2022年3月31日発行

News Letter NO. 21
難病対策センター●広島市南区霞１-２-３ 広島大学病院 臨床管理棟（旧外来棟）1F
TEL.082-２５７-５０７２ FAX.082-257-1740（平日９：００〜１７：００）
E-mail:cidc@hiroshima-u.ac.jp URL：https://cidc.hiroshima-u.ac.jp

第36回 難病医療従事者研修会
日

時

場

所

参加者
講演
1
講師

令和4年2月18日［金］18:00〜20:00
オンライン（Zoom）

100名

福山医療圏における神経難病分野別
拠点病院の実状について
『脳神経内科医から見た当院の取り組み』

佐藤 恒太 先生

［脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 医師］

『地域医療連携室看護師の難病患者への関わり』

村山 裕美 先生

［脳神経センター大田記念病院 地域医療連携室 看護師］

講演
2
講師

リウマチ性疾患の進歩と現状について
『関節リウマチ治療の進歩と現状』

平田 信太郎 先生

［広島大学病院 リウマチ・膠原病科 教授］

▲佐藤 恒太 先生 ・村山 裕美 先生
福山医療圏における神経難病分野別拠点病院の実状について
医師・看護師の立場からお話いただきました。

▲平田 信太郎 先生
リウマチ性疾患治療の進歩と現状について、最新の情報を丁寧に
ご説明いただきました。

参加者の声（アンケートより）
● 基幹病院を中心に協力病院との連携を知ることができた。症例では

● 関節リウマチの発症のメカニズムや薬の使い方・副作用など深い情報

患者、介護者全体を含めALS患者の経過がわかり大変参考になっ
た。ACPについても思いが変化していくことの再確認ができた。

● リウマチの疑いと感じることがあっても判断できる材料がわからず、
医師

● 対応困難な事例では、
前頭葉症状や精神症状があることを学び、本人

のケアはもちろん、
ご家族の方へのケアも大切だと感じました。
● 連携支援、
レスパイトに力を入れるべきと考えておられる病院がある

ことをうれしく思いました。

まで教えていただいて勉強になった。
に情報提供を的確にできないことで診断を遅くしているのではないかと
感じています。在宅で悩む人たちの支援に活かしたいと思いました。
自宅から参加できるオンライン開催はとて
● 業務後の時間になるので、
も参加しやすいです。
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難病患者とご家族のためのガイドブック

施設名（所在地）

電話
（光町二丁目1-5）

マエダハウジング東区スポーツセンター

（牛田新町一丁目8-3）

ひろしんビッグウェーブ

（牛田新町一丁目8-3）

森林公園こんちゅう館

（福田町藤ケ丸10173）

配布場所

森林公園山城展望台昇降用モノレール

（福田町藤ケ丸10173）

●各区福祉課障害福祉係
●健康推進課（広島市役所本庁舎内）

戸坂庭球場・運動広場

（戸坂新町三丁目1916）

南区スポーツセンター

（楠那町7-31）

南区スポーツセンター宇品体育館

（宇品海岸三丁目6-54）

南区スポーツセンター東雲屋内プール

（東雲三丁目16-3）

南区スポーツセンター出島屋内プール

（出島一丁目32-92）

郷土資料館

（宇品御幸二丁目6-20）

広島市では、難病患者とそのご家族が利用できる医療・福祉や相談窓口などについての
概要を掲載したガイドブックを作成しています。

南区

※難病対策センターでも配布しています。数に限り
がありますので、事前に難病対策センターへお
問合せをお願いします。

東区

心身障害者福祉センター

現代美術館

ダウンロードはこちらから
西区

検索

難病患者とご家族のためのガイドブック

※改修工事に伴い現在休館中
令和5年3月リニューアルオープン予定

（比治山公園1-1）

似島臨海少年自然の家

（似島町東大谷182）

西区スポーツセンター

（庚午南二丁目41-1）

南観音庭球場・運動広場

（観音新町二丁目90）

三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンター

（三滝本町一丁目73-20）

広島トヨペット交通公園（ゴーカート）

（大芝公園1-50）

竜王公園野球場・テニスコート・エスキーテニス場・卓球場（竜王町）

安佐南区

ガイドブックよりその他のサービスの「施設利用料の減免」をご案内します。

令和2年度（一部は平成30年度）から、広島市の所管する以下の施設において、特定医療費（指定難病）受給
者証または小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人に対する利用料金の減免が開始されています。ご利

安佐北区

難病患者を対象とした施設利用料の減免

用の際には受給者証をご提示ください。
（詳しい減免の内容については、各施設にお問合せください）

施設名（所在地）

（令和4年1月時点）

電話
（中島町1-2）

広島城

（基町21-1）

中央公園ファミリープール

（基町4-41）

5-Daysこども文化科学館

（基町5-83）

映像文化ライブラリー

（基町3-1）

青少年センター

（基町5-61）

広島翔洋テニスコート

（基町2-18）

コジマホールディングス中区スポーツセンター

（千田町三丁目8-12）

コジマホールディングス吉島屋内プール

（光南五丁目1-53）

吉島体育館

（吉島西三丁目2-11）

健康づくりセンター（健康科学館）

（千田町三丁目8-6）

江波山気象館

（江波南一丁目40-1）
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082-241-4004
082-221-7512
082-211-0063
082-222-5346
082-223-3525
082-228-0447
082-224-2191
082-241-9355
082-249-8591
082-240-5003
082-246-9100
082-231-0177

佐伯区

中区

広島平和記念資料館

安芸区

減免施設一覧

草津公園野球場

（庚午南二丁目38）

安佐南区スポーツセンター

（伴東三丁目13-16）

沼田庭球場・運動広場

（伴北四丁目3987-1）

祇園運動広場

（祇園一丁目85）

広島広域公園陸上競技場（エディオンスタジアム広島）、補助競技場、第一球技場、第二球技場（大塚西五丁目）
広島広域公園テニスコート

（大塚西五丁目2-1）

ヌマジ交通ミュージアム

（長楽寺二丁目12−2）

大和興産安佐北区スポーツセンター

（深川二丁目50-1）

安佐動物公園

（安佐町大字動物園）

高陽体育館

（深川六丁目19-15）

寺迫公園野球場・テニスコート・エスキーテニス場

（真亀一丁目9）

可部運動公園野球場・テニスコート・卓球場

（可部町大字勝木1410）

青少年野外活動センター

（安佐町大字小河内５１３５）

見張市民農園・三田市民農園・三国市民農園

（白木町大字井原）
・
（白木町大字三田）
・
（安佐町大字久地）

安芸区スポーツセンター

（中野東二丁目3-1）

瀬野川公園野球場・屋内運動場・アーチェリー場・ソフトボール場・テニスコート・卓球場・クロッケー場・ホースシューズ場・パークゴルフ場（上瀬野町）
佐伯区スポーツセンター

（楽々園六丁目1-27）

佐伯区スポーツセンター湯来体育館

（湯来町大字白砂1215-1）

湯来庭球場・運動広場

（湯来町大字和田94-20）

湯来南庭球場・運動広場

（湯来町大字白砂1215-1）

上河内庭球場・運動広場

（五日市町上河内字中山693-1）

下河内庭球場・運動広場

（五日市町下河内字垰平561）

新宮苑庭球場

（新宮苑9-1）

河内体育館

（五日市町上河内537）

佐伯運動公園テニスコート・卓球場

（五日市町大字保井田）

植物公園

（倉重三丁目495）

広島市国民宿舎湯来ロッジ

（湯来町大字多田2563番地1）

クアハウス湯の山

（湯来町大字和田443）
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082-261-2333
082-222-1860
082-222-1860
082-899-8964
082-899-8241
082-220-2044
082-251-7721
082-255-3022
082-286-6909
082-254-2891
082-253-6771
082-264-1121
082-259-2766
082-272-8211
082-293-5900
082-238-6301
082-230-0260
082-237-9880
082-272-6030
082-848-2411
082-848-2294
082-871-3368
082-848-8484
082-848-9540
082-878-6211
082-843-4999
082-838-1111
082-845-3221
082-843-1150
082-815-5181
082-835-1444
082-845-4347
082-893-1998
082-894-3210
082-924-8198
0829-40-5100
0829-40-4899
0829-40-5100
082-927-3701
082-928-8494
082-921-7478
082-924-8198
082-924-5012
082-922-3600
0829-85-0111
0829-83-1198
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こどもの医 療 講 演 会・交 流 会

第 15 回 関 係 者 の た め の 病 弱 児 セ ミ ナ ー
１月に広島市で「喘息とアレルギー」に関する研修会を開催しました。昨年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で２回とも中止としましたが、今回はオンラインで無事行うことが出来まし
た。
36組の皆様に参加いただき、大きな学びになったとのお声を沢山いただきました。
オンライン開催特有の難しさもありますが、遠方の方にも気軽に参加して頂けるなどのメリッ
トもあり、しばらくはこの形態での企画としていく予定です。

家族のつどい
家族のつどいは新型コロナウイルス感染拡大の影響で今年度７回中４回を中止としました。
感染が小康状況の時期には感染防止を徹底して行い、皆様に短時間でも楽しんでいただける
日を設けることが出 来ました。ご家 族 同 士 皆 様でまたお話できる日を本 当に待ちわびており
ます。
写真はアロマワックスサシェ、スイーツデコ、アロマキャンドルの会の際に参加者の皆様が作成
されたものです。
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