━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★☆

横浜市難病情報メールマガジン
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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、５月・６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
■【栄・5/22】全身性エリテマトーデス講演会
■【瀬谷・5/30】脊髄小脳変性症講演会
■【青葉・6/1】クローン病講演会・交流会
■【栄・6/5】多発性嚢胞腎講演会
■【西・6/5】再生不良性貧血講演会
■【都筑・6/5】混合性結合組織病講演会・交流会

□

その他講演会・交流会情報]
■【中・5/19】膠原病医療講演会
■【神奈川・6/23】医療講演会

─────────────────────────────────
□ 横浜市難病講演会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ □
─────────────────────────────────
■【栄・5/22】全身性エリテマトーデス講演会
[内容] ①医師による講和「病気の理解と治療 日常生活の過ごし方」②膠原病患者会の
方からの体験談③患者会紹介
[日時] 5月22日（水）14:00～16:00（※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜医療センター 膠原病・リウマチ内科部長 井畑 淳 先生
[定員] 60名 参加無料
[場所] 栄区役所 新館4階8号会議室（栄区桂町303-19）
（JR根岸線本郷台駅下車 徒歩10分）
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/annai/access.html
[受付期間] 受付中
[申込方法] 氏名・居住区・電話番号・参加希望人数を、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] 栄区福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL:045-894-8415 FAX:045-893-3083
■【瀬谷・5/30】脊髄小脳変性症講演会
[内容] 病気の理解と転倒予防のためのリハビリについて
[日時] 5月30日（木）14:00～16:00
[講師] 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
脳神経内科部長 大島 淳 医師
理学療法士
多田 実加 氏

[定員] 60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] https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/annai/access.html
[受付期間] 受付中
[申込方法] 氏名・住所・連絡先を、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] 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
■【青葉・6/1】クローン病講演会・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] 6月1日（土）14:00～16:30（※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜市立大学付属市民総合医療センター 炎症性疾患（IBD）センター
担当部長 医師 国崎 玲子 氏
かながわCD(クローン病患者会）
[定員] 70名 参加無料
[場所] 青葉公会堂2階会議室（青葉区市ケ尾町31-4 青葉区役所隣り）
(田園都市線市が尾駅下車 出口西口 徒歩8分)
[地図] http://www.aoba-kokaido.com/access/
[受付期間] 5月13日（月）9時から申込受付開始（市外の方は5月20日（月）から受付）
[申込方法] 氏名・住所・電話番号を、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
■【栄・6/5】多発性嚢胞腎講演会
[内容]病気の基本知識や治療、生活で気をつけること等、専門医の講演です。
講演後に交流会を予定しています。
[日時] 6月5日（水）14:00～16:00（※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜市立大学附属病院 専門：腎臓・高血圧内科 花岡 正哲 医師
[定員] 60名 参加無料
[場所] 栄区役所 新館４階８号会議室（栄区桂町303-19）
(JR根岸線本郷台駅下車 徒歩10分)
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/annai/access.html
[受付期間] 5月13日（月）から申込受付開始
[申込方法] 氏名・住所・連絡先を、電話またはFAXでお知らせください。
[申込締切] 5月31日（金）まで
[問合せ・申込先] 栄福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL：045-894‐8415 FAX：045-893‐3083
■【西・6/5】再生不良性貧血講演会
[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] 6月5日（水）14:00～16:00（※要事前予約、先着順）
[講師] 医療講演：横浜市立大学医学部付属病院血液・リウマチ・感染症内科 宮崎 拓
也 先生
患者会紹介：再生つばさの会
[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）
（京浜急行線戸部駅下車 徒歩8分、相模鉄道線平沼橋駅下車 徒歩10分）
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/about/abo01.html
[受付期間] 5月13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

■【都筑区・6/5】混合性結合組織病講演会・交流会
[内容] 混合性結合組織病の基礎知識や日常生活の過ごし方、
最新医療等について専門医からの講話・患者会の紹介や交流会
[日時] 6月5日（水）14:00～16:30 ※要事前予約
[講師] 都筑あずま内科リウマチ科 東 浩平院長
[定員] 先着60名 参加無料
[場所] 都筑公会堂第一会議室（都筑区茅ケ崎中央32-1）
(横浜市営地下鉄 ブルーライン・グリーンライン センター南駅下車（出口1）徒歩約6
分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kyoutsu/kyoutsu/1chyousya.html
[受付期間] 5月13日（月）から申込受付開始
[申込方法] 氏名、関係（本人・家族）、お住いの区、電話番号を、下記申込先まで電話
（9時～17時）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] 都筑福祉保健センター 高齢・障害支援課
TEL：045-948-2306
FAX：045-948-2490
───────────────────────────────────
□ その他講演会・交流会情報・・・お問合せは各お問合せ先へ □
───────────────────────────────────
■【中・5/19】膠原病医療講演会
[内容] 膠原病の治療薬について、免疫抑制薬を中心に医師が講演を行います。
[日時] 5月19日（日）13:30～15:45（※要事前予約、先着順）
[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] 90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（横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福
祉総合センター内）
[申込方法] 氏名、連絡先電話番号を、電話またはFAXでお知らせください。
[問合せ・申込先] 全国膠原病友の会神奈川県支部
TEL/FAX:042-742-2892
■【神奈川・6/23】医療講演会「難病患者と妊娠・育児について」
[内容] 難病の方の「妊娠・出産・授乳」を支援する講演
[日時] 6月23日（日）13：30～16:00（※要事前予約）
[講師] 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター主任副センター長・妊娠と
薬情報センター長 村島温子先生
[定員] 50名 参加無料
[場所] かながわ県民センター 304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)
[地図] http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html
[受付期間] 受付中
[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
[問合せ・申込先] 神奈川県難病団体連絡協議会
TEL/FAX 045-651-0258
○●○

次回は２０１９年５月２３日（木）の発行を予定しています

○●○
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