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愛知県医師会様からの来賓ご挨拶
ただいまご紹介いただきました、私、愛知県医師会難病相談室担当理事の加藤
でございます。本来でございますと、柵木会長が出席をいたしまして、皆様方にご挨
拶申し上げるところでありますが、公務のため私が柵木会長のご挨拶を代読させて
いただきます。
本日ここに愛知県難病団体連合会第４３回大会が、多くの皆様方のご出席のも
と、かくも盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
近年、難病患者さんを取り巻く環境が大きく変わりました。これまでは、病気の特
性上、易疲労感、倦怠感など客観的に評価することが難しい症状の為、身体障害
者手帳の取得につながりにくく、福祉サービスが受け辛い状況が長年続いてきまし
た。そういった状 況を改 善すべく、一 昨 年より障 害 者 総 合支 援 法の対 象に難 病 が
含まれ、身体障害者手帳を持たない難病患者さんが障害者福祉サービスを受ける
ことが可能となりました。そして、今年１月、「難病患者に対する医療等に関する法
律」が施行され、国の難病対策が大きく動き始めました。この難病法は、医療費助
成の対象疾患の拡大、疾患の治療研究の推進に加え、難病患者さんの就労や社
会参加を含めた総合的なものとなり、多 くの難病患者さんにとって福音になったこと
と思います。
そして、この難 病 対 策 の法 制 化 の原 動 力 には、長 年 疾 患 の枠 を超 えて難 病 患
者・家族を支えてこられた皆様方の活動が実を結んだ結果であると深く敬意を表す
る次第でございます。
しかし、残念ながら社会には難病に対する誤解や偏見などが存在しています。そ
れらが一朝一夕に無くなるものではありませんが、難病に対する認識が正しいもの
へと変わり、どのような病気がありながらも、一人の人間として社会生活を営むこと
ができる日々が１日でも早く来ることを強く願い、皆様の活動に大きな期待を寄 せる
次第でございます。
また、愛 知 県 医 師 会 におきましては、愛知 県 より、難 病 指 定 医 研修 事 業 、小 児
慢性特定疾病指定医研修事業の委託を受け、指定医に必要な研修を実施してお
ります。一人でも多くの医師に受講していただくよう周知し、皆様にご不便をお掛け
することが無いよう努 力すると共に、より一層 の難 病 相談 室 の相 談 体制 の充 実に
努めて参りたいと存じます。
最後に、今後の愛知県難病団体連合会の益々のご発展と、難病患者さん・ご家
族の方々の悩みや不安、介護面での負担が少しでも解消され、安心して療養生活
を送ることができるよう祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
平成２７年１０月１２日

愛知県医師会長
代読 愛知県医師会理事

柵 木 充 明
加 藤 雅 通

下前君夫理事長の主催者挨拶
本日は、愛知県難病団体連合会第 43 回大会に、多忙にもかかわらず多数の方に参加いただ
き有難うございます。
大会開催にあたり、大会参加者の皆様には、日頃から愛難連の活動にご理解とご協力をいただ
き有難うございます。この場をおかりして感謝申し上げます。
お忙しい中、愛知県医師会様、愛知県健康対策課様、名古屋市健康福祉局様、国会議員、県
会議員、市会議員の皆様方にご臨席いただいており、まことにありがとうございます。皆様には平
素から、愛 難連の活動をご理 解いただき、あたたかいご指 導ご鞭 撻をいただき深 く感謝申し上げ
ます。今後も引き続きよろしくお願い申し上げます。
私たち、難病・長期慢性疾患患者とその家族にとり、昭和 47 年に策定された難病対策要綱大
綱から数えて 42 年ぶりに難病法が成立し、法に基づく医療費助成の対象となる難病疾病が 306
疾病に拡大され、受給対象者が 150 万人に拡大しました。また、児童福祉法が改正され、新たな
小児慢性 特定 疾病対 策が行 われることになりました。私たち難 病患者・家 族にとって文字 通りの
新しいスタートの年となりました。
医療費助成の対 象が拡大 されたことにより、自己負 担割合が変わった方 もみえます。私たち難
病患者・家族の負担割合がこれ以上増えないように、更なる充実が必要です。、この件について、
疑問などありましたら、所属患者会、愛難連、最寄りの保健所などに相談ください。
2013 年 4 月に改正された障害者総合支援法では、難病患者もサービスの提供を受けることが
出来るようになりました。身体障害者手帳の取得がない場合でも、必要と認められた障害者福祉
サービスが利用できます。これも 2015 年に対象疾病が 332 疾病に拡大されています。お住まい
の市町村へ問い合わせてください。このことについては愛難連機関誌 81 号にも掲載していますの
で参照ください。
全国的な動きとしては、ＪＰＡが難病法施行、児童福祉法改正を第一歩として、総合的な難病対
策、小児慢性疾病対策の実現に向けて、患者家族の切実な願いをこめて 19 項目を厚生労働省
に要望しました。
医療制度の問題では、来春の診療報酬改定に向けた動きの中で、患者負担の増大が懸念され
ています。入院時の食事費負担増、初診時の負担増、患者申出医療制度などです。
現状よりの福祉の後退、患者負 担の増 大をさせないように、改善できるように取 り組みます。今
後も皆様方のご協力をお願いします。
今後も様々な困難が発生すると思われますが、加盟団体が一体となり力をあわせれば、必ず打
破できると確信しています。
参加者の皆様の変わらぬご支援と協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げ愛難連を代表して
の挨拶といたします。
ありがとうございました。

日本難病・疾病団体協議会

伊藤たておさんの講演報告

「知ってほしい難病法・
難病対策これからの課題と障害者総合支援法」
冒頭、患者団体も一緒に作った「難病対策の基本的な認識と基本理念」と述べられました。また、
ＪＰＡ（日本難病・疾病団体協議会）が新たな難病対策として目指したものとして次の 6 点をあげら
れました。
全 ての難 病 を医 療 費 助 成 の対 象 に・障害 者 と同 じ福 祉 施 策 ・高 額 医 療 費 限 度 額 引 き下
げ・小児慢性疾患のトランジョン・難病患者の就労支援・治療研究の推進と地域格差の解
消
こうした「前提」をきちんと理解しておくことが必要であり、その立場から（目的）第一条や（基本理
念）第二条を受けとめることが大切です。
「基本的な方針」（平成 27 年度厚生労働省告示 375 号）の概要が紹介され、取り組みに活用し
ていくことが大切とされました。
基本方針の特徴と課題について以下の内容が指摘されました。
・保健所の役割の増加にどう対応する？
・難病対策地域協議会はどのように？
・ピアサポート患者会の育成、治療と就労を両立できる環境整備、訪問看護・訪問診療ほ
か具体的にはどう対応するか
難病対策地域協議会と就労支援に関する資料として第 42 回難病対策委員会で配
布された資料の紹介がありました。
難病対策地域協議会を効果的に実施するために、
「保健所保健師の役割」に関する分担研究報告書・概要版
難病の症状に応じた就労困難性の実態及び就労支援の在り方に関する研究
障害者総合支援法における生涯支援区分・難病患者等に対する認定マニュアルについて、 障
害の固定を条件とする障害者福祉から→難病の特性を理解し、症状の変化があることを前提とし
「できたりできなかったりする」ときは「できない」状況で判断する、という障害 者福 祉のパラダイム
転換へ道を開いたとＪＰＡは評価しています。
「これからは当事者（患者・家族）が支える難病対策へ」が求められます。
その上で、日本の社会保障を充実させるための課題は
・障害者、高齢者、難病患者、長期慢性疾患患者とその家族による国民的な取り組みが必要
・自治体・医師・医療機関とその従事者、地域社会との共同をつくる必要
とされました。
最後に、「難病患者が尊厳を持って生きていくことができる共生社会の実現を目指す（難病対策
の基本理念）とはどういうことなのか、みんなで学習を
とまとめられました。
国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院
地域連携・患者相談センター ソーシャルワーカー

粕田剛資さんの講演報告

「難病患者さんが受けられる公共サービス」
名古屋大学医学部附属病院の紹介から始められました。その中で「平均在院日数：13.3 日」と
紹介され、ソーシャルワーカー部門の業務実績として、月平均 1965 件、うち「退院支援」業務が
61％を占めると話されたことは、在院日数の短さと併せ、インパクトがありました。
「障害と制度について」、難病患者はそれぞれの特性や症状の変動があり、「支援の難しさ」があ
ると話されました。
事例紹介「支援①」として、55 歳、ＡＬＳ患者の例を示しながら、「経過とともに変化する利用制度」
を紹介されました。経過の区分は、自宅 →施設 （トイレに介助必要→多くの行動 に介助必要→全
ての行動に介助が必要）というものであり、利用制度は、医療費（難病法・健康保険・身体障害者
手帳）、療養環境（介護保険・障害者総 合支援法・生活保護法・障害年 金）というもので、経過区
分に見合った制度の適用が説明されました。
例示されたことを始 めとする「医療福祉 制度」に話を進められ、３つの制 度が相 互に関連して役
割をになっていることが説明されました。
「医療費の負担軽減に関する制度」
（健康保険制度・難病法・身体障害者手帳・心身障害者医療費助成制度
・医療費控除制度）
「療養環境の調整に関する制度」
（介護保険制度・障害者総合支援法）
「生活費の負担軽減に関する制度」
（障害年金・就労支援）
それぞれの制度などについて、具体的な例示も示されながら、丁寧に説明いただきました。
「障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル」には、留意点として「『でき
たりできなかったりする場合』は、『できない状況』に基づき判断する」「『できたりできなかったりする
場合』や『障害の状況や難病等の症状に変化がある場合』はその頻度や支援の詳細な状況 を『特
記事項』に記載する」とあることなど、患者にとって大切な指摘が満載の講演でした。

（資料をプリントしたものがまだ少しありますのでご希望の方は連絡ください）

成田山名古屋別院大聖寺様、成田山索（なわ）の会様より

激励金をいただきました
成田山名古屋別院大聖寺様 （犬山市）、成田山索（なわ）の会様より以下の患者会と愛難連に
対し難病患者激励金をいただきました。
９月 3 日に、中日新聞本社で贈呈式には、各患者会から代表が出席され、お礼を述べられまし
た。
激励金をいただいたのは、以下の患者会です。
愛知県筋ジストロフィー協会
愛知心臓病の会（全国心臓病の子どもを守る会愛知県支部）
あおぞら会（愛知県脊柱靱帯骨化症患者・家族友の会）
つぼみの会 愛知・岐阜 愛知支部（１型糖尿病の患者・家族の会）
もやの会 中部ブロック（もやもや病の患者と家族の会）
日本マルファン協会 東海支部
全国膠原病友の会 愛知県支部
愛知県難病団体連合会
愛難連理事長名で、成田山名古屋別院大聖寺様、成田山 索（なわ）の会様宛に、お礼状を出
しました。

また、11 月 3 日に、こうした難病患者激励金の取り組みが 40 年に達したことを記念して、犬山
成田山の開創記念法 要終了後に、感謝 状贈呈式が行われ、愛知県、三重県、岐 阜県の難病連
の代表が出席しました。愛知難病連からは下前理事長と牛田事務局長が参加し、感謝状を贈呈
しました。

2015年9月15日に厚生労働省告示375号として、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るた
めの基本的な方針が告示されました。

難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針
我が 国の難病に関 する施策は 、昭和 ４７年の「難病 対策要綱 」の策定 を機に本格的 に推進されるよ うになり、
難病 の実態把握や 治療方法の 開発、医療水 準の向 上、療養環境の 改善及び難 病に関する 社会的 認知の促進に 一
定の 成果を挙げて きた。しか し、医療の進 歩や、難 病の患者及 びその家族 のニーズの多 様化、社 会及び経済 状
況の 変化の中で、類 似の疾病で あっても、研究事 業や医療費助 成事業の対 象とならな いものが 存在していた こ
と、医 療費助成につ いて都道府 県の超過負 担が続 きその解消が 強く求めら れていたこ と、難病 に対する国民 の
理解 が必ずしも十 分でな いこ と、難病の患者が長 期にわたり療 養しながら 暮らしを続 けていく ための総合的 な
対策 が求められて いることな ど様々な課 題に直面 していた。
こう した課題を解 決するため 、難病 の患者に対する 医療等に関す る法律（平成２６ 年法律第５０号 。以下「法 」
とい う。）が平成 ２７年１月 １日に施行 された。
本方 針は、法第４ 条第１項に基 づき、国及び地方 公共団体等が 取り組むべ き方向性を 示すこと により、難病
（法 第１条に規定 する難病を いう。以下同 じ。）の患 者に対する 良質かつ適 切な医療の確保及 び難病の患者 の
療養 生活の質の維 持向上など を図ること を目的と する。
第一

難病の患者 に対する医 療等の推進 の基本的 な方向

（１ ）難病の患者 に対する医 療等の施策 の方向性 について
法の 基本理念にの っとり、難病の患者に 対する医 療等の施策（以下「難 病対策」と いう。）は、以下の
基本 的な考え方に 基づき、計 画的に実施 するもの とする。
ア

難病は、一定 の割合で発 症すること が避けら れず、その確 率は低いも のの、国民 の誰もが 発症す
る可 能性があり、 難病の患者 及びその家 族を社会 が包含し、支 援していく ことがふさ わしいと の認
識を 基本として、 広く国民の 理解を得な がら難病 対策を推進す ることが必 要である。

イ 難病対 策は、難病 の克服を目 指し、難病 の患者 が長期にわた り療養生活 を送りなが らも社会 参加へ
の機 会が確保され 、地域社会 において尊 厳を持っ て生きること ができるよ う、共生社 会の実現 に向
けて 、難病の特性 に応じて、 社会福祉そ の他の関 連施策との有 機的な連携 に配慮しつ つ、総合 的に
実施 されることが 必要である 。また、国 及び地方 公共団体のほ か、難病の 患者、その 家族、医 療従
事者 、福祉サービ スを提供す る者など、 広く国民 が参画し実施 されること が適当であ る。
（２ ）本方針の見 直しについ て
本方 針は、社 会の状況変化 等に的確に 対応するた め、難病 対策の実施状 況等を踏ま え、少なくと も５年
ごと に再検討を加 え、必要が あると認め るときは 見直しを行う 。
第二

難病の患者 に対する医 療費助成制 度に関す る事項

（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 の患者に対す る医療費助 成制度は、法 に基づい て適切に運用 することと し、医学の進 歩等の難 病を
取り 巻く環境に合 わせ適宜そ の運用を見 直すとと もに、本制度が 難病に関す る調査及び研 究の推 進に資す
ると いう目的を踏 まえ、指定 難病（法第５ 条第１ 項に規定する 指定難病を いう。以下同 じ。）の 患者の診
断基 準や重症度分 類等に係る 臨床情報等（以下「指定 難病患者デー タ」という。以下同 じ。）を適切 に収
集す る。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

指定難病につ いては、定 められた要 件を満た す疾病を対象 とするよう 、国は、疾 病につい て情報
収集 を広く行い、 それぞれの 疾病が置か れた状況 を踏まえつつ 、指定難病 の要件の適 合性につ いて
適宜 判断を行う。 併せて、国 際的な状況 も含めた 医学の進歩に 応じ、診断 基準や重症 度分類等 につ
いて も随時見直し を行う。

イ

法に基づく医 療費助成制 度の目的が 、難病の 患者に対する 経済的支援 を行うとと もに、難 病に関
する 調査及び研究 の推進 に資 することで あること に鑑み、国は 、指定難病 患者データ の収集を 行う
ため 、医療費助成 の対象とな らない指定 難病の患 者を含む指定 難病患者デ ータに係る データベ ース

（以 下「指定難病 患者データ ベース」と いう。以 下同じ。）を 構築する。 指定難病患 者データ ベー
スの 構築及び運用 に当たって は、国及び 都道府県 は、個人情報 の保護等に 万全を期す とともに 、難
病の 患者は、必要 なデータの 提供に協力 し、指定 医（法第６条 第１項に規 定する指定 医をいう 。以
下同 じ。）は、正 確な指定難 病患者デー タの登録 に努める。
第三

難病の患者 に対する医 療を提供す る体制の 確保に関する 事項

（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 は、発症して から確定診断 までに時間 を要する 場合が多いこ とから、でき る限り早期 に正しい 診断
がで きる体制を構 築するとと もに、診断後は より身 近な医療機関 で適切な医 療を受ける ことがで きる体制
を確 保する。その 際、難病の診 断及び治療 には、多く の医療機関 や診療科等 が関係するこ とを踏 まえ、そ
れぞ れの連携を強 化するよう 努める。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

難病について は、できる 限り早期に 正しい診 断ができ、よ り身近な医 療機関で適 切な外来 、在宅
及び 入院医療等を 受けること のできる体 制が肝要 である。この ため、国は 、難病の各 疾病や領 域ご
との 特性に応じて 、また、各 地域の実情 を踏まえ た取組が可能 となるよう 、既存の施 策を発展 させ
つつ 、難病の診断 及び治療の 実態を把握 し、医療 機関や診療科 間及び他分 野との連携 の在り方 等に
つい て検討を行い 、具体的な モデルケー スを示す 。

イ

都道府県は、 難病の患者 への支援策 等、地域 の実情に応じ た難病に関 する医療を 提供する 体制の
確保 に向けて必要 な事項を医 療計画（医 療法（昭 和２３年法律 第２０５号 ）第３０条 の４第１ 項に
規定 する医療計画 をいう。） に 盛り込む などの措 置を講じると ともに、そ れらの措置 の実施、 評価
及び 改善を通じて 、必要な医 療提供体制 の構築に 努める。

ウ

医療機関は、難病の患者に 適切な医療 を提供す るよう努め、地方公共団体 や他の医療 機関と共 に、
地域 における難病 の診断及び 治療に係る 医療提供 体制の構築に 協力する。 また、指定 医その他 の医
療従 事者は、国や 都道府県の 示す方針に 即し、難 病の患者がで きる限り早 期に正しい 診断を受 け、
より 身近な医療機 関で適切な 医療を受け ることが できるよう、 関係する医 療機関や医 療従事者 と顔
の見 える関係を構 築し相互に 紹介を行う 等、 連携 の強化に努め る。

エ

国立高度専門 医療研究セ ンター、難 病の研究 班、各分野の 学会等が、 相互に連携 して、全 国の大
学病 院や地域で難 病の医療の 中心となる 医療機関 と、より専門 的な機能を 持つ施設を つなぐ難 病医
療支 援ネットワー クの構築に 努められる よう、国 は、これらの 体制の整備 について支 援を行う 。

オ

国は、小児慢 性特定疾病 児童等（児 童福祉法 （昭和２２年 法律第１６ ４号）第６ 条の２第 ２項に
規定 する小児慢性 特定疾病児 童等をいう 。以下同 じ。）に対し て、成人後 も必要な医 療等を切 れ目
なく 行うため、小 児期及び成 人期をそれ ぞれ担 当 する医療従事 者間の連携 を推進する ためのモ デル
事業 を実施し、都 道府県、指 定都市及び 中核市は 、これらの連 携の推進に 努める。

カ

国は、難病に ついてでき る限り早期 に正しい 診断が可能と なるよう研 究を推進す るととも に、遺
伝子 診断等の特殊 な検査につ いて、倫理 的な観点 も踏まえつつ 幅広く実施 できる体制 づくりに 努め
る。

第四

難病の患者 に対する医 療に関する 人材の養 成に関する事 項

（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 はその患者数 が少ないた めに、難病に 関する知 識を持った人 材が乏しい ことから、正 しい知識 を持
った 人材を養成す ることを通 じて、地域 において 適切な医療を 提供する体 制を整備す る。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

国及び都道府 県は、難病 に携わる医 療従事者 の養成に努め る。特に、 指定医の質 の向上を 図るた
め、 難病に関する 医学の進歩 を踏まえ、 指定医の 研修テキスト の充実や最 新の難病の 診療に関 する
情報 提供の仕組み の検討を行 う。

イ

医療従事者は 、難病の患 者の不安や 悩みを理 解しつつ、各 々の職種ご との役割に 応じて相 互に連
携し ながら、難病 の患者のニ ーズに適切 に応えら れるよう、難 病に関する 知識の習得 や自己研 鑽さ
んに 努めることと し、難病に 関連する各 学会等は 、これらの医 療従事者が 学習する機 会を積極 的に
提供 するよう努め る。

ウ

国及び都道府 県は、在宅 で療養する 難病の患 者の家族等の 介護負担等 を軽減する ため、喀 痰かく
たん 吸引等に対応 する事業者 及び介護職 員等の育 成に努める。

第五

難病に関す る調査及び 研究に関す る事項

（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 対策のために 必要な情報 収集を行う とともに 難病の医療水 準の向上を 図るため、指定 難病に 限定す
るこ となく、難病の患者の 実態及び難 病の各疾病 の実態や自然 経過等を把 握し、疾 病概念の整 理、診断 基
準や 重症度分類等 の作成や改 訂等に資す る調査及 び研究を実施 する。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

国は、難病対 策の検討に おいて必要 となる難 病の患者につ いての情報 収集を行う とともに 、難病
の患 者の医療、生 活実態及び 生活上のニ ーズ等を 把握するため の調査及び 研究を行う 。

イ

国は、難病の 各疾病に関 する現状の 把握、疾 病 概念の整理 、診断基準 の作成や改 訂、適切 な診療
のた めのガイドラ インの作成 を推進する ための政 策的な研究事 業を実施し 、第三の（ ２）のエ に規
定す る難病医療支 援ネットワ ークの構築 を支援す ること等によ り、積極的 な症例の収 集を通じ た研
究を 推進する体制 を支援する 。

ウ

国は、指定難 病患者デー タベースを 構築し、 医薬品（医薬 品、医療機 器等の品質 、有効性 及び安
全性 の確保等に関 する法律（ 昭和三十五 年法律第 百四十五号） 第二条第一 項に規定す る医薬品 をい
う。 以下同じ。） 、医療機器 （同条第四 項に規定 する医療機器 をいう。以 下同じ。） 及び再 生 医療
等製 品（同条第九 項に規定す る再生医療 等製品を いう。以下同 じ。）の開 発を含めた 難病の研 究に
有効 活用できる体 制に整備す る。指定難 病患者デ ータベースの 構築に当た っては、小 児慢性特 定疾
病の データベース や欧米等の 希少疾病デ ータベー ス等、他のデ ータベース との連携に ついて検 討す
る。

エ

国は、難病の 研究により 得られた成 果につい て、直接国民 に研究を報 告する機会 の提供や ウェブ
サイ トへの情報掲 載等を通じ て国民に対 して広く 情報提供する 。

第六

難病の患者 に対する医 療のための 医薬品、医療 機器及び再生 医療等製品 に関する研究 開 発の推進に関 す
る事 項

（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 の治療方法が 確立され、 根治するこ と、すな わち難病の克 服が難病の 患者の願 いであるこ とを踏
まえ 、難病の 病因や病態を 解明し、難病の患者を早 期に正しく診 断し、効 果的な治療 が行えるよ う研究開
発を 推進する 。特に、患者数が少な いために開発が 進みにくい医 薬品、医 療機器及び 再生医療等 製品の研
究開 発を積極的に 支援する。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

国は、難病の 病因や病態 の解明、医 薬品、医 療機器及び再 生医療等製 品の開発を 推進する ための
実用 的な研究事業 を実施し、 第五の（２ ）のイに 規定する政策 的な研究事 業との連携 を推進す る。

イ

国は、希少疾 病用の医薬 品、医療機 器及び再 生医療等製品 の研究開発 を促進する ための取 組を推
進す る。また、医 療上の必要 性が高い未 承認又は 適応外の医薬 品、医療機 器及び再生 医療等製 品に
係る 要望について 、引き続き 、適切な検 討及び開 発要請等を実 施する。

ウ

研究者及び製 薬企業等は 、指定難病 患者デー タベースに集 められた指 定難病患者 データ等 を活用
しつ つ、医薬品、 医療機器及 び再生医療 等製品に 関する研究開 発、副作用 等の安全性 情報収集 に積
極的 に取り組む。

第七 難病 の患者の療養 生活の環境 整備に関する事 項
（１ ）基本的な考 え方につい て
難病 は患者数が少 なく、その 多様性のた めに他者 からの理解が 得にくいほ か、療養が 長期に及 ぶこと
等に より、難病の 患者の生活上 の不安が大 きいこと を踏まえ、難 病の患者が住 み慣れた地 域におい て安心
して 暮らすことが できるよう 、難病の患 者を多方 面から支える ネットワー クの構築を 図る。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

国は、難病相 談支援セン ター（法第 ２９条第 一項に規定す る難病相談 支援センタ ーをいう 。以下
同じ 。）がその機 能を十分に 発揮できる よう、運 営に係る支援 や技術的支 援を行う。 特に、難 病相
談支 援センター間 のネットワ ークの運営 を支援す るほか、地域 の様々な支 援機関と連 携して難 病の
患者 に対する支援 を展開して いる等の先 駆的な取 組を行う難病 相談支援セ ンターに関 する調査 及び
研究 を行い、全国 へ普及を図 る。

イ

都道府県は、 国の施策と 連携して、 難病相談 支援センター の機能が十 分に発揮で きるよう 、当該
セン ターの職員の スキルアッ プのため の 研修や情 報交換の機会 の提供等を 行うととも に、難病 の患
者が 相互に思いや 不安を共有 し、明日へ の希望を 繋ぐことがで きるような 患者会の活 動等につ いて

サポ ートを行うよ う努める。
ウ

難病相談支援 センターは 、難病の患 者及びそ の家族等の不 安解消に資 するため、 当該セン ターの
職員 が十分に活躍 できるよう 環境を整え るととも に、職員のス キルアップ に努める。

エ

国及び都道府 県は、難病 の患者及び その家族 等がピア・サ ポートを実 施できるよ う、ピア ・サポ
ート に係る基礎的 な知識及び 能力を有す る人材の 育成を支援す る。

オ

国は、難病の 患者、その 家族、医療 従事者、 福祉サービス を提供する 者、教育関 係者及び 就労サ
ービ ス従事者など により構成 される難病 対策地域 協議会（法第 ３２条第１ 項に規定す る難病対 策地
域協 議会をいう。 以下同じ。 ）の地域の 実情に応 じた活用方策 について検 討するとと もに、都 道府
県、 保健所を設置 する市及び 特別区は、 難病の患 者への支援体 制の整備を 図るため、 早期に難 病対
策地 域協議会を設 置するよう 努める。

カ

都道府県は、 難病の患者 に対する保 健医療サ ービス若しく は福祉サー ビスを提供 する者又 はこれ
らの 者に対し必要 な指導を行 う者を育成 する事業 を 実施し、訪 問看護が必 要と認めら れる難病 の患
者が 適切なサービ スを利用で きるよう、 他のサー ビスとの連携 に配慮しつ つ、訪問看 護事業を 推進
する よう努め、国 はこれらの 事業を推進 する。

キ

国及び都道府 県は、在宅 で療養する 難病の患 者の家族等の レスパイト ケアのため に必要な 入院等
がで きる受け入れ 先の確保に 努める。

第八

難病の患者 に対する医 療等と難病 の患者に 対する福祉サ ービスに関 する施策、就労の支 援に関する施 策
その 他の関連する 施策との連 携に関する 事項

（１ ） 基 本的な考え方 について
難病 の患者が地域 で安心して 療養し なが ら暮らし を続けていく ことができ るよう、医療と の連携 を基本
とし つつ福祉サー ビスの充実 などを図る とともに、難病の患者 が難病である ことを安心 して開示 し、治療
と就 労を両立でき る環境を整 備する。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

国は、障害者 の日常生活 及び社会生 活を総合 的に支援する ための法律 （平成１７ 年法律第 １２３
号。 以下「障害者 総合支援法 」という。 ）に基づ き障害福祉サ ービス等の 対象となる 特殊の疾 病に
つい て、指定難病 の検討を踏 まえて見直 しを適宜 検討する。

イ

国は、全国の 市町村にお いて難病等 の特性に 配慮 した障害 支援区分（ 障害者総合 支援法第 ４条第
４項 に規定する障 害支援区分 をいう。） の認定調 査や市町村審 査会（障害 者総合支援 法第１５ 条に
規定 する市町村審 査会をいう 。）におけ る審査判 定が円滑に行 えるようマ ニュアルを 整備する とと
もに 、市町村は難 病等の特性 に配慮した 認定調査 等に努める。

ウ

福祉サービス を提供する 者は、人工 呼吸器を 装着する等の 医療ケアが 必要な難病 の患者の 特性を
踏ま え、訪問診療 、訪問看護 等の医療系 サービス と連携しつつ 、難病の患 者のニーズ に合った サー
ビス の提供に積極 的に努める とともに、 国は、医 療と福祉が連 携した先駆 的なサービ スについ て把
握し 、普及に努め る。

エ

国は、難病の 患者の就労 に関する実 態を踏ま えつつ、難病 の患者の雇 用管理に資 するマニ ュアル
等を 作成し、雇用 管理に係る ノウハウを 普及する とともに、難 病であるこ とをもって 差別され ない
雇用 機会の確保に 努めること により、難 病の患者 が難病である ことを安心 して開示し 、治療と 就労
を両 立できる環境 を整備する 。

オ

国は、ハロー ワークに配 置された難 病患者就 職サポーター や事業主に 対する助成 措置の活 用、ハ
ロー ワークを中心 とした地域 の支援機関 との連携 等により、難 病の患者の 安 定的な就 職に向け た支
援及 び職場定着支 援に取り組 む。

カ

小児慢性特定 疾病児童等 が社会性を 身につけ 将来の自立が 促進される よう、学習 支援、療 養生活
の相 談及び患者の 相互交流な どを通じ、成 人後の自 立に向けた支 援を行うこ とは重要で あり、国は 、
これ らを実施する 都道府県、 指定都市及 び中核市 を支援する。

キ

国及び地方公 共団体は、 難病の患者 の在宅に おける療養生 活を支援す るため、保 健師、介 護職員
等の 難病の患者及 びその家族 への保健医 療サービ ス、福祉サー ビス等を提 供する者に 対し、難 病に
関す る正しい知識 の普及を図 る。

第九

その他難病 の患者に対 する医療等 の推進に 関する重要事 項

（１ ） 基 本的な考え方 について
難病 に対する正し い知識の普 及啓発を図 り、難病の 患者が差別を 受けること なく、地域で 尊厳を持 って

生き ることのでき る社会の構 築に努める とともに、難 病の患者が 安心して療 養しながら暮 らしを 続けてい
ける よう、保健医 療サービス 、福祉サー ビス等に ついて、周知 や利用手続 の簡素化に 努める。
（２ ）今後の取組 の方向性に ついて
ア

難病について は、患者団 体等がその 理解を進 めるための活 動を実施し ているほか 、一部の 地方公
共団 体による難病 の患者の雇 用を積極的 に受け入 れている事業 主に対する 支援や、民 間団体に よる
「世 界希少・難治 性疾患の日 」のイベン トの開催 等の取組が行 われている 。今後、国 、地方公 共団
体及 び関係団体は 、難病に対 する正しい 知識を広 げ、難病の患 者に対する 必要な配慮 等につい ての
国民 の理解が深ま るよう、啓 発活動に努 める。

イ

国民及び事業 主等は、難 病は国民の 誰にでも 発症する可能 性があると の認識を持 って、難 病を正
しく 理解し、難病 の患者 が地 域社会にお いて尊厳 を持って生き ることがで きる共生社 会の実現 に寄
与す るよう努める 。

ウ 国 及 び地 方 公 共団 体 は、法 に基づく医 療費 助成 制 度 や保 健 医 療サービス、福 祉サービス等 を難 病 の患
者が円 滑 に利用できるよう、難 病相 談支 援センター等を通 じた周知や、各 種手 続の簡 素化などについて検
討を行う。

愛知県と名古屋市の交渉は２月 1 日（月）午後
11 月 14 日の臨時総会の確認に基づき、愛知県・名古屋市への要望書を 11 月 19 日（木）
に提出しました。
愛知県議会健康福祉委員会、名古屋市議会財政福祉委員会所属の議員に、私達の要望 内
容を知っておいていただきたいと、要望書コピーを届けました。

愛知県と名古屋市の交渉は以下のように行います。
と

き

ところ

2016 年２月１日（月）午後

名古屋市役所

愛知県は

13：00～14：00

名古屋市は

14：30～15：30

東庁舎１階第 12 会議室

ＲＤＤ取り組みは「難病啓発イベント」として

「立浪和義 さん トークショー」 します
２月 28 日午後に元中日の立浪和義さんを招いて「難病啓発イベント」として
トークショーを行います。
（立浪さんはＡＬＳで亡くなった伊藤敬司さん（元ＰＬ学園捕手）の闘病生活を
綴った「ＰＬ学園最強時代

あるキャッチャーの人生を追って」の普及活動に

とりくんでみえます。トークショーの内容などは検討中です）
と

き

ところ

２月 28 日（日）13：30～15：00）
ウインクあいち 1001 号室

愛知県医師会難病相談室「平成 27 年度

患者・家族のつどい」を紹介

します
※事前の申し込みが必要です（ＴＥＬ０５２－２４１－４１４４）
１月 13 日(水・14：00～16：00）

「障害（ハンデイ）」を抱えた人が
輝いて生きるには」

１月 14 日(木・14：00～16：00）

「クローン病と食事療法」
（対象：クローン病患者・家族）

２月８日(月・14：00～16：00）

「病気になった時の社会保障」

３月 15 日(火・14：00～16：00)

「難病患者さんの就労勉強会」

愛知県議会 9 月定例会で
難病対策の充実についての意見書が採択されました。

難病対策の充実についての意見書
難病対策については、昭和４７年に難病対策要綱が策定されて以来、難病の実
態把握や治療方法の開発等が行われてきたが、医療費助成の対象疾病が限られ
ている点や、難病患者の長期にわたる療養及び社会生活を支える総合的な対策
が求められている点など、様々な課題が指摘されてきた。
こうした中、国は、本年１月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する
法律」等に基づき、難病患者に対する医療費助成に関して、対象となる疾病の大
幅な拡大等によって、公平かつ安定的な制度の確立を図るとともに、本人やその家
族等の負担を軽減するため、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じるな
ど、難病対策の充実を目指しているところである。
その一方で、治療方法については未だに確立されておらず、患者はこれまでと同
様、長期療養を余儀なくされていることから、難病の病因・病態の解明や効果的な
治療方法等の開発に向けた調査及び研究を積極的に支援することが求められて
いる。
よって、国におかれては、難病対策の充実を図るため、下記事項について特段
の措置を講じられるよう強く要望する。
記
１ 難病に関する病因・病態の解明や治療に効果的な医薬品、医療機器及び再生
医療等製品の開発のための研究を推進するとともに、必要な予算を確保する
こと
２ 難病に関する未承認薬や適応外薬の早期承認を図るなど、ドラッグ・ラグの解
消に向けた取組を推進すること
３ 既に薬事承認や保険収載されている医薬品について、治験等による有効性、
安全性等の確認に基づき、その効能・効果の追加を積極的に検討すること
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２７年１０月１４日
殿
愛知県議会議長
横井五六
（提 出 先）
衆議院議長
内閣総理大臣

参議院議長
厚生労働大臣

名古屋市からのお知らせ

障害者基幹相談支援センターのご案内

※ 難病の方も相談ができます！

障害者基幹相談支援センターとは、障害 のある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、
各種相談や情報提供などの支援を総合的に行うところです。
当センターは、名古屋市が委託した団体が運営しており、市内に 23 か所（サテライトを含む。）あ
ります。本部とサテライト、どちらでも相談 ができます。お住 まいの区 の基 幹相 談支 援センターにま
ずはお電話をください。
【障害者基幹相談支援センター 一覧】
区

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

千種区北千種二丁目 1 番 44 号

711-2508

726-6138

本部

東区筒井三丁目 1 番 14 号

932-7584

932-7585

サテライト

東区山口町 3 番 17 号 プレズ名古屋徳川 1A

325-6193

325-6203

北区田幡一丁目 11 番 31 号

910-3133

916-3665

西区中小田井五丁目 38 番地

504-2102

502-5806

528-3166

528-3266

千種区
東区
北区
本部
西区

サテライト

西区上名古屋二丁目 2 番 21 号 日商岩井第一城北ハイ
ツ 1F

中村区

中村区豊国通 3 丁目 10 番地

462-1500

462-1399

中区

中区大須四丁目 10 番 85 号 山村ビル 1F

253-5855

253-5856

本部

昭和区御器所通 2 丁目 25 番地の 2

741-8800

741-8930

サテライト

昭和区松風町 2 丁目 28 番地 ノーブル千賀 1Ｆ

841-6677

841-6622

瑞穂区

瑞穂区弥富町月見ヶ岡 5 番地 NTT 西日本八事ビル 1F

835-3848

835-3743

熱田区

熱田区横田二丁目 4 番 16 号

678-5505

681-7052

中川区

中川区小本一丁目 20 番 37 号

354-4521

354-2201

港区

港区港栄一丁目 1 番 22 号 港栄店舗 104 号

653-2801

651-7477

本部

南区寺部通 3 丁目 8 番地の 1 レオテクノビル 3F

822-3001

822-3035

サテライト

南区西桜町 31 番地

883-9257

883-9259

本部

守山区下志段味穴ヶ洞 2266 番地の 250

737-0221

736-0572

サテライト

守山区町北 11 番 59 号

791-2170

791-2170

緑区鹿山三丁目 17 番地

892-6333

892-6336

本部

名東区社台三丁目 109 番地 第九ヤマケンビル 2F

739-7524

739-5330

サテライト

名東区勢子坊二丁目 1303 番地

702-2863

701-2079

本部

天白区原二丁目 3511 番地 ルミエール原 1F

804-8587

804-8585

サテライト

天白区八事山 534 番地

832-2151

832-2152

昭和区

南区

守山区
緑区
名東区

天白区

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課（電話 052-972-2639）

☆愛知県医師会・難病相談室のご案内☆
病気が長期にわたり、原因が不明、治療法が未確立というような疾患にお悩みの患者・家
族の皆様に、広 くご利用いただくよう難病 相談室を常設いたしております。治療 や療養生活
をはじめ、病気になったことで生ずる社会生活上の問題、例えば経済的な心配や職場復帰、
学校生活、家庭生活、人間関係等のご相談にも応じています。お困りの方は。どうぞお気軽
にご照会くださるよう申し上げます。
難病相談室は、愛知県における「難病相談・支援センター」としての役割を担い、相談事業
を始めとし、各種事業を行っています。なお、詳細は下記へお問い合わせください。
（相談は無料、秘密は厳守されます）
◆相談医師(専門別)による医療相談
指定日の午後２時～５時（予約制）
対象疾患：①神経 ②感覚器(耳鼻・眼) ③膠原病 ④腎臓 ⑤循環器 ⑥消化器
⑦呼吸器 ⑧内分泌・代謝 ⑨血液 ⑩小児 ⑪骨・間接 ⑫心身
⑬血管外科 ⑭脳内外科
◆医療ソーシャルワーカーによる療養相談・生活相談
月曜日～金曜日 午前９時～午後４時まで
◆難病相談室の所在地＝愛知県医師会館・２階
名古屋市中区栄 4 丁目 14 番 28 号 TEL（052）241-4144

ＡＮＧ平成２年５月１日第三種郵便物承認
平成２７年１１月２０日発行
愛

難

連

の

（年 4 回２・５・８・１１月の 20 日発行）
ANG326 号

難

定価１５０円

病

相

談

電話連絡先 ： ０５２－４８５－６６５５
ＦＡＸ ： ０５２－４８５－６６５６ （ＦＡＸは２４時間）
相談日： 月曜日～金曜日 １０：００～１６：００

～ あなたの声を聞かせてください ～
愛難連では、難病患者さんやそのご家族の方々が、住み慣れた場所で安定した療養生活を
送っていけるように、保健・医療・福祉等の関係機関と連携を図りながら活動しています。
私達は、患者同士の「支え合い」「助け合い」を重視しており、そのきっかけをお手伝いすると共
に、その輪を社会へと広げ、より良い社会生活を送れるように努めています。一人で悩まず、
お気軽にお電話下さい。あなたの声が、同じ病気で苦しむ仲間の力になるかも知れません。

≪ 加盟団体一覧 ≫
全 国 筋 無 力 症 友 の 会

愛 知 支 部

（TEL・FAX）0569-22-5122 小林宅
一般社団法人

（ TEL） 0561-41-0453 水 野 宅

愛知県腎臓病協議会

（TEL）052-228-8900 事務所
（TEL）052-655-5066 田口宅
東 海 支 部

（TEL）052-623-7554 原田宅
県

肝

ハ

知

心

臓

会

知

低

肺

機

能

（TEL）0564-74-1611

ン

病

の

会

（ TEL） 0564-31-2848 林 宅
の

会

進行 性核 上性 麻痺 の患 者・家 族の会 （ＰＳＰの会 ）

グ ル ー プ

（ TEL・ FAX） 0568-79-9273 小 澤 宅
日 本 マルファン協 会 （マルファン症 候 群 ）

(TEL・FAX）052-872-3559 近藤宅
べーチェット病 友 の会

ト

愛 知 県 脊 柱 靭 帯 骨 化 症 患 者 ・家 族 友 の会 （あおぞら会 ）

（TEL）052-504-2465 牛田宅
愛

ン

（ TEL） 052-895 -4907 奥 田 宅
友

病

チ

もやの会 （もやもや病 の患 者 と家 族 の会 ）

（TEL）0568-82-7492 水上宅
愛

ン

（TEL・FAX）052-721-9304 浜島宅

全 国 パ ー キ ンソ ン 病 友 の 会 愛 知 県 支 部
知

東 海 脊 髄 小 脳 変 性 症 友 の 会
（TEL）0564-45-4801 松崎宅

（TEL・FAX）0568-82-6098 橋本宅

愛

口蓋口唇口蓋裂を考える会（たんぽぽ）
（ TEL） 0568-56-9033 横 田宅

愛 知 県 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー 協 会
日 本 二 分 脊 椎 症 協 会

LOOK 友 の会 (クローン病 、潰 瘍 性 大 腸 炎 )

愛知県支部

（ TEL・ FAX） 0594-73-3085 大 柄 宅
愛知線維筋痛症患者・家族会エスペランサ

森田宅

つぼみ の 会 愛 知 ・ 岐 阜 愛 知 支 部(１型 糖 尿 病)
（ TEL） 0587-24-0503 山 下 宅
日本 ALS 協会愛知県支部(筋萎縮性側索硬化

（ TEL・ FAX） 052-878-2267 中 山 宅
稀

少

難

病

愛

知

・

き

ず

な

（ TEL） 052 -364-9387 片 岡 宅
プラダー・ウィリー症候群児・者親の会

症

)

「竹の子の会」西東海支部

（TEL・FAX）052-671-0341 事務所
愛 知 網 膜 色 素 変 性症 協 会 （ ＪＲＰＳ愛 知）
（TEL・FAX）052-882-1757 新井宅

（ TEL・ FAX） 0562-84-0750 杉 本 宅
Ｆａｂｒｙ

ＮＥＸＴ（ファブリー

ネクスト）

（ TEL・ FAX） 0563-59-1679 石 原 宅
（24 団体

会員総数

約 10,000 名）

発行人：NPO 法人 愛知県難病団体連合会
発行所：名古屋市中村区本陣通 5-6-1 地域資源長屋なかむら 101 電話 052-485-6655

