
年末年始：事務局休業のお知らせ  

2018.12.12  

本年も残すところ、あと 20 日あまりとなりました。 

協会本部事務局は、下記の期間業務をお休みします。 

 

年末休業： 12 月 29 日(土)～31 日(月) 

年始休業： １月１日(火)～４日(金) 

 

年内の電話業務は、12 月 28 日(金)の 

午前中で終了いたします。 

新年は、１月７日(月)午前９時 15 分から 

電話業務を行います。 

 

なお、相談専用ダイヤルは、 

年内は、12 月 26 日(水)で終了します。 

新年は、１月７日(月)午後１時 15 分から 

お受けいたします。 

 

新しい年も、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

情報誌・月刊「波」の１２月号を発行しました。  

2018.12.01  

 

情報誌・月刊「波」の 12 月号を、12 月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「支部設立～20、30、40 周年を迎えて～」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 



http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購読会員の

皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜひご活用

ください。 

 

※12 月中旬をもちまして、「波 電子書籍サイト」を閉鎖いたします。協会会員（正会員・賛助会員・購読会員）

の皆様は、引き続きリニューアルホームページにて、ＰＤＦ版波（カラー）をご覧いただけます。 

 

12 月は「寄付月間」です。  

2018.12.01  

寄付の文化をもっと盛んにしようと、民間団体、企業、大学、行政などが集い、2015 年から 12 月を「寄付月間」

とする取り組みが始まりました。 

 

改めて、「寄付月間（Giving December）は、寄付が人々の幸せを生み出す社会をつくることを全国にアピール

するキャンペーン月間です。一人ひとりがこの機会に寄付について考えたり、実際に寄付してみたり、寄付月間

についてソーシャルメディアで広げたりすることや、寄付を受ける側が寄付者に感謝して、きちんと寄付の使い

道を報告することが進むきっかけとするものです。」 

 

私たちの“てんかん運動”も、多くの皆さんのご支援に支えられて 45 年間続けられてきました。そこで、当協会

も寄付月間の賛同団体の一つとして、ＰＲ活動に貢献をいたします。 

その一つとして、当運動のマスコットキャラクター“あかりちゃん”も寄付月間のマスコットアンバサダーに登録

され、この１カ月間特大缶バッチを付けて活動を行います（下記の写真を参照）。 

 

この機会に、是非当協会の活動も改めて確認いただき、皆さまの寄附先の一つとして、てんかん運動もご検討く

ださい。 

 

なお、当協会へのご支援については、当協会ホームページ 

http://www.jea-net.jp/jea/shien.html 

 

をご覧ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/
http://www.jea-net.jp/jea/shien.html


※遺贈、外貨(海外旅行時の残金コイン)寄付、などもお受けしています。 

 

 

[12 月] 行事予定  

2018.11.30  

２０１８年１２月の行事予定をアップロードしました。 

 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.12.pdf をダウンロード
 

 

新刊○九州版「てんかんと私」好評発売中!!  

2018.11.07  

 

第 45 回全国大会に合わせて、福岡県支部が九州版「てんかんと私」を作成しました。 

この書籍には、25 人の関係者からの寄稿を掲載しています。 

当事者・家族の想いが綴られた 1 冊になっていますので、是非読んでみてください。 

 



ご希望の方は、 

 

定価 1,000 円(税込)＋送料 で販売いたします。 

 

※この書籍を購入希望の方は、本部事務局（ＴＥＬ03-3202-5661）までご注文ください。 

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。お早目にご連絡ください。 

 

「波」電子書籍サイト サービス終了のお知らせ  

2018.11.01  

 

日頃から「波」電子書籍サイト（https://e-nami.or.jp/）をご活用いただきありがとうございます。 

 

「波」電子書籍サイトは 2012 年に公益財団法人ＪＫＡの補助を受けて製作し、運営を行ってきました。今回、

ホームページリニューアルに伴い本年 12 月下旬をもちまして、当ホームページによる閲覧サービスを修了させ

ていただくこととなりました。長きにわたりご活用をいただき、誠にありがとうございました。 

 

なお、協会会員が利用できる波閲覧（無料）サービスは、本年 12 月下旬にリニューアルする協会ホームページ

（https://www.jea-net.jp）でも引き続きご利用いただけます。 

 

協会のホームページが生まれかわります！  

2018.11.01  

現在の協会ホームページは、2007 年 5 月 25 日にオープンし、約 10 年が経過しました。この間、「波」電子書籍

サイト、NAMI KIDS サイト、イベントのための特設サイトと種類を増やし、４つのホームページが運用されて

います。そのため、利用者から「最新の情報が探しにくい」などの声が寄せられていました。 

 

そこでこの度、４つのサイトを統合し、新しいホームページにリニューアルします。協会のホームページには、

てんかんを診断されて間もない人など、てんかんについての知識を得たい人が多く訪れます。新しいホームペー

ジは、患者さんやその家族を始め、ホームページを訪れた皆さんが必要とする情報を得れやすいサイトをめざし

https://e-nami.or.jp/
https://www.jea-net.jp/


ました。 

 

また、「波」の電子書籍版（Flash・HTML）を無料で見られる会員サービスも、PDF 版（カラーバージョン／

波 2019 年 1 月号より）にグレードアップします。 

 

協会の新ホームページを、ご期待ください！ 

 

情報誌・月刊「波」の１１月号を発行しました。  

2018.11.01  

 

情報誌・月刊「波」の 11 月号を、11 月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「他の医師に聞いてみたい！」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購読会員の

皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜひご活用

ください。 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


 

[11 月] 行事予定  

2018.10.30  

２０１８年１１月の行事予定をアップロードしました。 

 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.11.pdf をダウンロード
 

 

第 46 回全国大会のプレ行事（市民公開講座）を開催します（三

重県）。  

2018.10.29  

10 月 20 日(土)～21 日(日)と、全国から多くの参加者を得て、第 45 回全国大会を福岡県で無事に終了しました。

ご参加いただいた皆さま、そして運営にご尽力いただいた皆さま、ありがとうございました。 

 

さて、協会では次回開催の第 46 回全国大会に向け、開催地の三重県ですでに準備を進めています。 

 

その一環として、来年の大会のＰＲを兼ねた市民公開講座（プレ行事）を、「てんかん～最近の話題 患者さんの

笑顔のために～」をテーマに、三重県で開催します。 

 

多くの皆さまの、ご参加をお待ちしています。 

 

日時：１１月２４日（土） 13 時 30 分～16 時 05 分 

 

会場： 

三重県医師会館 ２階大ホール 

(三重県津市桜橋二丁目 191 番 4) 

http://www.mie.med.or.jp/hp/about/access/index.html 

 

講演１「てんかんって何？：発作への対応から診断、治療まで」 

「当事者からのメッセージ」 

講演２「なぜ、あなたのてんかん発作は治まらないのか」 

 

参加費：無料 

 

問い合わせ先： 

公益社団法人日本てんかん協会･三重県支部 

（事務局／米田）電話 090-8959-8814 

http://www.mie.med.or.jp/hp/about/access/index.html


 

※詳細は、次からダウンロードをしてください。 

 

Tenkan_Flyer_2018_0920.pdf をダウンロード
 

 

第 45 回全国大会（福岡大会）を終了しました。  

2018.10.21  

10 月 20 日(土)～21 日(日)の両日、福岡県福岡市内で開催しました「第 45 回全国大会」は、全国から両日で約

700 人の参加者を得て、無事に終了しました。 

 

当日は、北は北海道から南は沖縄まで多くの皆さんに来福いただき、会場は大いに盛り上がりました。 

 

参加者の皆さん、準備・運営に尽力いただいた地元支部（九州ブロック）・大会運営委員会の皆さん、そしてご

支援・ご協力をいただいた皆さんに、心から感謝を申し上げます。 

 

大会の模様は、協会が毎月発行する情報誌「波」（2019-2）誌上で、報告をいたします。 

 

また、今大会で採択した「大会宣言」も、是非下記からダウンロードをして、ご一読ください。 

 

なお、来年の第 46 回全国大会は、三重県津市で開催します。 

 日時：2019 年 10 月 

 会場：国立大学法人 三重大学 

 

今から参加に向けてのご予定をお願いします。 

45th_taikaisengen.pdf をダウンロード
 

 

今年度の各賞受賞者を表彰しました。  

2018.10.20  

今年度の「木村太郎記念賞」と「功労賞」の受賞者が決定し、「てんかん月間 2018・記念式典」でもある「第 45

回全国大会(福岡大会)・開会式」において、次の皆さんを表彰しました。 

 

【木村太郎記念賞】 

  馬場 啓至 様 氏（医療法人祥仁会 西諫早病院脳神経外科・てんかんセンター長） 

 

【功労賞】 

  藤田 久子 様（福岡県／活動支援者） 

  花井 敏男 様（福岡県／活動支援者） 



  香西 洋 様（福岡県／活動支援者） 

  高木 邦格 様（福岡県／活動支援者） 

  奥野 悟 様（大阪府／活動支援者／故人） 

 

受賞された皆さま、おめでとうございます。 

引き続き、協会の活動へのご支援をよろしくお願いいたします。  

 

【てんかん月間】“Purple Carnival 2018”を代々木公園で開催します!!  

2018.10.15  

 

ハロウィンシーズンの代々木公園で、パープルテイストで彩られた野外ブースを出展します。 

当日はあかりちゃんも参加、特設フォトブースで撮影もできます。 

 

日時： 10 月 27 日(土)/28 日(日) 10 時～18 時 

会場： 代々木公園（明治神宮前駅 徒歩５～８分） 

 

アースガーデン秋＠代々木公園への出店となっていますので、紅葉も楽しめますよ♪皆さん、是非 足を

運んでみてください。 

 

また、昨年よりてんかん月間の新たな取り組みで、「#テンカン」ハッシュタグ啓発キャンペーンを行ってい



ます。 

そのための啓発ページ「100 通りのジンセイ。#テンカン～てんかんをもっと身近に。～」が公開中です。 

インタビュー記事なども掲載していますので、是非皆さんも、覗いてみてください 

 

http://100stylesof.life/  

航空旅客運賃割引の適用が拡大されました。  

2018.10.04  

本協会も毎年の国会請願等で要望を重ねてきました、精神保健福祉手帳所持者への公共交通運賃割引

の対象拡大ですが、本日から一部の航空旅客運賃で適用拡大が実施されます。 

 

対象拡大を始めたのは、日本航空（JAL）グループの各社で、本日予約受付分からの定期航空路線の国

内線全線全区間で適用されます。 

 

《 日本航空グループ 》 

日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューター、ジェイエア、北

海道エアシステム 

 

 

対象となるのは、精神保健福祉手帳（顔写真付き）を所持する満 12 歳以上の「本人」とその「介護者」。 

 

詳しくは、この頁末の厚生労働省障害保健福祉部長通知をダウンロードして、ご確認ください。 

 

なお、全日本空輸（全日空／ANA）グループ各社でも、2019 年１月 16 日予約受付分から、同様の適用拡

大が実施される予定です。 

 

＜ 全日本空輸グループ ＞ 

全日本空輸、ＡＮＡウィング、ＡＩＲＤＯ、ソラシドエア、スターフライヤー 

 

なお、その他の航空運送事業者については、現在検討中です。 

適用拡大が実施されたところで、改めて情報提供をいたします。 

kohkuunchin_buchotuchi2018.pdf をダウンロード
 

Purple Carnival(カーニバル)を開催します！  

2018.10.02  

昨年は、東京・渋谷の表参道で、台風直撃にもかかわらずハロウィンパーティ（パレード）に同化した

Purple Cafe を開店し、少しでも多くの市民にてんかんとふれあう機会を提供しました。 

 

それに続き今年は、Purple Carnival（カーニバル）を実施します。 

 

日時：10 月 27 日(土)～28 日(日) 両日とも 10 時～18 時 

http://100stylesof.life/


会場：代々木公園・ひろば（東京・渋谷区） 

費用：入場無料 

 

今回は、毎回二日間で 75,000 人が来場すると言われる「earth garden（アースガーデン）秋」に、てんかん

月間のブース（テント）を出展し、行き交う市民の皆さんと触れあいます。 

 

http://www.earth-garden.jp/event/eg-2018-autumn/ 

 

・あかりちゃん撮影会（※あの往年の原作者Ａ氏も登場??） 

・福祉事業所製品（焼き菓子、雑貨）の展示・即売 

・てんかんの関連資料展示・配布 

・休憩コーナー（綿あめ、ポップコーン、コーヒーのセルフ提供） 

・啓発絵本「ぼくにもできるよ!?」読み聞かせ 

・その他 

 

秋の陽射しを浴びながら代々木公園を散策をして、皆さんも Purple Carnival を探してみてください。 

 

次のチラシを、ダウンロードして当日ご持参ください。 

記念品を差し上げます！ 

PurpleCarnival2018A4.pdf をダウンロード
 

てんかん治療研究助成･褒賞公募のご案内  

2018.10.01  

公益財団法人てんかん治療研究振興財団（JERF）が、2019 年度の研究助成・研究褒賞の公募を行って

います。 

《受付期間／2018 年 10 月１日～11 月 30 日》 

 

◯研究助成（160 万円×12 件) 

 国内の基礎、臨床、社会医学の研究者 

 

◯海外留学助成（25 万円×２件） 

 基礎、臨床研究を海外で行う日本人研究者 

 

◯招日研究助成（75 万円×３件） 

 外国人研究者 

 

◯研究褒賞（正賞と副賞） 

 特定テーマの継続的研究で、優れた業績を挙げた研究者 

 

応募方法等はＪＥＲＦホームページで募集要領を参照ください。 

http://www.epi-fj.jp/aid/jyosei.html 

http://www.earth-garden.jp/event/eg-2018-autumn/
http://www.epi-fj.jp/aid/jyosei.html


 

なお、募集要領は次からもダウンロードができます。 

boshu-yoryo2019.pdf をダウンロード
 

情報誌・月刊「波」の１０月号を発行しました。  

2018.10.01  

 

情報誌・月刊「波」の 10 月号を、10 月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「てんかんと私２０１８～女性だからできること～」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

10 月は「てんかん月間」です！  

2018.10.01  

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


当協会と日本てんかん学会は、10 月を「てんかんを正しく理解する月間（てんかん月間）」に制定し、全国

で啓発活動などに取り組みます。 

 

本年も、さまざまな活動を計画しています。 

 

■協会・全国大会 

・10 月 20 日(土)～21 日(日) 

・福岡国際医療福祉学院（福岡市） 

 

■その他 

・全国一斉要望活動 

・メディアセミナー 

・「＃○○」デジタルキャンペーン 

・その他 

 

詳しくは、当協会ホームページ内で、順次ご案内します。 

 

また、「てんかん月間」のＰＲポスターを次に改めて示すとともに、「てんかんに関する宣言」を別に添付し

ました。 

下記からダウンロードをしてください。 



 

tenkansengen.pdf をダウンロード
 

[10 月] 行事予定  

2018.09.27  

２０１８年１０月の行事予定をアップロードしました。 

 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.10.pdf をダウンロード
 

国会請願署名（2018）の取り組みをスタートします！  

2018.09.19  



 

２０１８年度国会請願署名『てんかんのある人とその家族の生活を支える請願書』が完成いたしました。 

（※会員の皆さまには波 10 月号に合わせてお届けします） 

 

要望の実現はひとりひとりの活動によって得られます。 

ぜひ署名活動にご協力をお願いします。 

 

★署名用紙のダウンロード方法★ 

下の「ダウンロード」というボタンをクリックすると、署名用紙がダウンロードできます。 

 

★印刷にあたっての注意★ 

署名は『Ｂ４サイズ』の紙に『両面(裏表)』で印刷してください。 

※上の画像参照 

 

★送付締め切り★ 

２０１９年３月末までに事務局までご送付ください。 

2018_shomei_g_B4.pdf をダウンロード
 

「福岡大会」 まだお申込みいただけます！  

2018.09.14  

第 45 回全国大会（福岡大会）は、9 月 10 日（月）で申込受付終了とのご案内をしておりましたが、まだお

申し込みを受け付けております。 

 

参加ご希望の方は、下記のダウンロードボタンから大会プログラムの参加申込書をダウンロードしてＦＡＸ

にてお申し込みください。 

（会員の皆さんには、「波」７月号に同封してお届けします） 

 



なお、ＦＡＸでのお申し込みが難しい場合は、お電話にて承ります。 

 

福岡大会事務局ＴＥＬ 

090-4515-5253（事務局長：岡本） 

092-980-5524（さざなみ福祉会） 

 

＝＝＝＝ 

 

日時：１０月２０日（土）～２１日（日） 

会場：福岡国際医療福祉学院（福岡県早良区） 

 

☆記念講演に、福祉ジャーナリストの村田幸子氏（元 NHK 解説委員）をお招きします。 

（当初、ノンフィクション作家・評論家の柳田邦男先生に講演をお願いしておりましたが、先生のご都合に

よりご講演いただくことが難しくなったため、記念講演の講師が変更になりました。） 

 

☆てんかんのことが学べて、てんかんのある本人・家族と交流できる２日間です。 

 

＝＝＝＝ 

 

皆さまのご参加を、お待ちしています。 

45thfukuokataikai_pnf_fix-2.pdf をダウンロード
 

【北海道地震】服薬を中止しないでください!!  

2018.09.06  

本日未明に北海道で発生した最大震度７を記録する大規模な地震は、停電や交通機関の運休なども重

なり、北海道全域に大きな被害と生活上の不自由さがもたらされています。 

 

報道では、今後も余震が長期にわたって続く予報が伝えられています。各地の医療情報等が、まだ正式

には確認できていませんが、てんかんのある皆さんは、お手元の抗てんかん薬の残量をご確認いただき、

必要に応じて主治医のいる医療機関や最寄りの医療施設に照会をしてください（以下を、ご参照ください）。 

 

■てんかんは継続した治療が必要です。服薬を中止しないようにしましょう。 

 

てんかんは、急に服薬をやめると“てんかん重積状態”（普段の発作がどんな発作であれ、全身けいれん

がおこり、なおかつ止まらなくなってしまうこと）になることがあります。この状態は、生命に危機をもたらす

もので、非常に危険です。 

 てんかん治療のために服薬中の方は、決して「抗てんかん薬」を切らすことがないように、早めの受診を

お勧めします。 

 

〇受診をされる際のお願い 

 



被災地において、医療機関を受診される際に、次の点を優先順位としてお考えください。 

 

１．普段のかかりつけ病院、かかりつけ医の受診を最優先に考えてください。 

 

２．かかりつけ医の受診が困難な場合、何科でもよいので、近くの診療している医療機関に相談してみま

しょう。 

 いつもの薬であることをしっかり伝えれば、専門外（外科や皮膚科など）の先生でも処方してもらえる可

能性が十分にあります。 

 

３．医療機関の受診が困難な場合で、院外薬局で処方されている方は、かかりつけの薬局に相談してみ

ましょう。 

 処方せんは後から届けることにする、かかりつけの病院に連絡をしてもらうなど、何らかの便宜を図って

もらい、調剤してもらえる（お薬をもらえる）かもしれません。 

 

＊かかりつけ医以外の医療機関を受診する方で、処方内容がわからない方は、実際のお薬を持参する

ことをお勧めします。お薬があれば、処方せんがなくても処方することは可能です。 

 

＊てんかんに関連して、症状に変化のある方で、抗てんかん薬の調整を希望される方は、できるだけ専

門医（てんかん専門医、小児神経専門医）を受診することをお勧めします。 

 

※「静岡てんかん･神経医療センター」では、「てんかんホットライン」を開設し、地震で被災をしたてんかん

のある人などからのてんかん診療支援に関する相談にも応じています。ご活用ください。 

 

 電  話： ０５４－２４６－４６１８ 

 対応時間： ２４時間（北海道地震対応の緊急体制です） 

 Ｅメール： support@shizuokamind.org または 

epilepsy.hotline@gmail.com  

【北海道地震】連絡本部を設置しました。  

2018.09.06  

本日(９月６日)午前３時８分頃に発生し、その後断続的に余震が続いている「平成 30 年北海道胆振東部

地震」(気象庁命名)に際し、まずは被災された皆さまにお見舞いを申し上げます。 

 

当協会では本日朝、この地震に対応すべく「連絡本部」(梅本里美本部長)を設置しました。 

 

これは、社団法人として被災地域に住む会員の安否確認を最優先に、公益法人としててんかんのある人

とその家族に安心して復旧･復興を目指してもらうために、医療や生活情報を提供するものです。 

 

現在まで、てんかん医療を提供する施設の大きな被害情報は入ってきていません。被災地に住むてんか

んのある人で、くすりや体調などのことで不安なことがありましたら、まずは主治医に連絡を取ってくださ

い。 

 



もし、主治医と上手く連絡が取れず、お困りのことがありましたら、当協会本部事務局に、ご一報ください。 

 

大きな余震がまだ続いている上に、大規模停電や交通機関が運休しています。一日も早く安心した生活

が戻ってくるよう、こころからお祈り申し上げます。  

後援するシンポジウムのご案内（仙台会場）  

2018.09.05  

当協会が後援するシンポジウム（神経内科フォーラムとグラクソ･スミスクライン㈱および河北新報社が主

催）の最新案内です。 

 

《 学校･職場･社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム》 

【仙台会場】１０月１４日(日)10 時～12 時 河北新報社「ホール」(１F) 

 

詳しくは、下記のサイトから確認をしてください。参加申し込みも受け付けています。 

http://www.tenkan-seminar.com/ 

 

なお、仙台会場の案内チラシは、次からもダウンロードすることができます。 

gsk-shiminshinpo_1014_SENDAI.pdf をダウンロード
 

情報誌・月刊「波」の９月号を発行しました。  

2018.09.01  

 

情報誌・月刊「波」の９月号を、９月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「てんかんの外科治療」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

http://www.tenkan-seminar.com/
http://www.jea-net.jp/publish/index.html


 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

障害者雇用制度への要望書を出しました。  

2018.08.28  

行政機関等における障害者雇用制度での対象者水増し報道を受けて、多くのてんかんのある人や家族

から、不安の声が当協会にも寄せられています。 

 

協会では、今回の事態に関する実態把握、原因究明、再発防止を求めるとともに、障害者雇用制度が適

切に運用・継続されるよう、厚生労働大臣に要望書を提出しました。 

 

要望書の内容は、次からダウンロードをしてご確認ください。 

yobosho-shogaishakoyo20180828.pdf をダウンロード
 

[9 月] 行事予定  

2018.08.28  

2018 年 9 月の行事予定をアップロードしました。 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。 

gyoujiyotei_2018.9.pdf をダウンロード
 

｢高齢者てんかん｣がＮＨＫで放送されます｡  

2018.08.26  

てんかんに関する報道情報です。 

 

ＮＨＫ総合テレビの番組ですが、 

９月３日(月)朝の「おはよう日本」（4:30-8:00）の中で、 

「高齢者てんかん」の取材内容が 

特集として放送されます。 

 

てんかんに関心のある皆さま、 

https://e-nami.or.jp/


是非ご覧になってください！ 

 

※ただし、緊急のニュースやその他の事情により 

 放送が延期または中止される場合もあります。 

 この点をご承知いただき、是非お知り合いにも広くご周知ください。  

「第 41 回てんかん基礎講座」全日程を終了。  

2018.08.10  

７月20日(火)に大阪商工会議所で開講した「第41回てんかん基礎講座」は、本日ベルサール汐留におい

て閉講をし、全４日間の日程を終了しました。 

今回も、全国から 1,100 人を超える受講者（大阪・東京両会場合計）を得て、大盛況でした。 

各講座を担当いただいた講師の皆さま、運営にご助力をいただいた協賛企業・団体の皆さまに、改めまし

て御礼を申し上げます。 

 

なお、今回の講座で使用した抄録集(テキスト)を有償配布（756 円＋送料／冊）します。ご希望の方は、

FAX.または E-mail で、協会事務局へお申し込みください。数に限りがありますので、先着順といたします。

配布終了の際は、ご容赦ください。 

 

また、「第 42 回」となる来年(2019 年)度の同講座は、７月 23 日(火)～８月２日(金)の期間内に大阪・東京

両会場を開講予定で調整を始めています。詳細は、協会ホームページおよび協会発行の情報誌「波」誌

上等で発表いたしますので、皆さまご期待ください。  

てんかん基礎講座東京会場開講いたします  

2018.08.08  

受講申込者・受講予定者の皆さま 

 

「第４１回てんかん基礎講座東京会場」開催初日（８月９日～10 日）に合わせて、台風 13 号が日本列島に

接近しております。 

今回の台風は今夕から明朝にかけて関東地方への影響が予想されていますが、明日の講座は予定通り

開催いたします。 

 

なお、ご受講いただけなかった皆さまには、後日当日配布資料等を郵送いたします。 

※事前キャンセルにつきましては、「第４１回てんかん基礎講座・ご案内」に記載の内容をご確認ください。 

 

■協会ホームページ 

  http://www.jea-net.jp  

てんかん基礎講座東京会場の開催について  

2018.08.06  

受講申込者・受講予定者の皆さま 

 

「第４１回てんかん基礎講座東京会場」開催（８月９日～１０日）に合わせて、台風 13 号が日本列島に接

http://www.jea-net.jp/


近しております。 

今回の台風は関東地方への影響も予想されていますが、現時点では基礎講座（東京会場）予定通り開催

の方向で準備を進めております。 

なお、今後の台風の進路等により、受講者の安全を考慮し講座開催を中止せざるを得ない場合は、８月

８日朝９時を目処に協会ホームページにて発表いたします。 

 

ご受講予定の皆さまには大変ご面倒をおかけいたしますが、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

また、ご受講いただけなかった皆さまには、後日当日配布資料等を郵送いたします。 

※事前キャンセルにつきましては、「第４１回てんかん基礎講座・ご案内」に記載の内容をご確認ください。 

 

■協会ホームページ 

  http://www.jea-net.jp 

情報誌・月刊「波」の８月号を発行しました。  

2018.08.01  

 

情報誌・月刊「波」の８月号を、８月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「てんかんの福祉就労のあゆみ」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

http://www.jea-net.jp/
http://www.jea-net.jp/publish/index.html


https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

 

後援するシンポジウムのご案内（名古屋会場）  

2018.07.27  

当協会が後援するシンポジウム（神経内科フォーラムとグラクソ･スミスクライン㈱が主催）の最新案内で

す。 

 

《 学校･職場･社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム》 

【名古屋会場】９月９日(日)14 時～16 時 ウィンクあいち「小ホール」(５F) 

 

詳しくは、下記のサイトから確認をしてください。参加申し込みも受け付けています。 

http://www.tenkan-seminar.com/ 

 

なお、名古屋会場の案内チラシは、次からもダウンロードすることができます。 

gsk-shiminshinpo_0909_NAGOYA.pdf をダウンロード
 

全国大会の講師を変更します。  

2018.07.24  

第 45 回全国大会 in 福岡（10 月 20 日～21 日開催予定）の参加申込受付を開始していますが、当日の

「記念講演」講師を変更いたします。 

 

今大会では、記念講演の講師を柳田邦男様にお願いし準備を進めてきましたが、柳田様のご都合により

ご講演をいただくことが難しくなりました。 

柳田様のお話を楽しみに、大会参加を申し込まれていた皆さまに、心からお詫び申しあげます。 

 

改めまして、本大会の記念講演は、ＮＨＫの元アナウンサー・解説委員として活躍されてきた、福祉ジャー

ナリストの村田幸子様にお引き受けいただきました。 

 

当日は、村田様の豊富な取材経験などを活かしたお話しをお聞きすることができることと思います。 

 

ただ今、参加申込み受付中ですので、皆さまどうかお知り合いをお誘い合わせて、本大会にご参加くださ

い。  

後援するシンポジウムのご案内（大阪会場）  

2018.07.24  

https://e-nami.or.jp/
http://www.tenkan-seminar.com/


当協会が後援するシンポジウム（神経内科フォーラムとグラクソ･スミスクライン㈱が主催）の最新案内で

す。 

 

《 学校･職場･社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム》 

【大阪会場】８月 26 日(日)14 時～16 時 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）「特別会議室」(12F) 

 

詳しくは、下記のサイトから確認をしてください。参加申し込みも受け付けています。 

http://www.tenkan-seminar.com/ 

 

なお、大阪会場の案内チラシは、次からもダウンロードすることができます。 

gsk-shiminshinpo-0826_OSAKA.pdf をダウンロード
 

請願の一部が採択されました。  

2018.07.20  

第 196 通常国会(延長国会)は、22 日の会期末を前に衆参各委員会において本日までに請願審査が行わ

れました。 

お陰さまで、多くの国会議員の皆さまのご理解を得て衆参両院に提出した「てんかんのある人とその家族

の生活を支えることに関する請願」ですが、３年連続で参議院において一部が採択され内閣に送付され

ました。 

 

この請願は、啓発、医療、福祉、労働、教育、交通の６つの領域で全 10 項目の内容となっていました。 

今回も、参議院の厚生労働委員会を通じて、啓発、医療、福祉、労働の４つの領域６項目が採択され内

閣送付となりました。 

 

ご尽力いただきました皆さまに、心から御礼を申し上げます。 

この請願活動は、今後もテーマや項目を精査しながら継続して参ります。てんかんの多様な課題につい

て、変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いいたします。  

社労士による年金教室のご案内  

2018.07.18  

てんかん運動にも協力をしてくれている「社労士たまごの会」が、今秋も障害のある人とそのご家族向け

に、障害年金の勉強会を開催します。 

今回も、東京・練馬区が会場です。 

障害年金を専門とする社会保険労務士が、分かりやすい資料を使用して難しい障害年金制度の基本を

解説します。また、個別相談の時間も設けられています。 

関心のある方、お困りの方、是非ご参加ください。 

 

日時： ９月 17 日(月／祝) 13 時～16 時 30 分（※12 時 30 分開場） 

 

会場： 練馬区立区民・産業プラザ「研修室１」 

    （西武池袋線･都営大江戸線「練馬」駅北口･徒歩１分） 

http://www.tenkan-seminar.com/


    http://www.nerima-idc.or.jp/plaza/info/information.html 

 

内容： ・当事者からのお話し 

    ・障害年金制度の解説 

    ・個別相談コーナー 

 

問い合わせ先： たまごの会年金教室担当／社会保険労務士 石井良実       TEL.080-4953-2911 

 

詳しい案内チラシは、次からダウンロードをしてください。 

nenkin_kyoshitsu_20180917.pdf をダウンロード
 

[8 月] 行事予定  

2018.07.12  

2018 年 8 月の行事予定をアップロードしました。 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.8.pdf をダウンロード
 

第 45 回全国大会（福岡大会） 受付開始！  

2018.07.10  

 

「伝えたい 私達の思い 伝えよう 私達の願い」 

 

10 月は「てんかんを正しく理解する月間(てんかん月間)」です。 

月間の記念式典を兼ねて、第 45 回全国大会を福岡県で開催します。 

 

日時：１０月２０日（土）～２１日（日） 

会場：福岡国際医療福祉学院（福岡県早良区） 

 

☆記念講演に、福祉ジャーナリストの村田幸子氏（元 NHK 解説委員）をお招きします。 

http://www.nerima-idc.or.jp/plaza/info/information.html


（当初、ノンフィクション作家・評論家の柳田邦男先生に講演をお願いしておりましたが、先生のご都合に

よりご講演いただくことが難しくなったため、記念講演の講師が変更になりました。） 

 

☆てんかんのことが学べて、てんかんのある本人・家族と交流できる２日間です。 

 

参加ご希望の方は、下記の「45thfukuokataikai_pnf.pdf をダウンロード」から大会プログラムの参加申込書

をダウンロードしてお申し込みください。 

（会員の皆さんには、「波」７月号に同封してお届けします） 

 

※申込締切：９月１０日（月） 

 

皆さまのご参加を、お待ちしています。 

45thfukuokataikai_pnf.pdf をダウンロード
 

てんかんセンターの情報もご確認ください。  

2018.07.10  

西日本を襲った豪雨により、広い地域で被害が出ています。被災地の皆さまに、改めましてお見舞い申し

上げます。 

 

被災地にお住まいのてんかんのある皆さんで、特にくすりや受診についてお困りのことがある際には、当

協会・電話相談（無料）の利用をご案内しています（各府県支部へもお問い合わせください）。 

 

「相談専用ダイヤル」 

毎週月･水･金曜日 13:15～17:00 

TEL.０３－３２３２－３８１１ 

 

また、静岡のてんかんセンターでは 

「てんかんホットライン」を 

豪雨被害の皆さまに対応するために、 

当面 24 時間体制で行っています。 

 

国立病院機構 静岡てんかん･神経医療センター 

「てんかんホットライン」 

TEL.０５４－２４６－４６１８ 

 

※詳しくは、下記サイトでご確認ください。 

http://www.shizuokamind.org/contact-address/#c3 

 

なお、被害の大きかった中国地方では、 

次の県にも「てんかんセンター」が設置されています。 

こちらからの情報も、合わせてご確認ください。 

http://www.shizuokamind.org/contact-address/#c3


 

岡山県（岡山大学病院てんかんセンター） 

広島県（広島大学病院てんかんセンター） 

山口県（山口大学病院てんかんセンター） 

大雨による災害被災者への医療提供について  

2018.07.08  

平成 30 年台風第７号および前線等に伴う大雨により西日本の各地に、大きな被害が生じています。被災

地にお住まいの皆さまにお見舞いを申し上げます。 

 

大雨による災害被災者への医療提供については、厚生労働省から健康保険証や公費負担制度の医療

証が手元になくても、適切な医療を受けられるよう各府県に通知が行われています。 

被災地にお住まいの方でてんかんのある皆さんも、薬が切れることなどが無いように、定期受診等を行っ

てください。 

 

なお、てんかんに関連してお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に当協会へご一報ください。 

 各府県支部の連絡先については、協会ＨＰからご確認ください。 

 また、協会が実施する電話相談（無料）は、下記のとおり実施していますので、必要に応じてご活用くだ

さい。 

 

 ＴＥＬ. ０３－３２３２－３８１１ 

  ＊毎週(平日)月・水・金曜日 13：15～17：00 

               （※平成 30 年度ＪＫＡ補助事業）  

後援するシンポジウムのご案内（福岡会場）  

2018.07.07  

当協会が後援するシンポジウム（神経内科フォーラムとグラクソ･スミスクライン㈱が主催）の最新案内で

す。 

 

《 学校･職場･社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム》 

【福岡会場】７月 29 日(日)13 時～14 時 30 分 アクロス福岡「国際会議場」 

 

詳しくは、下記のサイトから確認をしてください。参加申し込みも受け付けています。 

http://www.tenkan-seminar.com/ 

 

なお、福岡会場の案内チラシは、次からもダウンロードすることができます。 

gsk-shiminshinpo-0729_FUKUOKA.pdf をダウンロード
 

情報誌・月刊「波」の７月号を発行しました。  

2018.07.02  

http://www.tenkan-seminar.com/


 

情報誌・月刊「波」の７月号を、７月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「グループホームで暮らす」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

新刊書籍ご案内 『てんかん支援Ｑ＆Ａ』  

2018.06.18  

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


 
「波」2018 年 6 月号特集『てんかんと高次脳機能障害』の中で、取り扱いについて追ってお知らせする旨、

ご連絡をしておりました、『てんかん支援 Q＆A ―リハビリ・生活支援の実践―』を当協会で販売をさせて

いただくこととなりました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

『てんかん支援 Q＆A ―リハビリ・生活支援の実践―』 

 

編著：谷口豪・西田拓司・廣實真弓 

定価 4,104 円（税込＋送料） 

216 頁、B5 判、2018 年 6 月発行 

 

～てんかんのある人と，その家族を支援するために役立つ一冊！～ 

 

●てんかんの基礎知識，医学的検査，治療，発作時・発作後の対応といった押さえておきたい知識を述

べたうえで，症例・事例を交えながら，てんかんのリハビリ，生活支援について具体的に解説した実践書． 

●てんかん支援には医療・行政・福祉・教育と多くの職種が関わっている．本書は，豊富な経験をもち，多

様な職種からなる執筆陣が，てんかん支援に関わる全スタッフにおくる“てんかん支援”の決定版． 

●Q&A でわかりやすく簡潔に説明！ 

 

＜目次＞ 

第 1 章 てんかんの支援総論 

第 2 章 てんかんの基礎知識 

第 3 章 てんかんの医学的検査 

第 4 章 てんかんの治療 

第 5 章 てんかん発作時・発作後の対応 

第 6 章 てんかんのリハビリ 

第 7 章 てんかんの生活支援 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

ご注文ご希望の方は、メール（jea@e-nami.or.jp）またはＦＡＸ（03-3202-7235）まで、お名前、郵便番号、住



所、電話番号、書籍タイトルならびに希望冊数をお知らせください。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

大阪北部を震源とする地震被害への対応について  

2018.06.18  

本日朝（７時 58 分頃）、大阪府北部を震源とする最大震度６弱を記録する大きな地震が発生しました。 

近畿全域を中心に、各地で交通機関やライフラインの停止等の被害状況が報道されており、多くの市民

の皆さんに不安と心配が続いています。 

 

 被災された皆さまにお見舞いを申し上げます。 

 被災された皆さんの中で、てんかんに関連してお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に当協会へご

一報ください。 

 各府県支部の連絡先については、協会ＨＰからご確認ください。 

 また、協会が実施する電話相談（無料）は、下記のとおり実施していますので、必要に応じてご活用くだ

さい。 

 

 ＴＥＬ. ０３－３２３２－３８１１ 

  ＊毎週(平日)月・水・金曜日 13：15～17：00 

               （※平成 30 年度ＪＫＡ補助事業）  

[7 月] 行事予定  

2018.06.07  

2018 年 7 月の行事予定をアップロードしました。 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.7.pdf をダウンロード
 

市民医療公開講座を札幌市で開催します。  

2018.06.05  

協会北海道支部が主催します、市民医療公開講座のお知らせです。 

 

◆市民医療公開講座 

 

日程：2017 年 7 月 1 日（日）13：00～15：45 

 

会場：かでる２・７「520 研修室」 

   （札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 道民活動センタービル 

 

参加費：一家族 500 円 

 



演題：「てんかん治療の展望 ～子供から高齢者まで～」 

講師／三國信啓氏（札幌医科大学付属病院副院長） 

 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

201871_sapporokouza.pdf をダウンロード
 

第 41 回総会を終了しました。  

2018.06.03  

本日午後、ＡＰ浜松町（東京都港区）において、2,298 人の正会員（委任状を含）の参加を得て「第 41 回総

会」を開催し、理事会が提案した議案全てが承認されました。 

 

熱心にご審議いただいた会員の皆さまに感謝を申し上げるとともに、これから１年間のてんかん運動への

変わらぬご支援を、心からお願いいたします。 

情報誌・月刊「波」の６月号を発行しました。  

2018.06.01  

情報誌・月刊「波」の６月号を、６月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「てんかんと高次脳機能障害」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

精神保健福祉士の大会を後援します。  

2018.05.25  

日本精神保健福祉士協会などが主催する「第 54 回日本精神保健福祉士協会全国大会・第 17 回日本精

神保健福祉士学会学術集会」が、次のとおり開催されます。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


日 時： ９月 14 日(金)～15 日(土) 

会 場： 長崎ブリックホール、長崎新聞文化ホール 

テーマ：「メンタルヘルスソーシャルワーク実践の深化～パラダイムの再考～」 

参加費： 2,000 円～16,000 円（区分申込） 

 

精神保健福祉士の資質の向上は、当協会の活動とも密接に関連がありますので、当協会でもこの事業

を後援しています。 

 

事業の詳細は、 

当該全国大会・学術集会ウェブサイトから、ご確認ください。 

http://japsw.or.jp/taikai/2018/ 

 

多くの関係者が参加され、盛会となりますことを祈念しています。  

地域生活支援の大会を後援します。  

2018.05.25  

全国精神障害者地域生活支援協議会が主催する「第 22 回全国大会 in 大阪」『あみ道（AMI ROAD）』が、

次のとおり開催されます。 

 

日 時： ７月 13 日(金)～14 日(土) 

会 場： ホテルマイスティズ新大阪（大阪市淀川区） 

テーマ：「～ひとをつなぐ 地域をつなぐ 未来へつなぐ～」 

参加費： 2,000 円～9,000 円（区分申込） 

 

当該団体の活動は、当協会の活動とも密接に関連がありますので、当協会でもこの大会を後援していま

す。 

 

事業の詳細は、全国精神障害者地域生活支援協議会のホームページから、ご確認ください。 

http://www.ami.or.jp/taikai/ 

[6 月] 行事予定  

2018.05.15  

2018 年 6 月の行事予定をアップロードしました。 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiytei_2018.6.pdf をダウンロード
 

『第 41 回てんかん基礎講座』 受付中です！  

2018.05.09  

http://japsw.or.jp/taikai/2018/
http://www.ami.or.jp/taikai/


 

今年度も、ご好評をいただいております、「てんかん基礎講座」を開催いたします。 

 

【会場・日程】 

 

大阪会場：大阪商工会議所 

7 月 24 日（火）・25 日（水） 

 

東京会場：ベルサール汐留 

8 月 9 日（木）・10 日（金） 

 

【講演内容】 

 

＜1 日目＞ 

［講義 1］ てんかんとはどういう病気か 

［講義 2］ てんかん発作の介助 

［講義 3］ てんかんの治療１ ─ 薬物療法 

     

＜2 日目＞ 

［講義 4］ てんかんの治療２ ─ 外科療法 

［講義 5］ てんかんに合併する精神科的障害の治療と対応 

［講義 6］ てんかんと見誤りがちな病気 

 

【受講申込】 

 

今年度より、参加申し込みは基本的に専用サイト（外部サイト：日本旅行作成）にて受付をいたします。 

下記ＵＲＬから、お申込みください。 

 

●『大阪会場』 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_osaka-jr/ 

 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_osaka-jr/


●『東京会場』 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_tokyo-jr/ 

 

【受講料】＊（ ）は会員価格 

 

・通し料金（2 日間）： 10,000 円 （6,000 円） 

・1 日のみ料金：各 7,000 円 （4,000 円） 

 

☆お申し込みや講演の詳しい内容は、下記ボタンからパンフレットをダウンロードしてください。 

 

＊＊＊皆さんのお申し込みをお待ちしております！＊＊＊ 

kisokouza2018_panf.pdf をダウンロード
 

こころのバリアフリー研究会総会を後援します。  

2018.05.02  

こころのバリアフリー研究会が主催する「第５回総会」が、次のとおり開催されます。 

 

日 時： ６月２日(土)～３日(日) 

会 場： ＮＴＴ東日本関東病院（本棟４Ｆ）「カンファレンスルーム」、他 

テーマ：「今考えるこころのバリアフリー－だれもが幸せに生きていい－」 

参加費： 2,000 円～6,000 円（区分申込） 

 

こころのバリアフリーは、当協会の活動とも密接に関連がありますので、当協会でもこの事業を後援して

います。 

 

事業の詳細は、 

こころのバリアフリー研究会ホームページから、ご確認ください。 

http://jsbfm.com/ 

 

多くの関係者が参加され、盛会となりますことを祈念しています。 

 

 ※案内チラシを、次からもダウンロードできます。 

5th_kokorono_barrier-free.pdf をダウンロード
 

情報誌・月刊「波」の５月号を発行しました。  

2018.05.01  

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_tokyo-jr/
http://jsbfm.com/


 

情報誌・月刊「波」の５月号を、５月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「きょうだいの想いに、耳をかたむけよう」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

なお、特集７ページでご紹介をしている、文部科学省が 2016 年２月 29 日付けで発信している、事務連絡

文書「学校における発作時の坐薬挿入について」を、添付いたしました。ご確認・ご周知をおねがいいたし

ます。 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

[5 月] 行事予定  

2018.04.30  

2018 年５月の行事予定をアップロードしました。 

下のボタンをクリックして、予定表をダウンロードしてください。  

gyoujiyotei_2018.5.pdf をダウンロード
 

情報誌・月刊「波」の４月号を発行しました。  

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


2018.04.02  

 

情報誌・月刊「波」の３月号を、４月１日に発行しました。 

 

今月号の特集は「春からの新生活～ドクターに聞きました～」です。 

 

くわしくは、本ホームページの「波・書籍・ＤＶＤ」の頁でご確認ください。 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html 

 

なお、特集７ページでご紹介をしている、文部科学省が 2016 年２月 29 日付けで発信している、事務連絡

文書「学校における発作時の坐薬挿入について」を、添付いたしました。ご確認・ご周知をおねがいいたし

ます。 

 

「波」は、どなたでも購入が出来ます（400 円／冊：税込・送料別）。 

 

なお、協会の正会員・賛助会員の皆さまには、各支部等を通じて支部の会報と一緒にお届けします。購

読会員の皆さまには、本部事務局から直送します（代金は、会費に含まれています）。 

 

☆「波 電子書籍サイト」 

 

https://e-nami.or.jp/ 

 

協会の会員であれば、会員番号と生年月日でログインするだけで、波を電子書籍でご覧になれます。ぜ

ひご活用ください。 

monbukagakusho_zayakusonyu-jimurenraku-20160229.pdf をダウンロード
 

『第 41 回てんかん基礎講座』 参加申込 開始しました！  

2018.04.02  

『第 41 回てんかん基礎講座』 

 

http://www.jea-net.jp/publish/index.html
https://e-nami.or.jp/


今年度より、参加申し込みは基本的に専用サイト（外部サイト：日本旅行作成）にて受付をいたします。 

下記ＵＲＬから、お申込みください。 

 

【受講申込】 

 

●『大阪会場』 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_osaka-jr/ 

 

●『東京会場』 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_tokyo-jr/ 

 

【会場・日程】 

 

大阪会場：大阪商工会議所 

7 月 24 日（火）・25 日（水） 

 

東京会場：ベルサール汐留 

8 月 9 日（木）・10 日（金） 

 

【受講料】＊（ ）は会員価格 

 

・通し料金（2 日間）： 10,000 円 （6,000 円） 

・1 日のみ料金：各 7,000 円 （4,000 円） 

 

＊＊＊皆さんのお申し込みをお待ちしております！＊＊＊  

 

https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_osaka-jr/
https://va.apollon.nta.co.jp/jea-net_tokyo-jr/

