
 
 
 
 

指定難病・小児慢性特定疾病

医療費助成の対象疾患が拡大されます!!
 平成 26 年 5 月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成 27 年 1 月 1 日

から新たな難病医療費（指定難病）助成制度が実施されます。 

 指定難病の助成対象が現行制度の５６疾病から最終的に約３００疾病まで拡大される見通しで

す。このうち平成２７年１月から助成を開始する第１次実施分の疾患として１１０疾病（下記表）

が決定しました。患者負担は現行の３割から２割に軽減され、所得に応じた上限額が設けられます。 

 また、小児慢性特定疾病は、現行の５１４疾病から７０５疾病へ拡大。このうち平成２７年１月

から助成を開始する第１次実施分とし追加される疾患は１０７疾病となっています。 

 

■指定難病（第１次実施分１１０疾病）   

 
※ご不明な点は、高島保健所(TEL：0740-22-2419)までお問い合わせください。 

 番号 病名 新規 番号 病名 新規  番号 病名 新規
1 球脊髄性筋萎縮症 41 巨細胞性動脈炎 ○ 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 ○
2 筋萎縮性側索硬化症 42 結節性多発動脈炎 82 先天性副腎低形成症 ○
3 脊髄性筋萎縮症 43 顕微鏡的多発血管炎 83 アジソン病 ○
4 原発性側索硬化症 ○ 44 多発血管炎性肉芽腫症 84 サルコイドーシス
5 進行性核上性麻痺 45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 ○ 85 特発性間質性肺炎
6 パーキンソン病 46 悪性関節リウマチ 86 肺動脈性肺高血圧症
7 大脳皮質基底核変性症 47 バージャー病 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 ○
8 ハンチントン病 48 原発性抗リン脂質抗体症候群 ○ 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
9 神経有棘赤血球症 ○ 49 全身性エリテマトーデス 89 リンパ脈管筋腫症

10 シャルコー・マリー・トゥース病 ○ 50 皮膚筋炎／多発性筋炎 90 網膜色素変性症
11 重症筋無力症 51 全身性強皮症 91 バッド・キアリ症候群
12 先天性筋無力症候群 ○ 52 混合性結合組織病 92 特発性門脈圧亢進症 ○
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 53 シェーグレン症候群 ○ 93 原発性胆汁性肝硬変

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

54 成人スチル病 ○ 94 原発性硬化性胆管炎 ○

15 封入体筋炎 ○ 55 再発性多発軟骨炎 ○ 95 自己免疫性肝炎 ○
16 クロウ・深瀬症候群 ○ 56 ベーチェット病 96 クローン病
17 多系統萎縮症 57 特発性拡張型心筋症 97 潰瘍性大腸炎
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) 58 肥大型心筋症 98 好酸球性消化管疾患 ○
19 ライソゾーム病 59 拘束型心筋症 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 ○
20 副腎白質ジストロフィー 60 再生不良性貧血 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 ○
21 ミトコンドリア病 61 自己免疫性溶血性貧血 ○ 101 腸管神経節細胞僅少症 ○
22 もやもや病 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 ○ 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 ○
23 プリオン病 63 特発性血小板減少性紫斑病 103 CFC症候群 ○
24 亜急性硬化性全脳炎 64 血栓性血小板減少性紫斑病 ○ 104 コステロ症候群 ○
25 進行性多巣性白質脳症 ○ 65 原発性免疫不全症候群 105 チャージ症候群 ○
26 HTLV-1関連脊髄症 ○ 66 IgＡ 腎症 ○ 106 クリオピリン関連周期熱症候群 ○
27 特発性基底核石灰化症 ○ 67 多発性嚢胞腎 ○ 107 全身型若年性特発性関節炎 ○
28 全身性アミロイドーシス 68 黄色靱帯骨化症 108 TNF受容体関連周期性症候群 ○
29 ウルリッヒ病 ○ 69 後縦靱帯骨化症 109 非典型溶血性尿毒症症候群 ○
30 遠位型ミオパチー ○ 70 広範脊柱管狭窄症 110 ブラウ症候群 ○
31 ベスレムミオパチー ○ 71 特発性大腿骨頭壊死症
32 自己貪食空胞性ミオパチー ○ 72 下垂体性ADH分泌異常症
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 ○ 73 下垂体性TSH分泌亢進症
34 神経線維腫症 74 下垂体性PRL分泌亢進症
35 天疱瘡 75 クッシング病

36 表皮水疱症 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
37 膿疱性乾癬（汎発型） 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 78 下垂体前葉機能低下症

39 中毒性表皮壊死症 79
家族性高コレステロール血症
（ホモ接合体）

40 高安動脈炎 80 甲状腺ホルモン不応症 ○

 
 

ＵＲＬ http://www.pref.shiga.lg.jp/e/i-hwc/ 
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平成 27年夏には、 
約 300疾病になる 
予定です。 



毒キノコの食中毒に注意！！
9 月に朽木でツキヨタケという、毒キノコ 

による食中毒が発生しました。

山で見知らぬキノコを採取して食べることは 

大変危険です。図鑑やインターネットの写真を

勝手に解釈して鑑定することはやめましょう。 

 

ツキヨタケは暗闇に置いておくとかさの部分

が発光します。 

福祉用具製作ボランティア      これからが、食中毒のシーズン!!

「ほほえみ工房」～作品紹介～

高齢者や身体にハンディのある人の自立を助け、

介護者の負担を軽くするため、福祉用具製作ボラン

ティア「ほほえみ工房」では、簡易な日常生活用具

の製作・小修理等の活動を行っています。 

今回は、≪持ちやすいお箸≫をご紹介します。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：二本の箸が自由にあやつれない人 

お問い合わせ： 

高島健康福祉事務所（高島保健所）TEL：0740-22-2419 

ほほえみ工房（第２・４水曜日活動）TEL：0740-32-2120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
冬の食中毒に注意しましょう！ 

食中毒というと「夏」というイメージをもたれる方

も多いと思いますが、ノロウイルスに代表されるよ

うに冬にも食中毒が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノロウイルスの発生要因の 

８割以上が従事者からの二次汚染 

 

 

１．調理する人の健康管理 

 

 

 

 

 

２．作業前などの手洗い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．施設の消毒 

 

 

 

 

 

 

ノロウイルスによる食中毒は 

◆事件数で第１位 

（食中毒件数の約半数がノロウイルス） 

◆冬期が多い 

（ノロウイルス発生件数の 82.5％が 10 月～３月に発生） 

◆大規模な食中毒になりやすい 

（1 事件あたり 29.6 人） 

だから 

●洗うタイミングは 

 ◎トイレに行った後 

 ◎調理施設に入る前 

 ◎料理の盛付け前 

●汚れの残りやすいところはていねいに 

 ◎指先、指の間、爪の間 

 ◎親指の周り 

 ◎手首 

●普段から感染しないように食べ物（生カキ）や

家族の健康状態に注意する。 

●下痢、嘔吐などの症状があるときは、食品を直

接取扱う作業をしない 

●トイレのノブ、手洗いの蛇口などを塩素消毒 

する。 

※塩素濃度 200ppm の次亜塩素酸ナトリウム

で浸しながら拭く。 

※エタノールは効果がありません。 

ノロウイルスによる食中毒予防のポイント 

箸を握る側にバネを使用したもので、

握ると自然に箸先が揃います！！


