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砂漠のまん中︑

行き先もわからず

たった一人で︑

困っていませんか？

ここ﹁広場﹂は

砂漠のオアシス︒

たくさんの仲間が

あなたを待っています︒

渇いた心に届く

かけがえのない一滴に

なれることを願って⁝

特集﹁難病患者・小児慢性特定疾病患者︵児︶の
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特 集 難病患者・小児慢性特定疾病患者（児）のための

就労相談

当センターでは、難病患者・小児慢性特定疾病患者（児）のための就労相談を行ってい
ます。各都道府県に配置されている
『難病患者就職サポーター』が相談に応じ、当センター
の職員も一緒に対応します。１回限りの相談ではなく、見守りを含めた長いサポートや
継続相談ができます。また、生活面（療養生活相談、障害年金、福祉制度など）の相談に
も関係機関と連携し対応します。まずは、一人で悩まずに気軽に相談してください。

こんな相談がありました！
在職中の方から

就職活動中の方から

・病気のことをどう会社に伝え
ればよいか相談したい。

・長いブランクがある。
とりあえず誰かに相談したい。

・転職するか迷っている。
どんな仕事があるか、どんな
活動をすればよいか。

・前の仕事は体力的に難しく辞
めた。自分の病状に合った仕事
を見つけたい。どんな仕事なら
いいか一緒に考えて欲しい。

・体調が悪く、休職中です。
復帰の際、会社に配慮して欲し
いことをどう伝えればよいか。
・今の部署で仕事を続けるのは、
体力的に厳しい。
辞めるか迷っている。

・何から始めていいかわからな
い。どう進めていけばよいか。
・病気のことを会社に伝える方が
よいか、伝えない方がよいか。

在学中の方から
・卒業までに進路を決めなけれ
ばいけない。どんな選択 肢が
あるか、一緒に考えて欲しい。
・卒業までにどんな準備ができ
るか教えて欲しい。
・自分と同じ病 気の人が、どん
な仕事をしているのか教えて
欲しい。
・どんな仕事があるのか。
どんな資格が必要なのか教え
て欲しい。

小・中学生のお子さんの将来の相談もどうぞ！
小児慢性特定疾病患者（児）
・ご家族の方へ
就労相談は、まだ早いと感じる方もいると思いますが、早くから考えること・相談する
ことで選択肢が広がる可能性があります。いろいろな情報を得ることで、役に立つこと
もあると思います。
不安なことや知りたいことなど、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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堺市小児慢性特定疾病アンケートの実施結果
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の実施に加え、国において小児慢性特定疾病児童
等自立支援事業の実施が示されました。これに伴い、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの患児（者）
および家族の医療・療養生活の現状とニーズの把握を行い、どのような支援が望まれるかを検討する資料と
するため、今年の１月にアンケートを行いました。892名の方に調査票を送付し、378名の方に回答をいただ
きました（回答率 42％）。お忙しいところ、ご協力いただいた皆様にお礼申し上げます。結果の概略を以下の
通り、報告いたします。なお、このアンケートは堺市と堺市難病患者支援センターの共同事業で行いました。
４）〜７）は、保護者への質問

１）回答者378名の年齢区分

４）医療・療養で困った時の相談相手

（複数回答）

0〜3歳 12.0％

高校生〜19歳
25.0％

配偶者

59.5

同居家族

21.2

別居家族

4歳〜中学生
63.0％

33.1

友人

18.0

主治医
医療機関の看護師・相談員

２）医療について困ること （複数回答）
病状や治療への不安

20.4

主治医が変わることに不安

19.6

経済的負担

14.8
0

10

18.3
0

23.8

疾病・治療の情報が得にくい

34.4

保育所・学校の先生

51.1

医療機関が遠い

50.0

10

20

30

40

20

30

40

50

ない
33.3

60
（％）

時々あり
40.0

20

40

何時もあり
22.2

60

80

３）療養で困ること （複数回答）
６）
（4歳〜中学生が対象）
集団生活（学校等）に対する不安

25.9

家族以外の支援者が少ない

60
（％）

５）
（0〜3歳が対象）
その他・不明
子育てに自信が持てない時があるか
4.5

0

通院等の付添が大変

50

100
（％）

その他・不明
13.4

20.1

利用できるサービスが不明

17.7

日常生活の世話が大変

15.6

支援者の健康不安

15.6

あり
56.9
0

療養生活への家族支援が大変 11.1

あり
42.1

症状が不安定 10.1
10

40

60

80

100
（％）

７）
（高校生〜19歳が対象）
病気や治療が原因で、将来の就労に心配

疾病に対し周囲の理解が
得られない 12.2

0

20

なし
29.7

20

30

40

50

60
（％）

0

20

なし
24.2
40

60

その他・不明
33.7
80

100
（％）

厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病は14疾患群、722疾病にわたり、また年齢が0歳から19歳までと
幅広いことから、疾病や年齢によって医療・療養上の課題は異なってきます。また疾病を抱えながら成長・発達
する中で直面する課題も多様であり、それらに対する支援が望まれています。本アンケート結果を詳しく分析
し、今後の支援事業の参考とさせていただきます。
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歯周病と全身の
かかわり

一般社団法人 堺市歯科医師会
堺市重度障害者歯科診療所 副所長
歯科医師 田 中 健 司

人の口の中にはおよそ300〜500種類の細菌が住んでいると言われています。この細菌の中には、砂糖を
摂取するとネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつくものもあります。これら細菌のかたまりを歯垢
（プラーク）と言い、プラーク1mgの中には10億もの細菌が住みついていると言われています。その中でも特定
の細菌の存在が歯周病を引き起こすことがわかってきています。
その歯周病についてですが、歯と歯ぐきの境目の清掃状態が行き届かないでいると、そこに多くのプラーク
が停滞することで歯ぐきが炎症を起こして赤くなったり、腫れたりして歯肉炎という状態になります。このプラ
ークは取り除かなければ時間とともに硬くなり、歯石と言われる硬い物質に変化して歯の表面に強固に付着し
ます。これは自宅でのブラッシングだけでは取り除くことができず、歯科医院で専用の器具を用い取り除かな
ければなりません。この歯石を放置していると歯石の中や周りにさらに細菌が入り込み、歯肉炎から歯周病の
状態に移行し、さらに歯周病を進行させる毒素を出し続けます。そして、歯周病が進行すると歯を支える骨
（歯槽骨）が徐々に溶けて歯がグラグラと動くようになり、ひどくなると最後は歯が抜けてしまいます。
歯周病が進行すればそれに伴い、歯周病菌の数も当然増え、

脳血管障害

さらには体の中に入り込んだ細菌を排除するために白血球が歯
周ポケット内へ大量に集まり免疫・炎症反応が引き起こされま
す。その際に産生される炎症性サイトカインや歯周病菌が血液

歯周病

中に入り込み全身へ移行します。実は近年、さまざまな研究結
果からサイトカインや歯周病 菌が多くの全 身疾 患に影 響し、

動脈硬化や
虚血性心疾患などの
血管疾患

呼吸器系疾患

その発症や進行のリスクになることが明らかにされています。

糖尿病

これまで歯周病が関連すると報告された全身疾患には、メタ
ボリックシンドロームと総称され内臓脂肪型肥満を危険因子と
する2型糖尿病、動脈硬化・虚血性心疾患などの血管疾患・慢性
腎 臓 病 などがあります。さらに１型 糖 尿 病、低 体 重 児 出 産・
早産、誤嚥性肺炎、骨粗しょう症などとの関連についても報告
されています。

肥満
慢性腎臓病

低体重児出産・早産

口の中の細菌が血流や誤嚥により全身へ移行し
さまざまな疾患を引き起こすリスクとなる

これら歯周病と関連のある全身疾患の中でも特に糖尿病についてですが、糖尿病の人は糖尿病でない人に
比べて歯周病にかかっている人が多いという調査結果が複数報告されています。さらに最近、歯周病になると
糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。また歯周病の治療によって歯ぐきの炎症
が改善すると、インスリンが働きやすい状態になって血糖値が改善する可能性があるという報告もあります。
つまり、歯周病と糖尿病は、お互いに影響を及ぼし合っていると考えられるようになってきたのです。
このように歯ぐきの炎症が全身に多くの影響を与えることは最近の研究で明らかになってきています。歯周
病も糖尿病も生活習慣病ですから互いに深い関係があって不思議ではありません。毎日の食生活やブラッシン
グを含めた生活習慣を見直し、糖尿病や歯周病を予防する事が全身疾患を予防することにつながります。また
厚生労働省が行った調査では、

成人（30〜64歳）の約８割 がこの歯周病に罹患しているという報告

もありますので、特に自覚症状がなくても半年に一度は歯科医院を受診し歯周病のチェックと口腔ケアを受け
るようにしましょう。
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今回は、Kさんにお話を伺いました。聞き手：鍋岡

就職しました！
◎病気のこと

◎職場に病気のことは伝えている？

表皮水疱症は、先天性のものです。下垂体前葉機能低

伝えています。履歴書には「働くのは問題ない」と

下症は、2009年に診断されました。併発すると下垂体

いう程度書いて、面接では、病気のことと通院や服薬

前葉機能低下症の服薬で皮膚症状に影響が出たり…と

が必要という程度は伝えました。どこまで伝えるかは

治療面での難しさがあります。

一人で決めず、難病患者就職サポーターと相談して、決
めました。

◎就労相談に来たきっかけは？
就職については、親と同居で衣食住に困らなかったの
で、あまり真剣ではなかったと思います。
自分で気づいて動かないと難しいとはいえ、危機感を
感じない限り動けないものです。

◎仕事と治療との両立について
今の仕事は、9時〜17時半のフルタイム。勤続約1年に
なります。続けていけたら良いなと思います。先日、熱が
出て、体調を崩しました。疲れというより、季節の変わり

「家にいるばかりでは、もう出られなくなる」、
「今、外

目や温度差などの環境的なストレスだと思います。夏場

に出て仕事 を探さないと」、「仕事 をしたいけどなか

は、エアコンが掛かっている所とそうでないところの温

なかできない」といろいろな人に相談して、堺市難病患

度差でもきついです。

者支援センターに出会いました。そこで「就労相 談 」を

何か職 場の人にわかって欲しいことは、自分から伝

していることを知りました。今では「親も年を取るし、

えています。
「日々体調をコントロールしていますが、薬

支援を受けてでも自立しなくては」と思っています。

の関係上で症状をゼロにはできない。年に数回は、体調
を崩すことがあります」と。

◎就労相談に来てから、就職するまで

睡眠導入剤が効きすぎて全く起きられず、寝坊した

相談に行きましたが、10年弱働いていなかったこと

こともあります。なぜか効きすぎる。でも頻発しなけれ

もあり、すぐに就労相談とはなりませんでした。センター

ば、薬を変えることにはなりません。薬の調整はリス

のスタッフと計画を立て、生活リズムを整えるところから

クがあるし、これまでいろいろと調整して今の状態な

始まりました。最終目標は、
「フルタイムで働くこと。」

ので。

まずは、体力作りと生活リズムを整えるためのスポー

同僚は、高齢の人や病気の人もいるので病気のことは

ツジム通い。それができてきた頃、デイサービスでのボ

理解してくれています。職種も間違いではなかったと思

ランティア活動。その後、職業訓練校を2回目の挑戦で

っています。病気と上手く付き合いながら、働けるだけ

合格しました。9時半〜15時半頃まで授業、その後17時

働き続けたい。またステージを上げていけるなら挑戦し

まで残り勉強して帰宅。そんな生活が半年間続きました。

たい。そのために今も勉強しています。

就職に結びついたのは、訓練校です。自分一人ではで
きないから、学 校でもいろいろ相 談して、もう他力で

◎これまでのことを振り返って伝えたいこと

す。訓 練 校 の求 人 票はもちろん、インターネットから

昔は自分で決めて自分でできていました。でも、約3年

も情報収集しました。
前職は食品農薬の分析の仕事でした。デスクワークで
すが、拘束時間が長い。戻れたら戻りたいのが本音です
が、体調を優先して今の仕事に決めました。

間就職活動が上手くいかなくなった時期がありました。
そのとき、考え方の方向転換をしたんです。
進む道に関しては、多少したくないことでも一旦受け
入れて、
「まずはやる！」そうしないと道が開けなかった
から。

◎学業と治療との両立について

今でも何かにつまづいたときは、図書館に行きます。

正直、綱渡りの状態です。今もそうですが、多少無理

本を読んで考え方が変わるきっかけになることもあり

しながら…。通院や服薬等はきちんとしています。そこ

ます。でもやっぱり自分自身がやる気を出さないと難し

は誰も手助けしてくれませんから。

いです。積極的にならないといけない。ここに辿り着く

帰宅後は、家事をしなくてはいけないし、皮膚の処置

までも自分から周囲に相談して、やっと情報を得られ

に約2時間は、時間が取られます。資格を取るための勉

たのですから。一人で抱えていたら、一人で動くしか

強もあるので今でも忙しい。働き出すと、さらに勉強時

ない。まずは、身近な人からで良いので相談してみて

間が取れないので大変です。

ください。
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患者さんの感想
難病患者支援センターと出会えて
私は4人の娘を授かりました。最初の子は先天性心

アートをしたり、

疾患で手術を受けた後すぐに亡くなりました。2人目

楽しい時間を過
過

の子も最初の子と同じ心臓病で、これまでに3回の

ごして い ま す。

心臓手術を受け、今は経過治療です。難病患者支援

研修会にも参加
加

センターにお世話になっているのはその娘です。

しました。アン
ン

2人目の子のときは必死でした。とにかく生きてほ

ガーマネージメ

娘さんの作品

しい。体が弱いなりにも人生の目標も持ってほしい

ント、リビングウィル、体をほぐす体操など、娘に付

と、主人と私は願い、育てました。この子は3回目の

き添う私には助けになるものばかりでした。学んだ

手術を受けるまで、病院との縁が切れませんでした。

ことは娘にも伝え、一緒に考えたりもしました。娘は

幼少期には熱 性けいれんからてんかんになりまし

1度だけ難病患者支援センターに行ったことがあり

た。軽度の知的障害もあり、他者とのコミュニケーシ

ますが、私が伺うたびに、参加者の患者さんや職員

ョンもうまくできませんでした。何とか娘を支えよう

の方から娘に対する優しい声かけを受けます。それ

と努力をしましたが、一方で、娘はかなり辛く感じた

を娘に伝えると、とても喜んでいました。

ようです。そんなときに堺市立健康福祉プラザを知

やがて娘も「広場サロン」に参加し、楽しい時間を

り、利用するようになりました。そこで知り合った方

過ごせるようになればよいと願っています。私も研

から難病患者支援センターを教えていただき、今現

修会や学習会に続けて参加したいと思っています。

在お世話になっています。花の寄せ植えや、チョーク

文：Y.T.

患者会を紹介します
ふれあい会

膠原病

全国心臓病の子どもを守る会大阪支部堺ブロック

全国膠原病友の会 大阪支部

膠原病

灯（あかり）の会

NPO法人日本マルファン協会

マルファン症候群・類縁疾患

OPLL堺ひまわりクラブ

心臓病

筋萎縮性側索硬化症

大阪スモンの会堺支部

スモン

後縦靭帯骨化症

NPO法人堺難病連

全疾病

堺のびやかクラブ

パーキンソン病

NPO法人福祉ネットワーク絆

全疾病

NPO法人U60チャレンジド・サポーターの会

パーキンソン病

お問い合わせは、堺市難病患者支援センターまで
TEL：072−275−5056 FAX：072−275−5038

さかい子育て応援アプリをご利用ください！
さかい子育て応援アプリではこんなことができます！
●利用者にあった情報をお届け！

●成長日記が作れる！

利用者の登録した情報（生年月日等）に応じた子
育て支援情報（乳幼児健診や予防接種の時期到
来のお知らせ等）を表示します。

お子さんの体重や身長、写真、コメントを登録
することで、日々の成長のグラフ管理や日記が
スマホで楽しめます。また、日記に妊婦健診・
乳幼児健診の予定を入れることも可能です。

●子育て支援等の情報をすばやく確認できる！
子育て世帯に必要な手当やこども医療費助成等
の内容、健診や予防接種情報、相談の窓口案内、
堺市の子育てサービスの情報を簡単に調べられ
ます。小児慢性特定疾病の医療費助成制度につい
ても検索できます。

●近日のイベントが分かる！

アプリは下のQRコードから
ダウンロードできます。

堺市が実施する子育て関連のイベント
が一覧表示されます。

ほかにも子育てに役立つ
情報がいっぱい！

Android端末を
ご利用の方

iPhoneを
ご利用の方
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平成29年6月〜平成29年11月の予定
講師等の都合により、日時、場所が変更になる場合がありますので、
各月の広報、リーフレットでご確認ください。

TEL 072ー275ー5056

予約が必要です。

FAX 072ー275ー5038

学習会（講演会）◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
日

時

6月 8日（木）
午後２時〜４時
6月20日（火）
午後２時〜４時

対象疾病・テーマ

講

師

三谷ファミリークリニック
院長 三谷 和男 氏

指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
「漢方診療の実際〜冷え性について〜」

パーキンソン病／患者・家族
「パーキンソン病を知ろう〜病気の基礎知識と日常生活の注意〜」

国立病院機構大阪南医療センター
神経内科部長 狭間 敬憲 氏

7月 9日（日）
指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
午後２時〜3時30分 「笑い寄席」

お笑い福祉会 千里亭だし吉 氏
笑っ亭笑昌 氏
白髪亭眠眠 氏

7月28日（金）
午後２時〜４時

ベーチェット病患者・家族
「ベーチェット病〜知っておきたい病気の知識〜」

堺市立総合医療センター
総合内科部長 片田 圭宣 氏

10月11日（水）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
「身体をゆるめるコツを学びましょう」

心身調和療法施術院
院長 河野 浩幸 氏

10月28日（土）
午後1時〜2時
10月28日（土）
午後２時〜４時

意見交換会

堺市難病患者支援センター事業について難病患者・家族の方からのご意見を伺う場です。

指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
「自分と周りの人を輝かせる「ほめ達」の秘伝」

一般社団法人日本ほめる達人協会
大阪支部支部長 薄井 修司 氏

11月 8日（水）
午後２時〜４時

指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
「歯と口の健康の話」

堺市歯科医師会 堺市重度障害者歯科診療所
副所長 田中 健司 氏
居宅療養指導認定歯科衛生士／DHP認定嚥下トレーナー
歯科衛生士 大西 静子 氏

11月21日（火）
午後２時〜４時

多系統萎縮症患者・家族
「最新の情報と日常生活の注意点」

国立病院機構大阪南医療センター
神経内科部長 狭間 敬憲 氏

患者・家族交流会
日

時

対

◆時間：午後2時〜3時30分 ◆場所：堺市立健康福祉プラザ内

象

疾

病

日

時

対

象

疾

病

6月13日（火）

バージャー病

9月 7日（木）

広範脊柱管狭窄症

7月12日（水）

皮膚筋炎・多発性筋炎

9月25日（月）

悪性関節リウマチ

7月12日（水）

全身性強皮症

8月 8日（火）

クローン病

10月 3日（火）

IｇA腎症

指定難病の患者・小児慢性特定疾病患者・家族の方が対象です。

広場サロン ◆時間：午後2時〜3時30分 ◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
日

時

内

容

講

師

6月15日（木） 涼しげなコケ玉を作ろう

中野 敏子 氏

7月18日（火） 造花の多肉植物でミニカーのインテリア雑貨を作ろう

倉八 枝美 氏

8月17日（木） ハーブの力で免疫力アップ

遠藤 知賀子 氏

9月21日（木） パステルアートでハロウィンを描こう

平松 美紀 氏

10月17日（火） チョークアートを楽しもう〜秋のぶどうとワイン〜

田仲 恭子 氏

11月16日（木） クリスマスプレートを作ろう

遠州 美幸 氏

ご参加お待ち
してま〜す！
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難 病 患 者・小児 慢 性 特 定 疾 病 患 者（ 児 ）のた め の

就 労 相 談
自分の症状・体力にあった仕事を見つけたい、治療と仕事の両立の仕方に不安がある、会社にどのように病気の
ことを伝えていいかわからないといった、悩みはありませんか？ 難病患者就職サポーターが個別に相談に応じます。
◆相談日時：毎月第1・3金曜日、第4木曜日
午前10時30分〜午後4時00分（一人90分以内）
◆場
所：堺市難病患者支援センター（堺市立健康福祉プラザ4階）
◆定
員：3名（先着順・予約制・無料）
◆対
象：難病患者・小児慢性特定疾病患者（児）

小・中・高校生の将来の
相談もお気軽にどうぞ！

平成29年度 相談日

※予定が変わる場合があります。

6月

2日（金）
・16日（金）
・22日（木）

11月

2日（木）
・ 9日（木）
・17日（金）

7月

7日（金）
・21日（金）
・27日（木）

12月

1日（金）
・15日（金）
・21日（木）

8月

4日（金）
・18日（金）
・24日（木）

1月

5日（金）
・19日（金）
・25日（木）

9月

1日（金）
・15日（金）
・28日（木）

2月

2日（金）
・16日（金）
・22日（木）

10月

6日（金）
・20日（金）
・26日（木）

3月

2日（金）
・16日（金）
・22日（木）

平成29年

平成30年

電話医療相談室
◉膠 原 病

平成29年度
電話相談日

平成29年

◆電話相談の時間：午後２時〜４時（一人30分以内）
◆定員：4名（先着順・予約制・無料）

7月25日（火）

11月28日（火） 平成30年 1月23日（火）

9月26日（火）

3月27日（火）

※下記以外の膠原病（指定難病に限る）の方も相談できます。

対象疾病
40.高安動脈炎
41.巨細胞性動脈炎
42.結節性多発動脈炎
43.顕微鏡的多発血管炎

◉神経難病

44.多発血管炎性肉芽腫症
45.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
46.悪性関節リウマチ
48.原発性抗リン脂質抗体症候群
49.全身性エリテマトーデス

平成29年度
電話相談日

平成29年

50.皮膚筋炎／多発性筋炎
51.全身性強皮症
52.混合性結合組織病
53.シェーグレン症候群
54.成人スチル病

55.再発性多発軟骨炎
56.ベーチェット病

※数字は疾病番号

6月 7日（水） 10月 4日（水） 平成30年 1月10日（水）
7月 5日（水） 11月 1日（水）

2月 7日（水）

8月 2日（水） 12月 6日（水）

3月 7日（水）

9月 6日（水）
※下記以外の神経難病（指定難病に限る）の方も相談できます。

対象疾病

9.神経有棘赤血球症
10.シャルコー・マリー・トゥース病
1.球脊髄性筋萎縮症
11.重症筋無力症
2.筋萎縮性側索硬化症
12.先天性筋無力症候群
3.脊髄性筋萎縮症
13.多発性硬化症／視神経脊髄炎
4.原発性側索硬化症
14.慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
5.進行性核上性麻痺
多巣性運動ニューロパチー
6.パーキンソン病
7.大脳皮質基底核変性症 15.封入体筋炎
16.クロウ・深瀬症候群
8.ハンチントン病

17.多系統萎縮症
18.脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）
19.ライソゾーム病
20.副腎白質ジストロフィー
21.ミトコンドリア病
23.プリオン病
24.亜急性硬化性全脳炎
25.進行性多巣性白質脳症

26.HTLV-1関連脊髄症
27.特発性基底核石灰化症
28.全身性アミロイドーシス
29.ウルリッヒ病
30.遠位型ミオパチー
31.ベスレムミオパチー
32.自己貪食空胞性ミオパチー
33.シュワルツ・ヤンペル症候群
スモン
※数字は疾病番号
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仲間相談は︑患者による療養生活相談で

す︒研修を受けた患者が仲間相談員となり︑

個別にお話を聴かせていただきます︒

﹁病気のことを知られたくない﹂と考えて

いらっしゃる方は少なくありません︒その

ために︑病気のことを誰にも相談できずに

辛い気持ちを抱えていませんか？

パーキンソン病・膠原病全般
全身性エリテマトーデス
シェーグレン症候群
後縦靭帯骨化症
潰瘍性大腸炎・多発性筋炎
ベーチェット病・クローン病
特発性大腿骨頭壊死症
サルコイドーシス
小児膠原病全般
特発性間質性肺炎
顕微鏡的多発血管炎
特発性血小板減少性紫斑病

﹁同じ病気の人と話をしたい﹂という場合

◎仲間相談員がいる疾病◎

仲間相談 のご紹介

2017年
（平成29年）
6月

には︑当センターまでご連絡ください︒

仲間相談員として︑同じ病気で悩む人たちと

お互いの体験を共有し︑支え合う仲間相談に

ご協力いただける方は︑堺市難病患者支援セン

堺市難病患者支援センターまで

ターにお問い合わせください︒

お問い合わせ

〜お知らせ〜

仲間相談員募集中！

第27号

今回は就労相談をご紹介しました︒こ

こ難病患者支援センターで難病患者就職

サポーターと一緒に就労相談を始めて︑

3年目になりました︒働きたいと思って

からではなく︑いつでもご相談していた

だけます︒どうぞご利用ください︒

﹁歯周病と全身のかかわり﹂を読んで︑

月に田中歯科医

11

身近なことですので︑口腔ケアをしなけ

ればと自覚しました︒

師の歯科保健の講義も予定しています︒

インタビューしましたKさん︑感想を

投稿くださいましたY・Tさんご協力あ

りがとうございました︒オアシスは皆さ

んの声によって作られています︒

いつでもお電話・ご来所の上

これからもご感想︑ご要望をお寄せく

何かお困りのことがあれば

ださい︒また︑学習会︑交流会のご参加

療養生活のご相談や

もお待ちしています︒

難病患者・家族の皆さまをサポートする
という意味です。

ご相談ください。
〈アクセス〉

N

３０

●JR阪和線「上野芝」駅より
南海バス（堺東駅行き）
「上野芝」バス停乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ

●泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅より
南海バス（堺東駅行き）乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ
お車でお越しの方は、地下駐車場をご利用ください。

仁徳天皇陵古墳

文

旭中
文

文

大仙小

塩穴通
バス停

中央図書館

大仙公園

塩穴

１９７

百舌鳥

堺市博物館

旭ヶ丘
旭ヶ
バス停
線

堺支援学校
文

南陵町

３４

堺狭

建物周辺の路上駐車はご遠慮ください。

堺市難病患者支援センター
堺市立健康福祉プラザ４階

通

堺工科高

堺市立健康福祉プラザ4階
大
阪
和
泉
泉
南
線

●南海高野線「堺東」駅より
南海バス（泉ヶ丘駅行き）乗車、
「旭ヶ丘」バス停下車すぐ
（西区役所前行き・東山車庫前行き・他）乗車、
「塩穴通」バス停下車 東南へ500ｍ

御陵

御陵通

●JR阪和線「百舌鳥」駅下車 西へ1.4㎞、
「上野芝」駅下車 北西へ1.3㎞

和

阪

JR

６１
履中天皇陵古墳

山線
（泉
北１
号線
）

いたすけ古墳
JA

上 野 芝 バス停
（堺東駅行き）

上野芝
東上野芝町2丁

堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

「百舌鳥駅」
「上野芝駅」より徒歩約20分
「塩穴通バス停」
より徒歩約7分
月〜金曜日 9：00〜17：30（相談受付は17：00まで）
（祝日・年末年始を除く）

TEL 072ー275ー5056 FAX 072ー275ー5038

編集後記

オアシス読者の方で、疾病名、住所などの変更がある場合、または、オアシスの送付を
中止される場合は堺市難病患者支援センターへご連絡ください。

