
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

筋萎縮性側索硬化症(ＡＬＳ） 

患者と支援者の共に闘い歩む 

ための情報紙      

2023年 ２月発行 

NO４4

４ 

令和４年１１月６日、感染予防対策を行ったうえで、

西条市総合福祉センターで東予講演会・交流会を行

いました。今回は、吉田雅俊氏（愛媛県県民環境部防

災局防災危機管理課 南海トラフ対策グループ主事）

が「個別避難計画の作成と日ごろの備え」というテーマ

で会場講演を行いました。会場には、日本 ALS 協会

愛媛県支部馬場副支部長をはじめ、患者・家族、医

師、医療福祉関係者など１３名が参加し、Zoomでも配

信され、日本 ALS 協会愛媛県支部中谷支部長ほか４

名がリモート参加しました。 

吉田氏は、始めに平成３０年７月岡山県でおきた西

日本豪雨災害で、軽度知的障がいの女性（M さん）

と、５歳の娘さんが避難できず亡くなったという事例を

話されました。避難勧告が発令された当時、M さんの

相談支援専門員は、近くの小学校への避難を勧めま

したが、M さんは小学校の場所が分からない、と言わ

れました。そのため支援員は、警察・消防に救助を依

頼したものの、「電話が鳴りやまない」と言われ、Mさん

は避難指示発令後も自宅にとどまっていたそうです。

その後、M さんからは「たすけて」というメッセージと自

宅に水が流れ込む画像が支援員に届いたそうです。

M さんの父が家に向かうも、浸水のため近づけず、後

日、Mさんと娘さんの死亡が確認されたそうです。 

当時の相談支援員は、何かあったときにどこへ逃げ

る、誰を頼るかを日ごろから一緒に考える時間を持て 

なかったことへの後悔や、日ごろから近所とのつながり

を作るように働きかけていたら良かった、という後悔を

されているそうです。そして、支援員の方は、痛ましい 

 

 

事例が繰り返されないよう、他の相談支援員にも避難

時を見据えた視点をもつ大切さを話されています。国

は、平成２３年の東日本大震災の教訓を経て、平成２

５年に避難行動要支援者名簿の作成を義務化し、約

９９％の市町村が名簿を作成しました。しかし、実際の

避難時に名簿が生かされることは少なく、高齢者や障

がい者などが被害を受ける状況でした。そこで、災害

時の避難支援を実効性のあるものとするために、個別

避難計画の作成が有効とされました。令和３年５月に

は、災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動

要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化され

ました。愛媛県では、平成２５年度の要支援者名簿作 

      

成の義務化の後、平成２７年末には作業を完了しまし

たが、平成３０年の西日本豪雨でも、避難行動要支援

者名簿が十分に活用されませんでした。令和３年５月

の災害対策基本法の改正後、個別避難計画は県内

では八幡浜市、上島町、伊方町、松野町で作成が完

了し、松山市、東温市、西予市、宇和島市、四国中央

市、愛南町がモデル事業を進めています。県では令

和４年度中に全２０市町で計画作成の方針や体制を

整える目標を掲げているそうです。 

東予講演会・交流会 
「個別避難計画の作成と日ごろの備え」  
吉田雅俊 氏（愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課  

 南海トラフ対策グループ主事） 
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避難行動要支援者とは：要配慮者（高齢者、障がい者、乳

幼児、外国人、妊婦など）のうち、災害が発生し、又は災害

が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

特に支援を要する人を指します。（参考：災害対策基本法）

避難行動要支援者の把握方法は、市町によって異なり、施

設入所者、入院患者、自宅生活者の自力避難が可能な方

は対象外です。 

個別避難計画とは：災害時に支援が必要な方（避難行動

要支援者）一人ひとりについて、誰が支援するか、どこの避

難所か、どのような配慮が必要か等あらかじめ記載したもの

です。 

掲載情報は、氏名、性別、生年月日、年齢、血液型、住所、

行政区、組、対象区分（高齢ひとりくらし、要介護、身体障が

いなど、支援を必要とする理由）、電話番号、ＦＡＸ，メールア

ドレス、世帯構成、避難場所、避難所、避難時に支援が必

要な内容、緊急時の連絡先、民生委員、協力員、支援事業

所情報、避難時の持ち出し品、かかりつけ医、医療情報な

どです。 

 

 

２ 

 

吉田雅俊氏 （県民環境部防災局防災危機管理課） 

個別避難計画作成には、本人の同意が必要です。し

かし、本人や家族に避難計画を説明する機会が少なく理

解がすすまない、本人・家族が自治会に加入していな

い、個人情報の提供への拒否感などから、作成が困難な

方も多いそうです。そのため、個別避難計画の作成に

は、援助を通し信頼関係を作っており、状況を把握しや

すい福祉専門職（特にケアマネージャー、相談支援専門

員）の参画が極めて重要とされています。 

南海トラフ大地震や豪雨災害など、愛媛県も様々な災

害の危険性があります。災害時は自助、共助、公助と言

われますが、発災直後に公助は難しいそうです。平常時

の今こそ現実的な個別避難計画をたてることで、行政に

求める備えも分かり、何より命の助かる可能性を高めると

感じています。今回の個別避難計画の努力義務化をきっ

かけに、一人でも多くの方が防災を考える一助になれば

と感じています。日本 ALS 協会愛媛県支部では、３月に

南予でも災害対策についての講演を企画しています。参

加希望やご質問のあるかたはお気軽にご連絡下さい。 

 

 

令和５年１月１５日（日）の新春音楽会は、新型コロナウイルスの感染防止の

ため、開催を延期（時期未定）しました。 

関係者の皆様、申し訳ありませんでした。 

愛媛県内の ALS患者の概要 
〇特定医療費（指定難病）受給者証所持者数 

 ８４人 （令和４年１２月３１日現在） 

【内訳】 

○保健所別：東予 ２８人  中予 ４４人  南予 １２人 
 

○在宅・入院別 

 在宅患者数 ５９人（内、人工呼吸器装着者数７人） 

  入院・入所患者数 ２５人（内、人工呼吸器装着者数８人） 
 

○年齢別患者数 

  ４０歳未満    １人         ４０歳代  ３人 

  ５０歳代      ８人         ６０歳代 ２２人 

  ７０歳代            ３０人         ８０歳代 １９人 

  ９０歳以上     １人                計        ８４人 

 

愛媛県健康増進課より報告を頂きました。 

令和３年度と大きな変化はありませんが、

県内患者の高齢化が進みつつあるようで

す。日本ＡＬＳ協会愛媛県支部は、患者・家

族さんと悩みを分かち合い寄り添いたいと情

報発信しています。しかし、皆様の個人情報

を入手する事は出来ません。お知り合いに

患者さんがおられましたら、愛媛県支部の存

在をお伝えいただき、患者さんや家族さんか

ら連絡をいただく事を願っております。 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告（２０２２年 10 月～２０２３年２月） 

○１０月９日  ご遺族訪問  

○１０月１４日 愛媛県防災危機管理課訪問・東予講演会打

合せ 

○１０月２３日 第６回 運営委員会 ぐっどらいふ 

○１０月２４日 第３号研修 本部からのアンケートに回答 

〇１１月６日 東予講演会・交流会 

西条市総合福祉センター  

吉田雅俊氏：個別避難計画の作成と日ごろの備え 

〇１１月９日 支部会員患者へ消毒薬・マスクの配布、ポータ

ブル電源（鹿児島県支部より譲渡）を貸与 

○１１月２０日 橋本操さん（元日本 ALS 協会会長）のお別れ

会へメッセージ送付 

○１１月２3 日  第７回 運営委員会  ぐっどらいふ 

○１１月２７日 愛媛県難病等患者連絡協議会幹事会 

      愛媛県総合社会福祉会館   久保出席（代）  

○１２月３日 ALS罹患初期の患者対策の全国交流会（本部 

主催・オンライン開催） 

 
 

 

 

○１２月１０日 全国支部担当者会議  東京都障がい者 

福祉会館 （松岡副支部長出席） 

○１２月１５，１６日  毎日新聞に支部長・副支部長の訪問介 

護の状況掲載 

○１２月１８日  第８回 運営委員会  ぐっどらいふ 

○１２月２２日 愛媛県難病等患者連絡協議会 県との意見

交換 オンライン開催  （佐々木事務局長ほか）  

令和５年 

〇１月１５日 第９回運営委員会  ぐっどらいふ 

〇１月２２日 ヤングケアラー物語（オンラインシンポジウム） 

〇２月１９日 第１０回運営委員会 ぐっどらいふ 

〇２月          JALSA えひめ４４号発刊・配布  

 

＊患者・家族の療養相談対応 患者宅にて（適宜） 

＊毎月１１日のイオンスタイル松山店でのイエローレ

シートキャンペーンに参加しております。店内での広

報活動は新型コロナウイルスの感染状況から休止中

です。 

３ 

西条市で１日２４時間介護が可能に 
  

 
 

令和 4年７月、愛媛県在住の ALS患者さんに、

１日あたり 24時間の公的介護が認められました。

患者さんは介護保険サービスを利用し療養していま

したが、ALSの進行にともなう症状の変化や家族介

護の負担の増大もあり、障がいサービスの重度訪問

介護を利用する事が必要となりました。 

重度訪問介護申請当初は１９１時間／月の支給決

定でしたが、家族介護の負担・療養生活での負担は

大きく、支給時間の変更について１日の介護内容を

分単位で記録した介護記録を提出するなどして、西

条市と交渉を重ね、９１７時間／月（２人介護を含

む実質２４時間／日）への支給変更が決定されまし

た。 

 

 
 

重度訪問介護の利用で介護支給時間が増える可能性

があります。現在の介護支給時間で不安な方、重度訪問

介護の制度を知らない患者さんは是非、ケアマネージャ

ー、行政や ALS協会愛媛県支部にご相談ください。 

＊重度訪問介護とは：重度の肢体不自由または重度の知

的障害もしくは精神障害があり、常に介護が必要とする方

に対し、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、

食事、調理、洗濯、掃除などの介護を総合的に行うもので

す。このサービスでは、生活全般に介護サービスを手厚く

提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方も、

在宅での生活が続けられるように支援します。 

サービスの利用は市町の障がい福祉担当窓口に申請しま

す。障害支援区分認定（調査）を受け重度訪問介護申請を

行い、市町より支給決定となります。 

 

日本 ALS協会鹿児島県支部は、災害時などの非常用電源として、人工呼吸器療養中の患者さんにポータブル

電源（下記参照）を配布しています。この度、鹿児島県支部より当支部に同型のポータブル電源を寄付して頂

きました。人工呼吸器を利用する方は、外出用の外部バッテリーをお持ちかと思いますが、それは数時間程度

のものです。大きな災害が発生し停電すると、人工呼吸器、吸引機など、電動の医療機器を使用する在宅療養

患者や家族は大変危険で不安な状況となります。 

愛媛県では、令和４年度に難病医療拠点病院に、貸し出し用のポータブル電源を整備したそうですが、災害

時に病院から患者に貸し出すのは現実的に多くの困難が予想されます。他県では、非常用電源購入に関する助

成事業が多数あります。また、県内では今治市で障がい福祉サービスの日常生活用具の給付として医療機器用

非常用電源装置の購入補助が受けられます。（現在、愛媛県や西条市に購入補助の検討をお願いしています）

ポータブル電源に関してご質問やご意見、情報などありましたら、日本 ALS 協会愛媛県支部へお寄せくださ

い。 

ＡＮＫＥＲ PowerHouse Ⅱ800 電池容量：21600mAh   89,900円最高出力 500Ｗ   定格容量：777.6Ｗｈ 

消費電力：人工呼吸器：210Ｗ、Vivo60：300Ｗ 

         ＊現実的には呼吸器・加温加湿器をつないで 10～12時間程度 

        
 

鹿児島県支部よりポータブル電源を頂きました 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも日本ＡＬＳ協会 会員に！ 
 

 

日本ＡＬＳ協会の活動は､会費と寄付によって支えら

れています｡趣旨に賛同する方なら、どなたでもいつで

もご入会になれます。  

また、日本ＡＬＳ協会本部規定により、会費未納１年

になった翌年より退会とみなされます。会員様の中に

は、退会の意思なく、会費の納入を忘れられたために

退会となったかたもおられ残念に思っております。ぜ

ひ令和４年度会費の納入・再入会手続きもよろしくお

願いいたします。 

年会費（４月―３月） 
○正会員：4000円    ○賛助会員：個人一口 4000円 

○団体：一口 5000円 
 

機関紙『ＪＡＬＳＡ』等を通じ、活動の予定や報告、及び

愛媛県支部からも､会報『JALSAえひめ』や情報等をお

届け致します。  

※詳細は事務局にお問合せください。 

寄付のお願い 

いつも心温まるご支援をたまわり感謝申し上げます。

皆様からのご寄付は支部活動を支える源泉となってい

ます。「ＪＡＬＳＡえひめ」の発行､各種集会等､支部の運

営資金として大切に活用させて頂いています。今後と

もご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

《振込先》 口座名：日本ＡＬＳ協会愛媛県支部 

○ ゆうちょ銀行 記号 16170 番号 14420931 

○ 伊予銀行 道後支店 普通口座 1655155 

 

※ 詳細は事務局にお問合せください。 

☆ 毎月１１日はイオンスタイル松山店のイエローレシ

ートキャンペ－ﾝに参加しています。店内の、募金を願

う団体の中の、「日本 ALS協会愛媛県支部」のところ

に黄色いレシートを入れてください。レシートの合計金

額の１％が募金になりますので、どうぞ、ご協力をお願

いします。 
 

 

今後の予定 

 

毎月 1回、日曜日の 13時半から 16時まで、例会

を開催しています。詳細は事務局にお問い合わせ

ください。   

３月１２日（日）南予講演会・交流会 
講演：「ALS 患者・重度障がい者の災害対策」 

～自助と共助、個別避難計画、避難準備～ 
講師：青木良浩 氏  

ALS患者家族（遺族）、 

日本 ALS協会東京都支部事務局長、 

東京都難病ピア相談室相談員 

場所：愛媛県歴史文化博物館（一部 Zoom使用） 

時間：１４：００～１６：００ 

 

４月・５月：定例会 

６月：日本 ALS協会愛媛県支部総会 
 
 

※ 関心をお持ちの方、どなたでもご参加ください。  

※ ご意見や講演内容などご要望をお寄せください。 

 

 

 

ご寄付ありがとうございました 
池内洋、イオンスタイル松山、久保尚、久保ナオミ、   

佐々木和雄、馬場秀司、檜垣昭子、 渡部廣志       

（５０音順、敬称略） 

 

令和５年が始まりました。今年もウクラ

イナ戦争の長期化、値上げラッシュなど先の見えない

毎日ですが、せめて老眼が進まないよう顔をあげ遠く

を見ようと思う今日この頃です。さて、機関誌４４号が発

刊の運びとなりました。ご意見ご感想をどうぞお寄せ下

さい。                     鷲野みどり 

 

ホームページ開設 

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）について広く一般に理

解を求めるとともに、より多くの患者・家族様、各関係者

様、ご支援下さる皆様への情報提供、そして情報交換

の場として活用し、ネットワークを広げていきたいと思い

ます。ご意見ご要望などどしどしお寄せ下さい。 

 

 

URL： http://www17.plala.or.jp/alsehime 
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検索 

 

日本ＡＬＳ協会愛媛県支部 連絡先 
 

《事務局》  久保 尚（たかし）方 

〒791－3153愛媛県伊予郡松前町大溝 589－2 

TEL： ０８９-９８４-８８５４ 

E-mail ： jalsa-ehime@ kb4.so-net.ne.jp 
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