った。

ショックを感じた一方「病気でいいから、この不調をどうにかしてほしい」という思いが先に走った。

血管からの出血や血栓などはなく、入院、手術はせず、薬を飲んで経過観察に。その後、毎年磁気共鳴

画像化装置（ＭＲＩ）を撮影しているが「現状維持」が続き、生活に大きな支障は感じていない。

知人から「器用で多趣味」と表現される。エステティシャンやヘルパーの資格を取得し、イベントで

ドライフラワーアレンジメントの作品を出品もする。

２４歳の頃から続けてきたダンスもその一つ。発症で「もうできないだろう」と落ち込んでいたが、「き

らめきダンサーズ」の活動をきっかけに「まだ私は楽しく踊れる、踊りたい」と感じるようになった。

参加するうち「難病を身近に感じてほしい」という思いも出るように。「難病をもっとアピールしても

いいじゃん、って思うんです。私たちの踊りが『難病への違和感』を少しでも減らせたらいいなあって」

昨年から、高齢者施設で、介護職員として働き始めた。面接時には病気のことも伝え、夜勤は担当し

ていない。認知症の高齢者を相手にする勤務は「やりがいがあり過ぎるくらい」。「しんどくて大変」と

悩むこともあるが、辞めようと思ったことはない。

「欲を出したらきりはない。仕事もしながら、自由に使える時間を充実させることができたら、楽し

いから」。ダンスを踊りきり、笑って汗をぬぐった。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇もやもや病（ウィリス動脈輪閉塞症）

大脳に血を送る動脈が狭くなることで、脇道のように発達した毛細血管が形成される病気。この毛細

血管を撮影すると立ち上る煙のようにもやもやと見えるため、名付けられた。欧米に比べるとアジア系

民族に多いとされる。医療費助成の対象となる特定疾患に指定。１０年度の受給者数は１万２９９２人。
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後縦靱帯骨化症 患者たちのいま

毎日新聞社 9 月 2 日(日) 配信

難病カルテ：患者たちのいま／５４ 後縦靱帯骨化症 ／佐賀

◇仲間との交流生きがい イベント、渉外でリーダー役

パーキンソン病の友人らとともに、食事会をしたり、カラオケをしたり、フラメンコを鑑賞したりす

る。岸川薫さん（７８）＝佐賀市＝は「こうしてみんなと過ごしているのが、何より楽しいですね」と

笑顔になる。

１２、１３年前、肩こりと首をひねったような痛みが続いた。しびれが手の指の先まで広がり「この

まま放っておいたら動けなくなる」と感じ、通院。「後縦靱帯（じんたい）骨化症」と告げられ、症状の

進行を防ぐ手術を受けた。「もうようならんと思っていくらか悩んだけど、とやかく考えても仕方なか」

と思うようにした。

退院後、保健所主催の患者の集いに参加した。車椅子に乗る人がいれば、別の人はパーキンソン病で

体の震えが止まらない。自分よりずっとひどい症状だった。「自分はたいしたことはない。お世話できて、

少しでも力になりたい」。そう思うようになった。

以来、参加して約１０年。月１回、２０人弱が集まる。「この時だけは自分が病気であることを忘れら

れるんです」。イベントを企画したり外部団体との渉外を担うリーダー役を務めたりするようになった。

「仕事もしていないし、押しつけられただけだよ」と顔を真っ赤に染めて謙遜しながらも「ただ傷をな

め合うだけではなく、その日だけでも楽しく過ごしたいからね」。

高校卒業後、福岡県内の短大へ。「東京に行きたい」という憧れから都内の大学へ移るが「マージャン

ばかりしていた」。大阪の印刷会社に勤め、結婚後、佐賀に戻って印刷業などに従事し、仕事を辞めた頃

の発症だった。

手術後、目立った症状の悪化はないが、痛み、しびれは取れない。歩くのに支障はないものの、湿度

が高かったり、治療のための通院ができない日が続いたりすると、手のしびれが強くなる。

糖尿病や高血圧など複数の持病がありながら「病気で困っているというのはないですねえ。たくさん

薬を飲まなければならないのが大変だけど」と鷹揚（おうよう）に笑う。

毎日、通院の帰りに県難病相談・支援センターでコーヒーを飲んで新聞を読み、職員と雑談する。時

に患者会の集いに参加する。妻に「遊んでばかりいて」とあきれられているが「みなさんと楽しく、一

日ずつ過ごせれば、これ以上のことはありませんね」。【蒔田備憲】

………………………………………………………………………………………………………

◇後縦靱帯骨化症

脊椎（せきつい）の背中側にある靱帯が骨のように硬くなり、脊髄や神経を圧迫する。肥満や糖尿病

の患者に発生頻度が高いが、原因の特定には至っていない。医療費助成の対象になる特定疾患に指定さ

れており、１０年度の受給者数は２万９６４７人。
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