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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、１月・２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
■【旭・1/9】筋強直性筋ジストロフィー講演会
■【西・2/5】サルコイドーシス講演会
■【保土ケ谷・2/8】ベーチェット病講演会

□

横浜市難病交流会
■【旭・1/10】神経系難病交流会「あした会」
■【緑・1/30】膠原病交流会（1/23から日程変更になりました。）

□

その他講演会・交流会情報
■【神奈川・1/24】医療講演会「もしあなたが治験に参加することになったら！」
※前回掲載の1/24開催「指定難病の医療費助成制度講演会」（主催:かながわ難病
相談支援センター）は受付を終了しました。
□

その他情報
■【中・2/6】横浜市難病患者ホームヘルパー養成研修
修です。

※介護福祉士等向けの研

─────────────────────────────────
□ 横浜市難病講演会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【旭・1/9】筋強直性筋ジストロフィー講演会
[内容1] 医療講演
[講師] 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団顧問 横浜市総合リハビリテーシ
ョンセンター 伊藤 利之 先生（リハビリテーション科）
[内容2] リハビリ講演
[講師] 横浜市総合リハビリテーションセンター 理学療法士・作業療法士ほか
[日時] 1月9日(水) 14:00～16:30（13:30開場）
[場所] 旭区役所 新館2階大会議室（旭区鶴ケ峰1-4-12）
（相模鉄道線鶴ヶ峰駅下車 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
[申込方法] 氏名、住所、電話番号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] 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
ページ(1)

2018.12.27.txt
■【西・2/5】サルコイドーシス講演会
[内容] 病気の理解と治療・日常生活の過ごし方について、患者会紹介
[日時] 2月5日（火）14:00～16:00（※要事前申込）
[講師] 医療講演:神奈川県立循環器呼吸器病センター 副院長兼呼吸器内科部長 小倉
高志 先生
患者会紹介:サルコイドーシス友の会
[定員] 50名 参加無料
[場所] 西区役所 3階B会議室（西区中央1-5-10）
（京急線戸部駅下車 徒歩8分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/about/abo01.html
[受付期間] 1月7日（月）から申込受付開始
[申込方法] 氏名、電話番号、お住まいの区を下記申込先まで電話またはFAXでお知らせく
ださい。（ご参加いただけない場合のみご連絡します。）
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 西福祉保健センター高齢・障害支援課 障害担当
TEL：045-320-8417 FAX：045-290-3422
■【保土ケ谷・2/8】ベーチェット病講演会
[内容] 病気の原因、症状、治療法、日常生活の注意点について
[日時] 2月8日（金）14:00～16:00（※要事前申込）
[講師] 横浜市立大学大学院 医学研究科 桐野 洋平 先生
[定員] 50名 参加無料
[場所] 保土ケ谷区役所 本館301会議室（保土ケ谷区川辺町2-9）
（相模鉄道線星川駅下車 徒歩2分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/access/
[受付期間] 1月15日（火）から申込受付開始
[申込方法] 氏名、電話番号、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。
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 保土ケ谷福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL：045-334-6327 FAX：045-331-6550
─────────────────────────────────
□ 横浜市難病交流会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【旭・1/10】神経系難病交流会「あした会」
[内容] 情報交換・交流
[日時] 1月10日（木）13:30～15:30
[場所] 旭区役所 外部特別会議室2（アーバン128ビル3階）（旭区鶴ケ峰1-2-8）
（相模鉄道線鶴ヶ峰駅下車 徒歩7分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/guide/shisetsu/koukyou/kuyakusho/
（相模鉄道鶴ヶ峰駅から区役所手前のファミリーマートのビルの3階です。）
[申込方法] 初めて参加される方は、電話またはFAXで氏名、生年月日、疾患名、郵便番
号、住所、電話番号、病状の経過を事前にお知らせください。
[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
■【緑・1/30】膠原病交流会（1/23から日程変更になりました。）
[内容] 冬のスキンケア（スキントラブル防止とフットケア）
[日時] 1月23日（水）10:00～12:00（※要事前予約、先着順、受付中）
[講師] WOCナース（皮膚・排泄ケア認定看護師） 西出 薫 氏
[定員] 15名 参加無料
[場所] 緑区役所 2階会議室2B（緑区寺山町118）
（JR横浜線中山駅下車（南口）徒歩5分、市営地下鉄中山駅下車（出口2)徒歩5
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分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/50info/51access/
[受付期間] 申込受付中
[申込方法] 氏名、住所、電話番号を下記申し込み先まで電話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] 緑福祉保健センター高齢・障害支援課 難病担当保健師 林・菅原
TEL：045- 930－2311（平日9:00～17:00）
───────────────────────────────────
□ その他講演会・交流会情報・・・お問合せは各お問合せ先へ □
───────────────────────────────────
■【神奈川・1/24】医療講演会「もしあなたが治験に参加することになったら！」
[内容] 薬の研究・開発の中で一般市民の協力が必要な『治験』についての講演
[日時] 2月11日（月・祝）13:00～16:00（※要事前申込、先着順）
[講師] 聖マリアンナ医科大学薬理教授・治験管理室室長 松本 直樹 先生
[定員] 60名 参加無料
[場所] かながわ県民センター 305号室（神奈川区鶴屋町2-24-2）
（JR・私鉄横浜駅下車 西口・きた西口徒歩5分、市営地下鉄横浜駅下車 地下鉄
出口8から、地下街をとおり「中央モール」を左折し「北6」出口を出て徒歩2分）
[地図] http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html
[申込方法] 1 難病連ホームページ:https://nanren-kanagawa.jimdo.com/ 申し込みコー
ナーから
2 電話またはFAX:氏名、住所、連絡先（電話、メールアドレス）、参加希望
人数を下記問合せ・申込先までお知らせください。
3 郵送:氏名、住所、連絡先（電話、メールアドレス）、参加希望人数を記載
し、送付先までお送りください。
（送付先）〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33 関内フューチャー
センター#217 神奈川県難病団体連絡協議会
[申込期間] 1月7日（月）から1月末まで
[問合せ・申込先] 神奈川県難病団体連絡協議会
TEL/FAX：045-651-0258
[関連HP] https://nanren-kanagawa.jimdo.com/
───────────────────────────────────
□ その他情報・・・お問合せは各お問合せ先へ □
───────────────────────────────────
■【中・2/6】横浜市難病患者ホームヘルパー養成研修
[内容] 難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプの提供に必要な知
識、技能を有するホームヘルパーを養成する研修を行います。
[対象者] 難病患者さんへのホームヘルプサービスに従事することを希望される方、従事
予定の方、すでに従事している方で以下の1から3のいずれかに該当する方
1:介護福祉士養成のための実務者研修の修了者または履修中の方
2:介護職員基礎研修もしくは訪問介護員養成研修1級課程研修の修了者
3:介護福祉士
[日時] 2月6日（水）9:25～17:00（※9:15受付開始、要事前申込、先着順）
[講師] ゆう在宅クリニック 院長 田村 陽一 先生
地域栄養ケアPEACH厚木 管理栄養士 江頭 文江 氏
国立病院機構箱根病院 臨床心理士 増田 唯 氏
[定員] 50名 参加無料
[場所] 横浜市技能文化会館 大研修室802（中区万代町2丁目4番地7）
（JR根岸線関内駅 南口から徒歩5分、市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅
出口2から徒歩3分）
[地図] https://gibun.jp/gibun/access/
[申込方法] 下記関連HPに掲載のちらしの申込書をご記入いただきファックス、またはメ
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ールにてお申込みください。
（メールの場合は、メール本文に「参加者氏名」「事業所名」
「電話番号（日中ご連絡が取れる番号）」「上記対象者に記載があるお持ち
の資格」
「講師への質問・相談」をご記載いただくか、ちらし2枚目の申込書をご記入
・スキャンのうえ、添付して送付してください。）
[関連HP] http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nanbyo/nanbyo-kensyuu.html
[メールアドレス]kf-nanbyo@city.yokohama.jp
[申込締切] 申込受付中
[問合せ・申込先] 横浜市健康福祉局保健事業課 難病対策担当
TEL:045-671-4405 FAX：045-664-5788
○●○

次回は２０１９年１月１０日（木）の発行を予定しています

○●○
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□□ 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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