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救済制度広報 と対応マニュアル

政府レベルで前進
救済制度広報（新聞一頁全面・全国広報）
１０月１４日（土）朝日、読売、毎日、日経、産経などの全国
紙、北海道、中日、東京、西日本など全国の新聞に医薬品副作用
に関する注意喚起と被害救済制度に関する一頁全面広告が掲載さ
れた。
医薬品副作用被害に対する周知徹底については、１７年度とし
て医薬品医療機器総合機構が、①限定された新聞への５段抜き広
告、②数種の週刊紙での記事広告、③薬袋裏面での注意喚起、④
薬局店頭ポスターなどを実施。
この効果は大きく、救済制度への申請が大幅に増加し、厚労省
の審査・認可チームが２部会に増設されるほどであった。
更にこの１８年度は、初めて政府広報として内閣府政府広報室
により企画され、厚労省広報室が紙面作成を担当するという政府
レベルでの周知徹底促進キャンペーンとなった。
ＳＪＳ患者会発足時点から、政府レベルでのＳＪＳ被害と救済
制度の周知徹底は最重要課題であったので、この姿勢が今後とも
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ＳＪＳ対応マニュアル
厚労省は、この１０月、重篤副作用疾患別対応マニュアルの一
環として、スティーブンス・ジョンソン症候群「皮膚粘膜眼症候
群」に関するマニュアルを確定した。
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医師・薬剤師が活用すべき治療法・判別法を包括的にまとめたマ
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このマニュアルは、図解・写真をまじえながら患者や家族が理
解しやすい言葉で説明されており、医療関係者の対応も含めて２
０頁におよぶ関係事項がキッチリと収録され、ＳＪＳ周知徹底が
全国同一水準で進行することになった。もう「知らなかった」で
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11 月 11 日（土）東京・杉並公会堂で「視覚障害者支援
センター発足 20 周年記念音楽会」が催され、ＳＪＳ患者も
多数招待された。 毎日新聞「点字毎日」では、この機会を
利用して当日出演されるヴァイオリニスト川畠 成道さんと
ＳＪＳ患者のこん談会を企画。
リハーサルと開幕までの短い時間ではあったが、初めて川
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川畠さんから「今年の患者会総会で思いもかけずＳＪＳで
苦しんでおられる方々がこんなに沢山いらっしゃるんだと
初めて知り、苦しんでいるのは自分一人ではないんだ、と力
を貰いました」と話しだされると、患者たちからも、
「私た
ちもそうでした。川畠さんが活躍してくださるので、私たち
も力を与えられています」と、連帯の絆をしっかり結びあっ
た。

１１月２４日（金）１５時、励ます会の事務局員４名は、市長室
をお訪ねした。ＳＪＳのことを訴えながら、来春の川畠 成道さんの
コンサートにぜひ市長をお招きしたい旨を伝えた。
応対して下さったのは、
長友 貴樹市長と福祉部健康課 古坊 吉美課
長のお二人。中小路代表からこれまでの経過につ
いて大枠を説明し、ＳＪＳが重篤化するのを防ぐ
には、周知徹底こそ大切であることを訴える。
市長は「この病気のことは今まで全く知らなか
ったが、これは大変なことだと思うので、市と
してやるべきことはやりましょう」と頼もしい
お約束をいただいた。
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ＳＪＳ患者会関西懇親会

西日本 でも気張 ってるよ～
１０月２１日（土）大阪・天満橋「ドーンセンター」
会議室で６回目のＳＪＳ患者会関西懇親会が催された。
開始時間より３０分以上も前なのに、もう患者同士の交
流が始まっており、古園西日本地区代表のご主人、お母
さん、小学生のお嬢さんが受付、会場の設営、茶菓の配
布に走りまわっておられる。患者も到着次第、会場の設
営、マイクの調整、資料の配布など忙しそうだ。広島、
愛知、三重からの参加者も定刻に集合。参加者が４０名
を越し、励ます会も東京から駆けつけた。
湯浅代表の挨拶に次いで中小路代表の挨拶。関西の支
援者「阪本工営」阪本社長もご夫妻で参加して下さり「皆
さんの運動で私たちも力をもらっています。皆さんの要
望が達成されるよう一緒に頑張りましょう」と激励。
活動報告（ＳＪＳ患者会 湯浅代表）
全体としては、①「謝金」システム（５５年以前発症
患者への支援）の実現、②「総合機構」での新規保健福
祉事業の企画、③政府広報での副作用被害と救済制度の
周知徹底（全国の新聞に一ベージ全面広告）
、④救済申請
から認可までの期間短縮、⑤実用視力採用による視力判
定基準の改善、⑥救済業務委員会委員へのＳＪＳ患者会
代表委嘱の継続意向など着実に前進してきている。
しかし一方では、①視力改善手術による効果の具体的
事実を無視した一方的な救済年金の打ち切り、②障害者
自立支援法によるサングラス着用への補助の打ち切り
（ＳＪＳが支援対象からはずされる）など問題点も出てき
ている。患者一人一人の具体的な実情を把握して細かく
対応・支援していきたい。
患者グループ討議
古園さんの呼びかけで全体が三つのグループに分かれ
１０分ごとにメンバーチェンジして自由討議。
はじめは、自転車に乗れなくなったとか各自の体の調子

から始まり、次第に故郷の話、苦労してくれている家族
の話、具体的な仕事の苦労話となり、だんだんと救済機
構に申請しても認可されなかった話、障害者自立支援法
で突きはなされた話などへと進む。
症状悪化が進んでいる患者からは、発症歴のある具体
的な薬品名も公表していくべきだとの強硬意見の表明も
あった。 このグループ巡回討議で「私だけが苦しみ悩
んでいる」
という孤独感から解放され、
連帯感が深まる。
全体討議（総括）
①障害者自立支援法によるサング
ラスの補助は打切りとなったが
これは、ＳＪＳ患者がサングラ
スの使用を必要としていること
を、まだよく知られていないこ
とによる。今後補助対象の病名
の中にＳＪＳも加えてもらえる
よう要請していかなければなら
ない。
②実用視力判定検査機のテスト
（実際検査）への患者の積極的
協力が必要。
等々具体的な患者の要望・指摘が
続き、６月の患者総会のときと同
様、全員のエイ、エイ、オーッのかけ声で全体の連帯を
確認する。その後、夕食会へと流れ、名残りを惜しみな
がら解散した。

ＳＪＳ患者会地区別懇親会

引き続き関東ブロックも
１１月１８日午後１時半より、
津田塾ホールにおいて、
ＳＪＳ患者会関東地区懇親会が開催された。約３０名ほ

ど患者さんとご家族、励ます会が集まった。関西方式に
倣って「小グループに分けての話合い」ということで、
３つのグループに分かれた。肩を寄せあい、うなづきあ
いながらの交流は次第に熱を帯びる。そのすべてをここ
に紹介することはできないが、特に印象深かったことに
焦点をあててみたい。
まずは一人一人の体験談が語られる。たまたま飲んだ
薬のせいで、高熱、発疹、生死の境をさまよう昏睡。小
児科（内科）
、眼科、皮膚科と廻され、ＳＪＳという病名
に辿りつくまでに眼はくっつき、痛みに脅かされる。そ
れからの辛く長い日々は皆さん共通のものだ。
その中で一人の女性（Ａさん）が“どうして？”と声
を上げた。Ａさんも３０年前７歳のとき発症している。
生きるか死ぬかの瀬戸際から生還した今、取り立てて後
遺症はない。私が救われたのはなぜか、彼女はこう分析
する。①町医者から岐阜医大病院に転院したとき、一年
前にＳＪＳ患者Ｂさん（今は鍼灸治療師の資格を取り頑
張っている）を担当した先生がそのときの経験を活かし
て、私に万全の対応をして下さったこと。②私に付き添
った母が入院中必死に
「眼を開けなさい」
と言い続けた。
痛くても眼をつぶってしまってはいけないと。さらに、
日に５回も私に歯を磨かせた。口の中が血と膿でドロド
ロになっていても、まるで鬼母のように歯磨きを強要し
た。振り返って、この二つのことが私に幸運を導いたと
しか思えない。
我慢がならないのは、３０年前の私の経験が何も役に
立っていないことだ。ＳＪＳ患者の医療に全く活かされ
ていないのはなぜか！私よりずっと後に発症した人が眼
がつぶれ、痛みに苦しんでいるのはなぜなのか、とＡさ
んは言う。
運動の中でつねに周知徹底が取り上げられ、国も業界
もさまざまな形で努力されつつあるが、現場のこの実態
はどうすればよいのだろうか、
と考えこまざるを得ない。
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