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神戸市難病相談支援センター（神戸大学医学部附属病院内） 

〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-2 TEL:078-382-6600 

FAX：078-382-6601 E-mail:knanbyo@med.kobe-u.ac.jp  
 

■ 新センター長のご挨拶 

 

     神戸大学医学部附属病院 患者支援センター・神戸市難病相談支援センター 

センター長 寺師浩人 

 2021 年 2 月に神戸市難病相談支援センター長を拝命いたしました寺師浩人（てらしひろと）と

申します。宜しくお願い申し上げます。私自身が初めて関与する部門ですので、勉強していかな

ければならない立場にいます。 

同センターは、神戸大学医学部附属病院が神戸市より委託事業を受け、          

2019 年 10 月 1 日に患者支援センター内に設置されました。 

現在、その中の総合相談部門内に、呼吸ケアを得意とする難病看護師 

1 人と医療ソーシャルワーカー1 人が配属されています。様々な「指定難病」 

に悩む患者さんとご家族の医療や療養生活に関する相談（電話相談と対面 

相談）のみならず、就労等の相談も行っています。  

病院正面玄関入ってすぐ左手にある総合相談窓口内に常勤していますの 

で、何かございましたらお気軽に声をかけていただきたいと存じます。 

 

 2020 年 4 月～2021 年 3 月実績報告 
 

＜相談件数＞ 

  新規 継続 合計 

電話 251  100  351  

対面 186  93  279  

合計 437  193  630  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市難病相談支援センター ニューズレター 
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筋ジストロフィー

全身性エリテマトーデス

皮膚筋炎/多発性筋炎

潰瘍性大腸炎

脊髄小脳変性症

シェーグレン症候群

多発性硬化症/視神経脊髄炎

クローン病

パーキンソン病

筋萎縮側索硬化症

＜疾患別相談件数（上位10疾病）＞



 

  

医療相談 

神戸大学医学部附属病院の 

専門医師が個別の相談に応じ

ます。詳しくはお問い合わせくだ

さい。 

 神戸市難病相談支援センターの紹介 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 兵庫県立総合リハビリテーションセンター 

福祉用具展示ホールの紹介  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

相談室の利用方法 
 相談方法：電話相談 /対面相談 

 相 談 員：医療ソーシャルワーカー・看護師 

 相談日時：9時～12 時、13 時～16 時 30 分 

(土・日・祝祭日・年末年始除く) 

 電話番号：078-382-6600              

     就労相談 

ハローワークの難病患者就職

サ ポ ー タ ー が 就 労 に 関 す る  

悩み・疑問にお答えします。 

 

福祉用具展示ホールは、ベッド・車いす・杖･靴など約 700 点の福祉用具・介護ロボット・意思

伝達装置を展示しています。 高齢者や障害者、介助される方に対し、用具や住宅改修に関する

情報提供、相談支援も行っています。 また、研修やセミナーを実施して、選び方や使い方の技術

を学んでいただく場を提供しています。 

 

【ご利用案内】 

開館日：月～金曜日（祝日及び 12/29～1/3 をのぞく） 

開館時間：9：00～17：00 

電話：078‐927‐2727（内線 3736） 

＊ご来館時はマスクの着用をお願いします 

【交通アクセス】 

JR 神戸線明石・山陽電車山陽明石駅から

約４㎞ 

・タクシー（約 15 分） 

・神姫バス（約 15 分） 

14 番乗場「県立リハビリセンター」下車 

3 番乗場「玉津曙」下車徒歩 5分 

JR 神戸線西明石駅から約２ｋｍ 

・タクシー（約 10 分） 



 

  

 難病のスペシャリスト紹介 
 

神戸大学 未疾患診断イニシアチブ（IRUD）のご紹介 
はじめまして。神戸大学小児科/遺伝子診療部の粟野宏之と申します。今回、当院にお

ける未疾患診断イニシアチブ（IRUD）についてご紹介いたします。 

未疾患診断イニシアチブの英語表記は Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases

であり、IRUD と略されます。これは、日本医療研究開発機構（AMED）が研究班と一緒に

進める全国的なプロジェクトです。何らかの遺伝子の異常が疑われながら通常の診療の

なかで診断に至ることが難しい患者さんについて、遺伝子の情報（全エクソン解析、全

ゲノム解析）と臨床情報を突合し、診断を確定することを目的としています。また新し

い疾患の発見や病態解明、さらに治療法の開発にも取り組んでいます。 

 神戸大学は兵庫県唯一の IRUD 地域拠点病院です。神戸大学医学部附属病院の小児科ま

たは遺伝子診療部が窓口となり、なんらかの遺伝性疾患が疑われるが診断がついていな

い患者さんの紹介を受け入れています。神戸大学 IRUD では、希少疾患や難病診療におけ

る専門医の診察ののち、既知の遺伝性疾患が疑われた場合、まずは神戸大学内で解析を

行うことで、診断までの時間を短縮するように努めています。原因が判明しない場合

は、IRUD 解析センター（慶應義塾大学など）と協力して検査を進めます。兵庫県立こど

も病院と連携しているため、小児から成人の幅広い年齢の患者さんの相談が可能です。

遺伝にまつわる不安や悩み、正確な情報提供について臨床遺伝専門医、認定遺伝カウン

セラーによる遺伝カウンセリングをうけることもできます。 

これをご覧になっている先生方で、お困りの症例がありましたら、患者さんを神戸大

学医学部附属病院の小児科/遺伝子診療部、または兵庫県立こども病院の臨床遺伝科へご

紹介ください。いずれも小児患者さん、成人患者さんの紹介を受け入れています。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  

神戸大学医学部附属病院 

小児科 准教授 兼 遺伝子診療部 副部長 

粟野宏之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省からの通達を受け、神戸市では、 

   現在の受給者証の有効期間の終期を 

  令和 3年 10 月 31 日から令和 4年 1月 31 日まで延長します。 
 

終期を令和 4年 1月 31 日までに延長した受給者証は発行されませんが、各医療機関

では読み替えで使用できます。また、更新申請受付は令和 3年 6月 7日（月）から 

8 月 13 日（金）となります。（※令和 4年 1月 31 日（月）まで受付可能）新しい 

受給者証の発送は令和 4年 2月 1日以降になる場合があります。 

 



 

  

アクセス 
お車の場合〉 ・大阪方面から 

                        阪神高速３号神戸線「京橋出口」で下車、    

                        国道２号線を西向直進し、東川崎交差点  

                        で右折、国道 428 号線（有馬街道）を 

                        北向直進 

                       ・姫路・明石方面から 

                      阪神高速３号神戸線柳原出口で下車、 

                        国道２号線を東向直進し、東川崎交差点  

                        で左折、国道 428 号線（有馬街道）を 

                        北向直進 

〈電車の場合〉  ・JR「神戸」駅下車 徒歩約 15 分 

                       ・神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車 

                        徒歩約 15 分 

                       ・神戸市営地下鉄「大倉山」駅下車 

                       徒歩約５分 

〈バスの場合〉  ・JR「神戸」駅前より神戸市バス９系統、 

                        110 系統もしくは 112 系統に乗車 

                        約５分 「大学病院前」バス停下車 

 

 2020 年度 活動報告 
 

 12 月 19 日 兵庫県・神戸市・県難病相談センターとの連絡会開催 

 2 月 1 日   「神戸市難病相談支援センター」ホームページ開設 

 3 月 1 日   講演会開催（Zoom でのオンライン配信） 

テーマ： 「難病と認知症」       

「物忘れだけが認知症じゃない  ～これって症状ですか？～」 

        講師：上田 健博 先生   神戸大学大学院医学研究科 脳神経内科 特命講師 

 「難病をもつ認知症の人へのケア」 

    講師：山田 美洋 先生   神戸大学医学部附属病院 認知症看護認定看護師  

 

参加していただいた方の声 （アンケートより） 

・上田先生からは基礎的なことと現在わかりうる疾患の症状や内容など、山田先生にはケアの具体

的な内容など教えていただけた．  

・精神疾患と認知症や難病と認知症を伴う疾患は今後高齢者が益々増えることにより多くなってくる

のだろうと思う．この講義内容をこれからの仕事に生かしたい． 

・認知症の原因、ケア時の留意点等、分かりやすかった．     

          

 

 

 2021 年度 活動予定 
 

 講演会 

日時：2021 年 9 月 10 日（金）13：30～15：00 

場所：WEB 配信（Zoom） 

テーマ：「難病と新型コロナウイルス感染症」 

講師：「膠原病とコロナウイルス感染症」 膠原病リウマチ内科 西村 啓佑先生 

 

 難病患者さん達が病気や療養生活について話合うことができる交流の場として、神戸大学病院内

での患者サロン開催を計画しております。 

 

詳細が決定しましたら神戸市難病相談支援センターホームページにてお知らせします。 

神戸市難病相談支援センター 
【住所】〒650-0017 

神戸市中央区楠町 7-5-2 

神戸大学医学部附属病院内 

【電話】078-382-6600（直通） 

【Fax】078-382-6601 

北は青森、南は熊本から約 120 名の

方々にご参加いただきました。今後も

支援者の輪を広げていけるよう、講演

会を企画・運営していきます。 


