
2016年 2月 会報 

 
 

会員の皆様 

 

 立春を過ぎ、春の訪

れが待ち遠しい今日

このごろ、皆様いかが

お過ごしでしょうか。 

 

２月の花といえば、

やはり梅。紅白の愛ら

しい花を目にし、ほの

かに甘酸っぱい香り

を嗅ぐと、寒さでこわばっていた心がほぐれていく

のを感じます。この春はカメラを片手に、観梅に行

かれてみてはいかがでしょうか。 

 

季節の変わり目は急激な気温の変動があり、体調

を崩しやすい時期です。楽しい春を迎えられるよう、

皆様どうかご自愛くださいませ。 

 代表理事交代について 

去る 2015 年 7 月 11日に開催した理事会にお

いて、南雲彩佳（なんぐも あやか）を新代表理事

に選出いたしました。2006年の会設立以来、代表

理事を務めてきた はむろおとや は、代表理事から

は退きますが、引き続き理事として、主に上部団体

との関係を担当することとなります。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

■南雲彩佳代表理事よりご挨拶 

 

はむろおとや前代表理事の後任として、2015年

７月より下垂体患者の会の代表理事を務めさせて

いただくことになりました。 

 

下垂体患者の会は 2006 年に設立され、今年で

10 年の節目を迎えます。この 10 年という節目に

当会の歩みを振り返る時、代表理事として考えるこ

とは、全国の患者様の心に寄り添える活動を意識し、

目指していきたい、ということです。 

 

これまでも、当会は患者様のために、そして患者

様と共に活動を行ってきました。特に、2009年に

間脳下垂体機能障害の病気が難病指定を勝ち取っ

たことは当会の大きな実績と言えるでしょう。その

他にも、東京と京都で開催してきた医療講演会は、

病気の正確で分かりやすい情報を提供するための

重要な役割を担ってきたと思います。 

 

しかし、そういった活動だけでは、患者様の心、

そして地方にお住まいの患者様が置き去りになっ

ていないだろうか、という思いが私たち理事の中で

も上がってきたため、昨年から活動の幅を広げてま

いりました。虎の門病院での交流会の開催や、地方

での医療講演会の開催などが、そういった思いの結

果です。 

 

今後も、理事をはじめ、皆様と共に活動を広げ、

全国の患者様の心に寄り添えるような活動をして

いきたいと考えています。これからも、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

■はむろおとや理事よりご挨拶 

 

事務局長から代表から、私の「ひとり親方」だっ

た下垂会、の時代。会費の徴収や Web サイトの更

新など、会務が全面的に滞り、皆様にはたいへんに

ご迷惑をおかけしました。 

 

会の発足以来、私が長く務めた代表や事務局長は

このたび、若い世代に代替わりして、私は一理事と

して身軽になりました。その分、JPA 理事として

全国的な課題を中心に、引き続き下垂体患者をはじ

め、難病患者の闘病環境を支える活動をしています。 

 

下垂会は、代表の南雲さん、事務局長の何谷さん

を中心に、複数の役員が支える近代的な新体制に移

行しています。私も、新体制を支える立場です。理

事のなり手は少なく、ボランティアも必要としてい

ます。「何か自分にできることはないか。」そう思わ

れた方は、ぜひご一報ください。 

 活動報告 

■役員人事について 

 

2015年 7月 11日に開かれた総会にて、以下

の役員人事が承認されました。 

• 理事再任 代表理事就任 南雲彩佳 

• 理事再任 代表理事退任 はむろおとや 

• 理事再任 事務局長再任 何谷哲男（なにたに 

てつお） 

• 理事再任 森合昭子（もりあい あきこ） 

• 理事就任 中沢典子（なかざわ のりこ） 

• 監事就任 吉田佐知子（よしだ さちこ） 

 

■2015年度活動報告 

• 7月 11日 総会・医療講演会（東京） 

• 8月 9日 交流会（東京） 

• 9月 5日 交流会（東京） 



• 10月 3日 横浜市都筑区福祉保健センター 講

演会協力 

• 11月 7日 医療講演会（京都） 

• 11月 7日 JPA 難病・慢性疾患全国フォーラ

ム（東京）に参加 

• 11月 15日 交流会（東京） 

• 11月29日 厚生労働省難治性疾患克服研究事

業 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究班

による市民公開講座（東京）協力 

• 12月 13日 交流会（東京） 

• 1月 23日～24日 JPA患者会リーダー養成

研修会（横浜）に何谷事務局長が参加 

• 2月 13日 交流会（東京） 

東京（虎の門病院）での交流会には、毎回 10名

前後のご参加をいただいております。会員・非会員

の割合はほぼ半々です。講演会参加者は以下の通り。 

7月 11日 東京医療講演会 35名 

（うち会員 32名） 

11月 7日 京都医療講演会 16名 

（うち会員 11名） 

 今後の活動予定 

• 4月 9日 金沢医療講演会 

（金沢医科大学・立花修先生、中川淳先生） 

• 4月 21日～23日 

第 89回日本内分泌学会学術総会に出展 

• 5月 28日 弘前医療講演会 

（弘前大学・二川原健先生） 

• 6月 18日 交流会（東京） 

• 7月 9日 総会・医療講演会（東京。医療講演

会の内容は未定） 

 

4月 21日～23日の第 89回日本内分泌学会学

術総会にて、当会は昨年同様、ブースを出します。

患者会を広く知ってもらうことと、署名にご協力い

ただくことが目的です。 

【昨年のブース風景・南雲彩佳代表理事】 

 JPA国会請願署名のお願い 

当会が加盟している JPA（日本難病・疾病団体

協議会）の『難病と小児慢性疾病、長期慢性疾病の

総合的な対策の充実を求める国会請願署名』を同封

いたしました。ご一読のうえ、ご署名・募金にご協

力をお願いいたします。 

 

●ご送付・募金期限 

2016 年 3 月末日といたします。期間が短くな

ってしまったことをお詫びいたします。 

お一人・お二人のご署名でも結構ですので、期限

内のご送付をお願いいたします。 

 

●署名用紙ご送付先 

〒140-0002 品川天王洲郵便局留 

下垂体患者の会事務局 

 

●募金先 

郵便振替口座 00100-4-555080 

加入者名『下垂体患者の会』 

※通信欄に「JPA請願募金」と明記してください。 

 

●ご注意 

• 国内在住であれば、年齢・国籍は問われません。

未成年の方・外国籍の方でも有効です。 

• 代筆は認められません。同一筆跡による複数人

のご署名は無効となります。 

• 住所は都道府県名から番地まで省略せずにご

記入ください。 

• ご家族一緒の住所の場合でも、「同」「〃」と省

略しないでください。お一人ずつ、ご本人が住

所から全てご記入ください。 

• 募金（現金）を署名用紙と一緒に送らないでく

ださい。現金を現金書留以外で送るのは郵便法

違反となります。 

 当会独自署名についてのご報告 

昨年より、当会では『下垂体疾患と副腎不全、患

者と家族のアピール』署名活動を行ってまいりまし

た。この署名活動は今年も継続いたしますが、ここ

で現状のご報告をさせていただきます。 

皆様のご尽力に厚く感謝を申し上げます。 

 

• 署名総数 1482筆 

• 一般  1238 筆（郵送 1038・電子メール 

114・イベント会場で 86） 

• 医療従事者 244 筆（郵送 78・電子メール 

51・イベント会場で 115） 

（2016年 2月 9日現在） 

 



下垂体患者の会（下垂会）・金沢講演会

下垂体の病気と付き合う
～治療の主役はあなたです～

医療講演会のお知らせ
「今の先生の治療（やりかた）でいいの？」「手術後、体調が良くならない」

下垂体の病気でお悩みの方であれば、会員でない方、初めての方でも大歓迎です！　

本医療講演会は、専門医師の講演と十分な時間の質疑応答により成り立っています。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

日　　時： 2016年 4月 9 日（土） 14:00～16:30 （13:30開場）

講　　師： 中川　淳　先生（金沢医科大学  糖尿病・内分泌内科学）

立花　修　先生（金沢医科大学  脳神経外科学）

会　　場： 石川県文教会館 203会議室

〒920-0918 石川県金沢市尾山町10-5、電話(代表) 076-262-7311

  
バス 金沢駅前から香林坊方面行に乗車、『南町』下車 徒歩 2分
自家用車 駐車場はございませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

参加対象： 下垂体疾患を持つ方および、そのご家族

参 加 費： 会員無料 / 非会員500円 （当日ご入会できます。また、付き添いの方は

無料といたします）

申し込み： 不要です（直接、会場にお越しください）

主　　催： 下垂体患者の会（下垂会） http://kasuitai.lolipop.jp/

下垂体患者の会（下垂会）事務局

〒140-0002 品川天王洲郵便局留

電話070-5660-7182

E メールinfo@kasuitai.lolipop.jp

http://kasuitai.lolipop.jp/
mailto:info@kasuitai.lolipop.jp


下垂体患者の会（下垂会）講演会

ホルモンと生き生きライフ
あなたの不調、もしかしたらホルモンのせいかも？

二川原先生を囲んで下垂体のあれこれを学びましょう。

下垂体腫瘍などが原因でホルモン系の病気を抱える、患者と家族のみなさん。内分泌のあれこれ

を一緒に勉強しませんか？ ホルモンのエキスパート、弘前大学内分泌代謝内科 二川原健先生

に、日頃わからないことを聞き、ホルモンの働きについて学びましょう。

講演を聴いた後、小グループに分かれて、参加者の体験談などを交換しましょう。

日時 2016 年 5 月 28 日（土） 13:30～16:00 （13:00 開場）

講師 二川原健先生（弘前大学医学部内分泌代謝内科）

会場 弘前大学医学部コミュニケーションセンター（弘前市本町 40-1）

タクシー JR 弘前駅から約 10 分（約 1000 円）

バス JR 弘前駅前から乗車、いずれも『大学病院前』下車

●土手町循環 100 円バス

1-2 番のりばから乗車、約 20 分（100 円)

●路線バス

6 番のりばから乗車、約 20 分（200 円）

自家用車 医学部基礎医学棟前駐車場を無料でご利用いただけます（当日のみ）

参加費 会員無料 / 非会員 500 円（当日ご入会できます）

申し込み 不要（直接、会場にお越しください）

主催 下垂体患者の会（下垂会） http://kasuitai.lolipop.jp/

協賛 弘前大学内分泌代謝内科学講座

下垂体患者の会（下垂会）事務局

〒140-0002 品川天王洲郵便局留

電話 070-5660-7182

E メール info@kasuitai.lolipop.jp

http://kasuitai.lolipop.jp/
mailto:info@kasuitai.lolipop.jp

