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このメールマガジンは、横浜市等が実施する難病講演会・交流会等の
最新情報をお知らせするため、毎月第２・４木曜に発行しています。
今回は、９月・10月・11月に開催を予定している催しをご紹介します。
なお、お問合せ及び申し込みをされる際は電話番号、FAX番号等をお間違え
ないよう、ご注意ください。
・・・・・・・・・・・・・・・
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□ 横浜市難病講演会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【泉・10/18】全身性エリテマトーデス講演会
[内容] 全身性エリテマトーデスの基本的な疾患の理解と治療法、日常生活の注意点と工
夫について、
専門医にわかりやすくご講演いただきます。
[日時] 10月18日（木）14:00～16:00（※要事前予約）
[講師] 横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学 吉見 竜介 先生
[定員] 100名 参加無料（※先着順）
[場所] 泉区役所 4階4ABC会議室（泉区和泉中央北5-1-1）
（相鉄いずみ野線いずみ中央駅下車 徒歩5分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/02suishin/01kouhou/koutuuanaizu.html
[受付期間] 9月18日（火）から申込受付開始
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 氏名、電話番号、お住まいの区、参加希望人数を、下記申込先まで電話また
はFAXでお知らせください。
[問合せ・申込先] 泉福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
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TEL：045-800-2435 FAX：045-800-2513
■【戸塚・10/22】もやもや病講演会・交流会
[内容] 医療講演会「病気の理解と生活のポイント」専門医のお話、患者会等からのお話
[日時] 10月22日（月）14:00～16:00（13:30から受付、要事前予約）
[講師] 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科 副部長 金澤 俊郎 先生
もやの会 関東ブロック 世話人 宮本 順一 氏
NPO法人 中途障害者活動センター とつかわかば所長 田所 靖子 氏（靖は月
が円です。）
[定員] 50名 参加無料
[場所] 戸塚区役所 8階会議室A・B（戸塚区戸塚町16-17）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/somu/access/
（JR戸塚駅下車 西口徒歩1分、市営地下鉄戸塚駅下車 徒歩3分）
[受付期間] 申込受付中
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 氏名、住所、電話番号等を下記申込先まで電話でお知らせください。
[問合せ・申込先] 戸塚福祉保健センター高齢・障害支援課 難病担当保健師
TEL：045-866-8451（平日9:00～17:00）
■【磯子・10/30】原発性胆汁性胆管炎講演会
[内容] 病気の理解と最新の治療についての講義と患者会の紹介と交流会を予定していま
す。
[日時] 10月30日（火）14:00～16:00（13：30会場)
[講師] 公立大学法人横浜市立大学 肝胆膵消化器病学 診療教授 斉藤 聡 先生
[定員] 50名 参加無料
[場所] 磯子区役所7階 会議室（磯子区磯子3丁目5-1）
(JR磯子駅下車 徒歩8分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/somu/yosan/tyousya.html
[受付期間] 9月25日（火）から申込受付開始
[申込方法] 電話またはFAXにて受付
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 磯子福祉保健センター高齢・障害支援課 障害者支援担当
TEL：045-750-2418 FAX：045-750-2540
■【港北・10/31】再生不良性貧血講演会
[内容] 病気の理解と日常生活の過ごし方についての講演会。患者会の紹介。
[日時] 10月31日（水）14：00～16：00（※要事前予約、先着順）
[講師] 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 血液・リウマチ・感染症内科 助教 宮
崎 拓也 先生
再生つばさの会 ～再生不良性貧血および関連する疾患の患者と家族の会～ 代
表者
[定員] 40名 参加無料
[場所] 港北区福祉保健活動拠点（港北区社会福祉協議会）3階 多目的研修室（港北区大
豆戸町13-1 吉田ビル3階）
(東急東横線大倉山駅下車 徒歩約6分、1階にロイヤルホストがあるビルの3階で
す。)
[地図] http://www.kouhoku-shakyo.jp/info/index.html#map
[受付期間] 9月18日（火）から申込受付開始
[申込方法] 氏名、住所、電話番号、参加希望人数、講師への質問を下記申込先まで電話
またはFAXでお知らせください。
[申込締切] 定員に達し次第締切（FAXでお申込みの場合、定員に達した場合のみご連絡を
差し上げます。）
[問合せ・申込先] 港北福祉保健センター高齢・障害支援課 難病担当保健師
TEL：045-540-2218 FAX：045-540-2396
[関連HP]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nanbyo/kouenkai/h30/h301031-kouhoku.pdf
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■【金沢・10/31】脊髄小脳変性症講演会
[内容] 疾患についての基礎知識・日常生活の過ごし方について、医師からお話をいただ
きます。
[日時] 10月31日（水）14:00～16:00（※要事前予約）
[講師] 横浜市立大学附属病院 神経内科 土井 宏 先生
[定員] 40名 参加無料
[場所] 金沢区役所 1階1号会議室（金沢区泥亀町2-9-1）
(京急線金沢文庫駅下車 徒歩12分 金沢八景駅下車 徒歩12分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/profile/3-1.html
[受付期間] 9/27（木）から申込受付開始
[申込方法] 電話またはファックスにてお申込みください。
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL：045- FAX：045-788-7777
■【鶴見・10/31】筋萎縮性側索硬化症講演会
[内容と講師] 1 病気の理解と治療：済生会神奈川県病院 神経内科 原 一 先生
2 在宅リハビリテーション事業の利用について：横浜市総合リハビリテーションセンター
地域支援課 相談担当保健師 千葉 かえで 氏
[日時] 10月31日（水）14：00～16：00（※要予約）
[定員] 20名 参加無料（※先着順）
[場所] 鶴見区役所 1階健診会場（鶴見区鶴見中央3-20-1）
（JR京浜東北線鶴見駅下車 東口徒歩9分、京浜急行線京急鶴見駅下車 徒歩7分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/guide/office/address.html
[受付期間] 10月1日（月）から申込受付開始
[申込方法] 参加者氏名(患者本人・家族)、居住区名、電話番号、交流会参加希望の有無
を下記申込先まで、電話またはFAXでお知らせください。
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 鶴見福祉保健センター高齢・障害支援課 難病担当保健師
TEL：045-510-1777 FAX：045-510-1897
■【瀬谷・11/6】天疱瘡講演会
[内容] 病気の理解と日常生活での注意点について
[日時] 11月6日（火）14:00～16:00（※要事前予約）
[講師] 横浜市立大学附属市民総合医療センター 皮膚科 中村 和子 先生
[定員] 30名 参加無料
[場所] 瀬谷区役所 5階大会議室（瀬谷区二ツ橋町190）
（相鉄線三ツ境駅下車 徒歩10分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/access/
[受付期間] 申込受付中
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 電話、FAXのいずれかにて、氏名・住所・連絡先を明記のうえ、下記申込先ま
でお知らせください。
[問合せ・申込先] 瀬谷福祉保健センター高齢・障害支援課 障害者支援担当
TEL：045-367-5715 FAX：045-364-2346
■【港北・11/13】視神経脊髄炎／多発性硬化症講演会
[内容] 病気の理解と日常生活の過ごし方について
[日時] 11月13日（火）14:00～16:00（※要事前予約）
[講師] 東京都保健医療公社 荏原病院 神経内科 副医長
[定員] 40名 参加無料（※先着順）
[場所] 港北公会堂 2階1号室（港北区大豆戸町26-1）
（東急東横線大倉山駅下車 徒歩約7分）
[地図] http://kohoku-kokaido.jp/access/
[受付期間] 10月15日（月）から申込受付開始
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[申込方法] 氏名、電話番号、参加希望人数、疾患名、講師への質問を下記申込先まで電
話またはFAXでお知らせください。
[申込締切] 定員になり次第締切
[問合せ・申込先] 港北福祉保健センター 高齢・障害支援課 難病担当保健師
TEL：045-540-2218 FAX：045-540-2396
─────────────────────────────────
□ 横浜市難病交流会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【旭・9/19】網膜色素変性症 患者のつどい
[内容] 療養生活で注意しなければならないこと、知っていて便利な福祉情報・生活情報
相談・交流会
[講話] 神奈川県網膜色素変性症協会会員ほか
[その他] 同日、福祉機器展示あり
（遮光メガネ、ルーペ、音声時計、拡大読書器、音声パソコンなど普段なかなか
目にすることができない物を手にとって体験できます。)
[日時] 9月19日（水）13:00～16:00(開場12:30)
[場所] 旭区役所 新館2階大会議室（旭区鶴ケ峰1-4-12）
（相鉄線鶴ヶ峰駅下車 徒歩7分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/guide/shisetsu/koukyou/kuyakusho/
[受付期間] 申込受付中
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 電話またはFAXで氏名、住所、電話番号、身体障害者手帳有無をお知らせくだ
さい。
[問合せ・申込先] 旭福祉保健センター高齢・障害支援課 難病担当保健師
TEL：045-954-6127 FAX：045-955-2675
───────────────────────────────────
□ その他講演会・交流会情報・・・お問合せは各お問合せ先へ □
───────────────────────────────────
■【港南・9/15】喀痰吸引等第3号研修
[内容] 在宅難病患者をはじめとするすべての対象者に対して、
安全かつ適切に喀痰吸引を実施できる介護職員等を養成するための研修
[研修対象者] 介護福祉士、介護職員実務者（ホームヘルパー1級）、重度訪問介護従業者
養成研修修了者等
詳細は下記の日本ALS協会神奈川県支部ホームページをご覧ください。
[日時] 9月15日（土）10:00～19:30（9:30から受付）
（※要事前予約、受付、受講の可否は後日連絡します。）
[講師] NPO法人 楽 理事長 柴田 範子 氏
国立病院機構 横浜医療センター神経内科 部長 高橋 竜哉 先生 他（高は
はしごだかです。）
[定員] 20名程度 受講料5,000円（損害保険料込み、別途教材費2,600円）
受講決定通知到着後に口座振込
[場所] ウィリング横浜（港南区上大岡西1-6-1）
（京浜急行線・市営地下鉄線 上大岡駅下車 徒歩2分）
[地図] http://www.yokohamashakyo.jp/willing/s-14-1-1.html
[申込方法] FAXまたはEメールで申込書を送付
（詳細は下記の日本ALS協会神奈川県支部ホームページをご覧ください。）
[申込締切] 定員に余裕がありますので、9月14日（金）夕方まで申込可能です。
[問合せ・申込先] 日本ALS協会神奈川支部
TEL：045-843-6990（留守電） FAX：045-330-6999
Eメール：
daihyo@als-kanagawa.org<mailto:daihyo@als-kanagawa.org>
[関連HP] http://www.als-kanagawa.org/
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（日本ALS協会神奈川県支部）
■【神奈川県・11/6】難病の方の就労支援講演会
[内容] 障害年金と就労について一緒に考えてみませんか？障害年金と就労について社会
保険労務士から解説！
[日時] 11月6日（火）14：00～16:00（13:30開場、※要事前予約）
[定員] 50名 参加無料 （※先着順、受付中）
[場所]神奈川産業保健総合支援センター 研修室（神奈川区鶴屋町3-29-1）
（JR線・京浜急行線・東急線・みなとみらい線・相鉄線・市営地下鉄線（出口8番）
横浜駅西口・きた西口下車 徒歩8分）
[地図] http://www.kanagawas.johas.go.jp/
[受付期間] 申込受付中
[申込方法] 電話またはFAXにてお申込みください。
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] かながわ難病相談・支援センター
TEL：045-321-2711 FAX：045-321-2651
[関連HP] https://nanbyou-shien2014.jimdo.com/
○●○

次回は２０１８年９月２７日（木）の発行を予定しています

○●○

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 横浜市難病情報メールマガジン □□
□

転送歓迎！

商用の転載不可

[発行元]
[問合せ]
[ページ]

□

横浜市健康福祉局保健事業課
kf-nanbyo@city.yokohama.jp
http://ml.city.yokohama.jp/mailman/listinfo/nanbyo-info
(↑メールマガジンの解除・変更はこちらからお願いします。)
[関連HP] 横浜市難病対策事業
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nanbyo/
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