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医療相談のお知らせ

完全予約制
無料相談
事前にご連
絡ください

開催月 対 象 疾 患 主 な 疾 患

202１年
12月

免疫系疾患 全身性エリテマトーデス 皮膚筋炎/多発性筋炎

骨・関節系疾患 後縦靭帯骨化症 特発性大腿骨頭壊死症

2022年
1月

血液系疾患 再生不良性貧血 特発性血小板減少性紫斑病

呼吸器系疾患 サルコイドーシス 特発性間質性肺炎

２月
神経・筋疾患 パーキンソン病 脊髄小脳変性症

消化器系疾患
（難治性炎症性腸管障害・肝・膵）

潰瘍性大腸炎 クローン病 原発性胆汁性胆管炎
自己免疫性肝炎

３月 骨・関節系疾患 後縦靭帯骨化症 特発性大腿骨頭壊死症

新型コロナウイルスの影響により医療相談は従来の対面によ
る相談から、外出せずにできる電話での医療相談になります。

※感染状況により従来の方法になる際はお知らせいたします。

【医療相談について】
難病の患者さんやご家族の方々が安心して療養生活が送れるように、医療に関する悩みや
不安などについて、専門の医師が個別の相談をお受けしています。

【電話での医療相談になって】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまで対面で行っていた医療相談を電話によ
る相談に変更しています。
医療相談について、皆様からいただいたご意見を紹介します。
【患者さんの声】
・移動せずに自宅にいながら相談が受けられて負担なく受けることができた。
・25分間あったので、聞きたいことを十分に聞くことができた。先生も詳しく丁寧に説
明してくれたので自分の病気でわからなかった部分が聞けて安心した。とても良い時間
だった。
【その他】
ご家族（他県に住んでいる息子さんより）
・電話だけではなくオンラインでも実施されれば、他県の家族も参加できるので、3拠点
（患者、息子さん、先生）での相談ができてよいと思った。
医療相談を担当した医師より
・電話での医療相談でもとくに問題はなかったが、疾患によっては患者さんの表情を見な
がらの相談も良い場合もあるので、オンラインでの実施もできると良いのではないか。

☆実施方法について、オンラインでの実施を希望する声を多くいただきました。
いただいたご意見を踏まえ、オンラインを活用した医療相談の実施に向けて検討を進め
て参ります。



疾患グループ別交流会のお知らせ

疾患系統 開 催 日 主 な 疾 患

神経・筋 ２０２２年 ２月８日（火） パーキンソン病、脊髄小脳変性症、重症筋無力症

消化器系 ２０２2年 2月24日（木） 潰瘍性大腸炎、クローン病、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎

免疫系（膠原病） ２０２２年 ３月８日（火） 全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎/多発性筋炎、ベーチェット病

骨・関節系 ２０２２年 ４月12日（火） 後縦靭帯骨化症、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症

皮膚・結合組織 ２０２２年 ４月27日（水） 全身性強皮症、天疱瘡、混合性結合組織病

呼吸器系

２０２２年 5月１０日（火）

サルコイドーシス、特発性間質性肺炎

代謝系 全身性アミロイドーシス、ミトコンドリア病

染色体、遺伝子 オスラー病、コフィン・シリス症候群、プラダ―・ウィリー症候群

血液系
２０２１年
２０２２年

１２月１４日（火）
６月１４日（火）

再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病

内分泌系 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症、下垂体前葉機能低下症

循環器（心臓・血液
系） ２０２１年

２０２２年
１２月２２日（水）
６月２２日（水）

特発性拡張型心筋症、肥大型心筋症

腎・泌尿器系 一次性ネフローゼ症候群、IgA腎症

視覚系

２０２２年
１月１１日（火）
７月１２日（火）

網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー

聴覚・平衡機能系 鰓耳腎症候群

耳鼻科 若年発症型両側性感音難聴、遅発性内リンパ水腫

ピア・サポーターによるオンライン疾患グループ別交流会について
新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見合わせておりました、「疾患グループ疾患別交
流会」を令和３年（2021）６月よりZOOMを使用してオンラインで再開いたしました。

１オンライン参加にはパソコン、タブレット、スマートフォンが必要です。また、メールを使っ
てご案内等を差し上げておりますので、メールを使用している方に限られます。

２参加希望される方は、下記メールアドレスへ開催日の1４日前までにメールでご連絡ください。
・メール送付先 kouryu@tochinanren.sakura.ne.jp

・メールタイトル欄に「患者交流会参加」とご記入ください。
・メール本文に以下の項目を記載してください。

⑴参加者氏名あるいはニックネーム
⑵患者、家族、支援者等の区分
⑶参加希望日
⑷当日連絡可能な電話番号

３参加申込を送付いただいたメールアドレス宛に招待状と「Zoomミーティングへの参加の仕
方」を送ります。（個人のメールアドレスが他の方にわからないようご連絡します）
４当日、「Zoomミーティングへの参加の仕方」に従って参加してください。

※Zoomミーティングに参加するには前もってZoomをインストールする必要があります。インス
トール方法は「Zoomミーティングへの参加の仕方」に掲載されています。

QRコードからお申込みください



就労相談
毎月第４月曜日

相談事業
電話・面談

医療相談
専門医による個別相談

サロン
難病患者やご家族のつどい

図書の貸出
DVDやCDの貸出

ピア・サポーター
による相談

疾患グループ別交流会や患者会の紹介

日常生活用具の貸出

とちぎ難病相談支
援センターの活動

➀相談者件数 ②相談項目別延件数
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相談項目別延件数

医療 ３２０件 疾病管理 ９１件
生活 ２３９件 支援方法 ３２件
センター事業紹介 ２１２件 患者交流 ９件
療養環境 ９６件 その他 ５件

総計 １００４ 件

とちぎ難病相談支援センターの事業

令和２（２０２０）年度とちぎ難病相談支援事業実績

本人 家族 その他 総数

電話相談 ２９８ ９２ ３７ ４２７件

面接相談 ６０ １２ ８ ８０件

メール ４ ０ ０ ４件

医療相談 ２７ ６ ０ ３３件

相談件数 ３８９ １１０ ４５ ５４４件



【相談事業】
１．一般相談
☆療養相談 ☆経済や日常生活 ☆患者会
☆就労・その他
〈相談受付時間〉

電話、面接などで相談をお受けします。
月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

２．医療相談
☆治療内容について専門医が２５分間、個別に
相談をお受けします。（予約制）

【サロン】
難病患者さん同士が集い、情報交換をしません
か？
難病相談支援センターでは、サロン（交流の場）
を開催し、難病患者の交流を図っています。
※疾患を問わず、どなたでもご参加できます。
※令和３年11月からZOOMを使用したオンライ
ンで開催しています。

〈開催日〉 基本は奇数月の24日
令和３(202１)年

１１月２４日（水）
令和４(202２)年

１月２４日（月） ３月２４日（木）
５月２４日（火） ７月２５日（月）
９月２６日（月） １１月２４日（木）

〈開催時間〉 １０：００～１２：００

ピア・サポーターによる相談

ピア・サポーターとは「難病の患者さんやご家族と同じ
当事者の立場で共に考える仲間」です。

ピア・サポーターの紹介
＜月・金曜日＞ 視覚系疾患
＜火曜日＞ 免疫系疾患
＜水曜日＞ 血液系疾患・消化器系疾患

（2名交代制）
＜木曜日＞ 免疫系疾患

※皆さんピア・サポーター歴６年目のベテランです！！
それぞれご自身の経験をもとに患者さんの立場を考え

て、少しでも難病の方々の力になれるように体調と相談
しながら来てくださっています。安心して頼れる方ばか
りです。

【ピア（仲間）交流会】
同じような疾患を持つ患者さん同士の『疾患グ
ループ別交流会』を開催してます。
＜開催日＞ 第２火曜日と第４水曜日
※支援員主催のサロンがある奇数月には、

交流会は第２火曜日のみになります。
＜開催場所＞とちぎ難病相談支援センター内

交流スペース
＜開催時間＞１０：３０～１２：００

患者同士で同じ悩みを分かち合い、共感の中で前に
向かって歩み出す気概と生きる喜びを見出し、問題
の解決に向かって皆で知恵を出し合いましょう！話
しやすい雰囲気作りのためにピア・サポーターが同
席します。

メンバー写真

難病相談支援センターの活動内容

とちぎ難病相談支援センター
メンバーの写真です。
支援員2名、ピア・サポーター
5名で運営しております。
秘密は守ります。匿名でも構
いません。お困りの際、1人で
悩まずにご相談ください。
少しでも気持ちが楽なれるよ
うお役に立てることができた
ら嬉しく思います。



【よくある質問】

Ｑ：いつになっても診断名がつかないのはなぜでしょうか？

Ａ：難病は希少な病気で、検査などもあり、診断基準が明確に示せないものもあり診断する

までに時間がかかります。

Ｑ：診断がついたが次はどうしたらよいのでしょうか？

Ａ：お住まいの近くの保健所にお問合わせし、指定難病医療費助成の申請をしてください。

Ｑ：指定難病医療費助成の申請をしましたが、受給者証交付まで3ヵ月くらい

かかると言われた。この間にかかった医療費はどうなりますか？

Ａ：指定難病医療費助成の申請が認定されると申請日から指定難病医療費が助成されます。

申請日から受給者証交付までにかかった指定難病医療費は後日、指定難病医療費の償還
払いの申請を行うことで、指定難病医療費の還付が受けられます。

Ｑ：働きたいがどうしたらよいでしょうか？

Ａ：ハローワークに難病の知識を持つ専門スタッフである難病患者就職サポーターが難病の

の就労支援や難病を持つ社員の雇用管理に関する相談をしているのでお問い合わせくださ

い。ご相談は難病相談支援センターに来所、又はお住まいの近くのハローワークでも受け

られます。

患者会のリーフレットや難病情報資料として患者会や
医療・福祉サービス等が置いてあります。
◎貸出可能

①書籍・雑誌
（蔵書リストがありますのでお問い合わせください）

②DVD・CD
③福祉用具（福祉用具リスト・説明書等もありますので

お問い合わせください）
◎他県の会報誌なども貸出は出来ませんが、

閲覧は可能です。

※貸出期間は2週間です。

栃木県HPの難病相談支援センターのQRコードです。
蔵書リストを掲載しています。当センターで貸出を行っており
ますので気になる書籍がありましたらお気軽にご相談ください。

日常生活用具の展示・貸出
図書の貸し出し

日常福祉用具

書籍・雑誌



【会場】 とちぎ難病相談支援センター
【開催日】 第４月曜日 １３：００～１５：００

難病相談支援センターではハローワーク（公共職業安定所）と連携して就労相談を行っていま

す。ハローワークから毎月第４月曜日に難病患者就職サポーターが来所し、希望する難病患者に対

して、症状を踏まえたきめ細かな就労支援の他、在職中に難病を発症した場合などの雇用継続等の

総合的な支援を行っています。詳しくはハローワーク宇都宮にお問い合わせください。

◎難病であることを会社に伝えた方がいいのか？
◎難病であることを隠して働いてきたが、上手く行かずに離職してしまった。
◎難病のある社員の雇用管理。どんな配慮が必要？

※難病が原因で退職してしまう前にまずはご連絡ください。お住まいの近くの
ハローワークに出張相談も行っております。

ハローワーク宇都宮（専門援助部門）担当 涌井
TEL 028-638-0369（音声に従って45＃で繋がります）

とちぎ難病相談支援センターでは、難病患者さんが治療を受けながら地域で安心して暮らしていくた

めに、難病であることをもって区別されることのない社会の実現が重要であると考えています。しか

しながら、治療と就労を両立させることは難しく難病であるために仕事に就けない、仕事を続けられ

ない等の就労の問題（退職勧奨、配置転換、職場の人間関係の悪化、孤立）が生じているのが現状で

す。そこで、難病患者の療養生活と就労の両立に向けて、就職や就労の継続に関する情報を提供する

ため、当事者の体験談などを聞き、意見交換を行う、難病就労セミナーを開催しております。

※令和３年度就労セミナーは新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止とさせていただきまし

た。

ハローワーク出張相談（要予約）

就労セミナーについて

なんびょうサポートとちぎのつどいは、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現（ノーマライゼー

ション）に向けて、県民の方々の難病に対する理解を深めるとともに相互理解のきっかけの場にな

ることを目的とし、開催しております。

※令和３年度なんびょうサポートとちぎのつどいは新型コロナウイルス感染

拡大の影響により中止とさせていただきました。

なんびょうサポートとちぎのつどいについて

啓発リーフレット



就労体験談について

【病名：シェーグレン症候群 ３０代】
Q：難病相談支援センターを知ったきっかけは？

A：難病をかかえながらの就労をハローワークで相談しました。そこで難病患者就職サポー
ターから、とちぎ難病相談支援センターを紹介されました。

Q：今まで就労中での不安はどんなことでしたか？
A：体調が悪くても我慢して頑張って無理をしていました。頼ることは恥ずかしいことだと

思っていたので、周りに頼ることができず、伝えることもできませんでした。
Q：今回ハローワークと難病相談支援センターでのサポートを受けてみてどうでしたか？

A：職場の面談では難病患者就職サポーターが同行してくれたので心強かったです。
病気の説明など、不足する部分を補足して伝えてくれました。
病気をオープンにして仕事をすることで、今の職場では体調や症状に合わせて配慮してもら
うことができ、今は仕事が楽しいです。
センターでは病気以外のことも相談できました。ピアサポーターの方とも話ができて、病気
ならではの悩みなどについて、共感したりアドバイスをもらったり、とてもためになりまし
た。悩んでいるのは自分一人ではないんだなと思いました。

Q：今の職場では実際にどんな配慮をうけていますか？
A：受付の仕事をしているんですが、どうしても喉が渇いてしまうので、こまめな水分補給が

できるようにしてもらっています。２か月に１回、病院の受診があるので、その日はお休み
をもらえるよう配慮してもらっています。職場の方も声をかけてくれたりするので、体調が
つらい時には伝えられるようになり、以前と比べてとても働きやすくなりました。

【病名：全身性エリテマトーデス ３０代】
Q：今まで就労中での不安はどんなことでしたか？

A：以前の職場に約４年程勤務した頃に病気がわかりました。職場には病気のことを伝えて仕事
を続けていましたが、難病は症状が見えるわけではなく内部疾患がほとんどなので、症状が
あってもなかなか伝わりにくく、誤解されることや、急なシフト変更で迷惑をかけることも
あり、体調が辛くても我慢して仕事を続けていました。

Q：今回ハローワークでサポートを受けてみて（相談してみて）どうでしたか？
Ａ：病院への通院頻度や日常生活での注意点などを踏まえながら、自分の希望する仕事を一緒に

考えてくれたので、仕事と治療の両立ができるような仕事を探すことができました。

Q：今の職場では実際にどんな配慮をうけていますか？
A：就職後しばらくは、ハローワークの方も定期的にサポートしてくれました。

難病相談支援センターでは、新しい職場環境での体調に関する不安や、日常生活の悩みなど
を相談させてもらい、アドバイスを受けました。今の職場も、病気を開示して就職したので、
定期的な通院や、急な体調不良にも対応して頂いています。無理をしなくなったせいか、以
前と比べ体調も悪化することなく両立できています。

難病と診断されて、仕事と治療の両立に悩んでる方のご相談は多いです。悩んで仕事を辞めてし
まう前にまずはご相談下さい。日常生活や仕事上で注意しなければいけないことはどんなことか、
両立していくためにはどうすれば良いのかを一緒に考えていきましょう。



●各健康福祉センター及び宇都宮市保健所では、医療費助成制度の申請受付業務の他に、患者さん、ご家族
の療養生活での不安や悩みを軽減していただくために、医療相談、訪問指導及び医療講演会等、様々な支援
を行っております。詳しくは各センター等にお問い合わせください。

●県では、難病診療連携拠点病院（獨協医科大学病院、自治医科大学附属病院、国際医療福祉大学病院）等
と連携し、地域における在宅難病患者やご家族に対する療養支援を行っています。各拠点病院には、難病診
療連携コーディネーター・難病診療カウンセラーが配置され、難病患者さんの入院や医療に関するご相談に
応じています。詳しくは各難病診療連携拠点病院にお問い合わせください。

●栃木県難病団体連絡協議会加盟の患者団体（９団体）

各患者団体（９団体）では、医療相談会・医療講演会・研修会・交流会を通じて会員相互の親睦を図ると同
時に、同じ病気を持つ方の「心のささえ」になるよう活動しています。詳しくは各団体にお問い合わせくだ
さい。

お 問 い 合 わ せ お 住 ま い の 地 域 電 話 番 号

県西健康福祉センター 鹿沼市 ０２８９－６２－６２２５

県東健康福祉センター 真岡市・益子町・芳賀町・市貝町・茂木町 ０２８５－８２－３３２３

県南健康福祉センター 小山市・下野市・上三川町・野木町 ０２８５－２２－１５０９

県北健康福祉センター 大田原市・那須塩原市・那須町 ０２８７－２２－２６７９

安足健康福祉センター 足利市・佐野市 ０２８４－４１－５８９５

今市健康福祉センター 日光市 ０２８８－２１－１０６６

栃木健康福祉センター 栃木市・壬生町 ０２８２－２２－４１２１

矢板健康福祉センター 矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町 ０２８７－４４－１２９７

烏山健康福祉センター 那須烏山市・那珂川町 ０２８７－８２－２２３１

宇都宮市保健所 宇都宮市(指定難病のみ) ０２８－６２６－１１１４

宇都宮市子ども家庭課 宇都宮市（小児慢性特定疾病医療費のみ） ０２８－６３２－２２９６

難 病 診 療 連 携 拠 点 病 院 相 談 窓 口 電 話 番 号

獨協医科大学病院 地域連携・患者サポートセンター ０２８２－８７－２０５１

自治医科大学附属病院 患者サポートセンター ０２８５－５８－７１０７

国際医療福祉大学病院 医療相談室 ０２８７－３７－２２２１

団 体 名 担 当 者 連 絡 先

栃木県腎臓病患者友の会 長山 八洲稔 ０２８―６３８－４３４１

全国膠原病友の会栃木県支部 玉木 朝子 ０２８－６５６－２３８６

ベーチェット病友の会栃木県支部 福田 悟 ０２８－６２１－２７９６

全国パーキンソン病友の会栃木県支部 秋沢 勝 ０２８－６７３－４６２９

全国筋無力症友の会栃木県支部 飯島 富美子 ０２８８－２６－０６６２

栃木県ネフローゼ友の会 橋詰 たかね ０２８－６６６－０２０８

栃木県肝臓病友の会 高村 博 ０２８９－６２－２８０６

栃木県心臓病の子どもを守る会 高橋 公 ０２８－６７１－２１０８

栃木県網膜色素変性症協会 山口 幸子 ０２８２－８６－１３２６

相談等の窓口のご案内



相談

【とちぎ健康づくりセンターの正
面入り口からの順路】

《発 行》とちぎ難病相談支援センター
〒320-8503  
栃木県宇都宮市駒生町3337-1

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター １階

電話 028-623-6113 
FAX 028-623-610０

栃木県保健福祉部健康増進課

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

電話 028-623-3086

FAX 028-623-3920

とちぎ健康づくりセンター内
とちぎ難病相談支援センター

【編集後記】
新型コロナウイルス感染症により日常生活への影響がある中、いかがお過ごし

でしょうか？生活の変化や幅が狭まり、外側から内側へ、生活も気持ちも狭まる
こともあったことかと思います。様々な変化の中でお身体やお気持ちを労わって
お過ごしいただけるよう切に願っております。まだまだ先行きが不透明な状況で
はありますが、どのような状況においても難病のある方が安心して療養生活が送
れるよう相談、支援に努めて参りますので、今後とも、とちぎ難病相談支援セン
ターをよろしくお願いいたします。

カーナビをご利用の際は、電話番号ではなく住所入力（駒生町３３３７－１）でお願いします


