
平成 30 年度 山梨県難病相談支援センター開催事業のご案内

＜ピア相談＞同じ病気をもつ仲間（ピアサポーター）が相談に対応します。相談は個別、内容は守秘いたします。

○特定医療費（指定難病）受給者証更新時 ピア相談 （共催：中北保健所峡北支所・峡南保健所）

開催日は下の表のとおりです。相談は、居住地の保健所の管轄に関係なく利用できますが、事前申し込みが必要

です。尚、特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続きは管轄の保健所で行って下さい。

○ピア相談会

疾 患 日時・場所 申込・問合せ

全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎

ベーチェット病、潰瘍性大腸炎、クローン病

パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、

後縦靭帯骨化症、網膜色素変性症

(予定)

１０月２８日(日)１０：００～１２：００

リバース和戸館 体育室

山梨県難病相談支援センター

TEL 0552-223-3241

開催日以外でもピア相談は随時受付けておりますのでご相談ください。

＜医療相談＞ 相談は事前に申し込みが必要です。同じ会場内で各相談ができますのでご活用ください。

内容 日時・場所 備 考

難病医療相談会(個別相談)

（予定）

10月 28日(日)

１３：００～１６：００

県立青少年センター

リバース和戸館 体育室

（変更する場合があります

ので、ご確認ください）

共催： 各保健福祉事務所（保健所・中北保健所峡北支所）

対象： 難病患者・家族

内容： 医師や各専門職者による医療相談

疾病（免疫系、消化器系、骨・関節系、神経・筋系等）に関する相談、

口腔ケア、リハビリテーション、食事・栄養、医療福祉制度に関する相談

※詳細は、センターホームページ、ちらし等でご案内致します。

＜研修会・講演会等＞

内 容 日時・場所 備 考

パーキンソン病

ポールウォーキング体験会

5月 19日（土）13:30～１５：３０

甲府市障害者センター

共催：全国パーキンソン病友の会山梨県支部

講師：ウォーキングライフマイスター資格者

難病ピアサポーター養成講座

６月 ９日（土）１３：３０～１６：３０

甲府市障害者センター

対象： 難病ピアサポーター

（初心者コース修了者）

講師： 山梨県傾聴ボランティア連絡協議会

代表 塩沢 一夫 先生

６月１６日（土）９：００～１２：００

遊亀公民館（甲府市総合市民会館２階）

６月２３日（土）９：００～１２：００

ぴゅあ総合小研修室１

6月 30日（土）９：００～１２：００

遊亀公民館（甲府市総合市民会館２階）

パーキンソン病研修会

「進行期パーキンソン病の新治療」

9月 8日（土）13:30～16:00

会場: 調整中

対象： パーキンソン病の患者・家族、支援者

講師： 山梨大学医学部附属病院 新藤和雅先生

障害年金学習会・個別相談会

10月 3日（水）

障害年金学習会：10:00～12:00

個別相談会：１３：００～15:00

中北保健福祉事務所会議室

対象： 難病患者・家族、支援関係者

講師： 社会保険労務士

疾 患 日 時 場 所 申込・問合せ

膠原病
7月 3日（火） ９：３０～１２：００

7月 9日（月） ９：３０～１１：３０

北巨摩合同庁舎

南巨摩合同庁舎

中北保健所（峡北支所） 0551-23-3073

峡南保健所 0556-22-8155

多発性硬化症 7月 9日（月） ９：３０～１２：００ 北巨摩合同庁舎 中北保健所(峡北支所) 0551-23-3073

パーキンソン病 7月 9日（月） １３：３０～１５：３０ 南巨摩合同庁舎 峡南保健所 0556-22-8155

網膜色素変性症 7月 １0日（火） ９：３０～１２:００ 北巨摩合同庁舎 中北保健所(峡北支所) 0551-23-3073

裏面に続く

山梨県難病相談支援センターでは、相談会、交流会、研修会・講演会等を下記の通り予定しております。

是非、ご利用下さい。



山梨県難病相談支援センター（ 設置：山梨県／運営：山梨県難病・疾病団体連絡協議会 ）

〒400-8543 山梨県甲府市太田町９－１ 中北保健・福祉事務所１階（遊亀公園向かい）

電話・ＦＡＸ： ０５５-２２３-３２４１

＜地域交流会＞ 難病の患者さんやご家族が気軽に集えるオープンな交流の場です。

内容 日時・場所 備 考

あい Ｃａｆｅ

（疾病別難病患者・家族交流会）

会場：中北保健福祉事務所２階

8月 7日（火）13:30～15:30 対象：もやもや病、重症筋無力症

9月 11日（火）13:30～15:30 対象：特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血

H31年3月7日（木） 13:30～15:30 対象：サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、クローン病

難病患者・家族交流会

「クリスマスパーティー」
１２月９日（日） 11:00～15:00

会場：桃源文化会館

共催：山梨県難病・疾病団体連絡協議会

対象：難病の患者さんやそのご家族、支援関係者どなたでも

参加できます。是非ご参加ください。

内容：ランチやアトラクションを楽しみながら同病の方や難病

の方々と交流

＜就労支援＞ ハローワーク等の支援機関と連携した就労支援を行っています。

日時・場所 日時・場所 内 容

定例難病就職セミナー
毎月第4木曜日 13:30～16:00

中北保健福祉事務所 1階

対象：ハローワークと連携した就職活動を行う人

内容：就労に向けての準備、就職活動の方法、面接準備等

講師：難病患者就職サポーター（ハローワーク甲府）

難病患者就職セミナー ・

就職個別相談会

１１月８日(木)13:00～16:00

中北保健福祉事務所会議室

就職セミナー： 働き方、就職支援体制、就職活動方法等

就職相談：支援関係機関担当者との個別相談

対応： 労働関係機関等の関係者（内容は守秘いたします）

● 難病相談支援センターでは、就労に関する相談を随時受付けておりますのでご相談ください。

《留 意 事 項》
・諸般の都合により開催事業の日時、場所、内容等を変更する場合がございますがご了承ください。

・詳細につきましては、随時、当センターホームページ（http://www.nanbyou-soudan.jp）、新聞等に掲載致します。

・希望者には個別に開催ちらしを送付しますのでセンターにご連絡ください。

・開催会場等、不明な点につきましては、センターにお気軽にお問い合わせください。

・申込・問合せ： 参加を希望される方は、事前に申し込みをお願いします。

・申込方法： 電話またはファックスでお申込みください（参加希望内容、氏名、参加人数、連絡先明記）。

・受付時間： 午前９時～午後４時（祝日、年末年始を除く月～金曜日）、ファックスはいつでも可能です。

難病相談支援センターでは、難病に関わる電話･面接相談、ピア相談を随時受付けております。（面接相談、ピア相談は要予約）

難病の患者さんやご家族の交流の場です。
午後のひと時、お茶を飲みながら、活動をしながらいろいろなことを話してみませんか。
どなたでも参加できます。お気軽にお出かけください。
活動時間は午後1時30分から3時30分です。（活動内容によって変更があります）
参加は無料です。会場、時間、活動内容が変更する場合がありますので、事前にご確認ください。

開催日 場所 内 容
４月１1 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 絵手紙・交流
５月 9 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 オリジナルバック作り・交流
６月１3 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 卓球・交流
７月１1 日 (水) 遊亀公民館調理室 お菓子づくり・交流
８月 8 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 ジェルキャンドル作り・交流
９月１2 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 デコパーズクラフト（粘土細工）・交流

１０月１0 日（水） 遊亀公民館調理室 お菓子づくり・交流
１１月 14 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 オリジナルハンドクリーム作り・交流
１２月１2 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 クリスマス小物作り・交流
H31 年 2 月 13 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 オリジナルバレンタインチョコ作り・交流

３月１3 日（水） 中北保健福祉事務所 1 階 卓球・交流

のびのびサロン（交流会）

申込・問合せ先


