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第 5号 2022年 7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  
 

■  インスタグラムはじめました 
 

神戸市難病相談支援センターではホームぺージに引き続き、 
4月からインスタグラムを開設しました。 
講演会や勉強会の情報やホットな話題、日々の支援の中で 
感じたことを載せています。右の QR コードよりフォローをよろしくお願いします。 
 

 2021年 4月～2022年 3月実績報告 
 

＜相談件数＞ 

 新規 継続 合計 

来所 193 104 297 

電話 317 117 434 

その他 18 11 29 

合計 528 232 760 

＜相談内容＞                     ＜疾患別相談件数（上位 10疾病）＞ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

神戸市難病相談支援センター ニューズレター 
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■ 2021年度 活動報告 
 

 講演会 
日時： 2022年 3月 25日（金） 13：00～15：00 方法： ＷＥＢ配信（Zoom） 
テーマ： 「難病と就労」 
「障害を持つ方の社会参加とリハビリテーション」 
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 
「病気と仕事の両立について」 
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 
「難病当事者からの報告」 
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 
当日はオンラインで約 40名の難病支援者・患者の皆さま方にご参加いただきました。 
 

 2022年度 イベントのお知らせ 
 講演会 

日時： 2022年 9月 15日（木）15：00～16：30  方法： ウェブ配信（Zoom） 
テーマ： 「難病と緩和ケア」 ～ALS患者の緩和ケア～ 
講師：神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授 山口 崇 先生 
     清水メディカルクリニック 副院長/理事長 清水 政克 先生、看護師 白藤 沙織 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。 
◎かかりつけが神戸大学医学部附属病院以外の方も無料でご利用いただけます。（予約制） 
※詳細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。 
 

診療科 開催月 対象疾患 
脳神経内科 ・8月 2日（火）15：00～16：00   

・2月 7日（火）15：00～16：00 
神経疾患全般 

膠原病リウマチ内科 ・10月 18日（火）14：00～15：00 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 ・10月 7日（金）14：00～15：00 潰瘍性大腸炎 
クローン病 

呼吸器内科 ・9月 29日（木）14：00～15：00 
 ・11月 24日（木）14：00～15：00 

特発性間質性肺炎 
サルコイドーシス 



 

  

 神戸難病ケア勉強会 
～今年度より難病ケアについて相互に学びあう場として勉強会を定期的に企画していきます～ 
☆彡日時：2022年８月 2６日（金）17：30～18：15 
テーマ：「ちょっとマニアックな難病の制度」 
担当：神戸市難病相談支援センター 社会福祉士 西田 麻子さん 
 
☆彡日時：2022年 10月 21日（金）17：30～18：15 
テーマ：「難病患者さんの認知症ケアのコツ 」 
担当：認知症看護認定看護師 山田 美洋さん 
 
☆彡日時：2022年 12月 6日（火）17：30～18：15 
テーマ「安全安心な在宅人工呼吸管理」 
担当：慢性呼吸器疾患看護認定看護師 別府 聖子さん 
※詳細は神戸市難病相談支援センターホームページもしくは Instagramをご覧ください。 

■ 第 1回 難病ケア座談会を開催しました！ 
 

皆さんは「難病」患者さんの医療ケアにどのようなイメージを抱かれているでしょうか。答えとして、なんだ
か、病気もよくわかないし、ケア依存度も高いし、難しそう、大変そうだな…と聞くことが多いです。「難
病」はその定義の通り希少性であることから、医療職であっても頻繁に「難病」患者のケアに携わること
は少なく、教育機関においても「難病」に関する学習は不十分な現状にあります。半面、発病初期から
長期にわたる療養期間において、多様なニーズをもつ難病患者には、専門的かつ、きめ細やかな支援
が求められています。なんだか矛盾していますよね。ここで…。まずは自分の足元の問題から対峙してい
く必要があると考え、日々の実践の振り返りを行う場として <難病ケア座談会>なるものを企画した
次第です。どうせやるならスペシャルな会にしたいと考えておりますので、毎回、難病のケアマネジメント経
験が豊富な専門職をゲストに迎えていきたいと考えています。 

簡単には解決しない問題ばかりですが、みんなで話しあうことで悩みを共有し、また、ひとつふたつでも明
日へのケアにつながるヒントを見出せたらいいなと思っています。「これは困った、困っている」「みんなと話
し合ってみたい」と思う事例がありましたら、お気軽に当センターまでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 難病ケア座談会 報告 
開催日：2022年 5月 30日 

テーマ：『先天性神経難病患者の意思決定支援及び退院支援』 
病気の進行に伴い、医学的に気管切開術が必要と判断されたケースでの、本人・家族そして医療
者の抱える様々な問題について約 1時間議論しました！若いスタッフの熱い思い、キャリアスタッフの
重みのあるメッセージ、非常に刺激的なひと時でした。困難な問題があっても、みんなでじっくり話し合
うことの大切さに改めて気づかされました。以下に気になったフレーズをまとめています。 
・医療者の思い込みをまず外し、患者さんの力を信じてやってみる 
・意思決定する力を細やかに粘り強く観察する。毎日が意思決定の連続である 
・本人・家族と医療者の病状理解の乖離を近づけるためには看護師のかかわりが大切 

 

 



 

  

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 

   
                         
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

■神戸市難病相談支援センターのご紹介 

 

 

 

 

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：9：00～12：00 13：00～16：30 

(土・日・祝祭日・年末年始除く) 
               

 
 

 

     就労相談 

ハローワーク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。 

 

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。 

 

特定医療費（指定難病）受給者証の記載内容の変更について 

～神戸市が発行する特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方へ～ 

令和 4年 4月 1日以降は、受給者証に記載のない医療機関・薬局・訪問看護ステーションでも「難病法に基づく
指定医療機関」であれば、受給者証を使用できます。 
医療機関の追加等の変更申請は不要になります。 
※詳細は神戸市・神戸市難病相談支援センターのホームページをご覧ください。 
 


