
 

  

 

 
 

 

第 4号 2022年 1月 発行 

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  

 

■ 活動をふりかえって 
 

神戸市難病相談支援センターは、関係機関の方々に支えられながら医療・福祉・生活などの療

養相談、ハローワーク難病患者就職サポーターと協働した就労支援、講演会の開催などに取り組

んで参りました。昨年は初めての難病サロン開催に向けて準備をしておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、内容や方法を再検討することになりました。今年はより多くの難病患者さ

んとそのご家族の交流の場になればと難病カフェを計画しています。新型コロナウイルス感染症の

感染状況を考慮しながらも開催できる形を工夫していきたいと思います。 

今後も地域の医療機関との連携をより深め、難病患者さんをより良い支援へつなぐことができれ

ばと思います。ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

 2021年 4月～2021年 12月実績報告 
 

＜相談件数＞ 

 新規 継続 合計 

電話 251 77 328 

対面 172 94 266 

合計 423 171 594 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

神戸市難病相談支援センター ニューズレター 
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＜相談内容＞

医療 制度 療養生活
医療費 患者会 就労相談
その他
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パーキンソン病

筋萎縮性側索硬化症

クローン病

脊髄小脳変性症

多発性硬化症／視神経脊髄炎

潰瘍性大腸炎

特発性後天性全身性無汗症

シェーグレン症候群

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

特発性間質性肺炎

＜疾患別相談件数（上位10疾病）＞

tel:078-382-6600


 

  

■ 2021年度 活動報告 
 

 講演会 
日時： 2021年 9月 15日（火） 13：30～15：00 方法： ＷＥＢ配信（Zoom） 

テーマ： 「難病と新型コロナウイルス感染症」 

講師： 「膠原病と新型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 

「神戸市難病相談支援センターにおける COVID-１９に関連した相談の実状報告」  

神戸市難病相談支援センター相談員 別府 聖子 

 医師による医療相談 
6月 17日 膠原病リウマチ内科 1名 

10月 13日 呼吸器内科 1名 

10月 19日 脳神経内科 1名  

 その他 
・11月 20～21日：第 25回日本難病看護学会・第 8回日本難病医療ネットワーク学会参加、及び

『在宅療養を望む重症呼吸不全患者の退院支援』、『難病患者における COVID-19に関する支援

の実状と課題について～神戸市難病相談支援センターにおける相談事業から考える～』発表 

・月刊 難病と在宅ケア 9月号『長期気管切開下人工呼吸管理を行う患者のカフ圧管理に関する

問題』投稿 

 2022年度 イベントのお知らせ 
 

 講演会 
日時： 2021年 3月 25日（金）13：00～15：00  方法： ＷＥＢ配信（Zoom） 

テーマ： 「難病と就労」 

講師： 神戸大学大学院医学研究科外科系講座 リハビリテーション機能回復学  

特命教授神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部 部長 酒井 良忠 先生 

講師： 兵庫労働局 職業安定部 職業対策課 雇用対策係長 宿南 渉 先生 

講師： 神戸公共職業安定所 難病患者就職サポーター 石井 真理子 先生 

講師： NPO法人 U60チャレンジド・サポーターの会 代表理事 時子山 昭仁 先生 

※詳細は別紙チラシか神戸市難病相談支援センターホームページをご覧ください。 

 

 医師による医療相談 ～神戸大学医学部附属病院の専門医が対応します～ 

◎指定難病と診断された方に限ります。 

※詳細日時は神戸市難病相談支援センターホームページをご覧ください。 

 

 難病カフェ 
未定（5～6月頃） 

疾患を問わず難病患者さんとそのご家族が交流できる会を予定しております。 

 

診療科 開催月 対象疾患 

脳神経内科 8月・2 月 神経疾患全般 

膠原病リウマチ内科 4月・10月 全身性エリテマトーデス  

皮膚筋炎/多発性筋炎  

全身性強皮症、血管炎症候群 

消化器内科 4月・10月 潰瘍性大腸炎 

クローン病 

呼吸器内科 9月・11月 特発性間質性肺炎 

サルコイドーシス 



 

  

 神戸市の在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援 
 
災害時の電源確保については、在宅人工呼吸器を装着されている方にとっては喫緊の課題です。 

神戸市としても、市としてできる支援を模索する中で、「神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源

整備事業」の整備を進め、令和２年７月より、事業を開始いたしました。 

現在、本事業の対象者のうちすでにご申請いただいている方は、約４割程度に留まっています。この

制度を利用せずに、ご準備されている方もおられるかとは思いますが、ぜひ本事業を利用いただき、災

害への備えの一つとしていただければ幸いです。 

また、神戸市では「在宅人工呼吸器装着患者支援」として、在宅で人工呼吸器を使用されている方や

ご家族、支援に関わる方が、災害に備え、また災害が発生した際に適切な対応ができるよう、「個別災

害対応マニュアル」の作成に努めています。                         



■ 在宅人工呼吸患者の災害対策 ～臨床工学技士としての取り組み～ 

1 

 

 

 

『神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業』とは 

本事業は、常時人工呼吸器を使用する在宅の身体障害者(児)及び難病患者等の方に対し、非常用

電源装置等の購入に係る費用の一部を助成するものです。 

対象となる方は、次の（１）及び（２）に該当する方です。 

（１） 神戸市の住民基本台帳に住民登録がある方 

（２） 在宅において常時、人工呼吸器（TPPV：気管切開孔を介したもの、または NPPV:鼻マスクま

たは顔マスクを介したもの）を使用している方 

 ※医療機関等に入院中の方及び障害者施設等（特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの  

高齢者施設を含みます。）に入所中の方は対象外となります。 

    ※助成基準額を設けていますが、原則用品購入費用の１割を負担していただきます。 

     また、耐用年数の経過後には、再度申請いただけます。 
～その他、制度の詳細は市ホームページをご参照ください。～ 

 

私たち「臨床工学技士」の仕事は生命維持管理装置（人工呼吸器な

ど）の操作及び保守点検であり、病院は患者さんが自宅で医療機器を

安全に使用できるよう管理する必要があります。在宅で人工呼吸器を

使用されている患者さんにとって電源は最も重要なインフラですが、大

雨や地震などの自然災害に伴い停電も発生するため、患者さんやその

ご家族は不安になられることも多いと思います。              

このような課題を解決するため、仲間と共に災害時にも在宅で人工呼

吸器を継続して使用できるシステム」を構築するため開発を続けていま

す。発災直後から非常時のシステムを運用するには平時に活用してい

るものを使用する必要がありますので「電動自転車用バッテリー」に着

目しました。装置の開発だけでなく、今後はスマートフォンアプリを用い

てバッテリーを集め、配達し、返却するシステムの構築も予定しておりま

す。すでに電源供給装置の原理モデルは完成し実証実験を続けていま

す。社会実装の目途がつきましたらご案内させていただきますのでご協

力いただければ幸いです。 

 

神戸大学医学部附属病院臨床工学部 

MedicalDesignLabo     加藤 博史 

 

 

 

 



 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 神戸市難病相談支援センターのご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 
【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 

 

 

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。 

 

令和 3年 11月 1日施行の指定難病（告示番号 288,334～338）が追加されました 

 家族性低βリポタンパク血症 1（ホモ接合体） 

 自己免疫性後天性凝固第因子欠乏症 

 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 

 ネフロン癆（ろう） 

 脳クレアチン欠乏症候群 

 ホモシスチン尿症 

 

 

 


