市の事業の紹介

申込み・問合せ先：健康増進課 Tel23-6715・Fax23-5071

１ 難病医療相談（医師相談・療養相談会）
医 師 相 談
診断がつかない症状のあるかたや難治性疾患と診断されたかたを対象に、病気・療養・生活など
について、専門医師が個別相談に応じます。（定員各回４名）

開

催

日

科

目

４ /16・11/29・平成３1 年３/14

神経内科系

６/12

呼吸器系

７/20・平成３１年２/20

膠原病系

8 /31

耳鼻科系

10/17

消化器系

12/14

腎臓内科系

療 養 相 談 会
病態や治療などについて、専門医師によるミニ講演会と、質疑応答形式での療養相談を
行います。他の参加者との交流の機会もあります。
開催日
５/22
９/９
12/４

2

内

容

後縦靱帯骨化症に関する講演・療養相談
消化器疾患（クローン病・潰瘍性大腸炎）に関する講演・療養相談
難病患者のこころに関する講演・療養相談

療養相談・生活相談

保健師・看護師等が、電話・面接・家庭訪問による相談に応じています。
※ 秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

摂食嚥下訪問相談

生活相談
（障がい年金について）

4/26、6/28、8/23、10/25、12/27、2/28
（偶数月の第４木曜日)。
４/19、10/４
摂食嚥下障害看護認定看護師、言語聴覚士等が自 社会保険労務士が個別相談に応じます。
宅にて個別相談に応じます。

※内容については、変更する場合があります。詳細については市政だよりでご確認ください。

３

患者・家族教室、交流会

■ 患者家族教室

講演会を開催いたします。詳細については市政だよりでご確認くださ い。

開催月

内

容

講師

８/17

パーキンソン病に関する講演会

医師

９/26

難病患者における防災に関する講演会

愛知県難病団体連合会

■ ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者家族のつどい
対象となるかたには個別に通知いたします。
開 催 日
内
容
４/26、10/２
座談会「ＡＬＳについて一緒に話しませんか」、プチ講座

■ 神経難病患者家族のつどい
対象となるかたには個別に通知いたします。
開 催 日
９/６、平成 3１年 2/７
座談会、プチ講座

４

内

容

災害時避難行動要支援者登録制度

地域で暮らせるよう災害時避難行動要支援者として登録できます。
※下記以外にも登録の対象となる場合があります。
・人工呼吸器を装着しているかた
・自力での移動が難しく、同居の家族がいない又は家族と同居でも避難が難しいかた
在宅で常時人工呼吸器や酸素療法、吸引器を利用しているかたは、災害時個別支援計画の
作成をいたしますので、健康増進課（Tel23-6715）までご相談ください。
制度全般の問合せ先：市役所 地域福祉課 Tel23-6851・Fax23-6857

５

難病患者療養支援金

当該年度の 10 月１日現在において本市に引き続き６か月以上居住し、
特定医療費・特定疾患医療給付受給者のかたのうち、受給者証（票）上の
非課税世帯のかたが対象で年額１万円を支給いたします。
対象となるかたには、受給者証（票）交付時に、申請書を送付いたします。

岡崎市健康・食育キャラクター まめ吉

国・県の制度の紹介
詳細に関する問合せ先：健康増進課 Tel23-6715・Fax23-5071
１

特定医療費

原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とする
いわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している
疾病（指定難病）の治療に係る医療費について助成する制度です。原則年１回の更新手続
きが必要となります。
岡崎市内に居住地（住民票）があり、指定難病にかかっていると認められるかたのうち、
次のいずれかに該当するかたが本制度の助成対象となり、岡崎市保健所総合受付（岡崎げ
んき館 2 階）で申請を受け付けています。
（1） 病状の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たすかた
（2） （1）に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の 12 ヶ月以内
に指定難病に係る医療費総額が 33,330 円を超える月が 3 ヶ月以上あるかた
【申請に必要なもの】
加入する医療保険等により必要書類が異なります。詳細はお問い合わせください。
【特定医療費の支給対象】
※都道府県知事が指定した指定医療機関（薬局、訪問看護事業者等含む。）で受診した場合に限られます。
・特定医療費の支給対象となる医療の内容
診察、薬剤の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、居宅における療養上の管理及びその
治療に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・特定医療費の支給対象となる介護の内容（介護予防も含む）
訪問看護、訪問リハビリテーション（医療機関が実施するものに限る）、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス
※申請日から受給者証が交付されるまでの承認期間中に受けた医療については、払戻しを受ける
ことができますので、支払った医療費の領収書を必ず保管しておいてください。

２

特定疾患医療給付事業

対象疾患（スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・
ヤコブ病に限る。）、血清肝炎、肝硬変）に関する医療費の自己負担額の全部または一部を負担す
る制度です。原則年１回の更新手続きが必要となります。

３

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

対象疾患に関する医療費の自己負担額を公費で負担する制度です。原則年１回の更新
手続きが必要となります。

４ 在宅人工呼吸器使用患者支援
事業
在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患（血清肝炎・肝硬変
を除く）の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、そ
の回数を超えた訪問看護料について公費負担が受けられる制度です。

福祉サービスなどの紹介
１

障がい福祉サービス等

申請後、認定調査を行い、給付決定となります。対象疾病に該当するかたは、
障がい者手帳をお持ちでなくても必要と認められた支援が受けられます。
（１）補装具
車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置 など
（２）日常生活用具給付事業
電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）など
（３）障がい福祉サービス
ヘルパーの利用、就労支援等
問合せ先：障がい福祉課障がい係 ℡23-6154・Fax25-7650（（１）
（２）について）
審査給付係
℡23-6853・Fax25-7650（（３）について）

２

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳は、身体に障がいのあるかたが「身体障害者福祉法」に定める障がいに
該当すると認められた場合に交付される手帳です。手帳の等級等により、手当の支給、医療
費の助成、税制の優遇、福祉向公営住宅への優先入居、交通割引、家具転倒防止金具取付な
どのサービスが受けられる場合があります。
問合せ先：障がい福祉課障がい係 ℡23-6154・Fax25-7650

３

介護保険制度

申請し、介護または支援が必要と認定を受けたかたがサービスを利用できます。
■ 対象者
（１）65 歳以上のかた（第１号被保険者）
原因を問わず、日常生活を送るために継続的に介護や支援が必要と認定された場合に、
介護サービスが利用できます。
（２）40 歳以上 65 歳未満のかた（第２号被保険者）
老化が原因とされる病気（特定疾病）がもとで日常生活を送るために継続的な介護や
支援が必要と認定された場合に、介護サービスが利用できます。
老化が原因とされる病気（特定疾病）
１ がん（末期）

９

脊柱管狭窄症

２ 関節リウマチ

10

早老症

３ 筋萎縮性側索硬化症

11

多系統萎縮症

４ 後縦靭帯骨化症

12

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

５ 骨折を伴う骨粗しょう症

13

脳血管疾患

６ 初老期における認知症

14

閉塞性動脈硬化症

７ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

15

慢性閉塞性肺疾患

８ 脊髄小脳変性症
16 両側の、膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※あらかじめ 16 疾病に該当するかどうかを主治医に確認の上、申請してください。
問合せ先：介護保険課審査係
介護給付係
介護保険料係

℡23-6683・Fax23-6520（申請・調査・認定に関すること）
℡23-6682・Fax23-6520（サービスの内容や利用に関すること）
℡23-6647・Fax23-6520（資格・介護保険料に関すること）

関 係 機 関 の 紹 介
１

愛知県医師会難病相談室

難病相談室では、専門の医師による医療相談（個別相談・予約制）と、医療ソーシャルワ
ーカーによる療養・生活相談、疾患別患者・家族のつどいを行っています。（相談無料）
問合せ先
専門医師による
医療相談
（予約制）

・神経内科系
・心身系
・血液系
・消化器系

医療ソーシャルワーカー
による療養・生活相談

２

愛知県医師会

難病相談室

・耳鼻科系
・脳神経外科系
・皮膚科系
・眼科系

TEL

052-241-4144

・内分泌系
・膠原病系
・呼吸器系
・循環器系

・骨・関節系
・小児系
・血管外科系
・腎臓系

月から金曜日
午前９時から午後４時まで
相談内容 ・受診・受療上の問題 ・経済的な問題
・学業・職業上の問題 ・患者・家族の心の問題など

愛知県の患者・家族会

（１）NPO 法人愛知県難病団体連合会
問合せ先：Tel052-485-6655・Fax052-485-6566
難病の生活相談や患者会・友の会の情報を知ることができます。（加盟団体 24 団体）
全国筋無力症友の会愛知支部
LＯＯＫ友の会（クローン病、潰瘍性大腸炎）
愛知県腎臓病患者連絡協議会
口唇口蓋裂を考える会（たんぽぽ会）
愛知県筋ジストロフィー協会
東海脊髄小脳変性症友の会
日本二分脊椎症協会東海支部
ハンチントン舞踏病の会
全国パーキンソン病友の会愛知県支部
もやの会（もやもや病の患者と家族の会）
愛知県肝友会
愛知県脊柱靭帯骨化症患者・家族友の会（あおぞら会）
愛知心臓病の会
進行性核上性麻痺の患者・家族の会（PSP の会）
愛知低肺機能グループ
日本マルファン協会(マルファン症候群)
ベーチェット病友の会愛知県支部
愛知線維筋痛症患者・家族会エスペランサ
つぼみの会愛知・岐阜愛知支部（１型糖尿病） 稀少難病愛知・きずな
日本 ALS 協会愛知県支部（筋萎縮性側索硬化症）
プラダー・ウィリー症候群児・者親の会「竹の子会」西東海支部
日本網膜色素変性症協会愛知支部（ＪＲＰＳ愛知）
Ｆabry NEXT(ファブリーネクスト)
（２）その他愛知県内で活動している患者家族団体
日本リウマチ友の会愛知支部

0587-97-2532

http://www.nrat.or.jp/

全国膠原病友の会 愛知県支部

080-1563-5950（月～金 18 時～19 時）

なんくるないさー（特発性血小板減少性紫斑病）

090-3815-8301（20 時～22 時）

http://site.wepage.com/kougen-aichi
https://itp-n.jimdo.com/

３

難病情報センター

厚生労働省が難治性疾患克服研究事業の対象としている疾患の解説や各種制度の概要
及び各相談窓口、連絡先などの情報を厚生労働省などの支援によりインターネットで広
く国民の皆さんに提供しています。

ホームページのアドレス

http://www.nanbyou.or.jp/

QR コード

ヘルプマークを御活用ください。
東京都福祉保健局が作成したマークで、内部障がいや難病、
発達障がいなど外見からでは分からないかたが援助や配慮を
得やすくすることを目的に作成されました。ヘルプマークを
身に着けたかたを見かけた場合は、電車・バス内で席をゆず
る、困っているようであれば声をかける等、思いやりの行動
をお願いします。
平成 30 年 1 月 15 日から、ヘルプマークの無料配布をし
ています。配布場所は障がい福祉課（福祉会館 1 階）・健康
増進課（げんき館 2 階）
・こども発達センター（欠町）です。

問合せ先：障がい福祉課障がい係

℡23-6867・Fax25-7650

発行 岡崎市保健所 健康増進課 精神・難病係
〒４４４－８５４５ 岡崎市若宮町２丁目１番地１（岡崎げんき館内）
【電話】0564-23-671５ 【FAX】0564-23-5071
H30.4.1

