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砂漠のまん中︑

行き先もわからず

たった一人で︑

困っていませんか？

ここ﹁広場﹂は

砂漠のオアシス︒

たくさんの仲間が

あなたを待っています︒

渇いた心に届く

かけがえのない一滴に

なれることを願って⁝
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特集

知って防ごう!!

熱中症
堺市消防局救急救助課

消防司令

加

藤

昇

皆さんのよく知っている熱中症。毎年、熱中症で救急搬送される方は増え
え
急
ています。去年は7月だけで全国で約25,000人（堺市内132人）の方が救急
搬送されています。熱中症の救急搬送は、7月、8月が多いのですが、昨年
堺市では4月に最初の熱中症患者さんの救急搬送がありました。本格的
な暑さを迎える前も気をつけなければなりません。
これだけ多くの人が救急搬送された理由は、全国各地で最高気温が35度以上の猛暑日が多かった
こともありますが、まだまだ『熱中症』のことを知らない人が多いというのも原因の一つです。
知っているから防げることがあります。まずは初期症状と原因を考えていきましょう！

知ってください！

熱中症の４つの初期症状

体温が上がると、体の表面に流れる血液の量を増やし、
体内の熱を外へ逃がそうとします。すると、脳に十分な血

①めまい

②立ちくらみ

③こむら返り

④手足のしびれ

液が送られず酸欠となり、
「めまいや立ちくらみ」を起こ
します。また、体温が上がると、汗をかいて、体内の熱を外
へ逃がそうとします。汗の中には塩分が含まれており、塩
分には筋肉の伸び縮みを調整する役割があるので、塩分
が少なくなると筋肉の動きが調整できなくなり、
「こむら
返りや手足のしびれ」等が起こります。

予防法

体温が上がりすぎない環境づくりを!!
汗をかいた後の水分補給は塩分も一緒に!!
例：1リットルの水に小さじ1/2杯の塩と角砂糖を
好みで数個溶かして飲む。
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熱中症Q&A
Q 外見でわかることはありますか？
？
A 外見では、なかなかむずかしいです。

Q 寝たきりの人で注意することは？
A 高齢の方は、体液量が減っています。加

汗をかいていることより、顔が真っ赤な
のに汗をかけない状態のほうが重 症で
す。他にも気分が悪そう、汗の量が多い、
汗を急にかかなくなる、フラフラしてい
る、顔が赤い、元気がない、声がちゃんと出ない、肌にツヤがな
く、張りがないなどが見てとれた場合は、熱中症が疑われます。

えて、本人の感覚が鈍くなり、暑さや渇きを
感じにくいのでより注意してください。
また、ベッドの位置です
が、日当たりのよいところ
にベッドを置くと、室温は
28℃でもベッド周りは秋
でも30℃を超えているこ
ともあります。本人は 移
動できませんので、暑い
時期はできれば模様替えをしてベッドの位
置を変えるなどの工夫をしてください。
また、利尿剤や下剤等を服用されている
方は、当然ながら脱水に陥りやすいです。
こまめな水分補給を。そして、何より早く体
調の変化に気づくためにも、暑い時期はい
つもよりこまめな声かけをしてあげてくだ
さい。

Q 水分補給は、どれくらいの間隔で、
どれくらいの量の水分を取ったらいいですか？
A 明確な基準はありません。私たちは、生きているだけで1日2.5
リットルの水を消費しますので、少なくともその量は摂取しなけ
ればなりません。食事からも水分はとれますが、汗をよくかく時期
などはそれを目安に早めに水分補給をする必要があります。た
だ、水分補給として一度に大量の水を摂取すると、かえって体内
の電解質バランスを崩して体調不良を引き起こしてし
まいます。飲む量は、かいた汗の量を目安にし（コップ
1〜2杯くらい）、こまめに水分を補給してください。

【熱中症予防のポイント】
○部屋の温度をこまめにチェック！
○室温が28℃を超えないように、
エアコンや扇風機を使いましょう！
○喉が渇く前に水分補給を！
渇かなくてもこまめに水分補給を！
○外出の際は体をしめつけない涼しい服装で！
日よけ対策も！
○日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！
○持病がある方は医師とあらかじめ相談しましょう！

熱中症予防
学習会開催

【熱中症の応急手当】
○涼しい場所へ移動し、
衣服を緩め、安静に寝かせる！
○エアコンをつける！
扇風機・うちわなどで
風をあて、体を冷やす！
○水分を少しずつ
頻回にとらせる！

熱中症予防のイロハとAEDの使い方
平成28年7月15日（金） 午後2時〜4時
会場：堺市立健康福祉プラザ4階 会議室401
講師：堺市消防局救急救助課 消防司令 加藤

さあ！夏本番です。
熱中症は、めまい、吐き気などの症状があり、重症
になると意識がなくなり命に関わります。家の中にい
てもかかる熱中症。予防のイロハを学びます。
また、公共施設等に設置してあるAEDの使い方に
ついても、ぜひ知っておきましょう。

昇

参加無料
定員25名
（要申込）
（要申込

▶お申込み：堺市難病患者支援センター
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患者会活動を紹介します
ふれあい会

膠原病

全国心臓病の子どもを守る会大阪支部堺ブロック 心臓病

●主な活動：会報の発行、独自に交流会を開催

●主な活動：会報の発行、独自に交流会を開催

月に1回健康福祉プラザで交流会を開催しています。年
会費は、1,200円ですが入会しなくても交流会への参加は
OK。大歓迎です。ステロイドのこと、全身のいろいろな症
状のこと・・・気軽におしゃべりしましょう。

毎月、全国報と大阪支部報の発行。
子育て交流会、RaB（小4から25歳までの集まり）、プ
ール交流会、クリスマス会、キャンプなどの行事を行って
います。

小児膠原病

堺支部

小児膠原病

灯（あかり）の会

筋萎縮性側索硬化症

小児膠原病にも大人と同じ様々な病気があります。大人
●主な活動：会報の発行
の治療と違い、10年後、20年後の生活のクオリティを思い
堺市内の筋萎縮性側索硬化症の患者・家族・遺族による
ながら小さな身体に負担のかからない治療がされ、個々の
患者会です。会報発行を行っています。
成長にも違いがあり、家族にとってどう支えて行けば良い
全疾患
NPO法人堺難病連
のか悩みは尽きません。日常生活や学校生活を送る上での
相談や情報を提供しています。話し合って交流することで
●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催
ご家族の不安が軽くなり支え合って仲間づくりをしています。
難病患者の生活向上と、社会活動に参画できるように支
援するとともに一般社会への啓発活動をしています。

大阪スモンの会堺支部

スモン

●主な活動：会報の発行、独自に交流会を開催
年1回の検診。ご家族を含めて電話で情報交換をしたり
交流を深めています。

OPLL堺ひまわりクラブ

後縦靭帯骨化症

過去を振りかえるな、
「友よみんな同じことで悩んでい
る」情報交換をして前向きに「前進あるのみ」頑張ってい
きましょう。

NPO法人日本マルファン協会 マルファン症候群・類縁疾患
●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催
マルファン症候群と類縁疾患（ロイス・ディーツ症候群な
ど）の患者会です。
堺市や大阪での交流や学習会にぜひお気軽にご参加く
ださい。

患者会に関するお問い合わせは
堺市難病患者支援センターまで
TEL：072−275−5056 FAX：072−275−5038

NPO法人福祉ネットワーク絆

パーキンソン病

●主な活動：独自に交流会・学習会を開催
ショップ絆での野菜や特産品の販売を通じ、近隣の皆さ
ん、農家の皆さんとの交流で、ストレスの軽減や病気の進
行を遅くする役割を果たしています。
他にヨガ、体操、ぬりえ教室などもあります。

堺のびやかクラブ

パーキンソン病

●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催
パーキンソン病患者・家族の憩いの会として
①神経内科医による医療講演会（年1〜2回）
②運動療法としてダンスセラピー会（毎月2回）
③堺を3ブロックに分けた地域交流会（各毎月1回）
④懇親交流会（年4回）
⑤会報の発行・送付（年4回）
など多彩な活動を行っています。創立12年。

全国膠原病友の会 大阪支部

膠原病

●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催

仲間相談 のご紹介

仲間相談は︑患者による療養生活相談で

す︒研修を受けた患者が相談員となり︑個別

１４

にお話を聞かせていただきます︒

現在︑仲間相談員は︑ 名です︒

﹁病気のことを知られたくない﹂と考えてお

られる方は少なくありません︒そのために︑

病気のことを誰にも相談できずに辛い気持ち

を抱えていませんか？

﹁同じ病気の人と話をしたい﹂という場合に

パーキンソン病
膠原病全般
全身性エリテマトーデス
シェーグレン症候群
後縦靭帯骨化症
慢性特発性偽性腸閉塞症
潰瘍性大腸炎
特発性大腿骨頭壊死症
サルコイドーシス
ベーチェット病
小児膠原病全般
特発性間質性肺炎
顕微鏡的多発血管炎

は︑当センターまでご連絡ください︒

仲間相談員募集中！

仲間相談員として︑同じ病気で悩む人たち

とお互いの体験を共有し︑支え合う仲間相談

にご協力いただける方は︑堺市難病患者支援

センターにお問い合わせください︒

お問い合わせ 堺市難病患者支援センターまで

TEL 072︵275︶5056
FAX 072︵275︶5038

◎仲間相談員がいる疾病◎
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患者さんの感想

〜仲間になろうよ〜
心のままに、静かに自分に芯を持ち過ごしたいと思
っていた。しかし、目が進行性の難病で失明率94.5%

かされていることに感謝し、改めて今を生きることと
した。

と知り、考えを新たにした。あと5.5%で「何が出来る

「網膜色素変性症」という病名を受け入れ共に生

?」
「何がしたい? 」・・・考えた結果、私は50代にして

活 。現 在、左 目 は 形 を 捉 えること が で きず、右 目

4年生大学通信学部の道を選んだ。単に124単位以上

（0.15〜0.2）の視力に頼っている。視野も狭くよく

取得で卒業ではあるが、そう簡単ではない。かなりの

人や物にぶつかる。落ち込んだ時、悩んだ時、本を読

本を読破する必要があった。

み漁り言葉を見つけ立ち上がっていた。それが本も読

これは、とても苦しく「私はすんなり読めない眼で

めない、外出もままならず、一般に交わると実際以上

何をしてるんだ」と自問自答し何度か辞めたいと思っ

に出来ない自分に対峙する。八方塞りの自分に苦悩

たこともある。専門用語も多く電子辞書だけでは追

した。

いつかない、それでも課題を一つ一つクリアするた

ある時、健康福祉プラザを知り、録音図書（CD）も

び、達成感を味わいそれが勉強への醍醐味となる。ま

知った。感激だった。なぜなら図書館と変わらず欲し

た、社会にも目が向くようになった。夫や友人たちの

い本 (CD) が手に入るのだ。さらに4階の難病患者支

協力のもと、卒業間近となり9年という月日が流れた。

援センター（なんさぽ）では学習会・交流会、広場サ

その間には、顔面麻痺を二度起こし、糖尿病にな

ロン等、いろいろな行事があり、それをオアシスとい

り、腸閉塞で入院し視力は、ますます低下した。眼の

う冊子で情報提供してくれる。今の私は、学習会への

病気は徐々に進行中だった。

参加が愉しみの一つになった。

大学入学から9年目の春、卒業式を終え、月が変わ

皆さんも参加しませんか?一歩踏み出して、仲間に

り「さあ、これからだ」と喜び、背伸びし春風を感じて

なって、楽しみ、共感し、笑顔で時を共有しましょ！

いた矢先、病院に行く途中にホームから線路に転落、

一緒にい・か・が！！

肋骨6本折って入院した。病院のベッドの中、私は生

文：S.M．

〜ご存知ですか？ お得情報！〜
携帯電話料金が 割引 に
特定医療費（指定難病）受給者証等で、携帯電話の割引が受けられる制度があります。

◎ソフトバンク…ハートフレンド割引
◎NTTドコモ…ハーティ割引
◎au……………スマイルハート割引
割引を受ける際の条件は各社異なりますので、ご自分が契約している
携帯電話会社のお店に、受給者証などを持ってお問合せください。

プラザのスポーツセンターの利用が 無料 に
プール、
トレーニング室は、特定医療費（指定難病）受給者証、小児慢性特定疾病
医療受給者証等をお持ちの方は、介護者一名まで無料で利用できます。
トレーニン
グ室は初回に講習会を受けていただく必要があります。予約制なので、詳細は下記
スポーツセンターまでお問合せください。
お問合せ先：堺市立健康福祉プラザ スポーツセンター TEL072−275−5029 FAX072−243−4545
（午前9時〜午後9時 休館日：火曜日と年末年始）
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堺市難病患者支援センターではこのような事業を行っています
療養生活相談

医療相談会

（電話・来所）

（来所）

神経難病、膠原病
電話医療相談室

学習会

患者・家族交流会

情報誌「オアシス」
発行

イベントの開催

就労相談
（電話・来所）

仲間相談
（同じ病気の患者同士の相談）

あれば、お 気 軽にご相 談ください 。
お困りの 事が
難病）と
○○病（指定
、医療費の
診断されたが
ためには
助成を受ける
？
どうしたらいい

患者会を知りたい。
のは
療 養 生 活の相談をする
どうしたらいい？

難病相談支援員が
皆さまからの
ご相談に
応じます。

ない、
買い物に行け
いなどで
家事ができな
、何か利用 介護保険の利用は
困っているが
あるの？ どうするの？
できる制度は

長い間、仕事を
していなかったので、
仕事をするのが不安。
会社にどうやって
病気のことを
伝えたらいい？

難病があるが、病
気と仕事を
両立させるために
は
どうしたらいい？

学習会や、交流会に
参加したい。

同じ病気の人と
話したい。

〜お知らせ〜
オアシス読者の方で、疾病名、住所などの変更がある場合、または、オアシスの送付を中止される
場合は堺市難病患者支援センターへご連絡ください。
〈アクセス〉

N

●JR阪和線「百舌鳥」駅下車 西へ1.4㎞、
「上野芝」駅下車 北西へ1.3㎞
●JR阪和線「上野芝」駅より
南海バス（堺東駅行き）
「上野芝」バス停乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ

●泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅より
南海バス（堺東駅行き）乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ
お車でお越しの方は、地下駐車場をご利用ください。

３０

通

百舌鳥駅
上野芝駅より
徒歩約20分

文

旭中
文

文

大仙小

塩穴通
バス停

塩穴通バス停より
徒歩約7分

仁徳天皇陵古墳

堺工科高

堺市立健康福祉プラザ4階
大
阪
和
泉
泉
南
線

●南海高野線「堺東」駅より
南海バス（泉ヶ丘駅行き）乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ
（西区役所前行き・東山車庫前行き・他）乗車、
「塩穴通」バス停下車 東南へ500ｍ

御陵

御陵通

中央図書館

大仙公園

塩穴

旭ヶ丘
旭ヶ
バス停
線

堺支援学校

南陵町

堺市難病患者支援センター
堺市立健康福祉プラザ４階

百舌鳥

堺市博物館

文

建物周辺の路上駐車はご遠慮ください。

１９７

３４

堺狭

和

阪

JR

６１
履中天皇陵古墳

山線
（泉
北１
号線
）

堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

TEL 072ー275ー5056 FAX 072ー275ー5038
月〜金曜日 9：00〜17：30
（相談受付は17：00まで）
（祝日・年末年始を除く）

いたすけ古墳
JA

上 野 芝 バス停
（堺東駅行き）

上野芝
東上野芝町2丁
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平成28年6月〜平成28年11月の予定
講師等の都合により、日時、場所が変更になる場合がありますので、
各月の広報、リーフレットでご確認ください。

TEL 072ー275ー5056

FAX 072ー275ー5038

学習会（講演会）◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
日

時

予約が必要です。

＊学習会と交流会を併設するものです。

対象・テーマ

講

師

7月15日（金）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者・家族／専門職

堺市消防局救急救助課

「熱中症予防のイロハとAEDの使い方」

消防司令

7月27日（水）
午後２時〜４時

サルコイドーシス＊

国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター

「サルコイドーシスの基礎知識と日常生活の注意」

臨床研究センター

9月30日（金）
午後２時〜４時

全身性エリテマトーデス＊

堺市立総合医療センター

「全身性エリテマトーデス（SLE）の話」

総合内科部長

10月28日（金）
午後２時〜４時

後縦靭帯骨化症

国立病院機構大阪南医療センター

「後縦靭帯骨化症の病態と日常生活上の注意点」

整形外科

10月29日（土）
午後1時〜2時

意見交換会

10月29日（土）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者・家族

医療法人上島医院

「アンガーマネジメント」

院長

加藤 昇 氏
杉本 親寿 氏

片田 圭宣 氏

藤原 啓恭 氏

堺市難病患者支援センター事業について難病患者・家族の方からのご意見を伺う場です。

渥美 正彦 氏

患者・家族交流会 ◆場所：堺市立健康福祉プラザ内

＊学習会と交流会を併設するものです。

日

時

対

象

疾

病

6月29日（水）午後2時〜3時30分

全身性強皮症

7月 9日（土）午後2時〜3時30分

クローン病、潰瘍性大腸炎

7月27日（水）午後２時〜４時

サルコイドーシス＊

9月30日（金）午後２時〜４時

全身性エリテマトーデス＊

10月 4日（火）午後２時〜3時30分

多発性硬化症／視神経脊髄炎

11月 8日（火）午後２時〜3時30分

混合性結合組織病

指定難病の患者・小児慢性特定疾病患者・家族の方が対象です。

広場サロン ◆時間：午後2時〜3時30分 ◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
日

時

内

容

講

師

7月21日（木）

季節の花で作るコケ玉

中野 敏子 氏

8月18日（木）

押し花コースター＆ミニマット

森本 光子 氏

9月20日（火）

木の実のブローチ＆印鑑ケース

文字 順子 氏

10月25日（火） クリスマスリースボード

中谷 利香 氏

11月15日（火） クリスマスの寄せ植え

大川内 美惠子 氏

皆さんの
ご参加お待ち
してま〜す！
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難 病患者のための就労相 談
自分の症状・体力にあった仕事を見つけたい、治療と仕事の両立の仕方に不安
がある、会社にどのように病気のことを伝えていいかわからないといった、悩みは
ありませんか？難病患者就職サポーターが個別に相談に応じます。
◆相談日時：毎月第1、3金曜日 午前9時30分〜午後4時30分（お一人90分以内）
◆会
場：堺市難病患者支援センター（堺市立健康福祉プラザ4階）
◆定
員：4名（先着順・予約制・無料）
◆対
象：難病の患者・小児慢性特定疾病患者

平成28年度 相談日

平成28年

6月
7月
8月
9月

3日（金）
・17日（金）
1日（金）
・15日（金）
5日（金）
・19日（金）
2日（金）
・16日（金）

10月
11月
12月

7日（金）
・21日（金）
4日（金）
・18日（金）
2日（金）
・16日（金）

◆電話相談の時間：午後２時〜４時（お一人30分以内）
◆定員：4名（先着順・予約制・無料）

7月26日（火） 平成29年
9月27日（火）
11月22日（火）

1月24日（火）
3月28日（火）

※下記以外の膠原病（指定難病に限る）の方も相談できます。

平成28年4月現在の対象疾病です。

40.高安動脈炎
41.巨細胞性動脈炎
42.結節性多発動脈炎
43.顕微鏡的多発血管炎

6日（金）
・20日（金）
3日（金）
・17日（金）
3日（金）
・17日（金）

平成28年度 電話相談日
平成28年

対象疾病

1月
2月
3月

※予定が変わる場合があります。

電話医療相談室
◉膠 原 病

平成29年

44.多発血管炎性肉芽腫症
45.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
46.悪性関節リウマチ
48.原発性抗リン脂質抗体症候群
49.全身性エリテマトーデス

50.皮膚筋炎／多発性筋炎
51.全身性強皮症
52.混合性結合組織病
53.シェーグレン症候群
54.成人スチル病

55.再発性多発軟骨炎
56.ベーチェット病

※数字は疾病番号

◉神経難病

平成28年度 電話相談日
平成28年

7月
8月
9月
10月
11月

12月 7日（水）
6日（水）
3日（水） 平成29年 1月11日（水）
7日（水）
2月 1日（水）
5日（水）
3月 1日（水）
2日（水）

平成28年4月現在の対象疾病です。

対象疾病
1.球脊髄性筋萎縮症
2.筋萎縮性側索硬化症
3.脊髄性筋萎縮症
4.原発性側索硬化症
5.進行性核上性麻痺
6.パーキンソン病
7.大脳皮質基底核変性症
8.ハンチントン病

9.神経有棘赤血球症
10.シャルコー・マリー・トゥース病
11.重症筋無力症
12.先天性筋無力症候群
13.多発性硬化症／視神経脊髄炎
14.慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー
15.封入体筋炎
16.クロウ・深瀬症候群

※下記以外の神経難病（指定難病に限る）の方も相談できます。
17.多系統萎縮症
18.脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）
19.ライソゾーム病
20.副腎白質ジストロフィー
21.ミトコンドリア病
23.プリオン病
24.亜急性硬化性全脳炎
25.進行性多巣性白質脳症

26.HTLV-1関連脊髄症
27.特発性基底核石灰化症
28.全身性アミロイドーシス
29.ウルリッヒ病
30.遠位型ミオパチー
31.ベスレムミオパチー
32.自己貪食空胞性ミオパチー
33.シュワルツ・ヤンペル症候群
スモン
※数字は疾病番号
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患者さんの声
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私は怖がりなんです。

でも、2年続けて「リビングウィル」学習会に参加しました。
70歳に近づくと病のデパート状態です。怖がり

が開催されました。第1回が未消化なので、ついて

の私は、病気に対し手術は避け、
「保存療法」を

いくのは困難かなとも思いましたが、思い切って

選択してきました。また選択は、できるだけ先延

参加しました。講習会には看護・介護・救急の専

ばしにしてきました。

門家も参加されており、胃ろうの問題や心肺停止

特定疾患として2014年5月に認定していただ
いた頚椎の後縦靱骨化症は2007年に発病しまし

時の救命措置等において実践的な専門性を有し
ておられることを実感しました。

たが、幸いにも進行が緩やかで、手術せずに牽引

心肺停止時にはAED、心臓マッサージ、救急車

等の理学療法と血流改善の投薬でしのいできま

と機械的に考え、他方では単純に「延命治療はお

した。大腸ポリープは2010年に禁煙し、その後

断り」と相反することも考えていました。リビング

再発していません。左ふくらはぎの静脈瘤は弾性

ウィルを書くことにより自分の望む方向を深堀り

ストッキングで、高血圧は運動と投薬、白内障は

し、自分の意思を確認しながら固めていきたいと

サングラスとサプリメントと点眼薬で進行を防い

考えています。

でいます。

私の父は96歳、母は91歳で大往生しました。

2014年10月からセンタ−にお世話になってい

でも高齢者の手術限界や緩和ケアやガン告知の

ます。各種の講習会に参加して知識の向上を図

問題には随分と悩みました。兄弟もプレッシャー

り、地下のプールでは水中歩行をして運動機能と

を分担してくれましたので心安らかに看送ること

体力維持に努めています。

ができました。

2015 年1月に「ファミリー・リビングウィル」

しかし、自分のこととなると今ひとつピンとき

第1回を 受 講しました。ヘビーなテ ーマで すが

ません。老・病・死と向き合って尊厳を失わずに

自分 の「生・老・病・死」について考え、配偶者

生きるためには、リビングウィルを書くことが選

などとの対話を通じて自分の意思・希望を明確

択肢の1つと思います。2017年1月の第3回（開催

にして、人生を前向きに過ごすというむずかしく・

を希望）までは1年弱あるので、いただいたマニュ

魅力的な内容です。「病気で人のお世 話になる

アルをベースに自分のリビングウィルを展開し、

とき、耐えられないことは?」といった設問には、

作成しようと思ってます。私のように病を持ち、

参加者からは「下の世話になる」などの人の尊厳

老・死にモヤーと不安を感じる方は、第3回開催

に係わる意見が多く出ていました。

の節は参加をお勧めします。

2016年1月に第2回の「リビングウィルを書く」

編集後記

4 月に熊 本で大 地 震 がありました︒

ここセンターの職員も熊本に縁があり

不 安 な気 持 ちで過ごしていました︒突

然の災害に命の危機を感じました︒

この紙 面にあり ま す﹁ リ ビング ウィ

ル ﹂って 何 ？ と 思 わ れ ま し た か ︒
﹁病

気﹂
﹁ 老い﹂
﹁ 死 ﹂を 自 分のこ と として

考 え ︑も し 判 断 能 力 が な く な り ︑自 分

の意 思や希 望 を家 族や親しい人 たち︑

医 療 者 ︑介 護 者に伝 え られ な く なった

とき︑自分の希望を伝えておくために︑

また︑自分の生を振り返り︑自分の意思

を確認していくためのものです︒

学 習 会や交 流 会に︑ぜひご 参 加 く だ

電話：072−275−5056
（月〜金9：00〜17：30相談受付は17：00まで）

さい︒そして︑オアシス紙面への投稿を

療養生活のご相談や何かお困りのことがあれば
いつでもお電話・ご来所の上ご相談ください。

お待ちしています︒

難病患者・家族の皆さまをサポートする
という意味です。

T.NISHINO

