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特集

難病患者の障害年金の注意点
安藤克之社労士事務所

初診日とは？

社会保険労務士

安

藤

克

之

障害年金の初診日は医学的に初診日と言われている『正式な病名が確定診断された
日』ではなく、
『 対象の病気で症状が現れ、初めて医師の診察を受けた日』が初診日となり
ます。これは医学では正しい治療が行われた日が初診日になるのに対して、障害年金で
は初診日の前日において年金保険料をどれだけ納めているかにより障害年金が請求でき
るのかを年金事務所等で問う日が初診日になるからです。難病患者の場合、確定診断が
されるまでに様々な医療機
されるまでに様々な医療機関を受診している場合があるので注意が必要です。
しかし初診日が正確でない場合等に
は、いわゆる確定診断された日が初診日になることもあります。初診日が厚生年金加入中ならば障害厚生年金になり
国民年金加入中ならば障害基礎年金になります。ただし、初診日の前日までに年金保険料が免除期間にもならず一
定の期間納めていない場合には障害年金は請求できません。
（初診日が20歳前を除く）

診断書って何種類もあるの？
どの診断書で障害年金の手続きを行えばいいのかという問題ですが、明らかに眼の障害とか手足
足
の障害であるとわかる病気ならば、
『眼の診断書』や『肢体の診断書』で医師に書いてもらえばいい
い
書
のですが、全身の倦怠感や疲労感などというような症状である場合には、
『その他の診断書』で書
いてもらうとよいでしょう。

症状の程度について
どれくらいの症状であれば障害年金が受給できるのかという基準は、障害年金の認定基準に書かれています。
障害年金１級 『他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの』
の』
障害年金２級 『日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの』
『必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働に
より収入を得ることができない程度のもの』
障害年金３級 『労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』
つまり、3級が仕事はできるが病気が原因で今まで行っていた仕事に著しい制限を受けるような状態、2級では病気
が原因で仕事ができなくなったような状態です。このような場合には障害年金の請求を考えても良いかと思います。
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障害年金と働くことについて
『障害年金は働いていてももらえるのか。』という質問をよく受けます。2級は『労働により収入を得ることができ
ないもの』とありますが、例えば『人工透析は2級である』と認定の基準では腎疾患による障害で書かれています。実
際には人工透析を行いながら働いている方は大勢います。障害年金では一般的な事項よりも眼の障害や聴覚障害な
どといった各障害別に決められた基準のほうが優先されます。そのため働いていても障害年金をもらっている方は
います。また診断書では主治医の判断として『労務困難である』と書かれていても実際に働いている方もいます。

年金はいくつももらえるの？
年金の受給は、1人1年金が原則です。老齢年金と障害年金の両方はもらえません。
●障害厚生年金受給者は、65歳以降には厚生年金と国民年金の2種類の年金がもらえるようになります。つまり、障
害基礎年金＋老齢厚生年金などの組み合わせは可能になります。ただし、障害厚生年金3級の場合は、老齢基礎年
金＋老齢厚生年金と障害厚生年金3級のどちらか多いほうが支給されることになります。
●障害基礎年金受給者は65歳以降になると老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれかを選択することになります。
ただし2級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額（国民年金保険料を40年掛けた額）と同じ年金額になります。
国民年金加入者の場合
障害の程度 重い←障害の程度→軽い
1級
2級
国民年金

障害基礎年金1級 障害基礎年金2級

厚生年金保険加入者の場合
重い←障害の程度→軽い
障害の程度
1級
2級
3級
厚生年金保険

障害厚生年金1級 障害厚生年金2級 障害厚生年金3級

国民年金

障害基礎年金1級 障害基礎年金2級

事後重症ってなに？
障害年金は原則初診日から1年6か月時点（障害認定日）の診断書によって請求できるのですが、1年6か月時点で
は症状が軽く、その後重症になった時点で請求する事を『事後重症』と言います。この事後重症は65歳以降になる
と請求できなくなるので65歳までに請求しなければなりません。65歳までにご病気になられた方で65歳を超えて
いる方は初診日から1年6か月時点での障害認定日での請求しかできなくなります。

障害年金っていくらもらえるの？
受給金額は加入していた公的年金と障害等級の違いによって金額が異なり、配偶者や子どもの有無などによって
も金額が変わってきます。
月額の平均受給額（平成26年度年金制度基礎調査より）
平均

障害厚生年金

障害基礎年金

1級

153,399円

2級

115,651円

3級

56,289円

1級

80,844円

2級

65,491円

受給金額の計算方法（平成29年4月以降）
障害の程度
1級

年金の金額
障害厚生年金

障害基礎年金

報酬比例の年金額×1.25
974,125円
+配偶者の加給年金額
+子の加算額

2級

報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額

3級

報酬比例の年金額
（最低保障額584,500円）

779,300円
+子の加算額

＊子の加算額（2人目まで224,300円、3人目から74,800円）
配偶者加算224,300円

最後に一言・・・
障害年金はコミュニケーションの手続きであると考えます。主治医に書いてもら
う診断書の中でいかに病気によって困っているかを的確に書いてもらう事が必要
です。特に難病では病気による辛さや大変さがなかなか日本年金機構に伝わらな
い場合があります。時には書類を提出する年金事務所の職員に対してでもきちん
と病気を理解してもらう作業が必要です。インターネットなどで検索した病気に
ついての解説資料を添付するのも良いと思います。
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患者さんの声1

未来は自分で変えていく
私が全 身 性エリテマトーデス（SLE）と診断

れ、専業主婦としての生活が始まりましたが、家

されたのは、大学3年生20歳の夏でした。少し前

でゆっくりできなかった私は、2週間後にはパート

から朝起きると関節の痛み、微熱、手のむくみ。

で働いていました。何より仕事が大好きで働いて

クーラー病だと思って過ごしていました。休みを

いる方が気持ちも安定したのです。徐々に数値も

利用して実家に帰っているとき、38度の高熱と関

安定し、ステロイド10㎎で落ち着きました。病気

節の痛みで体が震えだしました。幼少期からお世

が 落ち着くと、次に願ったのは「子どもが 欲し

話になっていた病院に行き、
「肺炎」と診断、即入

い！」でした。不妊治療を開始、２年間かけて体外

院となりました。そのときには頬には蝶形発疹、

受精で授かりました。兵庫で里帰り出産を計画し

首 から胸 元 にか けて赤 い 発 疹、口 の 中 も口 内

ていたのですが26週に入ったときに急に腹痛が

炎が。肺炎で入院し数日後先生から説明があり

起こりました。ヘルプ症候群でした。私の命の危

ました。

険があると診断され緊急手術で852ｇの小さな

「SLEという病気であることに間違いないと
思います。」

男の子を出産。出産後なかなか回復せず、息子に
初めて面会したのは9日後でした。退院後も通院

意味が分かりませんでした。幼少期から慢性腎

をし、免疫抑制剤など追加されました。ステロイ

炎で何度も通院し腎生検なども経験したことか

ドは7.5㎎まで減量、今は週6日パートで働いてい

ら医の道をと思い放射線技師になるため大学に

ます。その分睡眠時間はしっかり取り、冬は風邪

進学、一人暮らしをしていました。夏休み明けか

をひかないように管理しています。

らは実験、研究で技師になるための本格的な勉強

超低体重で生まれた息子は、幸いにも小さく生

が始まる矢先でした。毎晩毎晩一人、ベッドの上で

まれただけで元気に成長。今は小学2年生、毎日

泣きました。どうして 私？何か 悪 いことしたか

友だちと元気に学校へ行っています。最近は私の

な？学校を辞めることも考えましたが、
「辞める

病気のことも話をして理解しつつあります。外に

ことは簡単。いつでも辞められるのだからまずは

遊びに行くのはお父さん、これをするときはお母

頑張ってみなさい」と母が言うのです。1か月半

さん、など担当を決めているようです。

後、入院中は30㎎から始まった投薬も退院時に

私は軽症に分類されるまで安定し、働くことも

は5㎎に減量されていました。退院後は体調管理

できます。でも病気は身体から無くなることはな

に細心の注意、外出も日が暮れてから。薬の増量

いのは当然で、再燃の危険性も十分あります。し

や減量を繰り返しながら念願の放射線技師とし

かし、再燃におびえて生活することだけはしたく

て大学病院で勤務が始まりました。激務の中、体

ないのです。もちろん病気にならないことの方が

調を崩したこともありましたが、病気を受け入れ

大事です。しかし、なってしまった過去は変えら

てくれる主人と出会い25歳で結婚。共働き生活で

れません。だからこそ、今と未来を自分で変えて

徐々に悪化し、ついには入院。このまま働くこと

いきたいと思うのです。その思いは息子を生んで

は無理とドクターストップが・・・。体調が思わし

から強くなった気がします。できないことを数え

くないことは分かっていながら、病気になっても

て暮らしていたときより、今できることを見つけ

あきらめず頑張って就いた仕事を辞める選択が

ながら日々に感謝して笑顔でいることが病気を

どうしても受け入れられず、ギリギリの状態まで

安定させてくれているのだと信じています。

働いてしまったのです。辞めることを余儀無くさ

文：emikura

「患者さんの声」募集中！ 投稿をご希望の方は、堺市難病患者支援センターにご連絡お願いします。
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堺市保健所 保健医療課よりお知らせ
特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続きは済みましたか？
特定医療費（指定難病）受給者証は、年に一度更新申請が必要です。受給者証の有効期限内にお住まいの区
の保健センターで更新申請を行ってください。申請書類は６月に郵送していますが、お手元に見当たらない場
合等は、保健医療課までお問い合わせください。

問い合わせ 堺市保健所 保健医療課 指定難病係 電話 072-228-7582 FAX 072-222-1406
午後１時から
難病等啓発パネル展開催 ※堺市役所初日は、
※最終日は、いずれも午後3時まで

平成30年 2月 1日（木）〜 2月13日（火） 場所：堺市役所高層館１階
2月26日（月）〜 3月 2日（金） 場所：堺市立健康福祉プラザ
ご利用ください！新しく入った本
堺市難病患者支援センターに常設している本を借りるには？ 本を閲覧するには？
◆堺市難病患者支援センター窓口で、職員にお声をおかけください。
◆貸し出し期間は、2週間です。1回に2冊までの貸し出しを行っています。
【書籍】

【書籍】

スマイル

重症児ガール

生まれてきてくれてありがとう
島津智之／中本さおり／
認定NPO法人NEXTEP／著
クリエイツかもがわ

ママとピョンちゃんのきのうきょうあした

◆重い障害があっても、親子がおうちで笑顔いっぱいで
暮らす「当たり前」の社会をつくりたい̶。子ども専
門の訪問看護ステーション「ステップキッズ」、ヘルパ
ーステーション「ドラゴンキッズ」、障害児通所支援
事業所「ボンボン」を展開するNEXTEPのユニーク
な取り組み！
（「BOOK」データベースより）

福満美穂子／著 ぶどう社

◆娘と私は、いつもワンセット̶ 娘に
は、
「医療ケア」があり、吸引機械を持
ち歩き、てんかん発作も多様なので、
常に行動をともにしています。まるで、アニメ「ど根性ガ
エル」のピョン吉とひろしみたい。そこでこの本では、娘
を「ピョンちゃん」と呼ぶことにしました。いつの日か、
別のシャツに着がえることがあるのでしょうか。私とピ
ョンちゃんの日常を、思うままに綴っていきます。
（「BOOK」データベースより）

ご存じですか？民間の認定患者等搬送事業者を。
堺市消防局認定
患者等搬送事業者の会

●救急車を呼ぶほどではないが、
普通の車での移動が困難なとき。

堺搬送

●歩行が困難で手助けが必要なとき。

一般のタクシー並みの
料金で利用できます

●車いすやストレッチャーのまま
ご乗車できます。
（車いすやストレッチャーの貸出可能）

※堺市重度障害者福祉タクシー利用券、各市発行の福祉タクシー券をご利用いただけます。
ます
一般介護・福祉タクシーとして病院の送迎以外に、お出かけの際（ショッピング・旅行・観光・お墓参りなど）の送迎
も承ります。お気軽にお問い合わせください。
堺搬送

検索

24時間365日対応代表受付窓口

70120−099−099
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健康福祉プラザと出会って
私は1956年生まれ、60歳の女性です。

ンターの催し「広場サロン」にも参加させていた

2015年秋に「落葉状天疱瘡（らくようじょうて

だいて1年になります。出来上がった作品は各自

んぽうそう）」と診断を受けました。

の個性が出ていて、他の人と比べるのも楽しく、

難病であり、治療が長期にわたると告げられた
ときは、ショックでした（´̲｀）・・・

面識のない方とも作品を通して言葉を交わし、
和やかな時間を過ごさせていただいております。

何が悪かったの？どうしてこんな病気になった

また、市民交流センターのパン作り・お菓子作

の？（原因不明だから難病であるのですが）スト

り教室、貸出図書「ひといき」さんとがん患者会

レス？食べ物？疲れ？追及してもしようがないこ

「よりそい」さんの催し（ハーブのサシェ作り）参

とについ思考がいってしまう日々でした。

加とおかげさまでプラザ三昧の日々を送ってい

ステロイドによる治療が現在も続いています

ます。なぜそんなにプラザに出向くのか・・・それ

が、その副作用（過食→肥満）を少しでも抑えた

は、親切なスタッフの皆さん、優しい講師の方々、

いとあまり好きではないのですが（^^;）運動しな

プラザで出会った前向きなお友だち。今の私にと

ければ！とインターネットで検索、この健康福祉プ

って、素敵な出会いがあるからです。そして私も

ラザに出会いました。

何かお手伝いできればと思い、ボランティアに

昨年夏から3か月ほど、プールでウォーキングを
今はトレーニング室に2時間程度、週3回通ってい

登録しております（未だ実行には至っておりませ
んが）。

ます。最初は義務的に通っていましたが、今では

最後に病気になったのは残念なことですが「健

運動後の爽快感がたまらなくよい感じになってい

康福祉プラザ」との出会いは大きいものでした。

ます。

文：T・O

そして、この原稿を依頼された難病患者支援セ

患者会を紹介します
ふれあい会

膠原病

全国膠原病友の会 大阪支部

膠原病

小児膠原病 堺支部

小児膠原病

障害者週間
フェスティバル

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

後縦靭帯骨化症

堺のびやかクラブ

パーキンソン病

されます。バリアフリー映画の上映や、

NPO法人U60チャレンジド・サポーターの会

パーキンソン病

小物づくり体験など楽しめるプログラム

全国心臓病の子どもを守る会大阪支部堺ブロック
灯（あかり）の会

心臓病

12月9日（土）、堺市立健康福祉プラザ
で「障害者週間フェスティバル」が開催

が盛りだくさんです。

筋萎縮性側索硬化症

福祉ネットワーク絆による無農薬野菜

スモン

やお 餅つきの実 演と販 売、堺 難 病連に

大阪スモンの会堺支部
NPO法人堺難病連

すべての指定難病

よる日用品バザーもあります。

NPO法人福祉ネットワーク絆

すべての指定難病

皆さんぜひお越しください！

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
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平成29年11月〜平成30年3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

対象疾病・テーマ

講

師

11月 8日（水） 指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
・家族
午後２時〜４時 「歯と口の健康のはなし」

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） 多系統萎縮症患者・家族
午後２時〜４時 「最新の情報と日常生活の注意点」

大阪南医療センター 神経内科
部長 狭間 敬憲 氏

近畿大学医学部内科学教室
12月11日（月） 潰瘍性大腸炎患者・家族
午後２時〜４時 「潰瘍性大腸炎と言われたら、本人は、家族は、どうすべきか？」 櫻井 俊治 氏

・家族
12月14日（木） 指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
午後２時〜４時 「精神科医と学ぶストレスクリア術」

医療法人上島医院
院長 渥美 正彦 氏

・家族・関係機関支援者
1月16日（火） 指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
午後２時〜４時 「目からウロコ！防災の常識」

大阪市立大学大学院看護学研究科
教授 横山 美江 氏

1月30日（火） 重症筋無力症患者・家族
午後２時〜４時 「知っておきたい病気の知識」

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
機能診断科学講座臨床神経生理学
助教 久保田 智哉 氏

NPO法人ぴーす
・家族
2月14日（水） 小児慢性特定疾病患者（児）
午前10時30分〜12時 「我が子に関するさまざまな人とのつながり方・つなげ方」 山本 寿美 氏
患者のウェル・リビングを考える会
・家族
2月24日（土） 指定難病／小児慢性特定疾病患者（児）
午後２時〜４時 「難病と共に生きる〜リビングウィル（生前指示書）を書いてみよう〜」 代表 藤本 啓子 氏

3月 6日（火） 全身性エリテマトーデス患者・家族
午後２時〜４時 「SLE−病気のお話と治療について」

大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科
吉村 麻衣子 氏

患者・家族交流会 ◆時間：午後2時〜3時30分 ◆場所：堺市立健康福祉プラザ内
日

程

対

象

疾

病

日

程

対

象

疾

病

11月30日（木） 顕微鏡的多発血管炎

3月 1日（木） 後縦靭帯骨化症

11月30日（木） 結節性多発動脈炎

3月 9日（金） 特発性血小板減少性紫斑病

2月15日（木） サルコイドーシス

3月20日（火） 特発性間質性肺炎

3月 1日（木） 黄色靭帯骨化症
指定難病の患者・小児慢性特定疾病患者（児）
・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

程

内

容

講

師

11月16日（木） クリスマスプレートを作ろう

遠州 美幸 氏

12月19日（火） サンドアートを楽しもう

岡本 加寿絵 氏

1月18日（木） アロマハンドマッサージでリラックス

林 みどり 氏

2月20日（火） かわいいお針箱を作ろう

文字 順子 氏

3月15日（木） きらきらステンドグラスプレート

中谷 利香 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：原則毎月第1・3金曜日、第4木曜日
午前10時30分〜午後4時00分（1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。

11月

2日（木）
・ 9日（木）
・17日（金）

12月

1日（金）
・15日（金）
・21日（木）

平成30年

電話医療相談室
◎わたしの病気ってどんな風に
進行していくの？
◎薬の副作用について教えて！
◎病気のことをもっと詳しく知りたい！

皆さんからの様々なご相談に
専門医がお応えします！
お気軽にご予約ください。

◉膠 原 病
平成29年度電話相談日
11月28日（火） 平成30年 1月23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

※数字は疾病番号

1月

5日（金）
・19日（金）
・25日（木）

2月

2日（金）
・16日（金）
・22日（木）

3月

2日（金）
・16日（金）
・22日（木）

◆電話相談の時間：午後２時〜４時（1人30分以内）
◆定員：4名（先着順・予約制・無料）
◆対象：確定診断を受けている方とその関係者

◉神経難病
平成29年度電話相談日
11月 1日（水） 平成30年 1月10日（水）
12月 6日（水）
2月 7日（水）
3月 7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

※数字は疾病番号

1.球脊髄性筋萎縮症
2.筋萎縮性側索硬化症

18.脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）

3.脊髄性筋萎縮症

19.ライソゾーム病

4.原発性側索硬化症

20.副腎白質ジストロフィー

5.進行性核上性麻痺

21.ミトコンドリア病

6.パーキンソン病

23.プリオン病

7.大脳皮質基底核変性症

24.亜急性硬化性全脳炎

8.ハンチントン病

25.進行性多巣性白質脳症

9.神経有棘赤血球症

26.HTLV-1関連脊髄症

10.シャルコー・マリー・トゥース病

27.特発性基底核石灰化症

40.高安動脈炎

49.全身性エリテマトーデス

11.重症筋無力症

28.全身性アミロイドーシス

41.巨細胞性動脈炎

50.皮膚筋炎／多発性筋炎

12.先天性筋無力症候群

29.ウルリッヒ病

42.結節性多発動脈炎

51.全身性強皮症

13.多発性硬化症／視神経脊髄炎

30.遠位型ミオパチー

43.顕微鏡的多発血管炎

52.混合性結合組織病

14.慢性炎症性脱髄性多発神経炎／

31.ベスレムミオパチー

44.多発血管炎性肉芽腫症

53.シェーグレン症候群

多巣性運動ニューロパチー

45.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

54.成人スチル病

15.封入体筋炎

46.悪性関節リウマチ

55.再発性多発軟骨炎

16.クロウ・深瀬症候群

48.原発性抗リン脂質抗体症候群

56.ベーチェット病

17.多系統萎縮症

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

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 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

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。

〈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。

旭中
文

文

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

堺市難病患者支援センター
堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

TEL 072ー275ー5056 FAX 072ー275ー5038
月〜金曜日 9：00〜17：30（相談受付は17：00まで）
※土日祝・年末年始はお休みです。

仁徳天皇陵古墳

文

大仙小

塩穴通
バス停

建物周辺の路上駐車はご遠慮ください。

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

「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

編集後記

当センターでは︑学習会や交流会︑広場

サロンなどを行っております︒

はじめて参加された方からは︑
﹁悩んだ

け ど 来 て よ か っ た︒﹂と 感 想 を い た だ く こ

とが多くあります︒学習会は︑病気のこと

だけでなく療養生活のヒントとなるテーマ

も計画しております︒また︑今年度は小児

慢性特定疾病の家族交流会も行いました︒

体調が悪いときなどは︑なかなか外出し

にくいかと思いますが︑興味のある方は一

度お問い合わせいただけたらと思います︒

ご参加お待ちしております︒

﹁患者さんの声﹂をお寄せいただいた

T・O さ ん ︑e m i k u r a さ ん ︑ あ り が

ご相談ください。

とう ご ざ い ま し た ︒ オ ア シ ス は 皆 さ ん の

いつでもお電話・ご来所の上

声によって作られています︒これからも

何かお困りのことがあれば

ご感想︑ご要望をお寄せください︒

療養生活のご相談や

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
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
特発性間質性肺炎
特発性血小板減少性紫斑病
マルファン症候群
多発性硬化症
皮膚筋炎
全身性強皮症

﹁同じ病気の人と話をしたい﹂という場合に

◎仲間相談員がいる疾病◎

難病患者・家族の皆さまをサポートする
という意味です。

〜おねがい〜
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仲間相談 のご紹介

2017年
（平成29年）
11月

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ターにお

堺市難病患者支援センターまで

問い合わせください︒

お問い合わせ

仲間相談員募集中！

第28号

