難治性血管奇形は︑動 発や国に難病指定を求め
脈や静脈︑毛細血管など る署名運動など精力的に
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ってもポジティブな気持

ちを忘れず︑めげず︑へ
こまず頑張って生きてい
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間健康学部の新入生10 ﹁気のせい﹂などと理解
0人と人間社会学部の2 されず苦しんだと話し

年生20人を前に﹁患者や た︒4︑5年前に北海道
弱者の気持ちに寄り添う の医師に診断され︑共に
人になってください﹂と 医療管理していこうと言

学生に難病「難治性血管奇形」について話す
有畜理事長（宇部フロンティア大で）

われ︑﹁本当にうれしかっ
話した︒
講演は昨年に次いで2 た﹂︒﹁つらいのは病気そ

理解されず︑偏見に満ち

回目︒同NPOと同大は のものではなく︑病気が

﹁警と病気啓発の協働

病気を患いながらも県

に関する協働買言﹂を行 た態度を受けること︒共
っており︑同病への理解 感して寄り添う気持ちを
を深めたり︑患者への偏 大切に﹂と述べた︒
見をなくしたりする活動

宇部日報

で講演した︒生涯発達心 15年前に発症し︑各病院 って﹂と述べた︒︵佐野︶
理学の授業の一環で︑人 を渡り歩いたが︑医師に

護・福祉・心理の専門家 人みらいプラネット︵県 日︑宇部フロンティア大

支援団体理事長が学生に訴え

難治性血管奇形に理解を

の血管がうまく形成され
宇
ず︑激しい痛みや腫れが
血管の難病﹁難治性血 を目指す若い世代に深め 難治性血管奇形相互支援 起こる︒原因不明で治療
管奇形﹂への理解を︑看 てもらおうと︑NPO法 会︶の有冨健理事長が23 法は確立されていない︒
講演では︑有冨さんは

2015年

難治性血管奇形
患者が体験語る
県立大

講演した︒同大で毎月行わ 年の友野成美さん︵20︶は
れている長坂祐二学長との ﹁誰でも発症する可能性が
ランチトークに招かれ︑病 あると聞いて驚いた︒障害
気から学んだことなどを学 のある人らと接するときは
﹃共感﹄を心がけたいと思
生たちに語った︒

参加した国際文化学部2

語りかけた︒

に耳を傾け︑共感して﹂と

有宙さんは20人の学生を った﹂と話していた︒
血管にねじれなどの異常
学生たちの感想を聞いた
が生じる病気﹁難治性血管 前に︑血管があれば体のど
奇形﹂の患者の有菖健さん こにでも発症する可能性が 有皆さんは︑﹁患者などを
が16日︑山口市の県立大で あることや︑外見上︑発症 理解しようとする気持ち
が分かるものと分からない に︑うれしくなった﹂と笑
ものがあることなど︑難治 顔を見せていた︒
性血管奇形の特徴を説明︒
﹁病気について理解されず
つらい時代があったが︑私
にはよき友人がいた︒弱者

県立大の学生を前に話をする
有富さん︵左から2人目︶
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難治性血管奇形

闘病体験を聞く

県立大学長ランチトーク

山口市桜島の県立大学

︵長坂祐二学長︶の学生対
象行事﹁学長ランチトーク﹂

が16日︑学内であり︑NP

学長ランチトークは︑ほ

O法人みらいプラネット理
事長の青首健さんから﹁難
治性血管奇形﹂という︑治
りにくい病気の闘病体験を
聞き︑患者への理解を深め

︒
た

ぼ毎月1回開く長坂学長や

教職員︑学生が話し合う昼
食会︒毎回異なるテーマを
設け︑学外から講師を招い

て開くこともある︒今回は
学生19人が参加した︒

自らが患者である青首さ
んは︑難治性血管奇形とい

う血管が変形する病気の症
状や完治させる治寮法がな
いこと︑病気の存在が広く
知られていないために生じ
る差別や偏見に患者が苦し
んでいることを紹介︒﹁誰

有害健さんから﹁難治性
血管奇形﹂の話を聞く県
立大の長坂祐二学長や学

生ら＝16日︑同大学

でもこの病気にかかる可能
性がある︒日ごろから弱者
の気持ちに寄り添い︑良き
友人や理解者を見つけてお

国際文化学科4年の高橋

くなどを心掛けてほしい﹂
と語りかけた︒

知室さん︵苔は﹁痛みを感
じている心を理解してほ
しいという言葉に感動し

た﹂と感想を述べた︒青書
さんは﹁学生から患者の存
在を理解しようという気持
ちが伝わってきた﹂と喜ん

︒
だ

原因不明で体のあちこち

に異常な血管が生じる難病

の﹁難治性血管奇形国﹂に
ついて︑社会の理解を深め
てもらおうと︑山口県の患
者や支援者でつくる団体が
短編ドラマを制作する︒大
学生の映画サークルなどの
協力を得て7月に撮影を開
始︑年度内に完成させる予
定で︑学習教材として学校

などに配布したい考えだ︒

団体では﹁特に若い人に知
ってもらい︑病気への偏見
い﹂としている︒

をなくすことにつなげた
︵
清
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短編ドラマを制作するの

は︑山口県防府市に事務局

学校に配布へ大学生、地元アイドル協力
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制作サークルに依頼︒7〜 スもあれば︑体の内部でで
8月にかけ﹁Cara☆F きて外見ではわからないこ

ure﹂のメンバーも出演 とが逆に周囲の無理解を招

し撮影を行う予定だ︒ドラ く場合もある︒
マは30分程度の長さで︑医
病気で体調が思わしくな
師による病気の解説や︑著 い日もある中︑支援会の活

ル﹁Cara☆Fure︵カ ている︒

脚本や制作は大学の映画

る﹂と話している︒

る人がいるだけで救われ

は︑気持ちを分かってくれ

みを抱える患者にとって

は分かりにくい痛みや苦し

患者もいると思う︒外見で

身団体をつくり︑医療従事 名人からの応援メッセージ 動に取り組む有菖さんは
者を目指す大学生への講演 なども加えて︑全体で60分 ﹁かつての自分のように︑
や︑山口市のご当地アイド 程度の作品にしたいと考え 診断がつかずに悩んでいる

広がったり︑発症する部位も体の表面から内部まで様々だ︒
血管に硬化剤を注入する治療などがあるが︑根本的に治す方
法はない︒いくつかのタイプは国の指定難病にもなっている︒
数千〜1万人ほどの患者がいるとみられている︒
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ラフレ︶﹂と連携した啓発
血管奇形には︑血管の種
活動などを行ってきた︒今 類やできる部位などによっ
年度︑赤い羽根共同募金か て様々なタイプがあり︑顔
ら200万円の助成金を得 などに発症して見た目の問
て︑短編ドラマをつくるこ 題が重大な悩みになるケー
とになった︒
原案は有菖さんが執筆︒
脳や脚に血管奇形を抱える
少女を主人公に︑最初は周
囲から理解を得られずに悩

んでいたものの︑病気のこ
とを知った学校の保健室の
先生らに享見られ︑専門医
を置くNPO法人﹁山口県 病気のことを理解してもら の診療を受けながら︑前向

2011年に支援会の前

難治性血管奇形相互支援 えず︑﹁精神的にもつらか きに生きていくというスト
った﹂と振り返る︒
ー
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︒
会﹂ ︵有富健理事長︑会員

理事長で県職員の有菖さ

約250人︶︒

んは15年ほど前に発症し︑

長年診断がつかないまま︑
左脚などの腫れや痛みに苦
しんできた︒当時は周囲に
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血管の難病
短編ドラマに
山口の支援団体「理解深めて」
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血管が変形し体に腫れや

激しい痛みが出る病気﹁難
治性血管奇形﹂の患者や支
援者でつくるNPO法人み

を抱える主人公の少女が︑
いじめに遭いながらも︑理
解のある仲間に出会い成長
する物語︒発症から10年間︑

診断がつかずに苦しんだ有
富理事長が︑自身の経験を
墓に原作を執筆した︒
山口市の山口総合支援学
校では︑エキストラの小学
生も出演して学校のシーン
などを撮影︒子どもたちが
躍動する姿として︑県内の
高校や中学校の部活動も撮
影した︒
みらいプラネットのテー

マソングを歌う山口市のガ
ールズユニット︑﹁Car
a☆Fure﹂︵カラフレ︶

のメンバーで︑主人公を演
じる坂江夏翠さん︵12︶は
﹁自分の症状を分かっても

らえないのは悔しいと思
う︒病気のことを知っても
らい︑差別がなくなって皆
がより良い生活を送れるよ
うになってほしい﹂と話す︒

青首理事長は﹁患者にと
って病気への理解や一緒に
頑張ろうという共感が一番
うれしい︒病気だけでなく︑
障害者や社会的弱者への偏
見をなくしたい﹂と期待し
ている︒
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らいプラネット︵山口県難
治性血管奇形相互支援会︑
有富健理事長︶が︑病気に
対する差別や偏見のない共
生社会を実現するため︑小
中学生向けの学習教材ビデ
オを制作している︒10日か

ら12日まで︑県内で撮影が

行われ︑地元の子どもたち
も出演した︒
同会によると︑難治性血
管奇形は現在の医療では完
治させる治療法がない︒見
かけでは病気と分かりにく

いことから詐病を疑われる
など︑差別や偏見があるた
め︑さまざまな病気の患者
や障害者が安心して暮らせ
る共生社会を目指して︑映
像教材を作ることにした︒
赤い羽根共同募金の助成
を受けて制作し︑東京の映
画サークルの大学生4人が
撮影に協力︒短編ドラマや
メッセージなどの3部構成
で︑来年3月までに完成さ
せ︑学校や医簾機関などに
無料配布する︒
短編ドラマは︑血管奇形

学習教材ビデオを制作
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山口市内の小学生のエキストラも参カロして行われた学習教材ドラマの掃影＝11日、山口市

﹁難治性血管奇形﹂患者支援NPO

病気への偏見なくしたい
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NPO法人﹁みらいプラネット﹂ ︵山口県難治性血管奇形相互
支援会︶が︑病名や症状が分かりづらいことで誤解を受けやすい
病気への差別をなくそうと︑小中学生向けのビデオづくりに取り

小中学生向けビデオ撮影中

組んでいる︒県内の高校生やアイドルグループなども協力し︑今
年度末の完成を目指す︒

と撮影する大学生たち＝山口市糸米1丁目

書き上げた文字を披露する書道部員︵奥︶

今回は︑次世代教育や啓
みらいプラネットは︑血
管やリンパ管の形成に異常 発のためのビデオを制作す
がある病気の患者らでつく ることになり︑公募で選ば
るNPOだが︑ほかの難病 れた東京の映画サークルに
や障害者などに対する偏見 所属する大学生4人が撮影
や差別の撤廃に向けた活動 を担当︒3部構成で60分の
作品になる予定だ︒
も続けている︒

難病への偏見・差別なく そう

第1部は︑みらいプラネ
ットの有富健理事長の実体

マ︒山口市のご当地アイド

験を基に書き下ろしたドラ

ル﹁Cara☆Fure﹂

︵カラフレ︶のメンバーも
出演する︒第2部は︑県内
の小中高校生が出演する応
援メッセージで︑第3部は
教員向け講義の予定︒
先月には︑山口高校書道

N﹂の﹁BEST FR工

部の撮影があり︑大小の筆
を持った部員10人が人気音
楽グループ﹁GReeee

END﹂に合わせて書道パ
フォーマンスを行った︒
﹁支え合える友が教えて

な歌詞に合わせた︒西村さ

くれた﹂ ﹁胸はって明日を
生きる証 迷う道を照らし
出す光であれ﹂1−−㌧そん

くらさん︵3年︶は﹁難病

の人たちとも最高の友達に
なれたらいいなと思って曲
を選んだ︒人権についても
考えてもらうきっかけにな
れば﹂と話した︒
年内には防府︑長門︑下
関など県内各地や東京での
撮影を終える予定だ︒有富
さんは﹁大人になると考え
方を変えるのは難しい︒若
い人にビデオを見てもらい

︵寺尾任意︶

差別をなくしたい﹂と話し

ている︒

訴惨さうアサヒ

平成27年9月27日

鱒活性血管奇形の点者象んに明るい未来を†5
NPO法人「山口県難治性血管奇形相互支援会−みらいプラネットー」
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原因不明で血管が変形し様々な障
害が出る難治性血管奇形患者の支援
回体NPO法人山口県難治性血管奇
形相互支援会（通称みらいプラネッ
ト有富健理事長）では、学習教材ビデ
オ制作を進めている。このビデオ制作
は、理事長の有冨さん自身が未知の難
病を患い偏見と差別に苦しんだ経験
を元に企画されたもので、社会の中で
大多数の他者と比較され著しく不利
益を被る全ての社会的弱者への差別
と偏見の防止を目的としている。
ビデオは、1部は難病に侵された少
女が差別や偏見に苦しみながらも成
長していく様子を描いたドラマ、2部
は様々な分野で活躍する100人の一言
メッセージを繋いでいく応援バトン、
3部は社会から全ての差別や偏見をな

くすための指導学習教材映像の3部
構成となる。
8月に3日間、防府天満宮等で、地元

を中心に延べ50名の小学生が参加し
ドラマのロケを行った。今後ロケの舞
台は東京へと移り、大人になった主人
公の姿を追う。
来春完成予定のビデオは、次世代教
育の学習教材として役立ててもらうた
め、全園の小中学校に無償配布される
予定。制作費は共同募金で賄っている
が、まだまだ予算が不足しているた
め、みらいプラネットでは法人・個人に
寄付金を募っ
ている。ビデオ
制作の趣旨に
賛同される方
はぜひ、みらい
プラネットに

ご連結を。

軋防府天滞宮でのロケ風景
NPO法人山口崇啓治控皿芭奇形相互支援会一みらいプラネットー
帆布市崇訂1丁∃51ルルワス班府2F防府市市民盲動支援センター内
電話0835−38一掴22

FAXO835−24−7733
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