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砂漠のまん中︑

行き先もわからず

たった一人で︑
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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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堺市難病患者支援センター 堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号 堺市立健康福祉プラザ４階 TEL 072ー275ー5056 FAX 072ー275ー5038

あなたも「障害年金」にチャレンジしてみませんか！
全国膠原病友の会大阪支部事務局
（理学療法士・社会福祉士） 大 黒

宏

司

昨年、関西の膠原病友の会で行った生活実態アンケート調査において、生活福祉面で最も関心の高かった項
目が「所得の保障」でした。しかし現状では、難病患者のために所得を保障する独自の制度はありません。
独自の制度はありません。ただ
し、障害年金を受給できる患者さんも多くいるのではないかと考えます。
障害年金の申請には、医師に正しく診断書を書いていただくこと、そして
自分自身も正しく申立書を書くことが必要です。自分で申請するのは難しい
と感じたら障害年金の申請に詳しい社会保険労務士さんに相談してみるのも
一つの方法です。その場合、まず申請にかかる費用や社会保険労務士さんに
支払う費用を確認して、納得のうえで話を進めることが大切です。

ご存じですか！？障害年金のこと
〔障害基礎年金〕

あなたも障害年金を
申請できるかも？

国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガ

初診日に公的年金に加入していましたか？

で、法令により定められた障害等級表（1級・2級）による

※初診日要件は、2ページ（ア）を読んでね。

障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。

Yes

残念

〔障害厚生年金〕
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガ
で、法令により定められた障害等級表（1級・2級）による
障害の状態にある間は、
「障害基礎年金」に上乗せして

保険料の納付要件は満たしていますか？
※納付要件は、2ページ（ウ）を読んでね。

Yes

ときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚
生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手
当金（一時金）が支給されます。
※年金額は報酬や加入期間等により異なります。

No
残念

障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の

No

初診日から1年6か月後も障害は
継続していますか？
※障害状態要件は、2ページ（イ）を読んでね。

Yes

No
残念

申請にチャレンジしてみては！
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障害年金の受給要件
誰でも障害年金が取れるのかというと、やはりいくつかのハードルがあります。障害年金の受給要件は次の
（ア）
（イ）
（ウ）の3つで、3つ全ての要件を満たす必要があります。詳細やご不明な点は最寄りの年金事務所へ
お問い合わせください。

（ア）初診日要件
初診日とは障害の原因となった病気やケガにつ
いて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初
めに診療を受けた日が初診日となります。
初診日を証明する書類が添付できない場合であ
っても、初診日を合理的に推定できるような一定の
書類により、本人が申し立てた日を初診日と認める

〔障害基礎年金の場合〕
・国民年金に加入している間に初診日があること
・20歳前に初診日がある場合や、60歳以上65歳未満
（年金に加入していない期間）で日本国内に住んで
いる間に初診日がある場合も含みます。
（老齢基礎
年金を繰り上げて受給している方を除きます）。
［障害厚生年金の場合］
・厚生年金に加入している間に初診日があること

ことができます。

（イ）障害状態要件（障害認定日要件）
障害の状態が、障害認定日に一定の障害状態にな
っていることが必要です。障害認定日とは障害の状
態を定める日のことで、その障害の原因となった病
気やケガについての初診日か
ら1年6か月を過ぎた日、または
1年6か月以内にその病気やケ
ガが治った場合（症状が固定し
た場合）はその日をいいます。

〔障害基礎年金の場合〕
・障害認定日または20歳に達したときに、障害等級
表に定める１級または２級に該当していること。
〔障害厚生年金の場合〕
・障 害 認 定日に、障
身体障害者手帳を
害等級表に定める
取得していない方でも、
1級から3級のいず
障害年金が支給される
れかに該当してい
場合があります。
ること。

（ウ）保険料の納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
（１）初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または
免除されていること
（２）初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は不要です。

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仲間相談員となり︑個別に

26

お 話 を 聴 か せていた だ き ま す ︒今 年 度は︑7 月

日︵ 火 ︶に仲 間 相 談 員 研 修 が 終 わり ました ︒

﹁病 気 の こ と を 知 ら れ た く な い ﹂ と 考 え て

いらっしゃ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・多発性筋炎
ベーチェット病・クローン病
特発性大腿骨頭壊死症
サルコイドーシス
小児膠原病全般
特発性間質性肺炎
顕微鏡的多発血管炎
特発性血小板減少性紫斑病

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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患者会活動を紹介します
ふれあい会

膠原病

●主な活動：会報の発行、独自に交流会を開催

全国膠原病友の会 大阪支部

●主な活動：会報の発行、独自に交流会を開催
膠原病

堺支部

小児膠原病

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

OPLL堺ひまわりクラブ

後縦靭帯骨化症

堺のびやかクラブ

灯（あかり）の会

筋萎縮性側索硬化症

●主な活動：会報の発行

●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催

小児膠原病

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

パーキンソン病

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

NPO法人堺難病連

全疾病

●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催

NPO法人福祉ネットワーク絆

全疾病

●主な活動：独自に交流会・学習会を開催

●主な活動：会報の発行、独自に交流会・学習会を開催

NPO法人U60チャレンジドサポーターの会

パーキンソン病

●主な活動：独自に交流会・学習会を開催

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

「福祉ネットワーク絆」の新たな活動
難病患者家族の会
NPO法人福祉ネットワーク絆

理事長

藤岡

修二

福祉ネットワーク「絆」は、パーキンソン病の家族

一般の方も患者さんと一緒に野菜の販売やヨガ教室

会・患者会として始まりました。患者同士の病気の情

などにも参加しています。会員の8割は一般の方が占

報交換から、ある日、
「何か社会に役に立つことがし

めるほどです。

たい」という思いが生まれ、農村（東吉野村）とのネッ

また、新たに2016年10月1日に難病の方のための

トワークを通して、農産物を患者さんが朝市やバザー

作業所「ふれあいショップ絆」
（障害者支援Ｂ型就労

で販売する活動によって、生きる喜びを味わい、生き

事業所）を立ち上げました。減農薬野菜や農産物加

がいを共有する充実した活動に発展してきました。

工品、それらを使ったお弁当、お惣菜を販売し、食事

難病の患者は、つい内向きになりがちですが、一般

のできるサロンも設けています。

の方との交流や、
「ショップ絆」で働き社会に参加・貢

地 域や行政、難 病患者を支 援するネットワーク、

献している実感を得ることで、気持ちが前向きに変わ

社会は絆（ネットワーク）を大切にすることによって、

ります。精神的なものが病気の治療に与える影響の

住みやすい社会になります。

大きさを実感します。

そんな社会をめざして、福祉ネットワーク「絆」は、

「絆」で活動している人たちは患者さんだけでなく、

これからも新しいことに取り組んでいきます。

〜ご存知ですか？ お得情報！〜
堺市立の都市公園有料駐車場が受給者証提示で 無料 に
堺市立の都市公園の有料駐車場をご利用の場合、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者
）となります。
証、小児慢性特定疾病医療受給者証を提示すれば、駐車料金が全額減免（免除）
※なお、体育館のある、家原大池公園・原池公園の駐車場では体育館の受付へ、
その他の公園の有料駐車場（大浜公園・金岡公園・大仙公園・荒山公園・田園公
園）では、駐車場出入口付近の詰所の係員へご提示ください。
詳しくは、堺市ホームページをご覧ください。
トップページ

くらしの情報

公園・みどり

公園・みどりの紹介

主な公園の紹介
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障害者週間フェスティバル
12月3日（土）、4日（日）堺市立健康福祉プラザで「障害者週間フェスティバル」が開催されます。
障害のある人とない人がペアになってタイムレースをするユニバーサル駅伝、各種講演会、クリスマス
小物作り体験などなど年齢に関わらず楽しめるプログラムが盛りだくさんです。
また、難病患者家族の会の福祉ネットワーク絆さんによる、おいしい野菜やお餅の販売もあります。
詳細は決まり次第、堺市立健康福祉プラザのホームページなどでお知らせします。

患者さんの感想

〜さあ「青春」しましょう！〜
パーキンソン病は、脳の一部で神経細胞が壊れ、身

ためです。暑いので、ついウォーキングをサボるとて

体の動きに関わる物質のドーパミンが減るために発

き面に便の出が悪く「あっ、いけない」と夕方、慌て

症します。薬も20種類近くあり、脳に電極を埋め込

て大仙公園へ行ったりしています。

む手術や遺伝子IPSで治療できるようになり、医学の

身体と脳の両方に良いようにと太極拳を練習して

進歩に心強いものを覚えます。また、薬とともにリハ

います。でも、5、6年前に覚えたころ、こんなに苦労

ビリで症状をやわらげたりもできると新聞で知りま

したかと思えるくらい、なかなか覚えられず自分でも

した。私は自分の病気をできるだけ意識せず日々過

情けなくなったり・・・。でもまた気を取り直して覚え

ごそうと思っています。そして、今自分にできること、

ています。

基本的な歩く・手足が自由に動く、そのことに感謝し

ただ、言えることは何ごとも楽しんでやれば良いと

つついろいろなことにチャレンジしようと思います。

いうこと。コツコツと続けていれば人の倍時間が掛か

無論、広場サロンも楽しみの一つで7月は、
「季節

ってもいつかできると開き直った気持ちで楽しんでい

の花で作るコケ玉」を作製、作った後の水やりなども
親切に教えていただき、この暑い時期に枯らさないよ
うに気をつけねばと世話をする楽しみができました。
次回の広場サロンも今から、ワクワクしています。
何か新しいことを始めるのが、脳の刺激になり、

ます。
最後に私の好きな「青春」を書きます。
「青春」原作：サミエル・ウルマン

邦訳：岡田義夫

青春とは、人生のある時期をいうのではなく、心の有様
をいうのだ。

そして病気や認知症予防にも良いと思い、日記を書

優れた想像力、逞しき意志、情熱を持っている状態を

いています。それも毎日書くのではなく、何日分かま

青春という・・・

とめて書くと良いと教えられ、
「10年日記」と言って

年を重ねただけで人は老いない、理想を失う時に初め

も、わずか数行の覚書程度ですが書いています。以前

て老いが来る

は、一週間分書けたのですが、近ごろは6日間になり

70であろうと16であろうと、挑戦、探求心・・・を持てる。

ました。これも年のせいだと思いますが、継続は力な

人は、信念、自信、希望があれば若く、疑惑、恐怖心を

りと自分に言い聞かせています。

持ち、失望すれば老いる。

身体を動かすのは、私の場合リハビリと便秘解消の

文：T.K．

堺市保健所 保健医療課よりお知らせ

特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続きは済みましたか？
特定医療費（指定難病）受給者証は、年に一度更新申請が必要です。受給者証の有効期限内にお住まいの区
の保健センターで更新申請を行ってください。申請書類は郵送していますが、まだ届いていない場合は、保健
医療課までお問い合わせください。

問い合わせ 堺市保健所 保健医療課 指定難病係 電話 072-228-7582 FAX 072-222-1406
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〜難病患者支援センターの紹介〜

お困りの 事があれば、
お 気 軽にご相 談ください。
堺市難病患者支援センターは、難病患者・小児慢性特定疾病患者・および家族の方や専門職
の方々に療養生活に関するさまざまな情報を発信したり、交流する拠点として堺市立健康福祉
プラザに設置されています。
難病や小児慢性特定疾病の患者さんが地域で安心して、その人らしく生活するためには、ご家
族と地域の関係機関が協力して支援することが必要です。
難病や小児慢性特定疾病の患者・家族の方が療養生活の中で抱える不安や悩みを少しでも
和らげ、また、病気があっても安心して生活できるようなさまざまな事業を行っております。

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）

〜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10月〜平成29年3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

10月28日（金）
午後２時〜４時
10月29日（土）
午後1時〜2時

予約が必要です。

＊学習会と交流会を併設するものです。

対象疾病・テーマ

講

後縦靭帯骨化症

師

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 藤原 啓恭 氏

意見交換会

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。

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

11月16日（水）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者・家族

心身調和療法施術院

「ちょっとした動作で身体をゆるめましょう」

院長

11月29日（火）
午後２時〜４時

再生不良性貧血＊

堺市立総合医療センター

12月 8日（木）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者・家族
「歯と口の健康のはなし」

堺市重度障害者歯科診療所
歯 科 医 師 田中 健司 氏
歯科衛生士 大西 静子 氏

2月11日（土）
午後２時〜４時

指定難病患者・家族

患者のウェル・リビングを考える会

2月14日（火）
午前10時30分〜12時

小児慢性特定疾病患者・家族＊

ＮＰＯ法人ぴーす

「子どもの成長とともに親が成長するには」

山本 明美 氏

アンガーマネジメント入門「その怒り何とかします」 院長 渥美 正彦 氏

時

河野 浩幸 氏

「病気を知ろう！疾病の基礎知識と日常生活の注意」 血液内科 向井 悟 氏

「難病と共に生きる〜リビングウィルを考える〜」 代表 藤本 啓子 氏

患者・家族交流会
日

医療法人上島医院

対

象

◆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。

疾

病

日

時

対

象

疾

11月 8日（火）
混合性結合組織病
午後2時〜3時30分

2月14日（火）
午前10時30分〜12時

11月29日（火）
午後2時〜4時

3月 7日（火）
後縦靭帯骨化症
午後2時〜3時30分

再生不良性貧血＊

病

小児慢性特定疾病患者・家族＊

3月16日（木）
シェーグレン症候群
午後2時〜3時30分

専門職向け研修
日

時

1月19日（木）
午後2時〜4時

◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
◆対象：訪問看護師、ケアマネジャー、保健師、社会福祉士等
テーマ

講

師

重症心身障害者への支援

大阪発達総合療育センター

〜在宅医療を中心に、多職種協働の視点から〜

医務部 訪問診療科 部長

◇イベント
難病等啓発パネル展

和田 浩 氏

※いずれも最終日は午後3時まで

2月14日（火）
〜 2月20日（月）

場所：堺市役所本館１階

2月22日（水）
〜 2月28日（火）

場所：堺市立健康福祉プラザ

（7）

2016年
（平成28年）
11月

第26号

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

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

ハーブスワッグとオーナメント

遠藤 知賀子 氏

1月17日（火）

チョークアートを楽しもう

田仲 恭子 氏

2月16日（木）

スクラップブッキング

倉八 枝美 氏

3月21日（火）

ポップアップカードを作ろう

譲原 三枝子 氏

12月15日（木）

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

電話医療相談室
◉膠 原 病
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

10月
11月
12月
1月
2月
3月

7日（金）
・21日（金）
4日（金）
・18日（金）
2日（金）
・16日（金）
6日（金）
・20日（金）
3日（金）
・17日（金）
3日（金）
・17日（金）
※予定が変わる場合があります。

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。

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

平成28年度
電話相談日

11月 2日（水）
12月 7日（水）

1月11日（水）
2月 1日（水）
3月 1日（水）

◉神経難病
平成28年4月現在の対象疾病です。

対象疾病

平成28年度 相談日

◆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）

平成28年度
電話相談日

平成28年4月現在の対象疾病です。

対象疾病

皆さんの
ご参加お待ち
してま〜す！

9.神経有棘赤血球症
10.シャルコー・マリー・トゥース病
1.球脊髄性筋萎縮症
11.重症筋無力症
2.筋萎縮性側索硬化症
12.先天性筋無力症候群
3.脊髄性筋萎縮症
13.多発性硬化症／視神経脊髄炎
4.原発性側索硬化症
14.慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
5.進行性核上性麻痺
多巣性運動ニューロパチー
6.パーキンソン病
7.大脳皮質基底核変性症 15.封入体筋炎
16.クロウ・深瀬症候群
8.ハンチントン病

※数字は疾病番号

※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

健康福祉プラザと出会って

1962年生まれの54歳です。2011年1月に間質性

4種類の薬を飲んでいます。

肺炎を発症しました。間質性肺炎？膠原病？初めて

薬は、治療に必要だけれど、量や種類が増えると

聞く病名でした。病気の知識のないまま不安な日々

飲み忘れの恐れが増えるし、副作用は増えるし、い

を過ごしていました。

ちいち飲みあわせを確認しないといけないし、他の

ある日、意を決して橋本博史著『名医の図解 よく

薬がステロイドの効果を妨げることも考えられるの

わかる膠原病』を購入しました。治療に使うステロ

で、お医者さんに薬の量を減らしてもらえるように、

イド剤の副作用について「毛が抜ける」
「ムーンフェ

自分でできる体調管理は、しようと思ってやってき

イスになる」「感染症にかかりやすい」「筋力低下」

ました。今は、症状を維持するのに理想の量だと思

「血糖値の増加」
「食欲増進」
「不眠」等々あまりい

っていますし、今でも減らせるものなら減らしてもら

いことが書いてありません。不安でいっぱいでし

おうと思っています。

た。その年の6月に入院して、治療がはじまりまし

スポーツセンターには、2015年8月からお世話に

た。そのとき、全身性強皮症の診断を受け、特定疾

なっています。週1回のペースで利用しています。入

患に認定されました。最初の入院は、2か月間でし

院による筋力低下を回復するためです。初めは、ウ

た。
（そのあとパルス治療で2回入院しました。）ス

ォーキングマシンで1日30分ゆっくり自分のペース

テロイド剤はプレドニン40㎎スタートでした。入院

で歩くことからはじめました。無理しないで、ストレ

で気をつけたのは、規則正しい生活と食事のカロリ

スをためないで、と自分に言い聞かせながら続けま

ー制限でした。カロリー制限とは、病院で出された

した。そのうち、1日1時間歩けるようになってきまし

食事以 外食べない。（私の場合約20 0 0kcalでし

た。そして、ついに今年のゴールデンウィークに金剛

た。）飲み物もお茶しか飲まない。というものです。

山と葛城山に登ることができました。これもスポー

理由は簡単。ステロイドで血糖値が上がるのにそれ

ツセンターのおかげだと思います。また、初心者の

以上食べるとインシュリンを打たなくてはならない

ためのデジカメ講座で趣味の写真の知識を深め、

からです。私は、血糖値の測定とインシュリン注射

なんさぽ笑寄席で大いに笑い、全身性強皮症の学

が大嫌いです。できるものならしたくない。仕方な

習交流会、全身性強皮症の患者交流会の参加で病

く、カロリー制限を選択しました。すると、入院中

気への知識を深めたりしています。健康福祉プラザ

85㎏あった体重が徐々に減っていくではありません

に出会えて、外に出る機会が増えました。会話をす

か。病院は、プレドニン20㎎で退院し、通院生活に

る機会も増えました。とてもありがたいと思ってい

なりましたが、カロリー制限は、食品交換表をもと

ます。この病気は、長くつきあっていかなくては、い

に自宅でも継続しました。カロリーだけでなく食事

けません。私は、入院していたときに諦めていたこ

のバランスも考えました。最終的には65㎏まで減量

とが、ひとつずつできるようになることに喜びを感

しました。現在も継続中です。毛も抜けませんでし

じて、しんどいときは休みながら生活をしていこう

た。血圧も下がりました。現在、プレドニン10㎎と

と思っています。

編集後記

今回は︑障害年金について全国膠原病

友の会大阪支部事務局の大黒宏司さん

65

に書いていただきました︒

障 害 年 金は︑ 歳にならな くても 受

け 取 れ ま す ︒年 金 を 受 給 し﹁ 療 養 生 活

に専念する﹂﹁仕事量を減らして働く﹂
な

ど難病患者の皆様も利用できる制度で

す︒参考にしていただければ幸いです︒

﹁さあ﹃ 青春 ﹄しましょう！﹂のＴ.Ｋ

さん︑
﹁ 健 康 福 祉プラザと出 会って﹂の

Ｎさん︑快 く 原 稿 を 引 き 受 けていただ

き あ り が と うご ざいまし た ︒オアシス

は皆さんの声によって作られています︒

こ れからも 皆 さんのご 感 想 ︑ご 要 望 を

お寄せください︒学習会︑交流会のご参

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

加 も お待 ちしています︒気 軽にお申し

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。

込みください︒

難病患者・家族の皆さまをサポートする
という意味です。

文：N

