
ご挨拶 
佐賀の秀島です。このたび萩原さんを引き継いで理事長に就任致しました。10 月からは新しい理事

3 名が加わり、組織体系も変わります。新体制となり皆様のお力添えがこれまで以上に必要となります

ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 今回の合同会報は花岡さんの追悼特集です。今年 8 月 5 日に逝去されたかながわコロンの花岡さん

は、地域の患者会だけでなく、IBD ネットワークやディペックス・ジャパンでも活躍され、多くの足跡

を残されました。この特集号で優しく穏やかな彼の笑顔を思い出し、皆様と共に悼み、ご冥福を祈りた

いと思います。                             理事長 秀島 晴美 
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IBD今後のイベント等情報
年 月 日 曜日 種別 イベント 主催 詳しくは

10 WEB
調査 炎症性腸疾患患者の排便コントロールと生活の質に関する実態調査 九州IBDフォーラム

10 WEB
調査 「難病患者の就労困難性に関する調査（～2023/3/31） JEED

10 22 日 オンライン
イベント I-Cafe（あいかふぇ） 埼玉IBDの会

10 22 日 オンライン
イベント IBDオンラインカフェ

北海道IBD
IBD宮城
福岡IBD友の
会共催

11 12 土 オンライン
イベント 秋の医療講演会「炎症性腸疾患の内科的治療の進歩と手術症例の変遷」 北海道IBD

11 12 土 オンライン
イベント 難病・慢性疾患全国フォーラム2022 JPA

11 20 日 会議 IBDネットワーク第10回(通算第2９回)名古屋総会 IBDネットワーク

12 10
～ 土 オンライン

イベント 日本炎症性腸疾患学会　市民公開講座 JSIBD

2023 3 5 日 アバンセ IBD市民公開講座（佐賀） 九州IBDフォーラム 共催EAファーマ

2022

「炎症性腸疾患患者の排便コントロールと生活の質に関する実態調査」はこちらを参照ください
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難病のある方の
就労困難性と就労支援ニーズに関する調査

本調査は、難病のある方の多様な就労困難性と就労支援ニーズの特徴を、国や各
地域、様々な支援機関等がよりよく理解し、ニーズに合った支援等のあり方の検
討に資することを目的としています。

就労の有無に関係なく、18～65歳のすべての難病のある方が調査対象です。

・難病は指定難病に限りません。 ・障害認定の有無にかかわりません。

支援ニーズを伝える国等の政策の検討 地域の支援充実の資料

調査結果は統計的に

分析・集計し、当センターの報
告書やホームページで公表され、
国の審議会等において、制度・
サービスの強化に向けた検討の
基礎資料となります。

回答結果を送信後、ご自分の回
答結果をとりまとめた表を、匿
名で印刷できます。これは、支
援機関等を利用する際にご自分
の支援ニーズを分かりやすく伝
える資料としてご活用いただけ
ます。

多くの方々の調査協力を得るこ
とにより、地域別、疾病別等の
統計集計結果をお示し、地域等
の実態把握等の資料としてご活
用いただくことを考えています。

障害者職業総合センター研究部門は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の職業リハビリ

テーションに関する施策の充実等のため、障害者を取り巻く状況等に関する調査、研究を行っています。

お問合せ先 障害者職業総合センター研究部門
担当：野口、岩佐、春名
TEL: 043-297-9025 Mail: ssdiv@jeed.go.jp

パソコン、スマートフォン、タブレットからご回答いただけます。

https://www.nivr.jeed.go.jp/nk

●具体的な回答方法や注意事項については、調査ページにアクセスしてご確認下さい。

難病の治療と両立しながら
充実した職業生活や社会参加が
できる社会づくりのために

本調査は、様々な機関・団体に周知・案内を依頼しています。
ご回答は、お一人１回で、ご都合のよい時に、お早めにお願いいたします。

厚生労働省要請研究

https://www.nivr.jeed.go.jp

回答期限：2023年3月31日まで回答期限：2023年3月31日まで

●本調査回答で、個人が特定されることは一切ありません。

難病
就労
全国調査
2 0 2 2 - 2 0 2 3
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調査研究報告書や資料の公刊

障害者職業総合センターは、社会的ニーズに、最新の調査研究結果で応えています。

障害者職業総合センター
調査研究報告書

調査研究テーマ 制度・サービスの充実への活用

1998年
難病等慢性疾患者の就労実態と就労支援
の課題

我が国初の難病就労問題の全国
調査

2006年
難病がある人の雇用管理・就労支援に関す
る実態調査

難病相談支援センターの就労相
談支援

2011年
難病のある人の雇用管理の課題と雇用支
援のあり方に関する研究

障害者手帳のない難病患者の雇
用管理助成金

2014年
保健医療機関における難病患者の就労支
援の実態についての調査研究

医療・生活・就労の複合的支援
ニーズへの地域支援

2015年
難病の症状の程度に応じた就労困難性の
実態及び就労支援のあり方に関する研究

難病法の施行に向けた就労支援
の課題の明確化

2018年
難病のある者の雇用管理に資するマニュア
ルの普及と改善に関する調査研究

合理的配慮提供や差別禁止を含
む雇用管理マニュアル整備

難病のある方々の貴重なご回答は、支援機関・支援者からのご回答、また、企業からの
ご回答と合わせて、総合的に分析し、難病患者の支援ニーズに応える支援制度やサービス
の検討につなげるとともに、様々な関係者への情報提供や啓発のために活用します。

調査回答は、どのように活用されるのですか？

各種情報提供・啓発資料の作成

関係者に向けて、研究成果を活用した各種情報提供、啓発、研修等を実施しています。

障害者職業総合センターでは、25年にわたり難病のある方の就労問題について取り組ん
できました。今回の患者調査は、これまでの調査研究成果や制度・サービスの整備を踏ま
えて、その先の検討のために実施します。本調査へのご回答の協力をよろしくお願いいた
します。

過去の調査研究成果や各種冊子等は、すべて無料で障害者職業総合センターの
ホームページからダウンロードいただけます。ぜひ、ご活用ください。

Q

障害者職業総合センター ホームページ（https://www.nivr.jeed.go.jp）へアクセス後,

で検索してください。難病
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北海道 IBDからのお知らせ 

生物学的製剤の登場の前後で、IBD の
手術の頻度や対象者って
変わった？

手術をしても薬は必要？
何科に通えばいいの？

潰瘍性大腸炎でガンを併発し
たら、大腸全摘するのかしら？

大腸手術後に肛門に直結した
ら、排便回数、夜間の便意、肛
門痛など起こりえ
る症状と頻度は？

クローン病の大腸狭窄って、その狭窄
部分だけ切除できる？

痔瘻を繰り返すとガンになりやすいの
か？痔瘻のガンへの対処は？

大腸全摘した方のその後の生活状況を
聞きたい。ストマ派、肛門派で体調や
気 を 付 け て い る こ
と、病院から言われ
てもできにくい事、
自分なりの工夫

　当日は、池内先生のご講演の後、小グループに
分かれて感想交流、そして全体質疑を行います。
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2022年度　日本炎症性腸疾患学会 市民公開講座

潰瘍性大腸炎と
クローン病－知って得する

　　　　最新情報－
12.1 1.10木

火

火 10:0010:00

参加費
無料
事前申し込み
必要

オンデマンド
配 信 期 間

受 付 開 始

2022.

2022.9.20
2023.～ 

2022年度 日本炎症性腸疾患学会 市民公開講座 運営事務局
株式会社トレスペサードコンベンション
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂2-12-1-502

市民公開講座に関する
お問い合わせは TEL：03-6280-7482

E-mail：ibd-shimin@jsibd.jp

上記にアクセスし、申し込みフォームより
お申込みください。（24時間受付）

https://trespesado.jp/shiminkouza/WEB
JSIBD
Japanese Society for
Inflammatory Bowel Disease

※お申し込みいただいた個人情報は、市民公開講座の運営業務、次回開催の
ご案内以外の目的に使用することはありません。

申し込み方法

池内 浩基

小林 清典

開会挨拶

閉会挨拶

演題１

演題２

演題３

演題４

演題５

演題６

演題７

プログラム

理事長講演
-日本炎症性腸疾患学会の目指すもの-（15分）
講師：安藤　朗

（日本炎症性腸疾患学会 理事長）

講師：本谷　聡
（札幌厚生病院 IBDセンター）

潰瘍性大腸炎に対する内科治療（40分）

クローン病に対する内科治療（40分）
講師：国崎 玲子

（横浜市立大学附属市民総合医療センター　炎症性腸疾患センター）

IBDに対する外科治療（40分）
講師：水島 恒和

（大阪警察病院　消化器外科）

IBDに対する食事・栄養療法（30分）

小児IBDの病態と治療（移行期医療を含めて）（30分）

講師：長堀 正和
（東京医科歯科大学病院　臨床試験管理センター）

講師：南部 隆亮
（埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科）

新型コロナウイルスとIBD診療・
ワクチン接種について（30分）
講師：仲瀬 裕志

（札幌医科大学医学部 消化器内科学講座）

（兵庫医科大学 炎症性腸疾患外科）

（北里大学医学部　新世紀医療開発センター）

特定非営利活動法人日本炎症性腸疾患学会
一般社団法人日本炎症性腸疾患学会

厚労省「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班協力機関

共 催
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追悼集  花岡隆夫さんをしのんで 

ご自分の為に、神奈川の患者会の為に、IBD

ネットワークの理事としても頑張ってこられ

た花岡さんが、回腸がんのため、２０２２年

８月５日に天へ旅立たれました。

突然の訃報にネットワーク役員一同、言葉も

ありません。 

謹んで哀悼の意を表し、この場を借りて花岡

さんの追悼記事を編集させていただくことに

なりました。 

簡単ではありますが、花岡さんのご経歴の一

部を掲載させていただきます 

ＮPO法人 IBDネットワーク一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花

花岡隆夫さん 

1951年  

３月生まれ 

1974年  武蔵大学卒業  

同年トーメン入社 東京営業経理

に配属となり経理業務に従事 

1983 年  米国トーメン社 

サンフランシスコ支店

1990 年 トーメン機械会計部にて米国風力

発電事業（モハべプロジェクト）

に参画 

1999 年  米国トーメン社シカゴ支店  

財経駐在員 

2009 年 トーメン主計部総括課長

2000 年 アドバン入社 経理部長

2001 年  日本オートフォート㈱ 

経理部長兼人事・総務部長 

日本炎症性腸疾患協会（CCFJ)理事長  杉田 昭 

花岡さんには CCFJの理事として働いてくださった際に、多くの知識と経験から大

変多くの重要な提言をしていただいて CCFJ の発展に大きな尽力をしていただきま

した。また、ご自身の治療の経験を患者さん、ご家族に伝え、皆さんのためにいろ

いろな仕事をして生活の質の向上に大きな貢献をされました。 

 花岡さんがご逝去され、大変残念に思います。花岡さん、多くの CCFJに関わる皆

さんが作り上げてきた CCFJを患者さんやご家族の生活の質の向上のために更に 

発展させていくことが私たちの役割と思います。 

花岡さんのご冥福を心からお祈りします。 

（花岡さんは 2016年 6月から 2020年 7月まで 4年間、日本炎症性腸疾患協会（CCFJ）の理事

をされていました。） 
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お悔やみと感謝を込めて 

北海道ＩＢＤ 会長代行（副会長）  山下 克明 

ＩＢＤネットワークを介して接しておりまし

たが、個人的な印象として、常に冷静沈着、し

かし精力的で様々な実績を永きにわたり積み

上げ、それら経験を患者の語り部として、若い

患者さんに、病気を持っていても社会で立派に

活躍できるお手本として道を指し示して頂い

たと感じております。 

お知り合いになって、決して長くはありませ

んが、多くの事を学ばせて頂きました。心から

感謝を申しあげます。ありがとうございました。 

花岡さんの訃報に接し 

北海道ＩＢＤ ＩＢＤ会館相談員 

高 田  秦 一 

花岡さんとの初めての出会いがいつであっ

たかは忘れてしまいましたが、活動的で仲間に

目配りのある「いつでも IBDネットワークの人」

という印象の方でした。 

 「患者の語り」の取材で北海道にお見えにな

った時の雑談に「お住まいはどちらですか？」

とお尋ねしたのですが、お答えの東京都板橋区

の地名が、なんと、私が 18 歳で就職した職場

の住所と同じでした。なつかしい地名。 

そこは中台町という荒川の河岸段丘の先端

で見晴らし良く、職場の窓からは日光の男体山

まで見えたのです。でも私は５年後に北海道へ

出向になり、会社は都内に残された広大なこの

社有地を住宅団地に再開発したんです。昭和４

８年ころかな。 

思いがけないところで共通項がみつかり、そ

こから眺める景色のことなどで盛り上がって

昔の知り合いに出会ったように急速に気持ち

が接近し、語り部の掘り起こしも進んだ記憶が

あります。 

 歴史に残る Dipex Japan の大きな仕事を成

し遂げ、素晴らしい足跡を残されことは、いつ

までも IBDネットワークの心に残ると思います。

もう少し一緒にいて欲しかったです。 

花岡隆夫様の訃報に接し、最北のＩＢＤ

患者会、北海道ＩＢＤ一同より、心より

ご冥福をお祈りすると共に、ご遺族の方

に対しお悔やみを申しあげます。 

9



花岡隆夫さんを偲んで 

いばらき UCD CLUB 吉川祐一 

私は東日本大震災の頃から IBDネットワーク

にかかわりはじめ、花岡隆夫さんと出会いまし

た。 

当時の関東エリア交流会は学習よりも交流

を重視して、銀座のカフェや横浜の洋風居酒屋

などを会場としていました。 

いつもおしゃれな帽子で颯爽と現れる花岡

さんは、おしゃれな街にとても良く似合ってい

ました。 

花岡さんとは難病法成立前の学習会で旧

JPA事務所に連れて行ってもらったこと、クロ

ーン病患者の語りの取材や CCFJ講演会で茨城

県水戸市まで来ていただいたこと、ディペック

スジャパンのイベントで一緒に登壇したこと

など、色々な活動をともにできました。 

そしていつも穏やかにさりげないアドバイス

とエールをくださいました。 

亡くなられたことがあまりにも突然で未だ

に半信半疑なのですが、花岡さんからいただい

た穏やかな笑顔とエールを思い出しながら時

の流れを感じています。 

福岡 IBD友の会 山田貴代加 

花岡さんとお話するきっかけになったのは、

ネットワーク総会の懇親会で隣の席になった

ことでした。ロングコートとハットがよく似合

う超素敵な紳士。穏やかな笑顔が印象的でした。 

そのあと、ディペックス・ジャパンの『クロ

ーン病の語り』の語り手に参加させていただき、

自身の体験を１つの形として残すことができ

たことは、私の人生の中でとても大きなものと

なりました。全国をまわり、この仕事量を何人

分もこなされていると考えると、凄いとしか言

いようがありませんでした。 

渉外担当でご一緒し、同時期に理事にも就任

しました。個人的にはオンラインミニコンサー

トに招待して頂き、画面の向こうでナイトガウ

ンを着てゆったりとソファに座り、好きな歌い

手さんの音楽に聴き入る花岡さんを見て、『素

敵すぎる！』という言葉しか出てきませんでし

た。 

どの場面でも、将来こんな感じて歳を重ねら

れたら…と思わせて頂ける憧れの存在だった

花岡さん。 

心からご冥福をお祈りいたします。 

富山 IBD 岡島靖幸 

花岡さんと初めてお会いしたのは・・・いつだったかはもう忘れてしまいました。 

富山総会の前日？に語りベースのインタビューを受けたのは、昨日のことのように覚えています。 

夜に車で新港大橋と海王丸パークを案内しました。 

金沢で「いしかわ結の会」の医療講演会にふらっと現れた時も、洒落たおじさまでした。 

「岡島君、身体大丈夫かい？」って・・・・いや、自分の心配してくださいよと・・・・

ネットワークの総会の懇親会の時にカラオケで「つけまつける」「fire after fire」をうたった時の

花岡さんの不思議そうな顔、忘れません。 

神奈川の患者会の行く末をずっと案じていた花岡さんの愚痴、いや、愚痴じゃないですね・・・・ほんとに心配

していらっしゃいました。 

皆さんみたいに大人のコメントは書けませんが・・・・ 

自分から見たら、花岡さんは人生の先輩というか、何というか・・・・ 

暖かいにおいのする、親父みたいな存在でした。 

どんなに頑張っても花岡さんみたいには成れないけど、少しでも近づけるよう努力してみます。 

まぁ、天国から笑って見守っていてください。 

いろんなことが思い出されて、やはり信じれません。悲しいというより、信じれません。 

だから、ゆっくり休んでくださいとも言いません。 

でも、やっぱり・・・・寂しすぎますよ、花岡さん！！ 
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花岡さんを偲んで 

IBDネットワーク理事 布谷嘉浩 

 花岡さんが、今夏、亡くなられました。体調が不良であるとは聞いておりましたが、年齢

より若く精力的な花岡さん、まさかの想いでその訃報に接しました。誠に残念です。 

お世話になった花岡さんとの思い出を語りたく一筆を書かせて頂きます。 

花岡さんとの出会いは、IBDネットワークの場で、理知的で芯が強そうな印象でした。IBD

ネットワーク内では、花岡さんのライフワークとも言えるディペックスジャパン（患者の語

りベース 詳細は https://www.dipex-j.org/about/about_ayumi）の活動が際立ってい

ました。 

 正直なところ、積極的な理解者が少ない中、花岡さんは孤軍奮闘され、その頑張られる姿

は今でも記憶に残っています。私は、その事業内容も賛同する立場で、何より花岡さんの姿

勢にうたれて、大阪 IBDの会員を中心にその対象者を積極的に紹介させて頂きました。 

そこからも花岡さん、大変です。関東から関西まで何度もお越しになり、対象者へのイン

タビューの詳細かつ丁寧な説明に始まり、ビデオの本格的撮影の設定、録画、録音と一人当

り 3時間以上はかかったと思います。そして、終了後も一字一句もらさない逐語録の作成、

当事者への確認と完成までを、ディペックスジャパンの厳しいルールの中で、作業が続けら

れました。関西では 5人の方を紹介させて頂きました。 

 さらに驚いたのは、花岡さんのご自身の疾患である潰瘍性大腸炎の完成後、同じ IBDであ

るクローン病まで完成されました。何年もかけてです。 

まさに、驚異的な粘り腰で、その固い志に基づく行動力は素晴らしいものと思います。 

 花岡さんの理知的に物事を整理して、コツコツ積み上げ、完成まで持って行く、その総合

的な実行力は、大きく学ぶものがあり、それを目の前で花岡さんからみせて頂いたことで、

私自身にも大きな力となりました。 

花岡さん、ありがとうございます。 

花岡さんには、お洒落な一面もあり、Zoomを使ってのセミプロの奏者に来て頂いて、ミ

ニコンサートを開いて、遠隔で招待して頂いたことがありました。花岡さんの柔らかい一面

もみせて頂きました。 

 「ディペックスジャパン」そして患者会「かながわコロン」のスタッフ、会長としても多

くの実績などをたくさん遺された花岡さん、ご冥福を心からお祈り致します。 
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私は、花岡さんと同じ潰瘍性大腸炎を持ち、

患者会がご縁で交友させて頂いておりまし

た。北海道と東京と離れていましたが、そ

れぞれの加入する患者会（北海道 IBD とか

ながわコロン）が加盟する「NPO 法人 IBD

ネットワーク」の理事会や総会で、年 2 回

お会いするのを楽しみにしていました。

 IBD ネットワークは 1996 年 2 月、全国

各地の 12 の IBD 患者会が集まって結成さ

れました。各患者会は「支部」ではなく、

緩やかな「連絡組織」としたのは情報交換

と親睦を第一とした先人の知恵でした。 

 その後３０の会が集う場になりましたが、

人生経験の少ない、若く個性的な会長たち

と、年 1 回の総会で話もまとまるものでは

ありませんでした。 

 そんな中、かながわコロンの役員さんは

人生経験を積まれた方が多く、若者の議論

を温かく見守りつつ、まとめにつながる一

言を下さっていました。その中に花岡さん

もいらっしゃたのです。 

 

花岡さんには、2010年（東京総会）で関 

東エリア担当世話人就任以後、同 2 期、社

会制度担当 1 期、患者語りデータベース 1

期、NPO化してから 2020年より 2期、特

任理事に就任頂きました。どの役割も世話

役として尽力いただきました。 

 写真は 2017 年 9 月に、花岡さんの職場

をお借りして理事会を行った後のものです。

花岡さんが写っている写真で、私はこれが

一番気に入っています。当時 40代から 50

代の役員メンバーにあって、会議やメール

でヒートアップを抑え的確なアドバイスを

下さってました。 

患者語りデータベースでインタビューを

受けた仲間も多くあります。私もそうでし

た。 

 「インタビューを通じて自分の体験を追

体験し言葉にできるようになる」「自分の体

験が人の役に立つ」機会を頂いたことは、

その後の患者会活動の質を変えました。 

理事長として判断に悩む時、花岡さんの

さりげない助言で決断させていただいたこ

とが思い出されます。花岡さんのご冥福を

お祈りします。 

花岡さんと IBDネットワーク 

萩原英司（NPO法人 IBDネットワーク 前理事長） 
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かながわ CD 富松雅彦 

かながわコロンは神奈川県内の潰瘍性大

腸炎の患者さんの集まりとして、1986 年

創立された会で、長年、神奈川県難病連の

中心的な会として活動をされて来ました。 

私の所属するかながわ CD は、この難病

連の支援を受け 1997 年に立上げ、兄貴分

のコロンの会をお手本に活動をして参りま

した。 

花岡さんが会長となられて以降は、それ

ぞれで開催していたイベントなども合同で

やるようになり、UCと CDそれぞれの患者

同士の交流も広がりました。 

長期に渡って療養生活を余儀なくされる

難病は、医療者だけでは対応できないとし

て、神奈川のこの二つの IBD の会の立上げ

の提案をされた、横浜市立大学附属病院の

福島医師（当時）の傘寿のお祝いの会も合

同で開催しましたが、この時も横浜のイタ

リアンレストランを指定され、料理も含め

て入念な打合せをさる姿に、花岡さんの

時々の思いの深さに心を動かされました。

花岡さんは、もともと大手商社で働かれ

ていたからか、患者会活動においてもいろ

いろな企画を提案されるアイディアマンで

もありました。 

中でも画期的だった

のが、右のトイレカー

ドでした。出先でやっ

とトイレを見つけても

長蛇の列だったりして、

絶望的な思いと便意に

苦しんだ経験からの発

案でした。 

列に並ぶ人にこのカードを提示して順番

を繰り上げてもらうというものでしたが、

IBD 患者同士の中でも、これがあっても言

えない、IBD 以外でも急ぐ人がいるだろう

などの議論があり、残念ながらお蔵入りに

なりましたが、やってみる価値はあったの

ではないかと思います。 

ディペックスジャパンの健康と病の語り

のデータベースも、ご自身で率先して潰瘍

性大腸炎の語りデータベースを作成された

成果をもとに、2 年もの歳月をかけてクロ

ーン病患者 35 名それぞれに数時間のイン

タビュー収録を行い、映像と共に文字化し、

検索し易いように年齢や症状別にデータベ

ース化されたこれまでにない画期的なもの

でした。

私も花岡さんのインタビューを受けたひ

とりですが、収録の際の映像・音声へのこ

だわりに始まり、質問の投げかけ方や間の

取り方、受け手の気持ちの動きもおもんば

かりながら私の場合 6 時間という長時間、

辛抱強く問いかけ、まとまりのない私の語

りを聞いて頂いたことは、自分の病歴＝人

生を総括するような思いにもなったことを

今でもよく覚えています。

その長時間のインタビューを分かりやす

いかたちに切り分けてデータベース化して

頂きましたが、編集には多大なご苦労をお

かけしたのではないかと思うと当時に、過

剰とも思えた収録時のこだわりは、この語

りのデータベースがのちのち長く残るもの

として考えられてのことだったと思いまし

た。 
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この 10 年近くの間お近くにいて感じた

のは、このように自らのアイディア提示と

それを具体化させる秘めた闘志ともいうべ

き行動力でした。 

まだこれからも、驚かすようなアイディ

アとこだわりの行動力で我々を鼓舞して頂

きたかったのですが、本当に残念でたまり

ません。

今後も患者の語りのデータベースは、花

岡さんの思いがつながり、現在の疾患以外

にも広がっていくものと思います。 

天上からその様子を眺めて、満足げな表

情をされるクールな花岡さんと共に永遠に

あることを願っております。 

2022年 9月 

 

クラウドファンディング呼びかけの HP

https://readyfor.jp/projects/dipex-jc

rohnproject 

かながわコロンの HP 

https://kanagawa-colon.com/ 

ディペックスジャパンの HP 

https://www.dipex-j.org/ 

 

IBDの日のカウントダウンに向けての写真 

ディペックス・ジャパンの公開シンポジウムで熱く語っていた花岡さん 

いつもダンディーな花岡さん 

いつも優しかった花岡さん 

いつも闘っていた花岡さん 

花岡さんの情熱あふれる活動を、私たちはずっと忘れません 

どうぞごゆっくりお休みください 
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IBD ネットワーク 2021 年度第 3 回理事会報告（抜粋） 

 第 3 回理事会は、9 月 11 日（日）、理事

9 名、オブザーバー７名の参加でオンライ

ンで行われました。

毎年 9 月の理事会では、11 月総会に

向け年間活動を振り返り、次年度の活動

骨子・予算を検討します。 

加えて、今年は萩原理事長の退任意向

を受け、新理事長の選出と理事の増員も

行われました。 

今回は新理事を迎えることから、布谷副理事長より【IBD ネットワークとは】と題して、生い立ち・あゆみ・

役割・仕組みを紹介頂きました。 

参加者からは「大半の人はピラミッド型組織と思っているのを払拭したい。気軽に相談、気軽に実行でイ

メージを変えたい」「青年部をつくるなど、次の世代にバトンタッチする工夫を」「紆余曲折、失敗や意見の相

違を経てまとまりつつある」などの感想が出されました。 

 【第 1 号議案 総会の議決した事項の執行に関する事項】は、各理事よりエリア、渉外、広報、IBD の日、

RDD（レアデジーズディ）、エレンタールってどうよ冊子、社会制度、JPA 活動など多岐に渡る活動が紹介さ

れ、最後に萩原理事長よりまとめられました。 

・Ｗｉｔｈコロナということで、新たな「対面」活動の工夫が始まっている。

・ウクライナ患者団体支援は 30 万円以上の募金が全国から寄せられ、国を超えた活動ができている。

・就労支援ではヤンセンファーマ社との協働で新たな段階に入った。

・企業、大学などとの協業依頼が増え、どうさばくかが課題となっている。

・会員動向では賛助会員 1 増、オンライン活動支援や発送支援するも正会員からの応募数は半数にも満たず

活動の停滞が生じている。

・患者の声の重要性からエレンタールってどうよ冊子の発行・医療機関への配布等は評価したい。

・残余資産 730 万円から災害対策費 250 万円を差し引いた財産の有効活用を検討したい。
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【第２号議案 総会に付議すべき事項】では、今必要な会員支援方法や名古屋総会の持ち方、名古屋総会のイ

ベントが検討されました。以下のような財政支援が検討され、10 月理事会で決定する予定です。 

患者会活性化事業 複数の患者会共催で行うイベントへ

財政支援 

50 万円（最大 10 万円＊５） 

患者会の発送作業の外注紹介 役員減少や、コロナで集まりにくく

滞る会員への発送作業支援 

どのような支援が必要か調べ、メ

ニューを用意する。（困窮会員支

援 50 万円を転用） 

総会参加支援費の拡充 オンライン参加も OK だができるだ

け多くの対面参加を実現する 

名古屋総会に限り、1 会 1 人目

全額、2 人目 1 万円上限で支援 

エリア啓発事業の拡充 これまで 1 エリア上限 5 万円＊6 エリアだったのを、1 企画上限 5 万円

＋15 か所に拡充 

エリア交流支援費の増額 1 エリア上限 5 万円*6 エリアを、上限 13 万円＊6 エリアに拡充 

【第 3 号議案 理事・職員の選任の件】 

【第 4 号議案 顧問の委嘱に関する件】 

【第 5 号議案 細則改正に関する件】 

第３，４号議案の結果は下記の通りです。第 5 号議案で理事の担務を細則に反映させました。 
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2022年度
NPO法⼈IBDネットワーク

活動の⽅向性

2022年10⽉ 秀島晴美

IBDネットワークは横並びの組織

•他の全国組織の患者会と異なるネットワーク型の横
並びの組織だって、知ってました？

•ピラミッド型の組織だと思っている会員さんもいる
のではないでしょうか。

•「近寄りがたさ」や「堅苦しさ」「難しい」イメー
ジを払拭したい。

•「ネットワーク型」らしく、皆が参加して作り上げ
る組織にしていきましょう。

こうなったらいいな（⽬標）

•若い世代も参加している組織。世代交代が
スムーズにいく組織。

•参加している⼈がワクワクできる組織。

そのためにはどうし
たらいいだろう？

仕事内容の整理

就労⽀援PJはIBDの中⼼課題なので存続。

☆就労担当の理事を置く

・JPAからの就労関係の協⼒依頼がある。
・渉外にくる製薬会社等の協業依頼で就労関係のものが
ある。
・「困っているけど、どうしたらいいかわからない」⼈
が多数→就労問題について語れる⼈をどう増やすかは課
題。
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業務の整理をする（荷を軽くできないか）

☆渉外メールがたくさん！
→学術関係を渉外と分けた
学術・制度担当として要望書の検討も⾏う。

☆会計と事務局の連携が上⼿くいかない
→会計・事務を⼀つのグループに

負担感の強いものは何故？と必要？の問
い直しをする。

•⾃⾝の健康や家庭や仕事は優先されるべきもの。ボラン
ティアは⾃⼰犠牲してまでやってはいけない（と思う）。
誰かの犠牲の上で成り⽴つものは⻑くは続かない。

•負担感が強く敬遠されるものは、そもそも必要か？
担当するグループメンバー内での問い直しをまず⾏う。
ここ1年はこれをやってみる。

要(かなめ)はエリア！
正会員

運営委員

理事

渉外

会計・事務

学術・制度
就労⽀援

広報

特任

エリア

循環を起こす！

JPA
担当

プライベートと天秤にかけて
も、無理してでもやりたい！
ことはある。そのエネルギー
はどこからくるのだろう？

やりたいことを応援できる組織へ
☆エリア啓発事業助成⾦
• IBDNの会員は⼩さな患者会も多い。⼩さいと⼈もお⾦もない。
⼀つの患者会でできなくても、たとえばエリアで患者会がいく
つか集まると⼈数の問題は解決することがある。あとはお⾦。
IBDNからの資⾦協⼒は今だからできる。

• 失敗したっていいじゃないか、⼈間だもの。（失敗は経験とな
る。IBDNにとっても、主催した患者会にとっても）費⽤対効
果は結果を⾒て考えればいい。結果が出るまでに⻑くかかるも
のもあるし、結果が⽬で⾒えにくいものだってある。

アイデアを出し合っていきましょう！
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日時：2022 年 5 月 19 日（木）18 時 30 分～23 時まで 

場所：サクラマチクマモト（商業施設）・熊本城 

内容： 

サクラマチクマモトと熊本城をライトアップしました。今年は 2 回目のライトアップ事

業ではありましたが、熊本城は地震後復興しては初めてで、どのような感じになるの

か少し不安ではありました。数日前から雨模様で当日の天気は心配しましたが、この

日だけは晴れてくれて、熊本の夜が紫に光りました。また、会場付近は「熊本花の博覧

会」も開催されていたので、たくさんの方が夜の散歩を楽しんでいました。 

ある親子の会話 

「ねー見てみて！熊本城が紫色になっている。すごいね。この花の展示と同じ色だ

ね・・・」と。偶然とは思いますが、いろんな紫色の花が植えられていました。 

熊本城のライトアップは復興の影響で近くまで行くことが出来なかったので、近い

施設（加藤神社境内）から聳え立つ、紫の熊本城を見ることが出来ました。また、施設

では、来館の方々にもお知らせするアナウンスあり。 

サクラマチクマモトのホームページにも 5 月 19 日は「WorldIBDDay」＆「IBD を

理解する日」として掲載していただきました。6 層になった建物の淵を紫にライトアッ

プ。屋上にはくまモンがそびえ立ちくまモンが手を振り「私たちに頑張れー！」と言っ

てくれているようでした。 

広報としては熊本県難病相談・支援センター、高野病院（IBD センター外来・患者支

援センター）に掲示していただきました。また、熊本市政だより・HP に広報していただ

きました。来年は熊本城のライトアップは数日出来たらいいなと思います。 

熊本城のライトアップ   花の博覧会からのライトアップ 
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姫路 IBD 主催、IBD ネットワーク近畿ブロック・姫路市保健所の共催で、5 月 19 日

（水）、世界 IBD デーに合わせて、世界遺産・姫路城を IBD のイメージカラーである紫

色にライトアップしました。 

2018 年よりライトアップを行っており、今回で 4 回目となります。 

本年度は、ウクライナの IBD 患者が、ロシア軍の侵攻によって満足な治療を受けられ

なかったり、医薬品を手に入れることができないなど困窮している状況をうけて、同

じ世界 IBD デーのイベントに参加していたウクライナの IBD 患者団体『フルライフ』へ

患者支援の義捐金を送るための街頭募金活動も行いました。 

姫路 IBD の有志によって、姫路城前と JR 姫路駅前で、啓発チラシ・ポケットディッシ

ュ・ウクライナカラーである青と黄色のリストバンド・サイリウムの光るブレスレッドな

どを配布し、4 日間で合計 23,129 円の義捐金が集まりました。 

義捐金は IBD ネットワークを通じて、ウクライナの患者団体フルライフの口座に送金

されました。 

姫路 IBD 会員で街頭募金を行いました。  紫色にライトアップされた姫路城(北側) 
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2022年 9月 14日

厚生労働省

大臣 加藤 勝信 殿

厚労省「指定難病患者データに関する個人情報の流出再発防止」対策についての要望書

NPO法人 IBDネットワ

理事長 萩原英

本年 8月 15日に公表された「指定難病患者データの研究利用のための第二者提供における個人情

報の流出及びその対応について」において、その再発防止策やコールセンターの設置などについて、8

月 31日厚労省より発表されました。発表された具体的な再発防止策は以下の 3点です。

(1) 人為的な理由による削除漏れの防止

元データシート削除の自動化

(2)医 薬健栄研における確認体制の強化

元データシートが削除されているかを、ツール及び手動により確認する手順を複数回盛り込み、

チェックの記録を残す

(3)厚 生労働省における最終チェック体制の整備

当該ファイルに個人情報その他提供する予定のないデータが含まれていないことを、難病対策

課内で複数名が確認し、その記録を残す

9月 5日読売新聞等の報道によれば「厚生労働省は、(中略)「登録者証」(仮称)を発行する方針を固

めた。重症度にかかわらず取得でき、対象は少なくとも100万人を超える見込みだ。登録者証発行をき

っかけに患者情報を国のデータベースに集め、治療開発に生かす狙いもある。」「診療履歴などの情報

が入つた別のデータベースと連結させ、病態解明や治療法開発の研究に活用する計画もある。」とあり

ました。

これにより、これまでの指定難病患者データに加え、100万人の憲者データが国のデータベースに集

められ、研究や新薬開発のためより巨大なデータ群が、これまで以上に外部提供されうる事態が想定さ

れます。

難病を持つ患者や家族にとつて、原因究明や治療法確立を願い、つらさを伴う検査を受け、毎年の更

新申請を行い、研究利用の同意書を提出しています。患者が提供に同意したデータは「病歴」「心身の機

能の障害」と言つた要配慮個人情報が含まれています。

8月 31日に発表された再発防止策を徹底する措置を支持し、万―事故があつた場合には事実の早

期公開必要です。

しかしこれだけでは不十分で今後このような事業が生じないよう、以下について要望します。

1 自分が研究利用に同意したデータが、どのように利活用されたかを知る権利の明記

2当局が保有する患者データの疾患ごとの提供実績を厚労省ホームベージ等での公開

3今回のデータ生成時だけでなく、データ提供後も含め個人情報の流出があつた場合の現罰則規定

の開示

以上
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ウクライナ患者団体（フルライフ）支援募金のご報告

6 月 12 日に郵便振替口座の開設と共にウクライナ募金開始をホームページに公開いたしました。IBD ネ

ットワークからの 100,000 円を含め、9 月末累計で 17 件 487,329 円となりました。ご協力に感謝いた

します。 

引き続き IBD ネットワークでは、個人・団体からウクライナ患者団体への寄付の受け付けをしております。

お預かりした寄付金は毎月末締めで、ウクライナ患者団体に寄付者を報告、当会ホームページに掲載すると

ともに送金します。郵便振替口座は下記です。 

郵便振替口座 ００７７０－２―７０６４１ 加入者名（漢字） NPO 法人 IBD ネットワーク 

 加入者名（カナ） トクヒ）アイビーディーネットワーク  

通信欄へ 「ウクライナ寄付」とご記入をお願いいたします。 寄付いただいた個人・団体のご芳名を、 

謝意をこめて IBD ネットワークホームページ内にて紹介させていただきます。  

匿名を希望される際は、通信欄へ「匿名希望」とご記入をお願いいたします 

編集後記 

今号より、「これからのイベント情報」をすっきりまとめてみました。お役に立ったでしょうか？対面とオン

ライン、それぞれの長所を活かせれば豊かな人生となるかも？

そんな工夫を是非知りたいものです。 （北海道 IBD 萩原） 

NPO法人IBDネットワーク　活動日誌 （2022.７.1～2022.９.30）
年 月 日 曜日 内　容 参加者 場所

2 土 【運営】三役打合せ 萩原、布谷、秀島、新家 オンライン
10 日 【声明】命と尊厳声明を発出 -
11 月 NHK取材　IknowIBDプロジェクトについて 岡島、山田 オンライン
18 月 【運営】2021年度第５回理事MT 理事6名 オンライン
25 月 【協力】ヤンセンファーマ社内研修講演 萩原、吉川 オンライン
26 水 【後援決定】３会共催IBDオンラインカフェ -

【難病】第６９回難病対策委員会参加 吉川 オンライン

【協力】アッヴィ合同会社　IknowIBDプロジェクト　教育資材打合せ 布谷・秀島・木村・田中・山田・長廣 オンライン
29 金 【運営】二役打合せ 萩原、布谷、秀島 オンライン

【会報】合同会報2２年夏号発行 富山IBD -
【JPA】第4回理事会 吉川 オンライン

2 火 【後援決定】北海道IBD医療講演会 -
7 日 【運営】二役打合せ 萩原、布谷、秀島 オンライン
8 月 【協力】ヤンセン　資材打合せ 布谷 オンライン
11 木 【運営】2021年度第６回理事MT 理事８名 オンライン

【運営】二役打合せ 萩原、布谷、秀島 オンライン
【運営】かながわコロン故花岡会長弔電発出 萩原 -

19 金 【協力】EAファーマ社内研修「エレンタールってどうよ？をどうして発刊したのか」 布谷 オンライン
23 火 【運営】二役打合せ 萩原、布谷、秀島 オンライン
24 水 【協力】EAファーマ社内研修「エレンタールってどうよ？をどうして発刊したのか」 布谷 EA大阪本社
27 土 【JPA】第４回就労部会 萩原、秀島、吉川、山田 オンライン
29 月 【渉外】渉外ミーティング 布谷、田中、山田、庄子、萩原 オンライン

【JPA・武田薬品】第2回患者団体研修会 吉川 オンライン
【エリア】エリア担当者意見交換会 木村、山田、吉川、岡島、松村、井上、日下部 オンライン

4 日 【JPA】第5回理事会 吉川 オンライン
11 日 【運営】2021年度第3回理事会 理事9名オブザーバー7名 オンライン

【難病】JPA署名用紙発送 萩原 -

【後援決定】炎症性腸疾患患者の排便コントロールと生活の質調査 九州IBDフォーラムQOL向上委員会 -
23 金 【協力】日本炎症性腸疾患協会(JSIBD)講演会告知 -

24 土 【運営】Teams学習会打ち合わせ 山田・木村・秀島・萩原 オンライン
26 月 【運営】総会イベント打ち合わせ 松村、萩原、秀島、布谷、木村、山田 オンライン
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