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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

2020年
８月

腎・泌尿器系疾患 ＩｇＡ腎症 一次性ネフローゼ症候群

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

９月

骨・関節系疾患 後縦靭帯骨化症 特発性大腿骨頭壊死症

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

１０月
皮膚・結合組織疾患 全身性強皮症 混合性結合組織病

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

１１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

１２月
内分泌系疾患 下垂体前葉機能低下症 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

骨・関節系疾患 後縦靭帯骨化症 特発性大腿骨頭壊死症

２０２１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。



新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえた医療費受給者証有効期間の
延長について

特定医療費（指定難病）受給者証等の有効期間が今年は延長になります。
厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得のみを目的とした医療
機関の受診を回避するため、有効期間を一年延長することとされました。栃
木県においても以下の対象者については現在お持ちの受給者証の有効期間を
1年延長とし、更新を目的とした診断書（臨床調査個人票）の取得は不要と
します。

受給証の指定医療機関の追加等に係る取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２（２０２０）年7月1日

から令和３（２０２１）年12月31日までの間に限り、受給者証に記載のな
い指定医療機関を受診した場合でも医療費助成の対象となります。ただし、
あくまでも特例措置のため、令和４（２０２２）年1月1日以降はこれまでど
おり受診の前に受給者証に指定医療機関を追加する必要がありますのでご注
意ください。

有効期間の延長措置の詳細
対象者 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方

延長期間：有効期間の満了日から1年間

難病医療費助成以外の公的サービスとして

障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、ホームヘルプ

サービス、短期入所、日常生活用具給付等などの障害福祉サービスが利用できるよ

うになりました。障害福祉サービスでは相談支援専門員によるサービス等利用計画

の作成のほか、利用者が安心してサービスが受けられるように調整し、訪問介護

（ヘルパー）による食事などの家事援助、入浴や排泄、病院などの付き添い等の支

援を行ったりしています。詳しくは各市町窓口にお問い合わせください。

特定医療費（指定難病）受給者証のお知らせ



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
使い方の説明等

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 ３１６件 疾病管理 ９３件
センター事業紹介 ２８２件 患者交流 ２件
生活 １７９件 支援方法 ５件
療養環境 １０４件 その他 ９件

総計 ９９０件

とちぎ難病相談支援センターの事業

令和元（２０１９）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 ３２１ １４０ ６６ ５２７件

面接相談 ６７ ２２ １０ ９９件

医療相談 ４１ １６ ０ ５７件

相談件数 ４２９ １７８ ７６ ６８３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３０分間個別に

相談をお受けします。（予約制）

☆栄養相談 ☆福祉サービスの利用

※疾患によっては栄養士や医療ソーシャルワーカー

に相談することができます

【サロン】
難病患者さん同士が集い、お茶を飲みながらお話
をして、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。

※広く難病のどの病名の方でもご参加できます。

〈開催日〉 基本は奇数月の24日

令和2(2020)年

7月27日（月） 9月24日（木）

11月24日（火）

令和3(2021)年

1月25日（月） 3月24日（水）

〈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 男性
＜火曜日＞ 免疫系疾患 男性
＜水曜日＞ 血液系疾患・自己免疫性肝炎

（女性2名交代制）
＜木曜日＞ 免疫系疾患 女性

※ピア・サポーター歴5年目のベテランです！！
皆さん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＞１０：００～１２：００

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
しやすい場つくりのためにピア・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：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ことに

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の医療費が助成されますので、

後日、指定難病医療費の償還払いの申請を行い、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、

閲覧はできます。

※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。日常生活
福祉用具の紹介の下に蔵書リストがあります。気になる書籍が
ありましたら、当センターで貸出を行っております。

日常生活用具の展示・貸出
図書の貸し出し

書籍・雑誌

日常福祉用具



【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。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（退職推奨、配置転換、職場の人間関係で孤立したり、悪化する）就労の問題が

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2（２０２０）年は2月1日（土）１３：３０～１５：３０にとちぎ健康の森1階の大会議室で

開催し、講師を招いて講話して頂いたり、就労体験の発表や意見交換、情報交換を行いました。

参加者は本人11名、家族3名、支援者1名の計15名が参加してます。内容は下記のとおりです。

◎講話「難病疾患と就職」

◎講話「就労支援機関の取り組みについて」

◎就労体験発表 2名

◎意見交換と情報交換

◎まとめ

※次回の就労セミナーについてですが、新型コロナウイルスの影響により、開催が中止になること

もありますので、栃木県ホームページまたは、とちぎ難病相談支援センターまでご確認ください。

ハローワーク出張相談（要予約）

就労セミナーについて

写真

意見交換の場面



【開催日時】令和元（２０１９）年9月7日（土）9：３０～１５：３０
【開催場所】とちぎ健康の森
【参加者数】１２４名
【内容】◎相談会（医療相談：神経・筋疾患、骨・関節系疾患）8名

◎生活・福祉相談 1名 ◎就労相談 2名
◎講演会 ◎難病患者団体情報展示・相談
◎コンサート ◎日常生活用具・図書等の展示
◎患者・家族交流会 ◎参加者にアンケートを実施

新型コロナウイルス感染症の影響により、9月に予定しておりました、なんびょう
サポートのつどいは中止させていただきます。今後、県民の方々の難病に対する理
解を深めるため、日頃難病に関わることの少ない方々に難病をわかりやすく伝える
ことができるよう計画して参りたいと思います。

なんびょうサポートとちぎのつどいのお知らせ

第１６回なんびょうサポートとちぎのつどいのご報告

講演会
【テーマ】
「去年より今年の方がしあわせ～
あ！難病のこと忘れてた！～」

【講師】ピアニスト 長島佑季 氏
個人事業主 船山純一郎 氏

※長島氏と船山氏はご夫婦です。

疾患グループ別交流会

対象疾患グループに分かれて、難
病で療養中の患者及び家族の交流の
場づくりを目的に行われました。
栃木県難病団体連絡協議会ボラン
ティア、JCHOうつのみや病院ボラ
ンティア、健康福祉センター職員、
拠点病院スタッフが参加し交流の場
とさせていただきました。

コンサート
「森のハープ弾き」

【出演者】 阿久津瞳 氏

アイリッシュハープの演奏のほか、ご

自身が国産の材料を使用して作成され

た小さなハープによる演奏もありまし

た。

目的

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）に理解を向けて、関
係者はもとより県民の方々の
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。

【アンケート】
参加していただいた皆様にアンケートを記入していただいてます。一部紹介させていただきます。
◎BGMがあり、トークもリラックスして共感できる雰囲気でした。
◎このような交流会を増やしてほしい。 ◎話しやすい雰囲気で楽しかった。
◎もっと広報を増やしてほしい。 ◎会場の設営状況を考えてほしい。
◎アンケート記入場所が暗くて場所を考えてほしい。
※たくさんのご回答ありがとうございました！少しでも皆様のニーズや、より一層難病を知っていた
だき共生社会を目指せるよう邁進させていただきます。



・・・・ヘルプマークを知っていますか？・・・・

◎ヘルプマークとは、外見から分かりにくいが配慮や支援を必要としていると
いうことを、周囲に知らせるために作られたマークです。

◎どんな人が対象か？

聴覚障害・視覚障害・高次脳機能障害

義足や人工関節使用者

からだの内部の障害や難病の方 など

◎どんな不自由や困難があるのか？

疲れやすい・長時間同じ姿勢でいることが難しい

とっさの状況把握が苦手 など

※若い人や一見健康そうに見える方も、そうした不自由さを抱えている事があります。

【配布している場所】

・とちぎ難病相談支援センター・各健康福祉センター・県内の市役所及び町役場

・栃木県庁総合案内（受付）・栃木県障害者総合相談所・栃木県立リハビリテーションセンター

・各県民相談室・栃木県精神保健福祉センター・とちぎ福祉プラザなど

※詳しくはホームページにてご確認ください。

問合わせ先

栃木県保健福祉部障害福祉課社会参加促進担当
（℡028－623－3020）

 
栃木県 ヘルプマーク  

検索 

お得な情報

特定医療費（指定難病）受給者証
を携帯ショップに提示すると携帯電話料金が割引に！
（例）
ａｕ：スマイルハート割引
ＮＴＴドコモ：ハーティ割引
ソフトバンク：ハートフレンド割引

※プランなどによって割引料金が変わります

見本

助けを必要として
いるという意味を
込めた【十字】 思いやりの気

持ちを表現し
た【ハート】

周囲への注意を呼
び掛ける【赤】

ヘルプマーク



●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（10団体）

各患者団体（10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。

※日本リウマチ友の会栃木県支部は、休会中のため
日本リウマチ友の会（本部）０３－３２５８－６５６５まで

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
ALS協会（筋委縮性側索硬化症） 渡辺 敏久 ０２８９―６３―０７０４

肝臓病友の会 熊谷 勇志 ０２８２―４３－５４７３

筋無力症患者会 飯島 富美子 ０２８８－２６－０６６２

膠原病友の会 玉木 朝子 ０２８－６５６－２３８６

心臓病の子どもを守る会 川田 昇 ０２８９－６３－０５７７

腎友会 腎友会事務局 ０２８－６３８－４３４１

ネフローゼ友の会 宮井 真由美 ０２８８－２２－２２４８

パーキンソン病友の会 秋沢 勝 ０２８－６７３－４６２９

ベーチェット病友の会 福田 悟 ０２８－６２１－２７９６

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？

日々の生活がシンプルになり、塞ぎがちになってはいないでしょうか？これから夏本番に向け

て、さらに体調管理が難しい季節になります。皆様におかれましても、お身体をいたわってお過

ごしいただくよう切に願っております。国の難病対策において、様々な変化があると思います

が、少しでも皆様のお役に立てるセンターであるように、また、少しでも皆様が癒される場所で

あるように今後とも努めて参りますので、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


