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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、10月・11月・12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番号等を間違え
ないよう、ご注意ください。
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■【金沢・10/28】クローン病講演会・交流会
[内容] クローン病に関する基礎知識や日常生活のポイント、最新治療等について専門医
の立場からお話ししていただきます。また、後半は交流会も行う予定です。
[日時] 10月28日（月）14:00～16:00
[講師] 東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床試験管理センター 消化器内科長 堀
正和 先生
[定員] 70名 参加無料 （※要事前予約、先着順）
※市内の方を優先させていただきます
[場所] 金沢区役所 3階1号会議室（金沢区泥亀2-9-1）
（京浜急行線金沢八景駅・金沢文庫駅/シーサイドライン金沢八景駅から徒歩12分、
京浜バス「町屋」から徒歩3分、横浜市営バス/京急バス「金沢区役所総合庁舎前」下車す

ぐ
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/annai/3-1.html
[受付期間] 受付中
[申込方法] 氏名、電話番号、参加希望人数、住所を電話でお知らせください。
[問合せ・申込先] 金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：平田、関口
TEL：045-788-7776
■【緑・10/28】皮膚筋炎・多発性筋炎講演会
[内容] 病気の理解と治療方法、日常生活の過ごし方について
[日時] 10月28日（月）13:30～16:00
[講師] 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 井畑 淳 先生
[定員] 50名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 緑区役所4階 4AB会議室（緑区寺山町118）
(JR横浜線中山駅/横浜市営地下鉄（グリーンライン）中山駅から徒歩5分)
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/midori/annai/access.html
[受付期間] 受付中
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 参加者氏名、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。
[問合せ・申込先] 緑福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当
TEL:045-930-2311 FAX:045-930-2310
■【港北・10/29】シェーグレン症候群講演会
[内容] 病気の理解と最新の治療、日常生活の過ごし方
[日時] 10月29日（火）14:00～16:00
[講師] 聖マリアンナ医科大学病院 リウマチ・膠原病アレルギー内科副部長 永渕 裕
子 先生
[定員] 40名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 港北公会堂 1号会議室（港北区大豆戸町26-1）
（東急東横線大倉山駅から徒歩8分)
[地図]
https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/madoguchi-shisetsu/kuyakusho/access/timet
able.html
[受付期間] 受付中
[申込締切] 定員に達し次第締切
[申込方法] 参加者氏名（患者本人・家族）、居住区、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] 港北福祉保健センター高齢・障害支援課 保健師
TEL:045-540-2218 FAX:045-540-2396
■【瀬谷・11/6】重症筋無力症講演会
[内容] 病気の理解と治療について
[日時] 11月6日（水）14:00～16:00
[講師] 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神経内科 岸田 日帯 先生
[定員] 40名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 瀬谷区役所5階大会議室（瀬谷区二ツ橋町190）
(相鉄線三ツ境駅から徒歩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・11/9】特発性間質性肺炎講演会
[内容] 特発性間質性肺炎の患者、家族を対象とした医療講演会と交流会を開催します。
[日時] 11月9日（土）9:30～12:00
[講師] 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 呼吸器内科 駒瀬 裕子 先生
神奈川もみじ会

[定員] 40名 参加無料（※要事前予約、先着順〉
[場所] 青葉区役所 4階401～403会議室（青葉区市ケ尾町31番地4）
(東急電鉄田園都市線市が尾駅から徒歩8分)
[地図] http://archive.city.yokohama.lg.jp/aoba/60kuyakusho/#1
[申込方法] 氏名、電話番号、住所を電話またはFAXでお知らせください。
[受付期間] 受付中
[問合せ・申込先] 青葉福祉保健センター高齢・障害支援課
難病支援担当
TEL：045-978-2451 FAX：045-978-2427
■【戸塚・11/13】リウマチに関する交流会・講演会（※講師が変更になりました。）
[内容] 「関節リウマチ治療と変形した手指・足趾の対策」をテーマに講演会を開催しま
す。
専門医に分かりやすくお話しいただきます。ご家族の方だけでも参加できます。
[日時] 11月13日（水）14:00～15:00（開始から30分は交流会を行います)
[講師] 医療法人社団 皆吉会 プライムコーストみなとみらいクリニック 院長 野本
聡 先生
[定員] 50名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] バンブーガーデン オセアンひろば（戸塚区戸塚町116-38 戸塚ガーデンプラザ3
階）
(JR東海道線・JR横須賀線・JR湘南新宿ライン・横浜市営地下鉄戸塚駅（西口）か
ら徒歩2分)
[地図] http://ocean-hiroba.com/access/
[受付期間] 受付中
[申込方法] 氏名、電話番号、住所を電話にてお知らせください。
[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 難病担当
TEL:045-866-8451 FAX:045-881-1755
■【旭・11/24】潰瘍性大腸炎講演会
[内容] 潰瘍性大腸炎と上手につきあおう！～基本治療から最新治療、日常生活の留意点
まで～
[日時] 11月24日（日）14:00～16:00
[講師] 横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患（IBD）センター 国崎
玲子 先生
[定員] 400名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 旭公会堂（旭区総合庁舎4階・旭区鶴ケ峰1-4-12）
(相鉄線鶴ケ峰駅から徒歩7分)
[地図] http://yokohama-asahi-koukaido.jp/
[受付期間] 受付中
[申込方法] インターネットまたは電話にてお申込みください。
[問合せ・申込先] 横浜市立大学地域貢献センター（横浜市立大学エクステンション講
座）
TEL:045-787-8930（受付は月～金（祝祭日を除く）9:30～16:30）
[関連HP] https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/med/20191124med.html
※横浜市旭区役所、横浜市政策局、横浜市立大学の共催事業です。
■【鶴見・11/28】進行性核上性麻痺講演会・交流会
[内容] ①講演会『進行性核上性麻痺～病気の理解と治療、療養生活について』
②講演会『在宅リハビリテーション事業の利用等について』
③交流会
[日時] 11月28日（木）14:00～16:00
[講師] ①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
②横浜市総合リハビリテーションセンター 地域支援課
③PSPのぞみの会
[定員] 20名 参加無料（※要事前予約、先着順）
※市内の方を優先させていただきます
[場所] 鶴見区役所 1階 健診会場（予防接種室）（鶴見区鶴見中央3-20-1）
（JR鶴見駅（東口）から徒歩9分、京急鶴見駅から徒歩7分）

[地図] URL http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/guide/office/address.html
[受付期間] 10月29日（火）から受付開始
[申込方法] 参加者氏名(患者本人・家族)、居住区名、電話番号、交流会参加の有無を、
電話またはFAXにてお知らせください。
[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
■【中・12/4】特発性拡張型心筋症・拘束型心筋症・肥大型心筋症講演会
[内容] 医師による病気の理解と日常生活の過ごし方についての講演会
[日時] 12月4日（水）13：30～15：30
[講師] 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 岩橋 徳明 先生
[定員] 60名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 中区役所 本館 7階会議室（中区日本大通35）
(JR京浜東北線関内駅（南口）/市営地下鉄関内駅（1番出口）から徒歩7分、みな
とみらい線日本大通り駅（3番出口）から徒歩4分)
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/naka/annai/wardoffice.html
[受付期間] 11月18日（月）午前9時から受付開始
[申込方法] 疾患名、参加者氏名、居住区、電話番号を、電話またはFAXにてお知らせくだ
さい。
[問合せ・申込先] 中福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：森福
TEL:045-224-8347
FAX:045-224-8159
■【西・12/11】「網膜色素変性症」講演会
[内容] 専門医による講演、患者会紹介、福祉機器展示
[日時] 12月11日（水）10:00～12:15 前後30分間福祉機器の展示を実施します。
[講師] 医療法人社団蒼風会 追浜駅前眼科副院長 横浜市立大学附属病院眼科非常勤講
師 翁長 正樹 先生
[定員] 50名 参加無料 （※要事前予約、先着順）
[場所] 西区役所3階AB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から徒歩10分）
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/annai/annai.html
[受付期間] 11月18日（月）から受付開始
[申込方法] 氏名、電話番号、下記申込先まで電話またはFAXでお申込みください。
[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：柴田
TEL：045-320-8417 FAX：045-290-3422
■【保土ケ谷・2/5】原発性胆汁性胆管炎講演会
[内容] 原発性胆汁性胆管炎の基本的な疾患の理解と治療法、日常生活の注意点につい
て、わかりやすくご説明します。
[日時] 2月5日（水）14:00～16:00
[講師] 横浜市立大学附属市民総合医療センター 中馬 誠 先生
[定員] 60名 参加無料 （※要事前予約、先着順)
[場所] 保土ケ谷区役所（保土ケ谷区川辺町2-9）
(相鉄線星川駅から徒歩2分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/access/#access
[申込方法] 氏名、住所、電話番号、参加人数を下記申込先まで電話またはFAXでお申込み
ください。
[受付期間] 12月16日（月）から受付開始
[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 担当：榎・酒井
TEL：045-334-6325 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 □
─────────────────────────────────
■【都筑・11/5】都筑区膠原病交流会
[内容]①リラックス法
ツボ押しやアロマセラピーを活用したセルフケアの方法

②交流会
11月5日（火）13:00～15:00
治療室シーズ 鍼灸マッサージ師 河内 香久子氏
都筑区及び近隣区にお住いの膠原病患者さんとご家族
先着20名 参加無料（※要事前予約）
都筑区役所 6階大会議室（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（出口1）から
徒歩約6分)
[地図] http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kyoutsu/kyoutsu/1chyousya.html
[受付期間] 10月15日（火）から受付開始
[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（
平日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:045-948-2307 FAX:045-948-2490
[日時]
[講師]
[対象]
[定員]
[場所]

■【南・11/6】難病患者さんのための防災交流会（2回シリーズ・第2回）※第1回は9/2(
月)に終了しました。
[内容] 避難所での支援経験がある栄養士による『災害時の食事や栄養』についての講話
[日時] 11月6日（水）14:00～16:00
[講師] 栄養ケア・ステーション白朋苑 管理栄養士 山田 恵子 氏
[対象] 全ての難病患者・家族の方
[定員] 各回ともに60名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[場所] 南区役所 1階多目的ホール（南区浦舟町2-33）
（横浜市営地下鉄阪東橋駅（1B出口）から徒歩約8分、京浜急行黄金町駅から徒歩
約14分）
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/annai/kuyakusyo-annai.html
[受付期間] 受付中
[申込方法] 氏名、住所、連絡先、疾患名、参加人数を下記申し込み先まで電話またはFAX
でお知らせください。
[問い合わせ・申込先] 南福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当(難病担
当)
TEL:045-341-1140 FAX:045-341-1144
■【旭・11/7】神経系難病交流会「あした会」
[内容] 神経系難病に関する情報交換・交流
[日時] 11月7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）
(相鉄線鶴ケ峰駅から徒歩7分)
[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、氏名、生年月日、疾患名、郵便番号、住所、電話番
号、病状の経過などを電話またはFAXで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
■【旭・11/21】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
[日時] 11月21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)
(相鉄線鶴ケ峰駅から徒歩7分)
[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、氏名、生年月日、疾患名、郵便番号、住所、電話番
号、病状の経過などを電話またはFAXで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
──────────────────────────
□ その他・・・お問合せは記載の問合せ先へ □

──────────────────────────
■【神奈川・11/24】難病体験発表会・交流会
[内容] 神奈川難病連加盟団体会員が自分の病気をどうやって受け入れたか体験談を語っ
てもらい、その後患者同士の交流会を開催します。
[日時] 11月24日（日）13:00～16:00
[定員] 20名 参加無料（※要事前予約）
[会場] かながわ県民センター 710号室（神奈川区鶴屋町2-24-2）
（JR・私鉄横浜駅（西口・きた西口）から徒歩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
■【神奈川・12/5】筋ジストロフィー講演会
[内容] 筋ジストロフィーの今、そして未来予測～病態・治療と日常生活の工夫につい
て～
[日時] 12月5日（木）14:00～16:00
[講師] 独立行政法人国立病院機構 箱根病院 神経筋・難病医療センター 院長 小森
哲夫 先生
[対象] 筋ジストロフィーの患者さんとご家族、支援者等
[定員] 30名 参加無料（※要事前予約、先着順）
[会場] 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 第6安田ビル3
階)
（JR・私鉄横浜駅（西口・きた西口）から徒歩8分）
[地図] https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/4/
[申込方法] 氏名、電話番号を電話またはFAXにて事前にお知らせください。(※今後講演
会情報の提供をご希望される方は、住所も合わせてお知らせください。)
また、支援者の方は参加者の所属名及び職種もお知らせください。
[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
○●○

次回は２０１９年１１月１４日（木）の発行を予定しています

○●○
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