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一愛知県筋ジストロフィ一協会とは一
愛知県における、筋ジストロフイー症（進行性筋根本的治療法も、その進行を止める方法も見つかご
萎縮症）という病気の子どもをかかえている親や患ていない重度の身体障害を伴う病気です。
者たちのあつまりで、全国における日本筋ジストロ社会の温かいご理解とご協力をいただいて一日も
フイー協会は、その上部組織です。この「筋ジス」早く、この患者たちが、明るい顔と正常な身体を取
という病気は、筋肉の細胞がだんだんと変質して次りもどすよう願って、私たちはこの協会を作り、活
第に力が弱くなり、その機能を失ってゆくという、動を続けております（
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平成〃年度愛知県筋ジストロフィ−協会

第

去る６月に︑第獅回の大会︵総会︶が標記のとお

郷町在住の湯浅奈穂子さん︑議事録署名人に犬山

午前中の総会の部では︑議長に会員で愛知郡東

のご出席もあり︑各界から寄せられた祝電の披露

下前君夫氏︑県内の９特別支援学校の校長先生方

長・沖高司氏︑愛知県難病団体連合会理事長・

最後に︑本年度の療育キャンプについて︑事務局

型名︑委任状提出者別名︶

年１月に﹁難病の患者に対する医療等に関する法

ついて﹂と題して講演をいただきました︒平成

小木曽尚登さんに︑﹁難病対策の法制化の概要に

そのあと︑愛知県健康福祉部健康対策課主幹・

をしました︒

から実施時期や場所の説明があり︑会員さんたち

律︵難病法匡が施行されたことに伴い︑雌病弱疾患

騒・｜︐

騒

青春のＱＯＬの向竺一

午後の大会の部では︑来賓として︑医療関係か

らは名古屋大学名
誉教授・祖父江逸郎
先生︑国立病院機構

筋ジストロフィー症
この法律に基づき︑新

も含まれます︒今後︑

の手続き︑指定医及び

たな医療費助成制度
指定医療機関の指定
状況︑正しい診断や
適切な医療が行える
医療提供体制の整備
など私たちに関わり
の深い内容をわかり

鈴鹿病院長・小長谷

『

正明先生が︑行政関
係からは︑愛知県健
康福祉部障害福祉課
主幹・保木井研次氏︑

団体関 係 か ら は ︑ 愛
知県特別支援教育推
進連盟理事長・佐藤

二

ら︑
︑鍬
邪疾
疾患
患に
に拡大されました︒この中に
の指定から

の了解を得ました︒

賛成多数で可決しました︒︵総会員数幽名︑出席者

告・決算報告︑平成調年度の事業計画・予算案を

市の大島松樹さんを選出し︑平成妬年度の事業報

ただきました︒また︑愛知県肢体不自由児協会会

賢氏がご出席くださり︑それぞれ激励の言葉をい

ところ●名古屋市総合社会福祉会館

とき●平成万年６月７日︵日︶﹇午前﹈総会の部﹇午後﹈大会・研修会の部

鯉幽凹流会︵総会︶開催される

1
■
り開催されました︒

9

口

「

に

いただきまし

やすくお話し
た︒

また︑本年

度は役員改選

の年でもあり

ました︒今回

は退任される

役員はいませ

んが︑新しく

理事として︑

岡崎市在住の

んが就任されました︒今後の活躍に期待したいと

吉松佑希子さ

なお︑本年度の役員は次のとおりです︒

思います︒

会長田口智久︵名古屋市港区︶

副会長中野勉︵刈谷市︶

副会長生駒博︵名古屋市西区︶

理事大島松樹︵犬山市︶

理事湯浅康弘︵愛知郡東郷町︶
理事森田いずみ︵小牧市︶
理事烏丸直樹︵名古屋市北区︶
理事河本実幸︵名古屋市緑区︶

理事吉松佑希子︵岡崎市︶

理事近藤夢︵名古屋市南区︶

謬講渡辺一充︵豊橋市︶

監事生駒とし子︵名古屋市西区︶
監事安井美津子︵名古屋市港区︶

︵渡辺︶

匪回全国大会
及び役員研修会開かれる

︵社︶日本筋ジストロフィ１協会

などがされました︒最後に福岡支部長︑溝口伸之

制整備﹂松村班﹁筋強直性筋ジス治験推進のため

難治性疾患への展開を目指した研究﹂小牧班﹁筋

一﹂

年５月お日︵土︶〜打日︵且

経筋疾患ナ︑︑︾ヨナルレうストーｉの活用と希少な

とき●平成

氏による大会決議文が朗読され︑宣言がなされま

明として︑名古屋市立大学大学院医学研究科の服

午後からの会員研修会では︑アンケート調査説

決算︑平成幻年度予算案︑事業計画案などが原案

病院機構をはじめ︑各方面からの来賓の方々のご

部文子先生が︑小牧班研究で実施するアンケー

平罷成露年一言涯産豆輩Ｅの両冒東京都新糧区の

挨拶がありました︒また講演は︑東京大学大学院

ト調査﹁筋ジストロフィ−患者における災害時対

どおり承認されました︒また︑監事より諸帳簿︑

総合文化研究科教授の松田良一先生の﹁筋ジスト

策の全国調査﹂について説明をされました︒講演

戸山サンライズおいて︑一般社団法人日本筋ジス

ロフィ−の患者が食べるとよいもの︑食べない方

トロフィ１協会第馳回全国総会・大会が開催され

がよいもの﹂について︑アメリカの製薬メーカー

と
て︑
茨茨
城城支
とＬ
して
支部
部長の山田柴吉氏が﹁支部の在り

こちらも承認されました︒

ＰＴＣ社バレンシア・ハビェル氏の﹁リードスルー

して講演されまし

方をさぐる﹂と題

記帳等がすべて適正であるとの監査報告があり︑

況﹂について︑ほ
か武田班﹁筋ジス

高事務局長がＪＫ

た︒最後に補助事

ついて説明されま

事業の実施方法に

会事業など︑補助

財団︑小牧班︑協

国心身障害児福祉

業説明として︑大

モデル動物を用
いた新たな治療

Ａ︑日本財団︑全

I

法の開発﹂西野班
﹁筋ジス関連疾患

の基礎的診断・
治療開発研究﹂木
村班﹁国際協調に

した︒︵田口︶

一館杜団法人日本筋ジストロフィ一種自

治療薬の治験状

ました︒大会には厚生労働省︑文部科学省︑国立

した︒翌日午前の総会では︑平成妬年度事業報告

の臨床基盤整備の研究﹂の現状報告や治験の紹介

ジスのエビデンス創出を目的とした臨床研究と体

ところ●東京都新宿区戸山サンライズ

第■

基づく臨床研究
基盤としての神

第52回全国大会

麺

，．
息
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■療書育キャンプ︵患者と家族の交流会︶

駿 河 湾 司 詮 り ｌに巨大金塊企びっくり！満思Ｔ
とき●平成匪年．狼月旗日︵土言州・・参加日︵日︶

ところ●伊豆方面・西伊豆まつざき荘

加月加日〜ｎ日︑恒例の療育キャンプが開催さ

りました︒懇親会では︑料理を美味しく食べ︑カ

アさんや役員さんの介助で︑大浴場での入浴があ

〃三罰

れました︒今回の参加者は︑例年の半数程度の総

ラオケで大いに盛り上がりました︒そして︑夜遅

一室二一︾グー壷一一一一唯一一郭言三壱一一ｍ一二グー１−．・一夕．｜晶碗申圭一詳距一・岬︶二一・年三ぎ一壱一一三言一呼一二一︾一こ︽一三一

勢妬名︑リフト付きの大型観光バス−台で快適に

２日目は︑朝９時にホテルを出発︒まずは︑伊

くまで︑皆で話に花を咲かせていました︒

１日目は︑新東名を東へ走るなか一路︑次郎長

寄った後︑土肥金山へ到着しました︒江戸時代︑
佐渡金山に並び有名な金山で︑実際に採掘してい

豆名物︑魚の干物や海苔など海産物の店に立ち

車し︑配られたお弁当を片手に︑各自好きな場所

た坑道を実際に歩いたり︑却蛇ある世界一の巨大

とサッカーの街︑清水港へ向かいました︒複合商

で昼食をとりました︒散策後︑駿河湾フェリーに

業施設である清水エスパルスドリームプラザで下

乗船しましたが︑こ

金塊を触ったり
しました︒その

の航路は清水港と土

肥港を結ぶ海の道

メニューは﹁しら

後︑伊豆フルー
ッパークで昼食
をとりました︒

富士山は見えません

はあいにくの天気で

ケースです︒この日

かったです︒

でとても美味し

す釜まぶし御膳﹂

で︑平成妬年４月に
県道弊富士山︶号に

でしたが︑心地よい

風を受けながら︑暫

当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

鰯

２日間を過ごしました︒

L

認定さ れ た 珍 し い

一

本当に盛りだ
くさんの２日間
でした︒参加さ
れた皆さん︑本

しの海の旅を楽しみ

さ

児

ました︒

『
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間閲凹心に残る光景

た土肥金山で︑坑内の見学は当時の様子が再現さ

二日目は佐渡金山の次に金の産出量を誇ってい

り上げ︑楽しませてくれました︒

人がポップソングを代わる代わるにに披露して盛

長さんのカラオケの出番です︒そして続き若い二

理と焼酎に舌鼓を打ちながら︑いよいよ中野副会

すっきりリフレッシュしたところで︑地元のお料

ではボランチィアさんと入浴を済ませ︑身も心も

ゆったりと船の旅を味わうことが出来ました︒宿

た︑かっこいい生駒船長さん︵１︶にも癒されて

スの中ではビンゴゲームで盛り上がりました︒ま

員さんそれぞれの想いを乗せて出発しました︒バ

一泊二日の西伊豆のバス旅行は︑参加された会

岡崎市吉松佑希子

一
れていて見ごたえがありました︑中でも咽億円相

者・家族の野外活動
︵バーベキュー大会︶

とき●平牽成幻年９月に日︵土︶

ところ●名古屋市・戸田川緑地
９月胆日︵土︶昭時からのバーベキューには︑参

加者３歳〜和代まで車椅子賜台︑その内︑ＢＢＱ
初参加も３家族︑総勢妬名ご参加いただきました︒

今回は︑名古屋地区での初会場と初企画で備品
レンタル業者への委託など︑これまでと異なった
方法でＢＢＱを開催いたしました︒

この企画は︑身近でお手軽ＢＢＱのコンセプト
で開催いたしましたが︑アウトドア達人別パパさ
■ケ﹄季一も一■叩一︾一四Ｆ一一和一一印一一︾一一︾一一一

一一一一一聖︾聖牢︾■一凹申

んには︑活躍場所に少し物足りなさを感じられた

ぱい⁝苔﹂と笑顔でお帰りいただくことができまし

たことを感謝申し上げます︒︵安井︶

魚闘画楽しかったバーベキュー

名古屋市熱田区加藤和真

今回初めてバーベキューに参加しました︒何日

も前からとても楽しみにしていたけれど知らない

人が多いので少し不安もあって前の日の夜は少し

眠れませんでした︒家から釦分くらいのところに

バーベキュー場がありました︒こんな近くにこん

ないい場所があるなんて驚きました︒ぼくと同じ

ように歩いている人がほとんどいなかったので

びっくりしました︒バーベキューで沢山食べよう

と思い朝食は軽めにして最初はウインナーとハン

バーグを食べました︒ハンバーグがとても美味し

かったので沢山食べてしまい帰る頃少しお腹が痛

くなってしまいま

した︒珍しかったの

＝ ‑

のかしら？共同作業
の乏しさから︑参加

が焼きマシュマロ
です︒プリンのよ

うな味でした︒牛

肉や鶏肉もとても

美味しかったです︒

一二‐ん

当の巨大金塊は圧
巻で︑それが盗まれ

者同士のコミュニ
ケーション不足？
様々な課題も気にか
かるところでした︒

それでも︑アウト

■

鍔

とても楽しい

バーベキューだっ

たので次回も参加

したいと思いまし
た︒ありがとうご

溝

名詞

ドアならではのパパ
さん方の逢しい奮闘
ぶりやそのお子さま

方の積極的な働き
で︑参加者︑皆さん

ざいました︒

ー

患「
一様に﹁おなかいつ

淑

Q P P

ｰ

る事件 の エ ピ ソ ー
ドは可 笑 し か っ た
です︒ 楽 し い 二 日
間でし た が ︑ 何 よ
りも私の目に焼き
付いて い る の は 二
人の同 級 生 の 後 ろ
姿です︒家族旅行
では味わえない心
に残る 思 い 出 が で
きました︒

ｰ
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届

Ｌ各種事業−
年５月３日︵日・祝︶

■日常ケアの相談会＆関係者との交流会
とき●平成
ところ●岡崎市・第二青い鳥学園

去る５月３日大渋滞に巻き込まれながらも参
加予定者は︑お一人も欠席されることなく集まっ
ていただけ感謝感激でした︒参加者総数銘名︒会

員家族ｎ組︑非会員家族７組︑医療関係者・教
諭晦名︑学生８名︒

戸惑いパニックで至らないことばかりでしたが︑

ました︒企画担当の私自身︑想像超える参加数に

師も同席ｖただ時問題解決案を提案してくださし

です︒

を通して色々な人との関わりを増やしていきたい

があまり得意ではありませんが︑今後も行事など

卜を教えてもらうことができましたｃ人と話すの

に終了することが出来ましたことに対し︑お礼と

︵安井︶

年５月９日︵土︶

ところ●刈谷市・熊市民館

とき●平成

■春の患者・家族の交流会︵うどん作り︶

皆さまの温かい配慮のおかげさま︑どうにか無事
感謝を申し上げます︒

魚闘凹初めての行事参加

を開催しました︒いつものメニューに加えてあん

今年も刈一谷の熊市民館で￥春のうどん交流会

５月に筋ジス協会の日常ケア相談交流会が第２

かけもやしと卵とじうどんもやってみました︒そ

豊川市中村征矢

の行事に参加するのは初めてでした︒そのせいか

かがだったでしょうか︒

青い鳥学園で行われ︑参加しました︒筋ジス協会
少し緊張していましたが︑係りの方に明るく声を

私事ですが︑近頃電車で座っていて立ち上が

れなりの新メニューであったように思いますがい

の２グループに分かれての交流︒午後一
はは
︑︑呼
呼吸
吸リ
リ

る時に随分と前方向にスペースがいるようになっ

んど初めて会う方ばかりでしたが︑話を聞いてい

オーストラリアで作られる香川県用の小麦から製

掛けていただいたので気が楽になりました︒会が

ると共感できること︑参考になることばかりで︑

粉される香川のうどん粉から作られる讃岐うど

始まると︑いくつかのグループに分かれ一人ずつ

ス患者のリ

親近感が湧きました︒昼食後︑今度はリハビリの

ん︑これを食べると糖分に変わるときにウドニン

ハビリとカ

ハビリ実践

先生から体のケアのことやカフアシストのことな

ｊというたんぱく質が精製されて︑これが筋肉の

フアシスの

理解︑家族

どの話を聞きました︒実践を交えてのお話はと

破壊を抑制し再生を促進するという記事がありま

た気がします︒加齢とともに体重増が関係してい

向けに日々

ても分かりやすく興味深いものでした︒特に痩を

いわけです︒皆さんも讃岐うどんを食べましょう︒

した︒どうりで香川県に筋ジスの患者さんが少な

自己紹介をして︑お互いの状況︑悩みなどを話し

のリハビリ

とるためのカフアシストはそれまで聞いたことも

合いました︒初めての参加なので当然周りはほと

ケア講習と

ない機械で︑実際に見ることができてとても参考

実践︑学生

三ヶ所同時

になりました︒この会に参加して一番感じたこと
とや不安なことを人と共有することで答えやピン

は︑人と関わることの大切さです︒分からないこ

る最近です︒

なんていうデジャブが起きるといいなと思ってい

︵大島︶

後は︑全体

『

交流会に医

ところで昨日目にしたニュースなのですが︑

講習会︒最

進行の実践

るかなと分析しています︵笑﹀︒

午前中は︑病気について︑医療的ケアについて

？

さんへ筋ジ

隠

農1
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愚剛函︾うどんの会

名古屋市北区鳥丸久太
年７月詣日︵土︶

■夏の患者・家族の交流会︵パン作り︶
とき●平成

ところ●愛知郡東郷町．イーストプラザいこまい館

訓練指導パン作り教室も今回で６回目になり
ました︑会場はいつもと同じ﹁東郷町イーストプ
ラザ・いこまい館﹂で開催しました︒当初参加者
づくにつれ施設の定員利用人数を超えるほどの参

の連絡も少なく心配していたのですが︑日程が近
加者で楽しい一日でした︒今回が初めての人や久

ル袋に入れて足で踏んでうどんを握れたら伸ばし
が出来るまでは大変なんだなとおもいました︒切っ

オーブンで焼き上げと進めて︑沢山のパンが焼け

生地の発酵︑成形︑そして２回目の発酵を待ち︑

に制限も有り︑調理開始時間が遅くなりましたが︑

ん達と話をしていたので︑僕は会員さんのお父さ

ました︒今回も遅い目の食事開始になりましたが

しぶりの参加者の方たちと︑会場の借り受け時間

んにうどんを食べさせてもらいました︒明太子チー

和気あいあいの一日でした︒

でたての温かいのにカレー味の汁をかけてもらっ

ズ味や冷たいうどん︑あんこをまぜたり︑野菜が

ります︒会員さんが集って楽しめる様なヒントが

新年度の訓練指導は違った企画を検討してお

たくさんのしっぽくという汁かけなどたくさんの

て︑母が﹁お手伝いしてるから⁝︒﹂と他のお母さ

たうどんは大きな鍋で次々に茄でていました︒茄

て平らにして包丁で細く切っていました︒うどん

る汁や︑具をいろいろと作っていました︒ビニー

りがしてました︒うどんにまぜたり︑かけたりす

加でした︒会場に着いた時はもう出し汁のいい香

今年もうどんの会に参加しました︒二度目の参

一
種類のうどんがありました︒途中でお腹が一杯に

有れば役員までご意見をください︒︵湯浅︶

魚函凹皆さんに楽しんでいただいて
愛知郡東郷町湯浅芳子
四回にわたってパン教室を担当させていただ
きました︒いくらか習っていたとは言え︑自家
用に気ままに作るのとはわけがちがう︒心もとな
いので友人に助っ人を頼み︑当日は準備万端での
ぞんだはずが︑忘れ物があったり︑段取りの悪さ
に手間どったりと︑あたふたとすることこの上な
く︑後悔するばかり︒それでも手際の良いお母さ

ん方や役員さん友人に助けられ何とかメニューを

ったと思いながらも︑子供達がやわらかいパン生

こなすことができました︒やっぱり私には無理だ

ロン姿で真剣な顔で成型しているのを見るのも楽

地に悪戦苦闘しながらも丸めたり︑男性陣がエプ

しく︑出来上がったパンを﹁おいしい︑おいしい︒﹂

と食べてくれ︑﹁またやってね︒﹂と一言われるとつ

い︑次は何にしようかと︑調子にのって４回も続

けてしまいました︒参加して下さった方々には御

迷惑をおかけしたこともありましたが︑御協力い

には楽しい思い出になりました︒

ただきありがとうございました︒おかげさまで私

卓■園■

一

なり全種類は
食べられません
でしたが︑とて
も美味しかった
です︒﹁お父さん

の分ね︒﹂と打
ち立てのうどん
をおみやげにも
らえました︒来
年うどんの会が
参加したいです︒

あったら︑また

辱
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一

ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

とき●平成訂年荊月幻日︵土︶

■秋の患者・家族の勉強会＆交流会

ｒＬ
今年の患者・家族の勉強会＆交流会にＮＰＯ
法人支援機器普及促進協会の高松崇理事長より障
害者の生活をより豊かにするためのツールとして
のタブレット端末とアプリをご紹介いただきまし
た︒今様々な分野で開発されているＩＣＴ技術を
ってきています︒またそれは患者にとって︑出来

取り入れた生活のスタイルがより身近なものにな
なかったことが出来るようになるという﹁可能性﹂

Ｌａ
一一

︾︾︲

何をどうしたら
いいのか分から

皆さんと会えるとても楽しみな企画です︒初めて

ないわが家にとって情報収集はもちろんのこと︑

取り入れていきたいと強く思いました︒特に今よ

高松崇先生がタブレット端末の活用についてお話

きました︒今回は支援機器普及促進協会理事長の

毎年恒例になりました勉強会＆交流会に行って

愛知郡蟹江町高阪責美

強会を企画して頂

とって有意義な勉

た︒患者と家族に

楽しく進化しまし

松先生により賢く

蓮

です︒

リスマス会にしたい

来年も盛り上がるク

楽しくなりました︒

いる様子に︑ぼくも

がビンゴして喜んで

らいました︒他の人

が司会をやらせても

ゴゲームでは︑ぼく

良かったです︒ビン

マスらしくてとても

ていたので︑クリス

豪華なお弁当です︒そして︑ケ
ケン
ンタ
タッ
ッキ
キー
ーが
が付い

ぼくが︑クリスマス会で一番心に残ったことは︑

名古屋市南区近藤将一郎

側闘︾楽しかったビンゴゲーム

理事の皆さまに感謝申しあげます︒

後になりましたがこの会のためご尽力頂いている

切につなげていきたいと切に願っております︒最

に学び︑共に生きる！これからもこの会は特に大

でこそ得られる温もりがあります︒共に集い︑共

に困らない時代にはなりましたが︑会に足を運ん

られたと思っています︒タブレットがあれば情報

きました︒皆さんに支えられここまで成長して来

人式を迎えます︒本当に親子共々お世話になって

協会に足を運んで加年！おかげさまでわが子が成

加年目のこのイベントは︑日頃なかなか参加出来

ないのです︒今回

の高松先生トー
クも溢れる情報
に正直付いてい
けてない私でし
たが︑どんどん
新しい物が生ま
れていることを
知り︑全部は無
理ですがＱＯＬ
の向上に役立つ

並行してたいへんに有効になるお話でした︒交流

り病状が進んでもタブレット活用出来る方法は高

■二

会では︑食事を楽しみながらのおしゃべりと︑そ

を持つものであることをお話しいただき︑治療と

の後の豊明太鼓さんの迫力あるライブ︑恒例とな

に喜んでいます︒

実はこの時もわが

して下さいました︒今やタブレットなるものが当

きましてありがと

家のｉＰａｄは高

たり前の時代になりわが家にもｉＰａｄが一台お

また今回で確か

うございました︒

︽閲凹合同勉強会に参加して

楽しく過ごしました︒︵吉松︶

松先生かいれば大

物室症善索す⁝：？

＝

丈夫！と確信し︑

3幽

った豪華景品ビンゴゲーム大会を︑一緒にご参加

ー

この出会いを最高

§昌越＆

いただきました藤田衛生大学の教授と学生さんと

三

ります︒しかし使い道はパソコンを立ち上げるよ
り手軽に検索出来るくらいの便利さしか知らず︑

？
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年洞月創日︵土︶〜翠日︵且

■秋の成人患者の交流会︵研修＆懇親︶
とき●平成

学びを保障
する手助け
をする支援
機器に可能
性を感じて
います︒私

ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

今年も秋の交流会が大府の健康の森で開かれま

機器は利用

した︒ｎ階のレストランは採算がとれず閉店︑３
のコース︒元フランス料理のシェフが作る﹁華麗﹂

していませ

の中で支援

懐石料理にプラス八百円でまつたけの土瓶蒸しと

んが︑支援

はまだ生活

知多牛のすき焼きが付く豪華なお料理でした︒二

機器の存在

まで続いたことでしょうか︒

翌日はたっぷり三時間近況報告をして︑在宅で
一人暮らししている状況を根掘り葉掘り伺い︑ま
た田口さんのテレビ出演シーンの上映会もありま
した︒ネットで情報交換するのとはまた違った繋

がりができたように思います︒︵大島︶

ることで今後の生活がより楽に豊かになるのだ
と思います︒

ロ一・一一口︽二一割哩口︾一﹄一

二日目は交流会としてみなさんの近況報告を聞
一︾︾﹃一﹂言室一一官

夏にアメリカに

名古屋市名東区中野まこ

した︒みなさん

せていただきま

てそのお話をさ

研修に行ってき

毎年恒例の﹁秋の成人患者の交流会﹂に︑今年

の近況報告を

魚函凹今年も参加して

も参加させていただきました︒ゆったりと時間が

ＩＣＴ教育に関心があり少し研究していたことが

らお話を伺うことができよかったです︒大学時代︑

できなかったので︑美味しい料理をいただきなが

一緒にいただきました︒私は勉強会の方には参加

夕食は︑お昼の勉強会の講師高松崇先生とご

いました︒

ありがとうござ

いました︒

たいと改めて思

活を送っていき

た自分らしい生

伺って︑私もま

ありました︒重度な障害がある子どもの主体的な

流れる一泊二日を過ごせました︒

を知ってい

次会は９時くらいまでとその後女子会はさて何時

階の食堂の入口付近にテーブルをくっつけて和食

一

届

年如月４日︵且

■障害者と市民のつどい

とき●平成

ところ●名古屋市・栄久屋大通公園

お天気にめぐまれた日差しの強く時々吹く風が

心地よくさせてくれました︒﹁障害のある人もない

人も風に吹かれて交流ひろば︑栄﹂青空・模擬店・

フラダンス・ゆるキャラ・撮影会・握手会等があ

りました︒福祉車両の展示︑その隣で電動車椅子

の体験︒スタンプコーナーもあり︒多くの参加が

の皆さんが体験されました︒﹁怖い﹂と言いながら

ありました︒筋ジスの役員さんが説明をして多く

暴走しそうになり︑びっくりすることもありまし

スタンプラリーは３ヶ所以上でスタンプ押して

た︒とても上手に運転される人もありました︒

もらい
し︑
くく
じじ
をを
コ引き景品が当たるハズレなし︒私

当たりました︒

は３等図書券が

車椅子マラソ

ンでは今年も筋

ジスの仲間が１

番でした︒表彰

式ではとても満

足そうな笑顔が

はじけていまし

多くの参加者

た︒

で賑わった一日

でした︒︵生駒︶

■碇子さん金子さん足達さん

近藤さん︑河本さんのｓ氏が表彰される

胆月５日︵土︶︑第銘回愛知県心身障害児︵者︶福

この大会は心身の障害を克服して自立更生を

祉大会が愛知県社会福祉会館で開催されました︒

された方々や︑更生援護などに功績があった方々

みにしていただくよう︑毎年開催されているも

をたたえ︑知事表彰等の授与を行い︑今後の励

今回︑知事表彰には︑会員の碇子憲章さん︵名

のです︒

古屋市南区︶と金子久憲さん︵名古屋市西区︶が︑

れます︒

の分野で頑張っておら

河本さんは︑民間会
社に勤務する一方︑筋

ジスの息子さんの面倒
をみながら︑協会の役

員としても長年ガン

いました︒︵渡辺︶

バってこられました︒
本当におめでとうござ

？

また︑協議会長表彰には︑会員の足達恵理さん︵名

鋤歴

U沙

古屋市中川区︶と近藤秀貴さん︵北名古屋市︶︑役

,
凸

員の河本実幸さん︵名古屋市緑区︶が授与されま

した︒碇子・金子・足達
唾・
・近
近藤
藤さ
さん
んは
は病
病気を抱
えながらも︑それぞれ

織

̲麺ヅ
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Iなどやメンタルクリニックの場所】
【診療日】
完全予約制。
【ご予約方法】
①などやメンタルクリニックに電話
②筋ジストロフィ一協会の紹介で、榊原先生の

名古屋駅の太閤通口を出て徒歩2分「IMON」と書い
てあるビルの6階
〒4530015愛知県名古屋市中村区椿町1‑16井門名古屋ビル6F
TEL：052‑453‑5251FAX：052‑453‑6測1
代々

イ
ン一
(n
日

1溌譜ダ窓

診療希望であることを伝える

③診療の予約日と時間を確認
④当日保険証をもって来院する

臼

◆保険診療で、診断、診断書作成（等級の見直
し)、障害への対応、健康管理、臨床検査、
︽Ｌ

医療相談、遺伝相談、心の相談、適切な医療

機関の紹介などを行います
◆会員の立場、患者の立場にたっての診療が受
けられます。

◆筋ジストロフィ一、筋萎縮症、その他の神経・
筋疾患の患者さんが対象です（原則として日

本筋ジストロフィ一協会会員の方を対象とし
ていますが、非会員でも筋ジストロフィ一診
療は受けつけます）
◆遺伝相談、心の相談では近親者の方の相談も
受けています。

◆難病の方も含めてビア・カウンセリングも受
け付けています。

3

ピ
震
蕊
：

Q&A
Q外来診療では、何をするのですか？

A呼吸（ピークフロー)、酸素飽和度、体温、脈拍、血圧、筋
力検査などは毎回行います。また必要に応じて、血液検査
を行うこともあります。さらに、ADL、噸下機能、心機能

(ECG)、一般血液検査、血液生化学検査などは、数か月の
単位で行ないます。より高度の検査の必要な場合は、それ
に適した医療機関をご紹介します。
Q薬はもらえますか？
Aお薬は、短期の場合を除き地域のかかりつけの医療機関に
お願いしています。
Qどんな相談にものってもらえるのですか？

A相談は、医療相談、遺伝相談と心の相談が中心です。福祉
相談は適切な相談機関をご紹介します。

【医師】榊原弘喜

Q入院が必要な場合には？

医学博士（名古屋学院大学教授）

A入院が必要な場合は、救急の場合を除き、適した医療機関

専門／整形外科、リ八ビリテーシヨ＞

を紹介します。

Q訪問介護や訪問看護もしてもらえるの？

【後方支援病院】
国立病院機構鈴鹿病院神経内科

A訪問介護と訪問看護の必要な場合は、（株）きらきらと連携
していますので、お申し出ください。

平成2年5月1日第3種郵便認可
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筋ジストロフィ一協会福山型分科会

ふ <やまつこ家族の会のご紹介

三尾庸子(愛知支部）
http//fukuvamakkocom/

︾

︾Ｊ一一一一一

一一一一︾

一︾︾一一一

★お泊まり会ともなると、全国から家族が集結1総勢100人近くになることも

★みかん狩りのお出かけ身

︽﹂

名古屋市在住の三尾です｡我が家には小2の福山型の男の子がいまして､福山型分科会｢ふくやまつこ家族の会｣のスタ･シ
フとホームページの担当をしています。この分科会は県別に分かれていません。全国のふくやまつこがつながり合って、
紳をつくり、アットホームな集まりが作れたらいいなと思いながらやっています。
もともとは協会とは関係のないネット上のコミュニティでふくやまっ

この家族がつながっていて、年に一度の恒例のお泊まり会もあり、和気
あいあいと集まっていました。福山型の子＝｢ふくやまっこ」という愛称
もここで生まれました。福山型の治験がいよいよ現実味を帯びて来た
2012年、患者家族も何かできることはないかと、親同士が呼応して、協
会の分科会として家族の会をつくろう！という話になりました。

でもいざ立ち上げとなると、家族の会に求めるもの、治験や交流、子ども

一

に対する考え方も家族によって様々で・・・お互い住んでいる場所は離れて
いるので、相談はもっぱらLNEやメール。遠隔で意見を整理してかたちにし
てくのはとても大変で、今でも苦心している所です。

みんな自分のこどものために真剣ですから、どの意見も尊重されるべきだ
けれど．．．みんなが納得、満足するって、ほんとむずかしい・・・

◎

また、地方によって会員数にばらつきがあり、少人数エリアのイベント開
ヨ ー

→
一電§

催やつながり作りが難しいことも悩みのタネです。

★ウチのふくやまつこです。東京の同い年のあそれでも気づけばあっという間にもう3年。医学情報登録数は目標の200
それでも気つけはあつといつ間にもつ3年･医字情報豆琢叡ば白標のZOO
なんて、想像もしていませんでした！

これまで医学情報登録機構や筋ジス研究班と連携してふくやまつこに関するアンケート調査、医療関係者に家族の会
の存在を知ってもらえるよう学会でリーフレット配布をしたりしました。関東、愛知、関西、各エリアでランチ会、お
泊まり会、講演会、お出かけなどを企画して集まっていますが、もともとはネットでつながっていた家族ですから、ど

こで開催されても全国から家族が集まって来て、「久しぶり〜〜j」という光景はけつこう普通にあります。今もイベン
トを通じて仲よくなった家族同士はSNS‑^LINEなどで連絡を取り合って､それぞれ情報交換や遊びの約束をしています。
最近はアクティブなパパママたちが、いろいろパワフルに活動、提案してくれています。
心のバリアフリーを目指して
映画や本を作ったり、みんなに

役立つ情報を紹介したいと講習
会を企画してくれたり、右の他

えがおの宝物
退行する鯛気の娘が軟燕くれた
い生で−■大切鞍こと」

一般の人に向けふくやまつこ支

援を呼びかけるホームページを
開設してくれている家族も。
http//lvefukuyamakko.com

こどものためにできることは
何だってして行こう！そんな強
い意志を感じます。
、

束尾理子謎感動11 空一
自主上映映画「えがおのロー横浜Fマリノス爾藤学選手が独自に見つけて来た講師の先
ソク」や、魯籍の出版☆ふくやまつこサポーターに1生を招待して講習会を開催』

一・

ゆたんと。ふくやまつこ同士のお友達ができるを超え、会員も170家族ほどになりました。

■協会の動き︵４月１日〜２月即日︶
愛知県難病団体連合会理事会出席

於名古屋市

︵６三週．８−２．哩戸廻・２ノ蝿も出席︶

春の患者・家族の交流会

於岡崎市

︵うどん作り︶於刈谷市
第艶回日筋協全国大会参加

於東京都新宿区
日本筋ジストロフィ−協会総会・全国

定例役員会於名古屋市

愛知県難病団体連合会総会出席

︵︑／皿も出席︶於名古屋市

第獅回愛知県大会︵総会︶於名古屋市

夏の患者・家族の交流会︵パン作り︶

︵９章２．︐葦加も出席︶於名古屋市

名古屋市障害者団体連絡会等会議出席

定例役員会於大府市

■■一岬﹈Ⅱ呼聖

７月ｎ日
７月Ⅲ日

日常ケアの相談会＆関係者との交流会

定例役員会於大府市

326
日日

役員研修会参加於東京都新宿区

3030
日日

一牙一座︾一一醍唖昌畢一一
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月月

７月弱日

於愛知郡東郷町

寄付金贈呈式出席於名古屋市

一雲言鴛星︾圏中冨新聞社会事業団︵成田山索の会︶｜

９月５日定例役員会於大府市

︵バーベキュー大会︶於名古屋市

９月廻日患者・家族の野外活動

︹今後の予定﹈

２月瀦日子育て親の地域交流会於名古屋市

３月廻〜喝日東海北陸地方本部支部長・事務局

長会議於金沢市

３月妬日定例役員会於大府市

於名古屋市■ご寄附

９月妬日障害児の自立と社会参加推進会議

加月３日定例役員会於大於府
大市
府市・成田山索の会様一七五︐○○○円

加月４日障害者と市民のつどい．シ
シテ
ティ
ィハ
ハンン・アイシン精機㈱試作工場様

ディマラソン於名
於古名
屋市
古屋市一二○︐九七○円
加月９日愛知県心身障害児︵者︶福
函
祉祉
団体
団
連体
絡 連絡・榊原弘喜様二○︐○○○円
・祖父江逸郎様一○︐○○○円
協議会役員会出席

︵ｕ三蝿・１／犯も出席︶
名古
古屋
於於名
屋市市・西田智也様はじめ３名一五︐○○○円
加 月 加 〜 ｎ 日 療 育 キ ャ ン プ 於於
伊伊
豆豆
方面
方面・多くの会員様青い鳥郵便はがき

﹇編集後記﹈

︽参加ありがとうございました︒

加月⑫日愛知県難病団体連合会大会参加

於名古屋市

電話番号○五三二四八

七九九三

〒四四一︲八一五一豊橋市曙町字測点九三の六

事務局渡辺一充

会長田口智久

愛知県筋ジストロフィＩ協会

●協会に関するお問合せは⁝

お願いします︒︵吉松︶

これからも皆様の御協力を賜ります様︑よろしく

ように︑役員一同が力を注ぎたいと願っています︒

交流させて頂きました︒会員の皆様お一人お一人

会報担当に携わり︑行事を通じて会員の皆様と

ｎ月創日秋の患者・家族の勉強会＆交流会
於知多郡東浦町
ｎ月躯〜羽日秋の成人患者の交流会

です︒そんな皆様が自分だけの花を咲かせられる

が︑世界に一つだけの花︒特別なオンリー・ワン

ｎ月８日定例役員会於大府市

︵研修＆懇親︶於知多郡東浦町

・於名古屋市

四月５日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会参加
廻月６日障害者週間記念のつどい参加

於名古屋市
１月晦日愛知県特別支援教育振興大会参加

於名古屋市

１月型日定例役員会於名古屋市

『
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定例役員会於大府市

『
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