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この 1 年をどんな 1 年にしますか 
理事長 萩原英司 

コロナ禍も３年目。人と人との出会いが制限され、企業やコミュニティは存在意義（私たちの組織

は何のためにあるのか）を問われています。こんな時は構成員をど真ん中に、構成員の要望を出発

点にと、IBD ネットワークは「エレンタールってどうよ」の取り組みをスタートさせました。患者

視点から価値を評価し、経験者の言葉で伝えることにチャレンジしています。 

昨年 11 月の総会では、災害に備え自分流防災マニュアル作成を提起し、会員の自助を促しました。

私たちは様々な知恵を寄せ合い、しなやかに成長する 1年にしたいと思います。 
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賛助会員・助成団体（順不同） 

2021 年１２月末日現在、1２社のご支援を頂いております。 ありがとうございます。 

アッヴィ合同会社さま、EA ファーマ株式会社さま、杏林製薬株式会社さま、 

ギリアド・サイエンシズ株式会社さま、コヴィディエンジャパン株式会社さま、 

株式会社ＪＩＭＲＯさま、田辺三菱製薬株式会社さま、テルモ株式会社さま、 

日本イーライリリー株式会社さま、株式会社三雲社さま、ヤンセンファーマ株式会社さま、

淀川食品株式会社さま 
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第９回（通算２７回）総会が開催されました 

 

2021 年 11 月 21 日（日）、ZOOM を用いたオンライン総会が、正会員３０会（実出席 17

会、委任４会、表決権行使９会）、賛助会員６社から 3８名が参加され、全議案可決されました。 

 

第１号議案  事業報告及び活動決算の件 

 2020 年度（2020 年 10 月 1 日～2021 年 9 月 30 日）は、正会員 2 会が休会となりま

したが、賛助会員 1 社を迎えました。製薬会社から「一定の条件を満たす患者ヒアリング」依頼

は今年も続く一方、RDD（レア・デジーズ・デイ）に関連し、昨年 9 月に発表した「未来を拓

く声明」のご縁でパネリストとしてイベントに派遣しました。 

「IBD を理解する日」＆「World IBD Day」（５月 19 日）関連では、カウントダウンに加え、

姫路に続き熊本でライトアップ啓発が行われ、コロナ過に備え「くまモンマスクケース」を正会

員・賛助会員・JPA 加盟団体にお送りしました。ホームページを刷新しタイムリーに情報をお届

けできるようにしました。企業と協業で IBD 患者の就労支援も 3 年目となっています。 

 諸活動は精力的に行われましたが、対面会議ができなく当期正味財産増減額はプラスで終了し

ました。 

 

第２号議案  事業計画及び活動予算の件 

 2021 年度（2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日）は３つの新規事業を提案しまし

た。IBD を知って頂けるように一般の方から啓発ポスターを募集する企画、昔からあり最近再注

目されている IBD 患者の個性的な治療薬「エレンタール（成分栄養剤）ってどうよ」企画です。  

また初めて RDD に IBD ネットワークとして参加します。従来の事業も含め IBD を理解する

日（５月１９日）を結節点に考えています。 

難病法 5 年目見直し（法改正）が 1 年遅れて実施される見通しです。軽症者証の実現や、障

がい者でもある「難病患者」が法定雇用率に含まれるよう、引き続き国会議員・厚生労働省に働

きかける計画を立てました。運営困難な正会員支援や、対面会議復活を見越し、予算の当期正味

財産増減額は△278 万円です。 
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合同会報のここからは、IBD ネットワークが加盟する、一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会（Japan 

Patients Association 略称 JPA） イベント報告のページになります。 

JPA とは？ － 詳しくは IBD ネットワーク理事の吉川さん（＝JPA 代表理事）の素敵な笑顔が掲載され

た以下のページに譲りますが、全国の難病患者さん、慢性特定疾患の子どもたちを取りまく様々な問題につ

ての活動を行っている団体です。 https://nanbyo.jp/jpatowa/ 

 

難病・慢性疾患全国フォーラム 2021 参加報告 

 

11 月 6 日に開催された上記フォーラムに参加しましたので、ご報告いたします。 

日時； 2021 年 11 月 6 日（土） 13:00～16:15 

場所： オンライン IBD ネットワークからの参加者：萩原、吉川、布谷、花岡、富松（敬称略） 

 

難病・慢性疾患全国フォーラムは、－すべての患者・障害者・高齢者が安心して暮らせる社会を‼－ とい

う目標を掲げ、全国の難病患者さんが全国から参集し開催されて来たもので、2009 年の開催から 12 年目

を迎えました。今年のフォーラムは、昨年に引き続きオンライン開催となりましたが、全国の難病患者の皆さ

んをはじめ、所属団体、各県の難病連からと、患者さんやその家族など関係者を中心に、支援団体関係者、

厚労省難病対策課の蓑原課長をはじめとする行政関係者、厚労委員の国会議員、そして何より JPA の委

員会組織としてこのフォーラムの裏方で、当日は司会・進行その他様々な役目をご自分の病気を押して、1

年前から準備をして来られた開催委員会メンバーの皆さんと数多くの方のご参加のもとに開催されました。 

 

◇セッション１ 難病法・改正児童福祉法の 5 年以内の見直しについて（課題と今後について） 

  ・簑原 哲弘氏（厚生労働省健康局難病対策課 課長） 

  ・森 幸子氏（日本難病・疾病団体協議会 監事） 

  ・福島 慎吾氏（難病のこども支援全国ネットワーク 専務理事） 

◇各政党（厚労委員会国会議員）から取り組み状況報告と今後の支援についてのメッセージ 

◇セッション２ 患者・家族の声（代表して以下の会から、生々しい実態報告がなされました） 

   全国膠原病友の会、日本ダウン症協会、日本リウマチ友の会、がんの子どもを守る会 

◇セッション３ パネルディスカッション テーマ： 「難病・慢性疾患患者の就労について」 

司会：辻邦夫氏（JPA 常務理事）  アンケート調査結果発表： 西村 由希子氏（ASrid 理事長） 

パネリスト： 小野寺 徳子氏（厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課 課長） 

          春名 由一郎氏（高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター  

副統括研究員） 
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          平岡  晃 氏（コマツ 健康増進センタ 副所長（産業医）） 

 吉川  祐一氏（日本難病・疾病団体協議会 代表理事） 

司   会：  辻  邦夫氏（日本難病・疾病団体協議会 常務理事) 

このパートでは、ASrid の西村さんから提示されたアンケートデータをわかりやすく分析・表記した報告を

踏まえ、各パネリストによる意見の抽出とディスカッションが展開されました。ここでの会話で愕然としたの

は、我々IBD ネットワークだけでなく多くの難病患者団体から繰り返し訴えかけてきたことで、受け止める側

には、聞き飽きた要求であろうと思っていたことが、障害者同様に対応をしてほしいというならば、「具体的に

何に困っているのか明確にして欲しい」と言われたことでした。口惜しい思いの丈は、吉川さんの発言にも垣

間見られましたが、再三繰り返していることでさえ、受け手とのギャップがこれほどまでにあるものだと、今後

の訴求の手法を根底から考え直さなければならないように感じさせられました。 

  最後に、フォーラムアピールの採択を行い、また来年もお会いしましょうという約束の言葉のあと、古くか

ら難病患者さんのために尽力をされて来られた日本リウマチ友の会の長谷川様のご挨拶によって散会とな

りました。 

 

JPA 幹事会・厚生労働省請願交渉参加報告 

 

12 月 5 日及び 6 日に開催された JPA の上記イベントに参加しましたので、ご報告いたします。 

 

【JPA 第 32 回幹事会】 

日時：2021 年 12 月 5 日（日） 10:00～15:00 

場所：オンライン  IBD ネットワークからの参加者：吉川、富松（敬称略） 

まず 5 日の定例の幹事会ですが、昨年に引き続きオンライン開催となりましたが、全国の難病患者の皆さん

をはじめとして所属団体、各県の難病連からと、患者やその家族など関係者を中心に、患者さん方を支援す

る団体関係者がオンライン上で一同に会し、5 月の総会に向け、活動の中間報告、収支報告など運営にか

かわる課題についての確認および議論、また翌日に予定されている厚労省との会議に向けた要請内容の

すり合わせが行なわれました。 

上記の通常の議題以外にも加盟会からの質疑として、日本マルファン協会からは、小児から成人へのトラ

ンジッション問題と同様に、65 歳になると介護保険制度へ移管されサービス低下になる問題点や、指定難

病となっていない膵島細胞症患者の会からは、厚労省のパブリックコメントの対象にさえならない未指定の

希少疾病に対する問題解決の道筋を切り開いてもらいたい。現状のままではトランジッション問題、治療生

活、社会保障制度に不安を抱えている。といった切実な問いかけがあり、制度に乗らない疾患の皆さまと
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IBD のように旧制度から研究事業の対象となっていた 56 疾患との間には、大きな狭間があることを改めて

思いつまされました。 

 

【厚生労働省請願交渉】 

日時：2021 年 12 月 6 月（月） 10:00～12:30 

場所：オンライン  IBD ネットワークからの参加者：萩原、長廣、富松（敬称略） 

次に翌 6 日に開催されました、厚労省難病対策課他、関係各部署に対する要望・要請活動のご報告です。

これまでは、直接厚労省へ出向いての請願活動を行って来ましたが、今年は役所側の対応が大きく進展

し、関係各部署もオンラインでつなぐ形で開催されました。JPA 内で、現行の難病法、改正児童福祉法施行

から５年後の見直しをにらんで議論を積み上げて来た改正すべきポイントを中心に、小児慢性疾患も含め、

全国の難病患者の皆さん、ご家族、所属団体、地域難病連などの関係者皆さんのご意見、実態調査等も踏

まえて、以下の項目につて要望書をまとめました。 

 

 

１． 

２． 

要望書の各項目の詳細については以下の PDF をご参照ください。 

https://nanbyo.jp/appeal/211115yobo1.pdf  （難病・長期慢性疾患ついての要望書） 

https://nanbyo.jp/appeal/211115yobo2.pdf  （小児慢性特定疾患についての要望書） 
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  これらの要望書をあらかじめ行政側へ提示しておくことで、難病・長期慢性疾患患者をめぐる療養・生活

環境の諸課題への取り組みを要請書の回答を聞き取る項目を限定することで時間を作り、参加者も発言で

きるようにして、議事は進められました。 

出席者は、JPA 側は担当理事を中心に、加盟団体からの希望者、厚労省側は、難病対策課の蓑原課長

をはじめとする難病・小児慢性疾患に直接所管する部署の関係者だけでなく、その他の就労問題に関して

は、障害者就業・生活支援センターを所管する労働基準監督局、障害者雇用対策課、小野寺課長、コロナと

慢性疾患（特にワクチン接種の部分）に関する課題に関しては、医療班の松岡様など多くの皆さまのご参加

のもと、総勢 30 名で開催されました。最初にオンライン上で要望書を示しながら、多岐にわたる要望に対し

て、各担当課からの回答が述べられて一巡したのち、各項目ごとにＪＰＡ各理事が分担し、問題、課題を実

情を含めて補足説明を行いました。要望内容を繰り返す言葉で強調することで、聞く方にも論点がわかりや

すく、行政側の皆さんにもしっかり伝わったものだろうと思います。また、加盟会からの質疑応答の部分で

は、CFS 支援ネットワークから、慢性疲労症候群で横になったままの状態での参加・発言で、画面越しとは

いえ療養状況を目の当たりにして厚労省の各課諸氏には、言葉以上に訴えかけるインパクトがあったので

はないかと思いました。 

ここですべての回答をご紹介し切れませんが、これらの要望を踏まえ、各課連携して難病患者の支援に

取り組んでいくというお話しを聞けたのはとても有意義であったと思います。その中でも特に、難病対策課の

蓑原課長からは、「対象となっていない疾患情報を課のほうに寄せてもらえれば研究者に紹介する。それが

課の使命と認識している。」「認定は、申請された日により近い日で対応してほしいとの意見も踏まえて対応

したい。」「難病患者さんおひとりおひとりに寄り添った対応をして行きたい。」という力強い回答もありまし

た。IBD ネットワークから参加された長廣さんは、「キャリアの言葉を信じたい」という感想を述べられていま

したが、まさにその通りで、議論の場だけでなく、難病患者の多岐にわたる要望をしっかりと受け止めて、

我々のおかれた状況の改善に取り組んで頂けるものと信じて託したいと私もその言葉に深くうなずきまし

た。                                          

以上報告 かながわ CD 富松雅彦 

 

 

                                         

 

 

 

           ソーシャルディスタンス？ 

物理的な距離は取っても社会的な？距離は保っていたいものです。 
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「エレンタールってどうよ？」プロジェクト 快走中！ 

現在、IBD ネットワーク内で、表題のプロジェクトが、２０２２（令和４）年春完成を目指して、進行

中です。完成後は、冊子化して、IBD ネットワーク登録患者会会員様やＩＢＤに詳しい先生を

はじめ、医療関係者等に配布し、ホームページでも無償公開の予定です。尚、当該事業は、製薬

会社と関係なく、患者会オリジナルの企画です。 

まだ、完成途上で、その一部となりますが、紹介させて頂きます。（完成時２８頁を予定） 

「エレンタールってどうよ？」のねらい 
エレンタールは「薬」ではありますが、事実上の「（成分）栄養剤」です。「美味しくない」「量が多い」など、患

者の受容性（受け入れ度）は低いことが難点です。 

エレンタールは、長年にわたりクローン病の基本治療としての実績があります。現在の治療

の主役となっている生物学的（バイオ）製剤などによる治療に限界（効果減弱・効果無効例・

副作用等）が見えてきたと言われる今、エレンタールが再注目されていると聞きます。また、

エレンタールが飲める患者にとって、エレンタールは寛解維持の有力な手段となっている事実

もあります。 

「患者にエレンタールとのより良い付き合い方を見つけてもらいたい」の想いからきていま

す。医療関係者でなく、現実にエレンタールを飲んでいる患者が、患者の目線でこの企画を

することの意味は大きいと考えています。 

尚、潰瘍性大腸炎も栄養補給の面からエレンタールが使われるケースがある事を付記します。        

ＩＢＤネットワーク 「エレンタールってどうよ？」プロジェクトチーム 

も く じ                        表紙のイメージ 

Ⅰ．エレンタールＱ＆Ａ 

①フレーバー・ゼリーミックスについて 

②美味しい飲み方の工夫など 

③鼻チュー（経鼻経管栄養法）について 

④その他の工夫（職場・学校・海外・飛 

行機・重い！） 

Ⅱ．エレンタールのプラスとマイナスなど 

①患者さんへのエレンタールアンケート 

②エレンタールの良いところ 

（患者の声から） 

③エレンタールの不都合なところ 

（患者の声から） 

④エレンタールあるある体験談 

Ⅲ．エレンタール座談会 

テーマ：どうして、エレンタールを 

続けられないのか？ 
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Ⅳ．医療関係者の立場から 

①ＩＢＤ専門医の先生から ②ＩＢＤ小児専門医の先生から ③看護師さんから 

④管理栄養士さんから ⑤米国管理栄養士さんから ⑥薬剤師さんから 

Ⅴ．エレンタール個人体験談 

バイオ治療とエレンタール／お腹とお財布に優しいエレンタール／エレンタールで社会復帰／ 

エレンタールで鼻チューをする 

 

Ⅵ．エレンタール資料室 など 

② 美味しい飲み方の工夫など 

Ｑ２−１：エレンタールには、どんな規格がありますか？ また、溶解ボトルなどの付属品

があると聞いたのですが？ 

Ａ２−１：「アルミ袋入り」と「ボトルタイプ」があります。 

アルミ袋入りを使う場合は、希望すれば、「エレンタール専用溶解ボトル」を無料でもら

えます。また、「ボトルタイプ」「専用溶解ボトル」に付けられる「専用ストロー付きキャッ

プ」もあり、こちらも、希望すれば無料でもらえます。 

Ｑ２−２： 飲み方の工夫って何かありますか？ 

Ａ２−２：冷やして飲むと飲みやすいと感じる方が多いようです。 

また、通常より多めの水に溶かすと飲みやすいという方もいらっしゃいます。 

但し、一気に飲むと下痢をしやすいので注意してください。ストローで飲むとゆっく 

 り飲めて、臭いも感じにくく飲みやすくなったという方もいます。また、専用ストロー付き 

のボトルキャップ（無料）も用意されていますので薬局で尋ねてみて下さい。日替わり 

フレーバーなどにして、空きが来ないようにするのもよいでしょう。 

Ｑ２−３：フレーバー以外では何を混ぜたら美味しいですか？ 

Ａ２−３：味は個人の嗜好によって様々な意見がありますが「カルピス」「オリゴ糖」「ピーチネクタ 

ー」「ヨーグルト」「パイナップルジュース」「りんごジュース」」「ヤクルトカロリーハーフ（青いヤ

クルト）」「味噌汁」「ぶどうジュース」「桃ジュース」「紅茶」「ミックスジュース」「クエン酸」「アク

エリアス粉末」「フルーツ酢」などに混ぜて飲まれている方がいます。飴を舐めながら、飲む工夫をされて

いる方もいます。但し、エレンタール専用フレーバー以外の使用はあくまでも自己責任とな

ります。 

Ｑ２−４：飲む量が多くてつらい場合はどうしたらいいですか？ 

Ａ２−４：ゼリーミックスを使ってゼリーにすると、水分が少なくて済むから飲むより楽とい 

う人もいます。また、鼻チュー（鼻からチューブを使って寝ている時にポンプを使っ

て注入する）というやり方もあります。 

 Ｑ２−５：ハーフエレンタールって何ですか？ 

Ａ２−４：必要カロリーの半分を食事で、もう半分をエレンタールで（目安として２～３包、600 

～ 900kcal 程度）摂取する栄養療法です。 

クローン病では普通の食事をした患者と比較して、ハーフエレンタールを行った患者 

は再発率が少なかったとの報告 (2006年) があります。 

また、ずっと飲み続けるとは考えず、活動期沈静化のため、短期間エレンタールを試

すという方法もあります。 

文責：チームリーダー 布谷嘉浩（大阪IBD） 
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IBD ネットワーク 中部エリア zoom 交流会 

 

２０２１（令和３）年１０月１０日 PM8:00～ 

参加者 

みえ IBD 今枝会長 

名古屋 IBD 村瀬代表 吉田副代表  

いしかわ IBD 結の会 新木会長 勝泉副会長 林副会長 北野事務局長  

富山 IBD 梅沢会長 岡島事務局長 

 

議題 

「コロナ禍での患者会活動についての思い」 

 

今回は中部エリア初の zoom 交流会として、久しぶりの顔合わせになりました。 

この１年半コロナ禍の中、緊急事態宣言や蔓延防止策などで、思うように患者会活動が出来

なかったのではないでしょうか？ 

患者会活動に今回のような zoom や、ネットを使った患者会活動について忌憚のない意見を

お願いしました。 

 

いしかわ結の会 

患者会は高齢の方も多く、更に昨年からのコロナ禍で中々集まれなくなっている。 

今回のようなネットを使った交流会もやりたいのだが、年齢層の高い方にパソコンで zoom

を・・・と言っても、まずは zoom のインストールから説明しなければならず、資料やメー

ル等で説明しても分かってもらえないところがある。 

会長自身も事務局長に会う機会に、設定してもらい、活用できるようになった。 

 

みえ IBD 

遠隔での操作が難しい。コロナ前にみなさんとパソコン教室を（zoom の使い方も含めて）

やっておくべきだった。まさか、こんなコロナ禍になるとは思わなかった。 

中には、パソコンの操作が難しい方もいる・・・ユーチューブ等を使ってインストールの説

明動画をアップしてみたが・・・ 

 

名古屋 IBD 

交流会はお世話になっている大学病院で会議室を借りて行っていたが、コロナ禍で院内は面

会禁止となったため、交流会などは開催できていない。 

 

富山 IBD 

プライベートの理由等で患者会活動が出来ておらず、会員には迷惑をかけている。 
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昨年からのコロナ禍で、簡単な集まりもできていない状況。 

唯一のメリットは家族との交流時間が増えたこと。 

頻繁に発行していた会報誌も作成できていない。 

出来れば zoom 交流会を開催したいが・・・・ 

 

 

では、若い年齢層ならパソコンにも知識がありそうだし、ネット交流会も盛り上がるので

は？？？ 

 

みえ IBD 

そうでもない。 

今の若い方はスマホ世代で、パソコンの扱いには不慣れ。 

スマホでいろいろやっているので、パソコンの使用等は高齢者の方とあまり大差ないのでは

ないか？ 

 

富山 IBD 

結局敷居が高いのか? 患者会に携わっている自分としては「パソコンは出来て当たり前」

と思っているが、結局思い込みなのかもしれない。 

YouTube は見れるかもしれないが、実際にその説明を聞いてインストールまでたどり着け

るかどうか・・・やはり自宅まで出向いて・・・・？？ 

 

みえ IBD 

コロナ対策を行っての交流会はできるのか？ 

東京は厳戒態勢の中、しっかりしたコロナ対策をしつつ、zoom との併用で講演会や交流会

を開催している様子。 

 

富山 IBD 

万が一感染者が出た場合が怖い。世間の意見も気になるところ。「病人が集まって感染したと

はシャレにならん」等の意見も当然あると思うし、SNS での誹謗中傷の書き込みが怖い。 

 

みえ IBD 

コロナ発生時の責任の所在は？ 

例えばクラスターが発生した場合、責任はだれが取るのか？ 主催者？  

 

富山 IBD 

当然発案して開催した患者会・・・ということになると思う。 

会長？ 発案者？ 

ネットの書き込み等で患者会がつぶれる可能性もあるから、やはりリアルな交流会等は避け
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るべきでは？ 仮に完璧な感染対策をしたとしてもリスクは０％ではない。 

 

名古屋 IBD 

実際医療現場でクラスターの事例を見てきた。 

病院の感染対策は１００％でも、外から持ち込まれたら意味がなくなる。 

医療従事者は、いの一番にワクチン接種をして対策を講じているが・・・ 

 

ではこの参加している中で、ワクチン接種が終わっている方は？ 

 

「２回接種⇒６人」 

 

「一回目終了⇒１人」 

２回目は火曜日に打つ。 ネットの書き込み等を見ると「ワクチン接種陰謀論」が蔓延って

いたりして本当は怖くて打ちたくなかったが、主治医が大丈夫というので・・・実際２回目

が一番副反応が出ると聞いているので、最悪死ぬかも・・・ 

 

「未接種⇒1 人」 

同じような感じで怖い。 

大丈夫と信じるしかないが・・・・もう少し様子を見てから。 

 

打つ、打たないは個人の自由だし、何かしらの理由で打てない人もいる。 

今後ワクチン接種してない人へのバッシングがあるかもしれない。 

接種に関しては慎重に考えてからでもいいと思う。 

 

 

先ほど東京の患者会の例が出たが、やはり対面での講演会・交流会は控えるべきか？ 

 

名古屋 IBD 

講演会だけならオンラインでも良いが、交流会はコロナ禍以前の「対面で」が望ましい。従

来のような雑談や気になっていた人と気軽に話しができない。 

密を避けた行動が必要になるし、感染のリスクも高まるので・・・・ 

zoom のメリットは画面越しなので、感染リスクはゼロだが、気軽に話をするとなると不慣

れな人には難しいのかも・・・・ 

 

いしかわ結の会 

工夫しながら交流できる方法を考える。 

ワクチン接種も進んでいるようだし、今後従来通りの交流会等も感染対策をしっかりすれば

できるのかもしれない。 
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ただ、事前にワクチン接種の有無等を申告してもらう必要が出てくるので、今後の世の中の

動きに注意しながら考えたい。 

何かしら患者会としてあり続けることが大事で、今まで通りの情報発信、同じ仲間の受け皿

として活動していきたいと思っている。 

 

初の zoom 交流会で、最初は緊張していましたがたくさんの意見もいただき、今後 2 か月

に 1 回程度の定期的な交流会を開催することになりました。 

早くコロナ禍が終息すればいいですね！！ 
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交流・相談会の報告 

かながわコロン 

 

かながわコロンでは 3か月ごと（３，６，９，１２月）の土曜日に交流・相談会を開催しています。

今はコロナの影響で ZOOM による開催となっています。この 3 か月ごとの会は会員だけでなく一般の

方の参加も可能です。 

一方、会員限定の交流・相談会も不定期に行っています。今回は潰瘍性大腸炎を持病として持ちな

がら、もう一つの疾患を持っている人を対象に行いました。 

今回たまたま精神疾患をお持ちの方 3名と役員 3名で行いました。 

クローン病も含めたＩＢＤでは精神のトラブルを持つ人が一般の人より多いという統計も出ていま

すが、それはＩＢＤにり患したから精神に影響したのか、精神にトラブルがあったからＩＢＤになっ

たのか、その因果関係はわかりませんが、どちらもありうるように思えます。 

この 3 人はみなさん働いている方です。Ａさんは精神の方で障害者手帳を取得し、障害者枠で就職

しました。当然障害者手帳を持っている精神の方では配慮がありますが、ＩＢＤの方ではその配慮が

全くないと言います。また、もう一人の方Ｂさんも障害者手帳を持っており、障害者枠で就職しまし

た。お二人とも難病だけでは就職は難しいと言います。ハローワークには難病専門の職員もいますが

その数は圧倒的に少なく、就職につなげるのは難しいことを体験しています。もう一人のＣさんは手

帳を持っていないので、ＩＢＤであることを隠して就職しました。そのため職場では一切配慮が得ら

れず、ＩＢＤだけでも大変なのに精神疾患もあって、仕事を継続するのは大変だったそうです。 

障害者に対する就労支援、いわゆる法定雇用率の効果は絶大です。企業としては法定雇用率を達成

できなかった場合、金銭的な支出だけでなく、社名を公表されたり、入札に参加できなくなったりと

いう大きなペナルティがあります。 

一方、難病患者に対する就労支援策としては、「特定求職者雇用開発助成金」という制度がありま

すが、正社員として雇用しなければならないとか、6か月以上雇用を継続しないといけないなど使い

勝手が悪く、またペナルティもないためほとんど利用されていないという事です。難病患者、特に潰

瘍性大腸炎の患者は障害者手帳を持っている人は少なく、就労に際してとても苦労している人がたく

さんいます。 

今、ＪＰＡが要望している難病患者を法定雇用率に含めるという施策が早く実現することを待ち望

んでいます。 

以上が、交流・相談会で話し合われたことでした。 

以上 
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「スペチャ」ってご存知ですか 

スペチャ（SpatialChat）とは ZOOM のようなウェブ上のコミュニケーションツールです。ZOOM

と違ってアプリケーションではないので、そのグループで誰か一人が登録すれば他のメンバーはアプ

リのダウンロードなどせずに簡単に使えます。逆に言えばセキュリティーには問題あるので重量な会

議等には向いておらず、ウェブ飲み会などには最適です。それも 10 人から 30‐40 人程度の集ま

りに使うのが良いと思います。 

ZOOM の場合は全員が一緒のテーブルについて、人の話をみんなで聞くという形なので、隣の人と

内緒話はできません。ブレイクアウトルームを使えばできますが、スペチャではもっと簡単にグルー

プごとの話が出来て、又簡単に移動できるというメリットがあります。 

＜使い方＞ 

IBDN / SpatialChat パス：2021ibd 

上の URL をクリックすると名前や写真、プロフィールなどを入力するボックスが出てきます。写真

とかプロフィールは無視していいので、名前だけ入れて「続ける」（continue）をクリックして、カ

メラとマイクをオンにして「スペースを結合する」（join Space）をクリックします。その後パスワ

ードを入れれば部屋に入れます。誰かが部屋にいれば○のアイコンが見えるので、そのそばに自分の

アイコンをドラッグすれば話しかけることができます。 

開いた時に画面が勝手に拡大していることがあります。そうすると部屋全体が見ないので、画面を縮

小すると部屋全体が見えるようになります。（画面右下に拡大・縮小のボタンがあります） 

自分のアイコン（丸の中に自分の映像がでている）を動かして話をしたい人の近くに寄せるとその人

の声が聞こえます。また自分の声も近くにいる人にしか聞こえません。全員に聞こえるようにするた

めにはメガホンの形のアイコンをクリックすると全員に自分の声が聞こえます。 

無料版は 1 回に 166 時間/人 しかできません。つまり、例えば 40 人が参加した場合 4.15 時間

までしか使用できませんが通常はこれで十分です。 

上記の URL は私が個人的に設定

したものですが、お試しに使って

いただくことは問題ありません。

但し、あまり大勢で使うとバッテ

ィングすることもあるので、患者

会ごとに設定することをお勧め

します。以下のサイトからも登録

できます。 

https://spatial.chat 

                            

 12 月 25 日に開催したスペチャによる交流会。クリスマスでお忙し

い方が多かったみたいで 6 人しか参加できませんでしたが、皆さん初

めてのスペチャを楽しんでいました。 
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＝編集後記＝ 

 
オミクロンが猛威を振るっています。三密を避ける、マスクに手洗い、いやというほどやっ

ていますが、それでも感染するときは感染するのでしょう。万一感染したら、責任を感じて

こそこそするのではなく、保健所の指示に従って適切に対応し、早く回復するよう努力すべ

きです。そして我々がやるべきことは、感染した人を責めるのではなく、最大限の注意を払

って感染から身を守ることでしょう。       Keep warm and stay out of trouble! 

 
編集担当 かながわコロン 花岡隆夫 

 


