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「横浜市難病講演会・交流会のおしらせ」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nanbyo/kouenkai/
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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、11月・12月・１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 □
─────────────────────────────────
■【旭・11/10】医ケア いいケア シンポジウム
[内容] 重症心身障害と医療的ケアについて知っていただくためのシンポジウムです。
医師による講演、家族や支援者によるパネルディスカッションのほか、喀痰吸引
や経管栄養注入の手技体験もできます。医療的ケアについて知りたい、やってみたいとい
う方、ぜひお越しください。
[日時] 11月10日（土）13:00～16:00（12:00開場）
[講話] 「重症心身障害と医療的ケア～地域で生きる～」
講師：横浜療育医療センター医師 金子 かおり 先生
[その他] 家族や支援者によるパネルディスカッション、医療的ケア体験（喀痰吸引、栄
養注入）、福祉機器の展示、各種ブース展示
[場所] 旭区役所4階 旭公会堂（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/
[申込方法] 事前申込不要
[問合せ先] 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
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■【青葉・11/29】特発性血小板減少性紫斑病講演会・交流会
[内容] 専門の医師からの講義、患者会からのお話や交流会
[日時] 11月29日（木）14:00～16:30（※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜労災病院 副院長 血液内科部長 平澤 晃 先生
ITP患者会なんくるないさー
[定員] 40名(患者・家族） 参加無料
[場所] 青葉区役所 4階401～403会議室（青葉区市ケ尾町31-4）
(東急田園都市線市が尾駅下車 徒歩8分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/60kuyakusho/
[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。
[申込締切] 定員に達し次第締切
[問合せ・申込先] 青葉福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL：045-978-2451 FAX:045-978-2427
─────────────────────────────────
□ 横浜市難病交流会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【旭・11/15】膠原病系難病交流会「みずきの会」
[内容] お薬の話～お薬との付き合い方～ ※お薬手帳をお持ちください
[講師] 薬剤師
[日時] 11月15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/
（相鉄線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
■【戸塚・11/20】リウマチ公開講座
[内容] リウマチ治療と長期的な合併症について
[日時] 11月20日（火）13:30～15:00（※13:00受付、要事前予約、先着順）
[講師] 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 膠原病・リウマチ内科部長
畑 淳 先生
[定員] 50名 参加無料
[場所] 戸塚ガーデンプラザ3階 バンブーガーデン オセアンひろば（戸塚区戸塚町
116-38）
(JR線・市営地下鉄戸塚駅下車 西口徒歩2分）
[地図] http://ocean-hiroba.com/access/
[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] 戸塚福祉保健センター高齢・障害支援課
TEL：045-866-8451
■【旭・12/6】神経系難病交流会「あした会」
[内容] 楽しいリハスポーツ ～リハビリになるスポーツの実践～
※動きやすい服装でお越しください
[講師] スポーツ指導員
[日時] 12月6日（木）13:30～15:30
[場所] 旭区役所 新館2階大会議室（旭区鶴ケ峰1-2-8）
（相鉄線鶴ヶ峰駅下車 徒歩7分）
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井

[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/guide/shisetsu/koukyou/kuyakusho/
[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・1/23】膠原病交流会
[内容] 冬のスキンケア
[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 1階母子相談室・健康相談室（緑区寺山町118）
（JR横浜線中山駅下車 徒歩5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 □
───────────────────────────────────
■【中・12/2】小児膠原病のつどい
[内容] 小児膠原病についてー治療、生活面での注意点ー講演会と交流会
[日時] 12月2日（日）13：00～16：00（※要事前予約、先着順）
[講師] 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座 教授
日本小児リウマチ学会 理事長 森 正亮 先生
[対象] 小児膠原病の患者さん及びご家族
[定員] 50名 参加無料
[場所] 横浜市社会福祉センター 8階A・B会議室（横浜市健康福祉総合センター内）
（横浜市中区桜木町1-1）
[地図] http://www.kouhoku-shakyo.jp/info/index.html#map
[受付期間] 申込受付中
[申込方法] 氏名、年齢、病名、参加人数、居住地（～市まで）連絡先を下記の問合せ先
までお知らせください。
[申込締切] 定員に達し次第締切（FAXでお申込みの方には、すでに定員に達している場合
のみご連絡を差し上げます。）
[問合せ・申込先] 全国膠原病友の会神奈川県支部事務局
TEL/FAX 042-742-2892
[主催] 一般社団法人全国膠原病友の会
[共催] 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等研究事業（難治性疾患政策研究事業）
自己免疫疾患に関する調査研究班
全国膠原病友の会関東ブロック（栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、神奈川県）
■【西・12/14】脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の転倒予防講演会～転倒による寝たきり
を無くそう～
[内容] 理学療法士による講演・デモンストレーション
[日時] 12月14日（金）14：00～15:30（13:30開場、要事前予約、先着順）
[定員] 50名 参加無料
[場所] 横浜市西区福祉保健活動拠点 フクシア 多目的研修室（横浜市西区高島2-7-1
ファストプレイス横浜3階）
電車をご利用の方 横浜駅東口から徒歩4分
市営バスをご利用の方 「高島町」下車徒歩3分、「平沼町1丁目」下車徒歩8分
[地図] http://www.yoko-nishishakyo.jp/access/
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[受付期間] 申込受付中
[申込方法] 電話またはFAXでお申込みください。
[申込締切] 12月7日（金）まで（※定員に達した時は、お断りすることがあります。）
[問合せ・申込先] かながわ難病相談・支援センター
TEL：045-312-1121（内線3400） FAX：045-321-2651
[関連HP] https://nanbyou-shien2014.jimdo.com/
■【横須賀・1/8】サルコイドーシス講演会
[内容] 病態・治療と日常生活の注意点について
[日時] 平成31年1月8日（火）14：00～16：00（※要事前予約、先着順）
[講師] 神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器内科 副院長兼部長 小倉 高志
先生
[対象] サルコイドーシスの患者及び疑いのある方、ご家族、支援者
[定員] 60名 参加無料
[場所] 横須賀市保健所 第1研修室（ウェルシティ市民プラザ3階）（横須賀市西逸見町
1-38-11）
（京浜急行線逸見駅、JR横須賀駅下車 徒歩約6分、31階建の高層マンションが目
印です。）
[地図] https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3110/wellcity/access/index.html
[受付期間] 11月12日（月）から12月18日（火）まで申込受付中
[申込方法] 住所、氏名、疾患名、電話番号、講座名「サルコイドーシス講演会」を下記
の横須賀市コールセンターまでお知らせください。
[申込締切] 定員に達し次第締切（FAXでお申込みの方には、すでに定員に達している場合
のみご連絡を差し上げます。）
[申込先] 横須賀市コールセンター 電話：046-822-2500 FAX：046-822-2539
[問合せ先] 横須賀市保健所 健康づくり課 難病対策係 電話：046-822-4385
○●○

次回は２０１８年１１月２２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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