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　伊藤たてお代表が、第 11 回ヘルシー・ソ
サエティ賞を受賞しました。
　日本の国内外において、学術・教育、医療、
公職、ボランティア・市民活動を通じ、国民
の生活の質（QOL) の向上に貢献した人々を
称える目的で 2004 年にジョンソン・エンド・
ジョンソングループと日本看護協会によって
創設された賞です。第 11 回では医療従事者
部門、教育者部門、ボランティア部門の 3部門、
国内と国際 1名ずつ計 6名が受賞しました。
　伊藤代表は国民の福祉を向上させる活動などにおいて指導的役割を果たし、多大な
貢献があったとして「ボランティア部門（国内）」に選ばれました。若年性認知症の
妻を 12年間介護しつつ、長年難病の患者会活動を行ってきたことが評価された結果
とのことです。難病の調査・研究事業や従事者研修等を実施している国立保健医療科
学院の松谷有希雄院長からご推薦いただきました。
　難病患者のために、ただただひた走ってきたこの 40数年間、どんな賞も無縁だっ
た伊藤代表。受賞の電話を受けるまで、推薦されたことも知らず、賞の名前も聞いた
ことがありませんでした。調べてみて、どうやら大変な賞らしいと気づき、受けよう
か辞退しようか、しばらく悩みました。でも、個人としての受賞ではなく、難病患者
支援の活動をしてきた多くの人を代表しての受賞であり、患者会活動を社会に周知す
る意義は大きいと考えて、受け取ることを決意しました。
　受賞式は 2015 年 3月 25日（水）、東京のパレスホテル東京で開催されました。
　国会議員、大臣経験者や医療、健康分野の著名人など約 600 人が参加する盛大な
祝宴が催されました。式典では安倍晋三内閣総理大臣が受賞者にお祝いの言葉を述べ
られました。首相は伊藤代表の両手をぎゅっと握って伊藤代表を激励されました。安
倍首相自身も潰瘍性大腸炎という難病を持ち、難病対策に大きな意欲を持っているこ
とが短い時間でも伝わって来たようです。
　難病支援ネット北海道からは近藤道夫理事、永森志織理事が同行者として参加し、
ほかには難病法成立の立役者の方々、田原克志厚生労働省健康局疾病対策課長、玉木
朝子元衆議院議員／栃木県難病団体連絡協議会、水谷幸司日本難病・疾病団体協議会
事務局長がお祝いに駆け付けてくださいました。
　受賞式の翌週、3月 30 日（月）には東宮御所で接見が行
われました。厳重な警備、何度ものリハーサルを経て、皇
太子殿下からお祝いの言葉をいただきました。２週連続で、
慣れない高級ホテルで著名人やマスコミに囲まれて、いつも
と違う緊張感に満ちた体験となったようです。

（報告　永森志織）
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　このような素晴らしい賞をいただきまして身に余る
光栄です。これも、多くの患者会、研究者、医療・福
祉関係者、国や自治体の担当者、マスコミの支援、友
人知人、そして患者を支える家族が一緒に取り組んで
きたことが、評価されたのだと思います。国において
も、国会議員や、地域の自治体の議員、みなさんのお
かげでこのような賞をいただくことができました。
　患者会には３つの役割があると私たちは言っており
ます。一つは、自らが自分の病気を正しく知るという
こと、もう一つは、病気であっても、生きる勇気をも
つということです。
　そして３つめは、難病であっても、高齢であっても、
障害があっても、人間としての尊厳をもって地域社会
で生きていくことができる、そういう社会をつくると
いうことが、患者会の３つの役割です。

　今日はこのような賞をいただきましたが、長い間、
難病というのは非常にマイナーな問題でありました。
表に出ることも出来ず、偏見のなかにおりました。そ
ういうなかで今日は、安倍首相が冒頭から難病のこと
をお話していただきました。そして月曜日には皇太子
殿下に接見することができるというお話をいただきま
した。これは長い難病の歴史のなかで、まさにこの難
病の歴史に光があたった瞬間だと思います。
　このような素晴らしい賞をご用意いただいた日本看
護協会、ジョンソン・エンド・ジョンソン、そしてご
参会のみなさま、ご推薦いただいたみなさまに、心か
らの感謝を申し上げたいと思います。ありがとうござ
いました。
　　　　　　日本難病・疾病団体協議会（JPA）代表

　　　　　　難病支援ネット北海道代表　　伊藤たてお

■伊藤たてお代表の主な活動■

1972 年　　全国筋無力症友の会北海道支部設立
1973 年　　北海道難病団体連絡協議会設立
1986 年　　日本患者・家族団体協議会 (JPC) 設立
2000 年　　妻が若年性認知症を発病、自宅介護開始
2005 年　　日本難病・疾病団体協議会 (JPA) 設立
2007 年　　難病支援ネット北海道設立
2008 年～　厚労省の難病・障害者関連委員を務める
2012 年　　12 年間の闘病の末、妻逝去
2014 年　　難病法成立に関与

前列左から：伊藤たてお代表、松谷有希雄国立保健医療科学院院長
後列左から：水谷幸司日本難病・疾病団体協議会事務局長、永森志織難病支援ネット北海道理事、

玉木朝子元衆議院議員、田原克志厚労省健康局疾病対策課長

緊張気味に受賞スピーチをする伊藤たてお代表。

予告なく安倍首相が登場し、場内がざわめきました

■　受賞スピーチ　■
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業
（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）））
「難病患者への支援体制に関する研究」

（研究代表者：西澤正豊）

　社会福祉領域ならびに研究協力における
　　　患者会の意識および役割
①全国難病センター研究会の活動と難病法成立への関わり
　永森　志織　全国難病センター研究会
　　　　　　　一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
　　　　　　　特定非営利活動法人難病支援ネット北海道
②難病患者サポート事業における
　患者会リーダー養成研修の意義
　水谷　幸司　一般社団法人日本難病・疾病団体協議会

③難病法の成立に難病・慢性疾患全国フォーラムと
　患者会が果たした役割及び今後の方向性
　伊藤　たてお　一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
　　　　　　　　特定非営利活動法人難病支援ネット北海道

④難病法制定後の難病対策に関する患者団体意識調査
　池田　和由　　特定非営利活動法人 ASrid

⑤自治体の難病対策に関する概要調査（難病法施行前）
　大黒　宏司　　全国膠原病友の会
　　　　　　　　一般社団法人日本難病・疾病団体協議会

　JPA 内の下記のページに、2015 年 2 月 7 日（土）の
報告会での発表資料が掲載されています。

http://www.nanbyo.jp/news2/150207.html

第 11 回ヘルシー・ソサエティ賞の公式冊子の記事

日経新聞掲載の記事（一部抜粋）

患者会の研究班参加
　厚労省の研究班に患者・当事者として参画し、下記の調査・研究を実施しました。
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　全国難病センター研究会第 22 回研究大会（東京）
が終了しました。（2014 年 11 月 9 日）
　参加者は 89 名、参加団体は 51 団体でした。
　厚労省健康局疾病対策課前田彰久課長補佐から新し
い難病対策（難病法）における難病相談支援センター
のあり方についてと題する講演をいただいた後、公益
財団法人東京都医学総合研究所の小倉朗子さんから保
健所における今後の難病の保健活動についてのご講演
をいただきました。
　引き続いて運営委員会が一般参加者も含めて開催さ
れ、新しい難病対策における難病相談支援センターの
あり方と有効活用についての厚生労働大臣への要望書
の検討を行い、参加者の総意として採択されました。
12 月２日に厚生労働大臣政務官へ糸山泰人会長と伊
藤たてお事務局長が出向き手交しました。　
　午後からは相談支援センターや就労支援などの一
般発表が行われ、次回 2 月の開催地高知難病連から、
2015 年 4 月からようやく高知県でも本格的な難病相
談支援センターが開設されることと 2 月 21 日～ 22
日に開催される第 23 回研究大会への参加が呼び掛け
られました。

厚労省健康局疾病対策課
前田彰久課長補佐

公益財団法人東京都医学総合
研究所　小倉朗子さん

全国難病センター研究会第22回研究大会（東京）終了のご報告

新宿クイントビルの会場は一杯

難病・慢性疾患全国フォーラム2014参加

　2014 年 11 月 8 日（土）東京都台東区の浅草橋ヒューリックホール
で難病・慢性疾患全国フォーラム 2014 が開催されました。
（主催：「難病・慢性疾患全国フォーラム 2014」実行委員会）
　翌日の全国難病センター研究会第 22 回研究大会（東京）とのタイアッ

プ企画です。参加・賛同団体 155 団体、参加者約 350 名と、大盛況の
集会となりました。難病支援ネット北海道は賛同団体として名を連ねて
おり、伊藤たてお代表、永森志織理事、新井宏の 3 名が参加しました。
【企画１】
「難病・慢性疾患患者・家族が地域で生きるために」
　患者・家族テーマ別発表（７名）

【企画２】
「難病・慢性疾患患者・家族を支える立場から」
　専門職域からの現状報告（５名）

　企画２では難病支援ネット北海道賛助会員の加福保子さん（障害年
金サポート社労士の会（札幌）社会保険労務士）が「患者会としての障
害年金請求支援」と題して発表を行いました。
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全国難病センター研究会第23回研究大会（高知）開催

　2015 年 2 月 21 日（土）、22 日（日）の 2 日間、

第 23 回研究大会（於高知市内高知プリンスホテル）

が開催されました。2012 年第 17 回大会（徳島）以来、

四国における 2 回目の大会で、参加者は 55 団体 104

名でした。

　記念講演は高知大学非常勤講師、The Delta Kappa 

Gammma Society International、奥村多喜衛協会会長

の中川芙佐氏「ハワイに高知城をたてた男～奥村多喜

衛～」。土佐自由民権運動を経てキリスト教徒となり、

ハワイ移民社会において日本人の教育、医療、福祉の

ために捧げた生涯について示唆に富むお話でした。

　厚生労働省健康局疾病対策課の小澤幸生課長補佐か

ら、この年 1 月 1 日に施行されたばかりの「難病の

患者に対する医療等に関する法律」に基づく総合的な

難病対策の実施について具体的な報告がありました。

　5 つのパネル、一般発表 18 題で、難病患者の就労、

QOL、介護者の支援、コミュニケーション支援、患者

会支援、自治体の難病対策、難病相談・支援センター

等に関して発表と討議がおこなわれ、介護・福祉機器・

コミュニケーション機器展示では 6 社の展示、発表

がありました。

　高知県健康政策部の山本治部長からは、難病法施行

に当たり 2015 年 4 月に JR 高知駅の近くに難病相談・

支援センターを新開設、NPO 法人高知県難病団体連

絡協議会に運営委託と発表され、会場は驚きと喜びに

沸きました。当研究会を高知で開催することに決まっ

て以来、この話が急激に進んだとのことです。

　懇親会には参加者の約半数 54 名が参加、高知県の

健康対策課の方も急遽参加してくださって、難病に関

わる県の状況などのを説明もありました。高知名物の

皿鉢（さわち）料理風の豪華な食事が並び、初対面の

方も旧知の方も、話が弾みました。

　2 日目の運営委員会では今後の研究大会の開催につ

いて、年 2 回か、年 1 回にまとめるか、東京開催と

地方開催のバランスをどうするかなどが話し合われ、

アンケートを実施しました。

　高知県難病連の方々からは、日頃これほどまとめて

難病に関する話を聞ける機会がないので、非常に有益

だったとの言葉もあり、地方の患者さんたちの役に

立っていることを実感できました。

　大会の様子は USTREAM でリアルタイムで中継し

ました。

http://www.ustream.tv/channel/10250010

高知大学非常勤講師
奥村多喜衛協会会長
中川芙佐氏

厚生労働省健康局疾病対策課
小澤幸生課長補佐 高知プリンスホテル

の会場も満杯 !!

恒例の福祉機器展示
介 護 食「 あ い ー と 」

も試食しました「ハワイに高知城をたてた男
～奥村多喜衛～」の講演
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主な事業実施内容
（2014年8月～2015年3月）

活動日 内　　　容
8/1 第２回指定難病検討委員会傍聴（東京　伊藤）
8/2 長谷川道子宅弔問（伊藤、中井先生　他）
8/4 第３回指定難病検討委員傍聴（東京　伊藤）
8/8 北良（株）　笠井社長来道
8/9 北海道難病連全道集会（伊藤、永森）

8/10 北海道難病連全道集会　分科会（伊藤、永森）
8/12 西澤班　JPA 国内グループ会議（永森　WEB）
8/18 あかり家　横山さん

8/19
厚労省難病対策説明会（東京　伊藤）
第４回難病フォーラム実行委（東京　伊藤）
深津班会議（東京　伊藤）

8/20 赤旗取材、朝日取材
疾病対策課　　厚生科学課（東京　伊藤）

8/21 道医療センター菊池誠志先生
8/22 第 23 回日本意識障害学会（ロイトン　永森）
8/24 全国難病センター研究会打合せ（伊藤、永森）

8/26 ななかまど通信打合せ
日本の患者会打合せ（伊藤、永森）

8/27 障害福祉部指定難病ヒアリング（東京　伊藤）
第４回指定難病検討委　傍聴（東京　伊藤）

8/29
第８回厚生科学審議会科学技術部会　遺伝子治療臨床
研究に関する指針の見直しに関する専門委員会（東京　伊藤）
西澤班 JPA 国内グループ会議（伊藤、永森）

9/1 内閣府　第 13 回障害者政策委員会（東京　伊藤）

9/4 重症難病患者の快適マット＆ベッド研究会（Ｍ＆Ｂ研
究会）（伊藤、永森）

9/6 JPA 東北・北海道ブロック交流会（福島　伊藤）
9/13 患者の声協議会　研修会講師（東京　伊藤）

9/18 難病患者サポート事業打合せ（東京　伊藤、永森）
第 5 回難病全国フォーラム実行委員会（東京　伊藤、永森）

9/19 厚労省疾病対策課・難病情報センター打合せ（東京　
伊藤、永森）

9/20 JPA 四国ブロック交流会（高知　伊藤）
9/21 大塚製薬　川脇さん打合せ（徳島　伊藤）
10/1 第 4 回マット＆ベッド研究会（伊藤、永森）
10/2 日本の患者会打合せ（伊藤、近藤、永森）

10/4 第 56 回　JPA 理事会・三役会（東京　伊藤）

10/6 第 2 回総合支援法対象疾病検討会 傍聴（東京　伊藤）
第 5 回指定難病検討委員会（東京　伊藤）

10/8 厚生科学審議会　疾病対策部会（東京　伊藤）　
10/12
～ 13 JPA 三役会（東京　伊藤）

10/16
～ 18 茨城原さんグループホーム道内旅行（札幌　伊藤）

10/19 膠原病フォーラム（東京　永森）
10/20 第 16 回内閣府障害者政策委員会（東京　伊藤）
10/21 難病情報センター　企画運営委員会（東京　伊藤）
10/22 山本尚子道厚生局長　菊地先生を囲む会　

10/25 日本の患者会説明会・全国筋無力症友の会運営委員会
（東京　伊藤、永森）

10/26 全国膠原病友の会　栃木支部 40 周年記念総会（伊藤）
西澤班 JPA グループ合宿（横浜　永森）

10/27 第 17 回　内閣府障害者政策委員会（東京　伊藤）
10/31 第 53 回社会保障審議会障害者部会 OPLL 増田さん来所

活動日 内　　　容
11/2 全国難病センター研究会事務局打合せ（伊藤、永森）
11/3 J-RARE.net　運営委員会（東京　伊藤）
11/6 日弁連人権実行委員会（東京　伊藤）
11/7 疾病対策課　厚生労働省取材（東京　伊藤）
11/8 難病・慢性疾患全国フォーラム 2014（東京　伊藤、永森）

11/9 全国難病センター研究会　第 22 回研究大会（東京　
伊藤、永森）

11/10 第 18 回障害者政策委員会　（東京　伊藤）
11/11 公明党ヒアリング（税制）　（東京　伊藤）
11/14
～ 15 第 2 回神経難病医療ネットワーク学会（鹿児島　伊藤､永森）

11/16 都城　ウェルライフ３号館　視察（宮崎　伊藤、永森）
11/17 DIA 日本年会講演（東京ビッグサイト　伊藤）
11/18 もりもと医薬　白石氏
11/20 全国難病センター研究会事務局打合せ（伊藤、永森）
11/22 道難病連札幌支部研修会講師（難病センター　伊藤）

11/25
第 59 回社会保障審議会障害者部会（東京　伊藤）
難病フォーラム実行委員会（東京　伊藤）
山田さん打合せ

11/26 第５回マット＆ベッド研究会（伊藤、永森）
11/27 日本の患者会打合せ（あかり家）（伊藤、近藤、永森）

11/28 難病支援ネット北海道　第９回理事会・忘年会（フ
ランダースの犬）（伊藤、佐藤、近藤、窪田、永森）

11/30 広島難病連　市民の集い講演（広島　伊藤）

21/1 難病患者サポート事業企画・評価委員会（東京　
伊藤、永森）

12/2 センター研究会要望書提出（東京　伊藤､ 永森）
12/3 あかり家理事会（伊藤、近藤、永森）
12/6 JPA 第 57 回理事会（東京　伊藤）
12/7 JPA 第 18 回幹事会（東京　伊藤）

12/8 JPA 厚労省交渉（東京　伊藤）
難病フォーラム世話人会（東京　伊藤）

12/9 全腎協訪問（東京　伊藤）
12/10 ファイザー喜島さん来道
12/11 第６回マット＆ベッド研究会　忘年会（伊藤、永森）
12/12 佐野さん　渓仁会　出井さん　他　
12/14 < 衆議院議員選挙投票日 >
12/18 沖縄県難病方改正勉強会講演（那覇　伊藤）
12/23 あかり家クリスマスディナーショー（伊藤、近藤、窪田）

12/25 知財総合支援窓口（佐野さん）北７西４ＫＤＸ札
幌ビル５Ｆ

12/26
日本の患者会打合せ（あかり家　伊藤）
あかり家終業あいさつ（伊藤）
北海道難病連歴代代表役員昼食会（伊藤）

12/27 OPLL 増田さん　東海大学看護学科佐藤氏来所
1/5 仕事始め　　あかり家新年あいさつ（伊藤）
1/6 難病支援ネット北海道新年会　ピアッツァ（伊藤、永森　他）
1/8 土屋ホームトピア　三澤社長
1/9 田中ふみさん葬儀

1/14 第７回マット＆ベッド研究会　難病センター（伊藤、永森）

1/15 あかり家打合せ　あかり家理事会　新年会（伊藤）
日本の患者会打合せ（伊藤、近藤、永森）

1/19 難病と地域ケア研究会打合せ
山本厚生局長を囲む会（伊藤、永森）　

※理事・監事・事務局の
活動を記載しています
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活動日 内　　　容
1/21 JPA 日本医師会訪問（東京・伊藤）

1/22 深津班会議（東京・伊藤）
橋本厚労大臣政務官訪問（東京・伊藤）

1/23 JPA　稀少疾患全国交流会（東京・伊藤）
第６回指定難病検討会傍聴（東京・伊藤）

1/24
～ 25 JPA　第４回リーダー養成研修会（東京・伊藤）

1/25 これからの難病研究（公開講座）（東京・伊藤）

1/29 日本の患者会打合せ（伊藤、永森）
難病と地域ケア研究会打合せ（伊藤、永森）

1/30 ファイザーヘルスリサーチワークショップ（東京　永森）
1/31
2/1

JPA 第１回リーダー養成研修会フォローアップ研修会
（千葉　伊藤）

2/2 厚労省総合支援法 3 年後見直しヒアリング（東京伊藤）

2/4 第 7 回指定難病検討会　難病と地域ケア研究会
打合せ（永森）

2/5 伊藤百合子葬儀
2/7 西澤班会議（東京　伊藤、永森）
2/8 第 18 回 JPA 理事会（東京　伊藤）

2/9 難病情報センター運営委員会（東京　伊藤）
西澤班 JPA グループ打合せ（WEB　伊藤、永森）

2/12 センター研究会事務局打合せ

2/13 第８回　指定難病検討会傍聴（東京　伊藤）
GSK 副社長　面談（JPA　伊藤）

2/15 大阪難病連府民の集い　講演（大阪　伊藤）

2/17 第 36 回難病対策委員会（東京　伊藤）
JPA グループ打合せ（WEB　伊藤、永森）

2/18 第９回指定難病検討委員会傍聴（東京　伊藤）　

2/21 全国難病センター研究会第 23 回研究大会（高知　
伊藤、窪田、永森）

2/24 なんけん打合せ（永森）
北海道難病連渡辺氏面談（難病センター　伊藤）

活動日 内　　　容
2/26 第 60 回社会保障審議会障害者部会（東京　伊藤）
2/27 第１回難病と地域ケア研究会　( 札幌医師会館　伊藤）
2/28 RDD レアディズィーズデイ（青森　永森）
3/3 筋無力症友の会北海道支部　泉さん送別会（伊藤）
3/4 計良氏葬儀（伊藤）
3/5 道難病連渡辺氏面談（伊藤）

3/7 深津班就労支援ミニシンポジウム（東京　伊藤）
アステラスボードミーティング OB 参加（東京　伊藤）

3/8 J-RARE.net 報告会 東京医科歯科大（東京　伊藤）

3/9 第 10 回指定難病検討委員会（東京　伊藤）
総合支援法対象疾病検討委員会傍聴（東京　伊藤）　

3/11 アジア・パシフィック患者フォーラムワークショップ（シンガポール　伊藤）
3/12 レアディジーズアジアカンファレンス（シンガポール　伊藤）
3/13 厚労科研研究班合同報告会講演（東京　伊藤）
3/14
～ 15 第３回福島を肌で感じるツアー（福島　伊藤）

3/16 道新取材　　平岡さん
3/19 第 11 回指定難病検討委員会傍聴（東京　伊藤）

3/20 第２回ＪＰＡサポート事業・企画・評価委員会（伊藤、永森）
小倉朝子氏 JPA 来所（伊藤）

3/21
～ 22 JPA 三役会（東京　伊藤）

3/22 JPA 役員選考委員会（東京　伊藤）
3/24 佐藤太勝弁護士
3/25 ヘルシー・ソサエティ受賞式（東京　伊藤、永森、近藤）
3/26 第 37 回難病対策委員会（東京　伊藤、永森）
3/27 第 19 回障害者政策委員会（東京　伊藤）
3/28 あかり家理事会（伊藤、近藤）

3/30 ヘルシー・ソサエティ賞受賞　皇太子接見（東京　伊藤）
第４回障害者支援法対象疾患検討会（東京　伊藤）

3/31 難病・慢性疾患全国フォーラム世話人会（東京　伊藤）

平成2７年度厚生労働省難病患者サポート事業補助金

日本の患者会WEB 版　紹介動画を公開しました

　難病支援ネット北海道の中核事業「日本の患者会

WEB 版」では、日本の患者会の数十年分の記録を収

集して電子化し、公開しています。

　2007（平成 19）年に製作を開始し、2013（平成

25）年より厚生労働省難病患者サポート事業として

実施しています。

　紹介動画を再編集し公開しました。日本語版に加え

て、英語版を新たに制作しました。

　字幕とナレーションを入れることによって、視覚障

害、聴覚障害の方などにも理解していただきやすい内

容になっています。ぜひ一度ご覧ください。

http://pg-japan.jp/

英語版もあります！

英
語
版
は
こ
ち
ら
か
ら
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　2015 年 2 月 27 日に第 1 回難病と地域ケア研究会
のシンポジウムを開催いたしました。
　この研究会は、札幌を中心として医療・保健・福

祉等の分野で働く専門職や当事者などにより、難病患
者を幅広く支えるゆるやかなネットワークを構築する
ために、有志が集まって発足しました。2015 年 1 月
の難病法施行によって、医療・保健分野だけでなく、
障害者福祉、高齢者福祉等の分野との連携をしながら
難病患者支援をしていくことを目指しています。
　この研究会を作るにあたっては、1977 年から

1989 年まで 12 年に渡って活動していた「北海道在
宅患者と医療の会（在宅研）」の存在が念頭にありま
した。
　40 年ほど前に、北海道難病団体連絡協議会（当時）

の伊藤たてお事務局長（当時）と難病連相談室、保健
師、地域の専門職等が定期的に集まって患者のケース
検討などを行っていた任意の研究会です。熱心な人た
ちが手弁当で運営して、それを活動記録として分厚い
報告書を 5 冊もまとめ、96 回の勉強会を重ねた末に
終了しました。
　当時、在宅研で活動していた出井聡さん（社会福

祉法人渓仁会、在宅ケア連絡会、難病支援ネット北海
道会員）が、関係機関や関係者に熱心に声をかけ、難
病支援に熱意を持つ人が大勢集まって今回の研究会の
実行委員となりました。
　第 1 回研究会は、難病法を制定するに当たって東

奔西走してくださった、元厚労省健康局長の山本尚子
さんと、患者の立場で難病対策委員会に所属し、法律
の中身を議論してきた当会の伊藤たてお代表による講
演会を開催しました。広報期間が短かったにも関わら
ず、道内各地からの参加も含めて 100 名以上の参加
があり、大盛況のうちに終了しました。

日　時　　　2015 年 2 月 27 日
会　場　　　札幌市医師会館
参加者　　　約 100 名
発　表　

「患者会の目指した難病対策と障害者総合支援法」
　　伊藤 たてお氏
　　　　　（－社）日本難病・疾病団体協議会　代表
　　　　　（NPO）難病支援ネット北海道　代表
特別講演

「難病法について」
　　山本 尚子氏
　　　　　北海道厚生局　局長
　　　　　（元厚生労働省健康局疾病対策課課長）

□実行委員会（敬称略、50 音順）
伊藤たてお（一般社団法人日本難病・疾病団体協議会、

　　　　特定非営利活動法人難病支援ネット北海道）
杉田　誠（社会福祉法人渓仁会相談室こころていね）
高波千代子（障害者相談支援連絡協議会）
蛸島八重子 ( 北海道難病医療ネットワーク連絡協議会 )
出井　聡（在宅ケア連絡会）
中城雄一（北海道神経難病研究センター）
永森志織（特定非営利活動法人難病支援ネット北海道）
村山文彦（一般社団法人北海道介護支援専門員協会）

「難病と地域ケア研究会（通称：なんけん）」発足

「在宅研」の精神を引き継ぐ

北海道厚生局　局長
（元厚生労働省健康局疾病対策課課長）

山本 尚子氏
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社会福祉協賛広告

全面広告がはいっています。
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たておの本棚

Ｂ型肝炎
～なぜここまで拡がったのか～

沈みゆく大国アメリカ

奥泉尚洋　久野華代　岩波書店　￥520 ＋税
堤未果
集英社新書￥720 ＋税

今はラジオやテレビ
のコマーシャルでも
見かける B 型肝炎
症とその補償金。だ
がお金だけの問題な
のではないのだ。札
幌 B 型肝炎訴訟の
時から私たちととも
に戦ってきた奥泉弁
護士が分かりやすく
その本質を明らかに
した本です。読みや
すい小冊子なのでぜ
ひ手に取ってお読み
ください。

オバマケアってなん
だ？どうして評価す
る人と評価しない人
がいるの？という日
本人の疑問に答えて
くれる本。アメリカ
大統領選挙と PPT
問題の解剖書かな。

沈みゆく大国アメリカ
＜逃げ切れ！日本の医療＞

堤未果　集英社新書￥740 ＋税

今年のアメリカ大統領選

挙はまさに「沈みゆく大

国」だが、しかし大国が

沈む時はその津波は世界

も沈没させかねないの

だ。強烈な排外的な演説

で喝采を浴びる姿は第 2

次世界大戦前夜の様相で

はないだろうか。日本は

どうなのだろうか。やは

り太平洋戦争の前夜を思

わないわけにはいかない

のではないか。医療と福

祉だけは大丈夫・・なの

か？報道は？じわりじわ

りと・・・

優しいサヨクの復活
島田雅彦
PHP 新書　1,000 ＋税

なんだか懐かしさと
奇妙なタイトルに惹
かれて手にしまし
た。今の時代に読む
べき本かも。

沖縄戦いまだ終わらず
佐野眞一
集英社文庫　￥720 ＋税

『 僕 の 島 は 戦 場
だった』の改題＋
とのこと。なぜ
沖縄に米軍基地が
あり、なぜ沖縄の
人々は基地の全面
返還を望むのか、
少しでも理解に近
づくために、手に
してみてはどうで
しょう。

今号は「ななかまど通信」の発刊が遅れたため
少し前の本からになりました。
気恥ずかしいタイトルを自分で変えました。（た）

沖縄文化論　―忘れられた日本
岡本太郎
中公文庫　￥686 ＋税

太陽の塔とか「芸術
は爆発だあ！」とか
しか言わない危ない
おじさんかと思って
いたけど、やはり一
流の人は違うなあ、
とつくづく思わされ
た本です。毎日出版
文化賞受賞とか。沖
縄の人々と文化を本
当に理解したい方に
お勧め。那覇空港で
偶然手にしました。

日中関係史　「政冷経熱」の千五百年 サバイバル宗教論
岡本隆司
PHP 新書　￥820 ＋税

佐藤優
文春新書　￥800 ＋税

自分が知らない国に
ついて語る前に、少
しは知っておくべ
き、という本です。
隣人のことに無関心
でありながら、強烈
な拒否反応をむき出
しにする前に読む本
かな。日本と中国、
そこには長い長～い
歴史があります。

宗教とは何かをもっ
と知らなければ、現
代社会を俯瞰するこ
とはできないのだな
あ、と極めつけの無
神論者の私も感心し
てしまいました。

田舎坊主の七転八倒
森田良恒
文芸社　￥1,000 ＋税

おなじみの森田和尚
の抱腹ものです。お
寺の生活も苦しいら
しい、などと思わず
に読んでやってくだ
さい。これも功徳と
思って。

（「伊藤たてお代表が今号で推薦する本」改め）
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人生に疲れたらスペイン巡礼
～飲み、食べ、歩く 800 キロの旅～

小野美由紀　光文社新書　￥1,080 ＋税

今私がはまっている

一冊です。行きたい

なあ、でもそんなに

歩けないし。という

悩みもついてくる本

です。でも、本当に

今すぐに行きたい憧

れの旅！

三陸海岸大津波
吉村昭
文春文庫　￥450 ＋税

今こそ読まなければなら
ない最高の記録文芸。こ
の本を携えて「3・11
東日本大震災　福島を肌
で感じるツアー」に行っ
てきます。こんなに大き
な被害が繰り返されてい
るというのに、国の役人
や電力会社、経済団体、
自治体はこの本を読まな
かったのか。読まなかっ
たばかりに被害を最小限
にできなかったのか。想
像力の欠如と歴史を無視
した人災だ！と思う本。
大学は理系だけが役に立
つ学問だ、という破廉恥
な認識を改めるための本
です。

ふくしまに生きる、ふくしまを守る
　―警察官と家族の手記
福島民報社　監修福島県警察本部　￥1,000（税込）

3.11 警察官たちとそ

の家族はどう大災害に

立ち向かったのか、そ

のあとはどうなったの

か。感動の一冊です。

イスラム化するヨーロッパ 日本の血友病者の歴史―
他者歓待・社会参加・抗議活動三井美奈

新潮新書　￥720 ＋税 北村健太郎　生活書院　￥3,000 ＋税

今ヨーロッパを悩ま
せている中東からの
難民とは、そしてイ
スラムとは何か。日
本から遠いところで
なんだか難しい問題
で混乱しているだ
け、と思っているあ
なた、あなたに読ん
でいただきたい本で
す。

「貴協議会と血友病患
者会の相互理解のため
に本書お送りします」
書かれた献本です。血
液製剤の登場とヘモ
フィリア友の会の登場
は難病患者団体のさき
がけとなっている。そ
して「エイズ」の大薬
害災害に巻き込まれた
友の会を当事者の目か
ら研究された論文で
す。北村さんのご努力
への共感者が増える
ことを願っています。
303 ページの労作。

難病患者福祉の形成
－膠原病系疾患患者を通して

堀内啓子　時潮社　￥3,500 ＋税

贈呈いただいた。当事

者運動の視点から難病

対策の在り方を研究し

た。一番ケ瀬康子先生

の推薦。最近難病に関

する論文や研究発表、

著作が激増している。

しかしまだまだ当事者

の視点からの本は少な

い。貴重な一冊。

えほん障害者権利条約
ふじいかつのり作　里圭絵
汐文社　￥1,500 ＋税

日本の障害者運動

の第一人者の藤

井克徳さんの絵

本。黒柳徹子、落

合恵子という極

め付きの方々の推

薦つき。NHK の

ハートネット TV

でも今年は重大な

指摘で大活躍でし

た。JPA の 10

周年記念でもお話

をしていただきま

した。

日本陸軍とモンゴル
－興安軍官学校の知られざる戦い
楊海英　中公新書　￥840 ＋税

モンゴルといえばジ

ンギスカンと白鳳と

いう程度しか知らな

かったモンゴル。で

も行ってみたい、バ

イクで駆け廻ってみ

たい大草原の国、と

いうイメージしかな

かった。モンゴルと

日本がどのように結

ばれていたのか、知

ることは大切だ、と

つくづく思わされた

本。私には初めての

モンゴル本。

岩手の歴史　なぜ？どうして？

岩手日報社　￥1,200 ＋税

この本も空港（花巻空港）

で偶然見つけました。日

本史、といえば教科書に

はこう書いてあった、と

いう中央から視点の歴史

しか知らされていなかっ

た、。岩手にだって戦国

時代はあったのだ。簡単

なことだけど目からうろ

こ（何枚あるのかわかり

ませんが）の本でした。

日本中歴史だらけ、は当

たり前と気が付いた本。
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編集後記

　伊藤たてお代表の初の受
賞、安倍晋三首相の激励と
皇太子接見、伊藤代表と永
森が初の書籍用原稿執筆、
伝説の「在宅研」の精神を
引き継ぐ「なんけん」の発
足と、次から次へと新しい
こと、嬉しいこと、大変な
ことが続きました。
　息つく暇もなくその時そ
の時の締め切りをクリアす
るだけで精一杯で、通信の
発行が大変遅くなってし
まったことをお詫び申し上
げます。なかなか発行でき
ない中、体調が悪いのか、
仕事が多すぎるのかと色々
な方にご心配をいただきま
した。本当にありがたいこ
とで、多くの方々に支えら
れて活動を継続できている
ことに、心から感謝する
日々です。　　　（永森）

原喜美子様、竹田保様、佐藤幹代様、
加福保子様、原喜美子様

森山篤志様、森山久仁子様、大塚製薬様、矢野啓介様、山本哲美様、小倉光雄様、
井上昌和様、高正俊一様、桜井政成様、佐藤太勝様、工藤峰子様・祐子様、
猪口英武様、橋本伸也様、高橋孝男様、加藤禎子様、肘井博行様、河合泰信様、
伊藤美恵子様、牧野隆子様、石井小百合様、佐川昭様、熊谷たか子様、
東谷美智様、里見チヨ様、石井紀子様、児島美都子様、中屋雅義様、重盛恭子様、
佐賀正憲様、中村待子様、正木ひとみ様、小田志保様、外山学様、深澤俊行様､
山本富子様、中道和子様、特殊衣料 ( 株 ) 様、松本茂様、外山禎子様、鎌田毅様、
札幌いちご会小山内美智子様、田畑和子様、小林武司様、匿名様

ご寄付ありがとう
ございました

ご寄贈ありがとう
ございました

神経内科の医師・看護師・学生向けの下記
の書籍に原稿を掲載していただきました。
シリーズ≪アクチュアル脳・神経疾患の臨床≫

『すべてがわかる神経難病医療』（中山書店）
総編集　　辻　省次（東京大学）
専門編集　西澤正豊（新潟大学）

（2015 年 6 月 10 日発行、定価 12,000 円＋税）
　これまで雑誌や研究班報告書、患者会の
機関誌・冊子等に寄稿したことはあっても、
書店で販売する書籍に掲載していただいた
のは、伊藤たてお、永森志織とも、初めて
の経験となりました。専門職向けの書籍か
ら患者会側に執筆依頼が来るのは大変珍し
く、喜んで書かせていただきました。
　著者割引で 10% 引きになりますので、
ご希望の方はご連絡下さい。
７章　神経難病患者・家族の自立支援

「患者会の役割」
　伊藤たてお（日本難病・疾病団体協議会）
　森　幸子　（日本難病・疾病団体協議会）
　水谷　幸司（日本難病・疾病団体協議会）
　永森　志織（難病支援ネット北海道）

コラム１　日本の患者会 WEB 版
コラム２　難病・慢性疾患全国フォーラム
コラム３　ADL と QOL
ディベート　難病法と患者会の課題

TOPICS　神経難病医療の課題と展望
「利用できる資源」
　永森　志織（難病支援ネット北海道）
　菊地　誠志（国立病院機構北海道医療センター）

コラム　難病患者と身体障害者手帳

「すべてがわかる神経難病医療」
に執筆しました !!

2014 年 8 月～ 2015 年 3 月順不同

団体賛助会員のご紹介　（50音順）

　　　　　　　イーエヌ大塚製薬株式会社様　　（2014 年度より新規）
　　　　　　　大塚製薬株式会社様　　　　　（2014 年度より新規）
　　　　　　　株式会社シムス様　　　　　　（2014 年度より新規）
　　　　　　　ファイザー株式会社様
　　　　　　　北海道２１世紀総合研究所様　（2014 年度より新規）

　　2014 年度、４社様から新規にご入会いただきました。
　　ご協力ありがとうございます！
　　これからもたくさんの会員からご支援が寄せられることを期待しております。


